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序言

序　　言

平成 26 年は，各地での記録的な大雨や土砂災害，そして御嶽山の噴火など，自然災害の多い年であった．そのよ
うな中，年頭からソチオリンピックでのメダルラッシュに始まり，年末にはノーベル物理学賞に日本人 3 名が輝く
など，明るいニュースも数多くあった．

本学においても，丸木清浩理事長が名誉理事長に退かれ，丸木清之専務理事が新たに理事長に就任され，新た
な時代の幕開けを迎えた．さらに，本学国際医療センターが，病院機能の国際的な認証評価機構である JCI(Joint 
Commission International) から，大学病院として日本で初めて認証を得るという快挙をなし遂げ，本学の歴史に大き
な 1 ページを刻んだ．

学事に関しても平成 26 年は大きな節目となる 1 年であった．その第 1 として，4 月に私立学校法の改正が，6 月
には学校教育法の改正が行われ，平成 27 年 4 月からの施行に向けて準備が求められた．今回の改正点のポイントは，
大学のガバナンス体制を整備することにあるが，本学では平成 15 年に丸木名誉理事長から示された「新しい運営管
理方法」の基本方針に基づき，山内名誉学長を中心にまとめられた「新しい教員組織」による大学運営が平成 18 年
から開始されており，対応は主として規程・規則類の整備に絞られた．

第 2 として，研究に関連して噴出した様々な不祥事 (STAP 細胞，高血圧治療薬を始めとする市販後薬の臨床研究
における不正，等 ) の再発防止のため，法律，指針，ガイドラインなどが新設，あるいは改正された点があげられる．
具体的には，「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」，「公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン」，「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」，「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（いわゆる統合指
針）」などの施行に備えて，本学でも学内体制の整備を進めた．これらガイドライン等の目的とするところは，医学
研究を制限しようとするものではなく，研究が科学的かつ倫理的に，また公平性や透明性をもって，社会の理解を得
て実施されるよう，研究環境を整備することにあり，むしろ研究者や研究機関を守るものである．医学の研究を推進
し，その成果を社会に還元していくことは，大学の使命であり，社会の発展のためにも不可欠である．平成 27 年 4
月からは，平成 26 年 5 月に成立した「健康・医療関連 2 法」に基づき，「医療研究開発機構 (AMED)」が始動するが，
このことも国レベルで医学研究を推進していこうとする強い意思の現れである．このような流れを受け，本学では，
教職員が一体となって研究環境を整える組織としてリサーチアドミニストレーションセンターを平成 27 年 4 月に設
置することになり，その準備が進められた．

第 3 として，教育改革の継続があげられる．医学部では，国際基準に適合した医学教育のカリキュラム改革，27
年度の 3 年生から募集を開始する研究医養成カリキュラムの作成，27 年度に初めて卒業生が出る地域枠学生のキャ
リア教育の具体化，などについて準備が進められた．

このように，医科大学を取り巻く環境は激変といってもよい程，大きく変わろうとしている．人口の激減，生産年
齢人口の急減，高齢人口の急増，グローバル社会の到来，は避けられない状況にあり，本学を取り巻く環境も大きく
変化しているが，教職員一人ひとりが自己を点検し，必要があれば，熱意と勇気と冷静さをもって自らを変えていく
ことによって，活気に溢れた埼玉医科大学を維持していくことが可能である．

本学は，今年で開学から 43 年目を迎えるが，その起源は毛呂病院にまで遡ることができる．本学の原点が地域の
医療を支えてきた病院に由来するという誕生の歴史，その置かれている地理的環境，そして病院および大学が重視す
る基本的価値観が，アメリカのミネソタ州ロチェスターにあるメイヨークリニックと極めて似ていることから，埼玉
医科大学では，丸木名誉理事長，山内名誉学長を中心に，全学をあげて「日本のメイヨークリニックを目指す」運動
が繰り広げられている．大きな変化のある時こそ，本学が何のために存在し，どのような価値を社会に提供するのか，
というミッションに沿って，自らのあり方を見直し，自らを改革していくことが重要であり，「日本のメイヨークリニッ
クを目指す」運動の推進こそが，本学がいつまでも活力のある大学であり続ける要諦であろう．

埼玉医科大学　　　　　　　　　　　
学長・医学部長　別所　正美　　
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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 43 年を経た，この平成 26（2014）年度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 名）
  学長　落合　京一郎，理事長　栗原　浩，専務理事　丸木　清美，
  常務理事　丸木　清浩
 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
 4 月 入学定員 80 名より 100 名に変更（入学定員 100 名）
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 名）
 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　正
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
  所長　坂元　正一
平成元（1989）年 5 月 病院長　東　博彦
 10 月 学長代行　宮川　正
平成 02（1990）年 8 月 学長　石田　正統
平成 06（1994）年 4 月 理事長　丸木　清浩
  総合医療センター　所長　遠山　博
平成 09（1997）年 8 月 学長　東　博彦，名誉学長　石田　正統，病院長　尾本　良三
平成 10（1998）年 7 月 専務理事　濱口　勝彦
平成 11（1999）年 4 月 総合医療センター　所長　安倍　達
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 13（2001）年 1 月 総合医療センター　センター長　濱口　勝彦（専務理事）
 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
  所長　村松　正實
  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
 6 月 埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会
 9 月 総合医療センター　センター長　飯沼　壽孝
平成 15（2003）年 5 月 常務理事　丸木　清之，尾本　良三，藤森　貞夫
 8 月 医学教育センター設立　センター長　山内　俊雄
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
 8 月 学長　山内　俊雄，名誉学長　東　博彦，大学病院長　横手　祐二
  埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
 9 月 総合医療センター　センター長　吉本　信雄
平成 17（2005）年 2 月 日高キャンパス地鎮祭
 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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 8 月 国際交流センター設立　センター長　野村　正彦
  医学教育センター　センター長　別所　正美
 12 月 埼玉医科大学保健医療学部　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
 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 名・健康医療科学科 80 名・医用生体工学科 40 名）
  医学部教員組織の変革
  第 2 次長期総合計画「飛躍」（平成 18（2006）年度～平成 22（2010）年度）
 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
 8 月 地域医学・医療センター設立　センター長　横手　祐二
平成 19（2007）年 3 月 大学機関別認証評価　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
 4 月 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設
  病院長　松谷　雅生
  保健医療学部　理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員 40 名）
  （看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
 8 月 アドミッションセンター設立　センター長　山内　俊雄
  医学研究センター　センター長　松下　祥
平成 20（2008）年 4 月 ゲノム医学研究センター　所長　岡﨑　康司
  保健医療学部　入学定員の変更
  看護学科入学定員 80 名（入学定員 80 名）
  健康医療科学科入学定員 80 名より 70 名に変更（入学定員 70 名）
  医用生体工学科 40 名（入学定員 40 名）
  理学療法学科入学定員 40 名より 50 名に変更（入学定員 50 名）
 8 月 大学病院　病院長　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 名より 110 名に変更（入学定員 110 名）
  アレルギーセンター設立　センター長　永田　真
  東洋医学センター設立　センター長　三村　俊英
  教職員・学生健康推進センター設立　センター長　今井　康雄
  情報技術支援推進センター設立　センター長　椎橋　実智男
  ゲノム医学研究センター　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
  国際交流センター　センター長　松本　万夫
  医学部医学科入学定員 110 名より 115 名に変更（入学定員 115 名）
  埼玉医科大学大学院修士課程開設
  医学研究科医科学専攻（入学定員 8 名）
  看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 名）
 6 月 かわごえクリニック　院長　佐々木　望，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
 4 月 医学部医学科入学定員 115 名より 120 名に変更（入学定員 120 名）
  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）
 8 月 学長　別所　正美，副学長　吉本　信雄，名誉学長　山内　俊雄
  アドミッションセンター　センター長　別所　正美
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平成 24（2012）年 3 月 東洋医学センター　病院組織へ移管
  先端医療開発センター　廃止
 4 月 教職員・学生健康推進センター　センター長　池田　齊
  医療人育成支援センター　センター長　三村　俊英
 5 月 専務理事　吉本　信雄，常務理事　田島　賢司
 6 月 事務局長　田島　賢司
 9 月 総合医療センター　病院長　堤　晴彦
  総合医療センター　名誉病院長　吉本　信雄
平成 25（2013）年 3 月 学生ホール 16 号館　落合ホール竣工
  学習棟開設
 4 月 医学部医学科入学定員 120 名より 121 名に変更（入学定員 121 名）
 10 月 大学機関別認証評価　実地調査
平成 26（2014）年 1 月 教職員・学生健康推進センター　センター長　丸山　義明
 3 月 大学機関別認証評価　適合認定
 4 月 医学部医学科入学定員 121 名より 125 名に変更（入学定員 125 名）
  国際交流センター　センター長　田中　淳司
 5 月 理事長　丸木　清之
  名誉理事長　丸木　清浩
  アレルギーセンター　病院組織へ移管
 8 月 大学病院　病院長　金澤　實
  かわごえクリニック　院長　片山　茂裕
  地域医学・医療センター　センター長　別所　正美
平成 27（2015）年 3 月 副理事長　吉本　信雄，専務理事　棚橋　紀夫

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　医学科
　保健医療学部　看護学科，臨床検査学科，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，昨年度は，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 
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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．

昨年度は，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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5．大学院

1．入学者
　（医学研究科博士課程）
　平成 26 年度大学院志願者 18 名 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 17 名、外国人特別選抜 0 名）
 合格者 16 名 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 15 名、外国人特別選抜 0 名）
 入学者 15 名 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 14 名、外国人特別選抜 0 名）
　（医学研究科修士課程）
　・医科学専攻
　平成 26 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 26 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

総定員 入学定員 １年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計男 女 男 女 男 女 男 女
生物・医学研究系専攻 40 10 2（1） 0 2（1） 1（1） 1（1） 0 2（2） 1（0） 9（6）
社会医学研究系専攻 16 4 0
臨床医学研究系専攻 144 36 13（13） 4（4） 14（13） 6（4） 13（11） 1（0） 15（14） 7（5） 73（64）

計 200 50 15（14） 4（4） 16（14） 7（5） 14（12） 1（0） 17（16） 8（5） 82（70）

　修士課程

総定員 入学定員 １年次 2 年次 長期履修生 合計男 女 男 女 男 女
医 科 学 専 攻 16 8 7（7） 1（1） 4（4） 3（2） 0 0 15（14）
看 護 学 専 攻 20 10 0 4（4） 0 6（6） 1（1） 6（6） 17（17）

計 36 18 7（7） 5（5） 4（4） 9（8） 1（1） 6（6） 32（31）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）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 6 名 （男 2 名，女 4 名）
　　協力研究員 10 名 （男 8 名，女 2 名）
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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 1267 上宮奈穂子 Analysis of restenosis after carotid artery stenting: preliminary results using 

computational fluid dynamics based on three-dimensional angiography.
2 乙 1268 中宮　紀子 Clinicopathological and prognostic impact of imaging of breast cancer 

angiogenesis and  hypoxia using diffuse optical spectroscopy
3 乙 1269 簗　　明子 Usefulness of Cystatin C in the Postoperative Management of Pediatric Patients 

With Congenital Heart Disease
4 乙 1270 中島　正己 睡眠時無呼吸症候群における体位変化による鼻腔開存性の検討：鼻腔通気度測

定法と音響鼻腔計測法を用いて
5 乙 1271 石塚　京子 Topographic Anatomy of the Posterior Ramus of Thoracic Spinal Nerve and 

Surrounding Structures
6 乙 1272 佐藤　貴彦 慢性腎臓病（chronic kidney disease：CKD）患者における細菌感染症入院に関

わるリスクの検討
7 甲 1273 大村裕紀子 日本語版 Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory 短縮版（MM-CGI-SF-J）の

作成ならびにその信頼性と妥当性の検討
8 甲 1274 鈴木　興秀 リンチ症候群のスクリーニングとしてのミスマッチ修復タンパクの免疫染色の

有用性：日本人 50 歳未満大腸癌における検討
9 甲 1275 高瀬健一郎 Development of novel treatment with a bioabsorbable esophageal patch for 

benign esophageal stricture.
10 甲 1276 藤島　基宣 Mild cognitive impairment, poor episodic memory, and late-life depression 

are associated with cerebral cortical thinning and increased white matter 
hyperintensities

11 甲 1277 阿南　朋恵 造血器腫瘍に対するフルダラビン / メルファラン / 全身放射線照射を前処置と
   （根本） した同種造血幹細胞移植の治療効果
12 甲 1278 井内卓次郎 Influence of treatment with extracts of Hypsyzigus marmoreus mushroom on 

body composition during obesity development in KK-Ay mice
13 甲 1279 井熊　大輔 新規尿中マーカーによるループス腎炎の組織所見の予測
14 甲 1280 白﨑　泰隆 冠動脈ステント植え込み患者の抗血小板薬、抗凝固薬内服と出血性合併症に注

目した予後評価
15 甲 1281 丹野　　巡 Increase in Ultrasonic Intensity of Blood Speckle across Moderate Coronary 

Artery Stenosis is an Independent Predictor of Functional Coronary Artery 
Stenosis Measured by Fractional Flow Reserve: Pilot Study

16 甲 1282 渡邉　佳典 Beneficial Effects of Canagliflozin in Combination with Pioglitazone on Insulin 
Sensitivity in Rodent Models of Obese Type 2 Diabetes

17 乙 1283 伊藤　大真 Flow Cytometric Analysis for Shedding of Procoagulant Particles Provoked by 
Calcium Influx Through the Cell Membrane in Human Monocytic Cells

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 37 号 荻原　健一 閉経後女性における身長低下の進行と身体状況および運動機能要素の変化との

関連
2 修医第 38 号 加藤麻衣子　 欧州の医療機器認証制度から見た我が国の第三者認証制度のあり方に関する研

究
3 修医第 39 号 緑川　沙織 比較に基づく体幹－上肢境界領域の末梢神経解剖学
4 修医第 40 号 師岡　祐輔 頸髄不全麻痺者における歩行に対する動的立位練習の即時効果
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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 26 号 勝久　　淳 精神科病棟における身体合併症看護について
2 修看第 27 号 今井　淳子 未就学児を持つ看護系大学女性教員の多重役割による葛藤とその関連要因
3 修看第 28 号 小野智恵美 乳房再建術を受ける乳がん患者への看護支援
4 修看第 29 号 鈴木　優子 小児看護を実践する中堅看護師が実践を継続する過程　－経験年数４年目から

６年目の看護師への面接調査－
5 修看第 30 号 渡邊裕見子 消化器系がん患者の化学療法における服薬行動の検討
6 修看第 31 号 山﨑美智子 終末期患者がその人らしい最期を過ごすために家族が求める看護へのニーズ
7 修看第 32 号 大石ゆかり アルコール依存症者が断酒を継続できる生き方を見直す過程　－断酒を３年以

上継続している当事者からの面接を通して－
8 修看第 33 号 櫻井　敬子 看護師の患者安全のための看護実践自己評価とその関連要因
9 修看第 34 号 千葉今日子 看護学臨地実習指導者の自己教育力とその関連要因
10 修看第 35 号 丸山　恵子 特定のあるいは日常的な生活場面の中で患者が経験する危機的状況とその特性
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総論（医学部）

6．1）医　学　部

平成 26 年度は，理事長および大学病院長の交代など重要な人事の異動があった．学事に関しては，私立学校法お
よび学校教育法の改正への対応，「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」を始めとする各種ガ
イドラインや指針への対応など，大学を取り巻く環境の変化に適切に対応することが求められる 1 年であった．本
学では，前者については，規程・規則類の整備をするとともに教授会の在り方を見直し，3 名の副学長を新たに任命
することとした．また，後者については，リサーチアドミニストレーションセンタ－を新設し，教職員一体となって
研究管理体制を整備することとした．

この他，平成 26 年度に特筆すべき事項として，医学部志願者数が過去最高となったこと，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 126 名（地域枠 15 名，研究医枠 1 名）となったこと，東日本医科学生体
育大会の副主管となったこと，東京オリンピックパラリンピック組織委員会との協定を締結したこと，私立大学等総
合支援事業においてタイプ 1，2，3 が採択されたこと，などがあげられる．

以下に平成 26 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．私立大学等改革総合支援事業
平成 25 年度から始まった私立大学等総合支援事業は，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文部科学省の事業であるが，平成 26 年度は，これまでの「タ
イプ 1」，「タイプ 2」，「タイプ 3」に加えて，「グロ－バル化」の「タイプ 4」が加わった．本学で 4 タイプすべてに
申請を行ったが，「タイプ4」を除く3タイプで昨年に引き続き採択された．グロ－バル化に関して基準点に達しなかっ
たことで，本学の新たな課題が明らかとなった．

2．入学試験および入学定員
医学部の入学試験は，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，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27年度募集の推薦選抜の志願者は45名で，合格者は12名であった．一般入試の志願者は4,925名（前期2,280
名，後期 2,645 名）と過去最高を記録した．一般入試の合格者は 110 名（前期 64 名，後期 46 名）であった．セン
ター試験利用入試の志願者は 793 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意向調査があり，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
省から更なる定員増の意向調査があり，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 名となり，平成 26 年度は地域枠 4 名の更
なる増員増の意向調査があり，入学定員は 125 名となったが，平成 27 年度は地域枠が更に 1 名増員となり，総入
学定員は 126 名となった．

3．節電
電力需要の高まる夏と冬について，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 26 年度も目標が達
成できた．

4．学事に関する運営組織
本学独自の教員組織については，新任教員に対して着任時の 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，一般の教授会に相当する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
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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，重要事項については 3 病院の診療部長会議でも報告されている．

医学部の教授総会は，平成26年度から教授・教員総会とし，教授のみならず，全ての教員に門戸を広げることとした．
7 月 26 日に開催し，教育，研究，診療の各組織からトピックスを取り上げた（通算 14 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も，全ての教員が参加できることとし，12 月 20 日に開催
した（通算 9 回目）．2 つの教授・教員総会では，理事長から法人の運営方針や財務状況などについて直接説明があり，
参加者を対象としたアンケ－ト調査でも理事長講話は高く評価されている．

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 8 月を除く毎月 1 回開催した．

教員代表者会議の構成員は，6 名が人事異動により，1 名が任期満了にて退任し，9 名が新構成員として加わった．

5．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 26 年度の教員任期制による再任判定については，該当者 345 名のうち，再任希望者は 336 名，再任を
希望しない者が 9 名であった．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い，1 名の保留者を除き，再任を可と判断した．最終的には再任を希望していた 335
名が再任され，任期が更新された．

6．地域医療奨学金制度
地域医療を担う医師の不足対策として文部科学省は，医学部の定員を平成 21 年度から 30 年度までの 10 年間を

めどに増加することとしているが，医学部を卒業した医師が確実に地域医療に定着するためには奨学金制度の充実が
必要とされてきた．これに対し，埼玉県は埼玉県地域枠医学生奨学金を創設し，平成 22 年度から募集を開始した．
本学は独自に埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を行っている．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た．

埼玉県地域枠医学生奨学金については 26 名の応募があり，地域医療に貢献する意欲ならびに 1 学期の学業成績な
どを勘案し，14 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11名，3年生より1名，4年生より1名，5年生より1名，
6 年生より 1 名の計 15 名の応募があり，内 14 名を奨学生として決定した．

7．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ーキンググループを設置し，具体的な検討を行い，平成
27 年度の活動計画を策定した．

8．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 26 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ーキンググループでの検討が継
続され，平成 28 年度から導入予定の新カリキュラム案が策定された．これに関連して，平成 26 年 9 月には，アウ
トカム基盤型カリキュラムをテ－マに第 4 回の医学教育フォ－ラムが開催された．

9．医師国家試験
第 109 回の医師国家試験は，平成 25 年 2 月 7 日から 9 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 9,057 人，合格者 8,258 人，合格率 91.2% であった．
本学は，新卒者 109 名が受験し，99 名が合格した（合格率 90.8%）．既卒者は 6 名が受験し，4 名が合格した（合
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格率 66.7％）．全体としては，115 名が受験し，103 名が合格した（合格率 89.6%）．
今年度は，新卒の合格率が振るわなかった．最近の新卒合格率の推移を見ると，4 年に一度程度，低下する傾向が

あり，安定した合格率を維持するためには，なみ解決すべき課題があることが明らかになった．

10．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ー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．

11．大学院教育
大学院委員会を中心として，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ている．開始から 2 年目となる平成 26 年度は，〇名が本プ
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 3 年目を迎えた．

12．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 26 年度は，篤志家の寄附に基づく，若手研
究者を対象とした関口記念特別賞が新設された．

平成26年度の科学研究費は，新規採択件数46件，継続採択76件，合計122件，助成金額は234,676千円であった．

13．教員人事
平成 26 年度の教授採用は 10 名で，学内から昇格した教授は 13 名であり，退職した教授は 12 名であった．

14．その他
1）相互交換留学

本制度は開始から 20 年目を迎え，平成 26 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ，17 名の留学生を本学に
迎え，本学からは 22 名の学生が留学した．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 26 年度も実施された．
2）市民公開講座

一般市民を対象とした市民公開講座も 10 年目を迎えた．平成 26 年度も，特にテ－マを固定せず，一般の方々に
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 1,567 名の市民の方々にご参加
いただいた．
3） 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 26 年度は 3 回開催された．
4）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
シーにあった入学者を獲得する機会と考え，高大接続活動に取り組んだ．平成 26 年度は，7 月に高大接続活動の一
環として，昨年度に続き西武学園文理高校の生徒 14 名を受入れた．連携医療講座として模擬授業をオルコスホール
で開催，卒業生との交流会・学内見学会を行い，有望な学生獲得及び地域連携活動に取り組んだ．

15．平成 26 年度の総括
平成 26 年度は，学校法人にとっては理事長の交代という大きな出来事があったが，医学部の学事については，概

ね大過なく経過した．しかし，大学を取り巻く環境は大きく変化しており，平成 27 年度からは研究費の適正使用な
らびに研究の質保証について大学が責任を持って管理する必要がある．同時に，入学定員増となった地域枠学生 1
期生の卒業を迎え，研究医の募集も開始される．大学にとって正に激動の時期を迎えるが，本学としては自己点検と
評価を継続的に実施しつつ，一つひとつの事柄に丁寧かつ着実に取り組み，さらなる質の向上を目指すことが重要で
ある．
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6．2）教員代表者会議関連会議・委員会一覧

【任期：平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日】

教員代表者会議（医）
◎別所（学長，医学部長），土田（副医学部長），松下（副医学部長，医研セ長），荒木（副医学部長，医教セ長，

図書館長），木崎（医学部長補佐），持田（医学部長補佐），岡田（医学部長補佐），三村（医学部長補佐），小山
政（医学部長補佐），金澤（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），片山（ク院長），織田（学生部長），
鈴木洋（地医セ長），田中（国交セ長），丸山義（健推セ長），岡﨑（ゲ所長），椎橋（IT セ長），森（医教セ），辻（医
教セ），渡辺（生理），間嶋（リハ），永島（解剖），鈴木健（国放射），三橋（川中検），石原（産婦）永井（公衛），佐々
木惇（病理），中元（総診），中山（麻酔），池淵（国輸血），坂本（中施），赤塚（微生），丸山敬（薬理），村越

（生化），田丸（川病理），小林（国呼内），篠塚（消外），市岡（形成），粟田（内糖），加瀬（耳鼻），板谷（眼科），
大竹（小児），朝倉（泌尿），屋嘉比（川消内），輿水（川 ER），松居（川脳外），石田（川消外），野村（川神内），
杉山（川救命），田村（川周産），棚橋（国神内），佐伯（国乳腫），北村（国麻酔），根本（国救命），山口（国消
外），鈴木孝（国小心外），畝川（国腫内），髙田（法医），永田（呼内），太田（神精），吉本（副学長），小室（大
事部長），※濱口（特別顧問）

医学部教員組織運営会議・医学部自己点検評価委員会（医）
◎別所（学長，医学部長），吉本（副学長），金澤（大病院長），織田（大院長代理），堤（川病院長），屋嘉比（川

副院長），小山（国病院長），棚橋（国院長代理），荒木（医教セ長），土田（副医学部長），松下（医研セ長），木
崎（医学部長補佐），小山政（医学部長補佐），※濱口（特別顧問）

情報技術支援推進センター運営委員会（全）
◎椎橋（IT セ長），永井（公衛），丸山敬（薬理），依田（口外），藤原（国産婦），前田（川輸血），片桐（ゲ病態），

※別所（学長）

倫理委員会（全）
◎棚橋（国神内），○大竹（小児），田邊（保医用），中村（皮膚），永井（公衛），西川（国脳外），古地（保看護），

三谷（ゲ治療），山田（川泌尿），外：井上（元日赤局長），遠藤（医師），野木（弁護士），大西正（元読売記者）

ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会（全）
◎三谷（ゲ治療），○池淵（国輸血），池園（耳鼻），千本松（薬理），村田（保健康），太田（公衛），伴塲（保健康），

外：佐久間（女栄大），井上（元日赤局長），野木（弁護士）

GID 医学・医療推進委員会（全）
◎石原（産婦），豊嶋（神精），塚田（ク精神），三鍋（川形成），山田（川泌尿），髙井（川産婦），百澤（川形成），

永井（公衛），大西（川形成），高橋（地医セ），見上（川産婦）

図書館委員会（全）
◎荒木（図書館長），笹島（教養），村越（生化），山元（神内），張（川脳外），三橋（川臨検）片桐（ゲ病態），松

田（国血内），和合（保健康），乙戸（保理学）

全学自己点検・評価委員会（全）
◎別所（学長，医学部長），○吉本（副学長，専務理事），○大野（保学部長），○土田（副医学部長），松下（医研

セ長），荒木（医教セ長，図書館長），金澤（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），岡﨑（ゲ所長），田
中（国交セ長），織田（学生部長），西村（国心内），千田（保看護），村田（保健康），下岡（保医用），高倉（保
理学），田島（事務局長），茂木（総企部長），福田（総企），小室（大事部長），山川（保事室長），村嶌，内田，
松尾（医事務），※濱口（特別顧問）
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全学学生部委員会（全）
◎織田（学生部長），鈴木（保健康），永井（公衛），森（医教セ），田中（国交セ長），太田（神精），野村（川神内），

黒川（ゲ構造），新津（放射），伊藤（神耳），柴﨑（地医セ），藤田（解剖），山﨑（教養），稲葉（医同窓），本山（保
看護），辻脇（保看護），野寺（保健康），山下（保医用），中島（保医用），藤田（保理学），国澤（保理学），小室（大
事部長）

医学部学生部委員会（医）
◎織田（学生部長），○永井（公衛），森（医教セ），田中（国交セ長），太田（神精），野村（川神内），黒川（ゲ構

造），伊藤（神耳），新津（放射），柴﨑（地医セ），藤田（解剖），山﨑（教養），稲葉（医同窓），清水（教学健セ），
小室（大事部長）

喫煙問題検討委員会（全）
◎織田（学生部長），永井（公衛），金澤（大病院長），大野（保学部長），山﨑（教養），伊藤（神耳），野村（川神内），

根本（国救命），奥田（ゲ発生），鈴木（短大），清水，渡邊（看護），柴崎（施設），小室（大事部長），髙橋（医
務），井上（ク事務長），柳川（総務），諸田（川事部長），蛭間（川角事）

教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会（医）
◎岡田（医学部長補佐），荒木（副医学部長），織田（学生部長），穐田（中施），金（整形），藤田（解剖），青木（看

護部），内野（購買），岩澤（購買），村嶌（大事務），河村（大事務），※別所（学長）

毛呂山キャンパス整備委員会（医）+（短）
◎岡田（医学部長補），○丸木（理事長），金澤（大病院長），織田（大院長代理），松下（副医学部長），荒木（副

医学部長），渡辺（生理），吉田（教養），持田（医学部長補），堀川（施設部長），田島（事務局長），小室（大事
部長），内田，村嶌（大事務），所（短副学長），久保（短大），※別所（学長）

COI 管理委員会（全）
◎永井（公衛），松下（免疫），藤原（国産婦），田島（事務局長），外：井上（元日赤局長）

IR 委員会（全）
◎別所（学長，医学部長，荒木（副医学部長），松下（副医学部長），土田（副医学部長），椎橋（IT セ長），持田（医

学部長補佐），小山政（医学部長補佐），三村（医学部長補佐），伊藤（医同窓副会長），宮山（医政策），和合（保
健康），茂木（総企部長），小室（大事部長），山川（保事室長），村嶌，内田，松尾（大事務）

医学教育センター運営委員会（医）
◎荒木（教セ長），土田（皮膚），村越（生化），持田（消内），三村（リ膠），辻（教セ），椎橋（IT セ），森（医教セ），

渡辺（生理），間嶋（リハ），三橋（川中検），小山（国泌尿），岡田（腎内），豊嶋（精神），小室（大事部長）

卒前教育合同会議（医）
◎持田（消内），○土田（皮膚），荒木信（医教セ長），森（医教セ），吉田（教養），笹島（教養），山崎（教養），向田（教養），

永島（解剖），藤田（解剖），池田（生理），渡辺（生理），椎橋（IT セ），中平（生理），高野（解剖），村越（生化），
荒木智（生化），佐々木（病理），山本啓（心内），山元（神内），朝倉（泌尿），新津（放射），萩原（呼内），金（整形），
丸山（薬理），永井（公衛），鈴木洋（腎内），山口（感染），鈴木健（放射），倉持（皮膚），加瀬（耳鼻），伊藤彰（神
耳），松本（麻酔），長坂（麻酔），間嶋（リハ），辻（医教セ），井上（内糖），豊嶋（精神），大竹（小児），松田
晃（国血内），名越（川消内），三橋（川中検），茅野（病理），永田（呼内），秋山（リ膠），中元（総診）石原（産
婦），松本（国心内），村松（国心内），中山伸（消内），中込（呼内），脇本（血内），岡田浩（腎内），篠塚（消
外），竹内（乳腫），古村（小外），藤巻（脳外），中塚（形成），菊池（小児），板谷（眼科），依田（口外），中山
英（麻酔），芳賀（ER），磯部（東洋），太田（精神），森吉（臨検），岡田義（輸血），足立（健管），西岡（川心内），
植松（川呼内），松田昌（川内糖），得平（川血内），深浦（川神内），天野（川リ膠），加藤（川腎内），大野（川
感染），持木（川消外），小髙（川肝外），出口（川血外），大西清（川乳外），中山光（川呼外），山火（川心外），
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平岡（川整形），張（川脳外），大西文（川形成），側島（川小児），寺木（川皮膚），諸角（川泌尿），河井（川眼科），
大畑（川耳鼻），馬場（川産婦），下山（川口外），山本満（川リハ），小山（川麻酔），安藤（川 ER），熊井戸（川
救命），長田（川放射），吉益（川精神），新井（川病理），大久保（川輸血），伊藤博（川健管），柴田（国消内），
良沢（国消内），村山（国呼内），栗原（国内糖），林（国神内），渡邊（国腎内），畝川（国腫瘍），髙橋孝（国緩
和），宮里（国感染），山口（国消外），大崎（国乳腫），坂口（国呼外），上部（国心外），矢澤（国整形），山根

（国脳外），横川（国形成），住友（国小心），宇野（国小心外），田中（国小腫），中村（国皮膚），小山（国泌尿），
菅澤（国耳鼻），吉田（国産婦），坂田（国口外），牧田（国リハ），西部（国麻酔），根本（国救命），内野（国放射），
大西秀（国精神），小林清（国臨検），長谷部（国病理），池淵（国輸血），町田（研究セ），穐田（中施），田丸（川
研究），柴崎（地医セ），小谷（生化），堀内（微生物），曽根（免疫），高田（法医），奥田（ゲ発生），魚住（生化），
栗﨑（解剖），鈴木（教養），森口（教養），西脇（教養），赤塚（微生），松下（免疫），岡（消内），中村裕（血内），
亀井（産婦）

卒前教育委員会（医）
◎持田（消内），○土田（皮膚），荒木信（医教セ長），森（医教セ），吉田（教養），笹島（教養），山崎（教養），向田（教養），

永島（解剖），藤田（解剖），池田（生理），渡辺（生理），椎橋（IT セ），中平（生理），高野（解剖），村越（生
化），荒木智（生化），佐々木（病理），山本啓（心内），山元（神内），朝倉（泌尿），新津（放射），萩原（呼内），
金（整形），丸山（薬理），永井（公衛），鈴木洋（腎内），山口（感染），鈴木健（放射），倉持（皮膚），加瀬（耳鼻），
伊藤彰（神耳），松本（麻酔），長坂（麻酔），間嶋（リハ），辻（医教セ），井上（内糖），豊嶋（精神），大竹（小
児），松田晃（国血内），名越（川消内），三橋（川中検），茅野（病理），永田（呼内），秋山（リ膠），中元（総診）
石原（産婦），松本（国心内），村松（国心内），

卒後教育委員会（医）
◎三村（医学部長補佐），○中元（総診），○屋嘉比（川消内），○棚橋（国神内），荒木（医教セ長），田中（国交セ長），

依田（口外），伊崎（川皮膚），西村（国心内），宮澤（国消外）

医学研究センター運営会議（全）
◎松下（医研セ長），○岡﨑（ゲ所長），小林（国呼内），田丸（川病理），池淵（国輸血），坂本（中施），村越（生化），

赤塚（微生），丸山（薬理），椎橋（IT セ），飯野（研究セ），依田（口外），下岡（保医生），佐藤（口腔），安河内（研
セ），仁科（中施），吉田（教養），三谷（ゲ治療），森隆（川研），小野（内糖），片桐（ゲ病態），鈴木（研究セ），
※町田（研セ），菅原（研セ）

中央研究施設運営委員会（医）
◎坂本（中施），荒木智（生化），荒木信（神内），中村（皮膚），中山（消内），藤田（解剖），森口（教養），椎橋（IT

セ），小野（内糖），仁科（中施），穐田（中施），※田島（事務局長），和田（購買）

動物実験委員会（全）
◎森隆（川研），○赤塚（微生），坂本（中施），田丸（川病理），西川（国脳外），三谷（ゲ遺治），鈴木（保健康），

千本松（薬理），中島（保医用），横尾（ゲ動物）

環境安全委員会（医）
◎松下（免疫），丸山（薬理），吉田（教養）

RI 安全委員会（全）
◎粟田（内糖），○田中（放射），小野（内糖），松井（微生），飯塚（中施），平野（中放部），本田（川放），田丸（川

病），久慈（国核），熊﨑（国放），西本（ゲ RI），小糸（保健康）

組換えDNA実験安全委員会（全）
◎三谷（ゲ治療），○赤塚（微生物），池田（生理），森隆（川研），松井（微生），千本松（薬理），荒木（生化），井上（内

糖），江口（ゲ TR），池田（ゲ遺情），横尾（ゲ動物），長谷川（国産婦），脇田（保医用）
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特許委員会（全）
◎岡﨑（ゲ所長），○松下（医研セ長），萩原（呼内），吉本（副学長），戸井田（保医用），安河内（研セ），小室（大

事部長），須田（ゲ客員），飯野（研セ），木崎（川血内），山内（名誉学長）※別所（学長）

グラント選考委員会（全）
◎松下（医研セ長），別所（学長），吉本（副学長），大野（保学部長），土田（副医学部長），岡﨑（ゲ所長），金澤
（病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），坂本（中施），萩原（呼内），池淵（国輸血），石田（川消外），田
丸（川病），※濱口（特別顧問），田島（事務局長），和田（購買）

病原性微生物等管理委員会（全）
◎赤塚（微生），松井（微生），堀江（ゲ遺情），森隆（川研），佐藤（保健康），渡辺（臨検）

寄附研究部門設置委員会（全）
◎別所（学長），濱口（特別顧問），吉本（副学長），土田（副医学部長），松下（副医学部長），片山（ク院長），堤
（川病院長），小山（国病院長），木崎（医学部長補佐），岡崎（ゲ所長），米谷（眼科），飯野（医研セ），田島（事
務局長）

ゲノム医学研究センター運営委員会（全）
◎岡﨑（ゲ所長），奥田（ゲ発生），黒川（ゲ構造），井上聡（ゲ情報），片桐（ゲ病態），三谷（ゲ治療），赤塚（微

生），粟田（内糖），木崎（川血内），佐伯（国乳腫）

アドミッションセンター運営委員会（全）
◎別所（アドセ長），加藤木（副保学部長），土田（副医学部長），，上原（アド特教），吉田（教養），椎橋（IT セ長），

丸木（理事長），田島（事務局長），小室（大事部長），山川（保室長），所（短大），梶田（川看専），館（毛看専），
市岡（保健康），渡辺（生理），笹島（教養），山﨑（教養），勝浦（教養），向田（教養），下岡（保医用），戸井田（保
医用），鈴木（保健康），和合（保健康），横田（短事部長），井上（短事務），村田（川看事務），山口（毛看事務）

医学部入学試験委員会（医）
◎別所（学長），○土田（副医学部長），吉本（副学長），金澤（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），村越（生化），

吉田（教養），岡田（腎内），渡辺（生理），荒木（医教セ長），持田（消内），織田（学生部長），上原（アド特教），
※濱口（副理事長），椎橋（IT セ），小室（大事部長）

医学部入学試験実施委員会（医）
◎土田（副医学部長），○吉田（教養），向田（教養），笹島（教養），勝浦（教養），山崎（教養），渡辺（生理），岡田（腎

内），椎橋（IT セ），上原（アド特教），森（医教セ），山田（病理），荒関（医教セ），山田（医教セ），村越（生化），
魚住（生化），小室（大事部長），※別所（学長）

国際交流センター委員会（全）
◎田中（交セ長），○魚住（生化），三村（リ膠），荒木（神内），村松（国心内），佐伯（国乳腫），小澤（国放射），

茅野（病理），辻（医教セ），笹島（教養），千本松（薬理），田丸（川病），篠塚（消外），石原（国脳外），奥田（ゲ
発生），飯田（総診），劉（国交セ顧問），チャド（教養），市岡（保健康），乙戸（保理学），菅（生理），朝倉（泌
尿），石原（産婦），井上（腎内），藤巻（脳外），内田（大事務），※丸木（理事長），小山（国病院長），松本（国
心内），野村（国交セ顧問）

教員短期留学制度選考委員会（全）
◎田中（国交セ長），○魚住（生化），荒木（神内），佐伯（国乳腫），奥田（ゲ発生），田丸（川病），三村（リ膠），

千本松（薬理），辻（医教セ）
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地域医学・医療センター運営会議（全）
◎鈴木洋（地セ長），加藤木（副保学部長），千田（保看護），宮山（医政），足立（健管），椎橋（IT セ），森茂（医

教セ），柴﨑（地セ），大野（地セ），荒木（地セ），宮﨑（地セ），高橋（地セ），外：小林（毛病院）

地域医学・医療センター教育研修委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長），森茂（医教セ），千田（保看護），足立（健管），椎橋（IT セ），辻（医教セ），久保（短大），柴﨑（地

セ），大野（地セ），荒木（地セ），宮﨑（地セ），高橋（地セ），冨永（中施），外：稲葉（毛病），鈴木（光の家）

地域医学・医療センター地域支援検討委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長），千田（保看護），宮山（医政），足立（健管），柴﨑（地セ），大野（地セ），荒木（地セ），宮﨑（地

セ），高橋（地セ），外：小山（毛町副町長），栗田（毛町教委），小林（毛病院）

地域医学・医療センター情報統計疫学委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長），椎橋（IT セ），石原（産婦），依田（口外），柴﨑（地セ），大野（地セ），荒木（地セ），宮﨑（地

セ），高橋（地セ）

医療人育成支援センター運営会議（全）
◎三村（医支セ長），○輿水（医支セ副長），森茂（医教セ），間嶋（リハ），金子（国呼外），三橋（川臨検），中元
（総診），屋嘉比（川消内），棚橋（国神内），鈴木洋（地医セ），西村（国心内），坂口（国呼外），加藤（川腎内），
名越（川消肝内），木村（国放射），辻（医教セ），外：稲葉（毛病院）

大学院委員会（全）
◎別所（学長，医研究科長），千田（看研究科長），吉本（理事），大野（保学部長），木崎（医博運長），土田（医修運長），

富田（看修運長），荒木（医教セ長），松下（医研セ長），岡﨑（ゲ所長），金澤（大病院長），堤（川病院長），小
山（国病院長），三村（医育セ長），永島（解剖），田丸（川病理），佐伯（国乳腫），鈴木（保健康），古地（保看
護），※濱口（特別顧問）

大学院医学研究科委員会
◎別所（学長，医研究科長），木崎（博運長），土田（修運長），荒木（医教セ長），松下（医研セ長），岡﨑（ゲ所長），

坂本（中施長），三村（リ膠），金澤（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），田中（国交セ長），椎橋
（IT セ長），永島（解剖），渡辺（生理），村越（生化），奥田（ゲ発生），丸山（薬理），佐々木（病診），赤塚（微
生），鈴木正（保健康），小林（保医生），鈴木洋（地セ），永井（公衛），高田（法医），中村（血内），池淵（輸
血），光武（国感染），畝川（国腫内），加藤（国循内），萩原（呼吸），持田（消肝），粟田（内糖），野村（川神
内），岡田（腎内），中元（総診），佐藤（国心血外），篠塚（消外），大崎（国乳腫），古村（小外），金子（国呼外），
大竹（小児），石原（産婦），太田（神精），中村（皮膚），織田（整形），松居（川脳外），朝倉（泌尿），菅澤（国
耳鼻），板谷（眼科），北村（国麻酔），新津（放射），依田（口外），中塚（形成），倉林（リハ），藤田（保理学），
杉山（川救命），佐伯（国乳腫），片山（ク院長），吉本（副学長），棚橋（倫理委員長），田丸（川病理），高橋（川
放射），持木（川消外），大西（国精），※濱口（副理事長）

医学研究科博士課程運営委員会
◎木崎（博運長），土田（修運長），荒木（医教セ長），松下（医研セ長），田丸（川病理），永島（解剖），奥田（ゲ

発生），永井（公衛），萩原（呼吸），三村（リ膠），菅澤（国耳鼻），佐伯（国乳腫），高橋（川放射），持木（川
消外），大西（国精伸），※別所（学長，医研究科長）

医学研究科修士課程運営委員会
◎土田（修運長），大野（保学部長），加藤木（副保学部長），赤塚（微生），鈴木（保健康），奥田（ゲ発生），小林
（保医生），藤田（保理学），※別所（学長，医研究科長）
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※注）
　（医）：医学部／（全）：全学／　川：総合医療センター／　国：国際医療センター／
　ク：かわごえクリニック／　ゲ：ゲノム医学研究センター／　保：保健医療学部／
　短：埼玉医科大学短期大学／　外：学外委員／　※：オブザーバー
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6．3）学事

1．入学式
入学式：平成 26 年 4 月 7 日
新入生オリエンテーション：平成 26 年 4 月 9 日～ 4 月 11 日

2．授業・試験
　1 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 14 日～ 7 月 5 日
　　　定期試験① 7 月 7 日～ 7 月 19 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 11 月 8 日
　　　　 11 月 25 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験② 11 月 10 日～ 11 月 22 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 5 日～ 2 月 4 日
　　　定期試験③ 2 月 5 日～ 3 月 3 日（再試験含む）
　2 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 8 日～ 6 月 28 日
　　　定期試験① 6 月 30 日～ 7 月 11 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 11 月 26 日
 12 月 10 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験② 11 月 27 日～ 12 月 9 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 6 日～ 1 月 16 日
　　　定期試験③ 1 月 17 日～ 2 月 9 日（再試験含む）
　　　総合試験 2 月 12 日，2 月 13 日
　3 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 8 日～ 5 月 7 日
 5 月 19 日～ 6 月 26 日
　　　定期試験① 5 月 8 日～ 5 月 17 日
　　　定期試験② 6 月 27 日～ 7 月 11 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 9 月 30 日
 10 月 14 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験③ 10 月 1 日～ 10 月 7 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 6 日～ 1 月 24 日
　　　定期試験④ 1 月 26 日～ 2 月 24 日（再試験含む）
　4 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 8 日～ 7 月 1 日
　　　定期試験① 7 月 2 日～ 7 月 14 日
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　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 12 月 22 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 6 日～ 1 月 7 日，2 月 7 日～ 2 月 20 日
　　　定期試験② 1 月 8 日～ 3 月 3 日（再試験含む）
　　　共用試験 CBT 2 月 5 日
　　　共用試験 OSCE  2 月 25 日
　5 年生
　　BSL オリエンテーション 平成 26 年 3 月 31 日
　　1 学期
　　　BSL  4 月 1 日～ 7 月 26 日
　　　前期総合試験 8 月 30 日
　　2 学期
　　　BSL  9 月 1 日～ 12 月 20 日
　　3 学期
　　　CC オリエンテーション 平成 27 年 1 月 9 日
　　　CC ① 1 月 13 日～ 2 月 7 日
　　　CC ② 2 月 9 日～ 3 月 7 日
　　　後期総合試験 1 月 6 日，7 日
　　　BSL 後 OSCE 1 月 10 日
　6 年生
　　1 学期
　　　CC ③ 4 月 1 日～ 4 月 26 日
      CC ④ 5 月 7 日～ 5 月 29 日
　　　卒業時 OSCE 5 月 31 日
　　　授業 6 月 2 日～ 7 月 29 日
　　　実力試験① 4 月 30 日～ 5 月 2 日
　　　実力試験② 7 月 30 日～ 8 月 1 日
　　2 学期
　　　授業 8 月 25 日～ 9 月 27 日
 11 月 4 日～ 12 月 22 日
　　　実力試験③ 8 月 27 日～ 8 月 29 日
　　　実力試験④ 12 月 3 日～ 12 月 5 日
　　　第 1 回卒業試験 10 月 8 日～ 10 月 10 日
　　　第 2 回卒業試験 10 月 29 日～ 10 月 31 日

3．卒業式
　平成 27 年 3 月 14 日

4．その他
　定期健康診断：1 年生　　平成 26 年 4 月 8 日
　　　　　　　　2 年生　　平成 26 年 4 月 11 日
　　　　　　　　3 年生　　平成 26 年 4 月 17 日
　　　　　　　　4 年生　　平成 26 年 4 月 11 日
　　　　　　　　5 年生　　平成 26 年 3 月 28 日
　　　　　　　　6 年生　　平成 26 年 6 月 12 日
　　　　　　　　受診率　　769 ／ 769　100％
　解剖体慰霊祭：平成 26 年 10 月 18 日
　越華祭（大学祭）：平成 26 年 10 月 25 日，10 月 26 日
　臨床医学生認定式：平成 27 年 3 月 28 日
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6．4）入学，進級，卒業，入試

1．進級と卒業
在学者数

学年 進級者 平成 25 年度留年者
（休学者含む） 再入学 計（男：女）

1 年 （入学者）128 2 130（85：45）
2 年 127 6 133（85：48）
3 年 124 11 135（95：40）
4 年 120 6 126（76：50）
5 年 120 5 125（81：44）
6 年 108 11 1 120（75：45）
合計 727 41 1 769（497：272）

平成 26 年度　進級（卒業）・留年状況
学年 在学者 進級・卒業 留年 休学 転学 退学
1 年 130 123 6 1 0 0
2 年 133 128 4 0 0 1
3 年 135 120 9 4 0 2
4 年 126 120 5 0 1 0
5 年 125 119 5 0 1 0
6 年 120 109 9 0 0 2
合計 769 719 38 5 2 5

卒業
　平成 26 年 10 月 8 日～ 10 月 10 日の第 1 回卒業試験及び 10 月 29 日～ 10 月 31 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 109 名が卒業した．
　なお，この 3 月の卒業者 109 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 21 年度）入学者
115 名の 72.2% にあたる．

2．卒業者数
　平成 27 年 3 月卒業　109 名（男 69 名，女 40 名）

3．卒業生進路状況（第 109 回医師国家試験合格者）平成 27年 3月現在
　埼玉医科大学病院 15 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 8 名
　他大学附属病院・他指定病院 58 名
　合　計 103 名

4．第 109 回　医師国家試験
受験者（名） 合格者（名） 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
109 6 115 99 4 103 90.8 66.7 89.6

5．入学試験と入学者
　平成 27 年度入試は次のとおり実施された．

（1）推薦入試（全国公募推薦）（指定校推薦）
　出願期間　平成 26 年 11 月 1 日～ 11 日
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　試験日　11 月 16 日
　合格発表　11 月 19 日
　入学手続期間　11 月 19 日～ 11 月 28 日
　志願者　45 名
　受験者　44 名
　合格者　12 名
　入学者　12 名（男 6 名，女 6 名）,（現役 4 名，他 8 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 26 年 12 月 8 日～平成 27 年 1 月 16 日
　　1 次試験　1 月 25 日
　　1 次合格発表　1 月 28 日
　　2 次試験　2 月 1 日
　　2 次合格発表　2 月 4 日
　　入学手続期間　2 月 4 日～ 10 日
　　志願者数　2,280 名
　　1 次受験者　2,124 名
　　1 次合格者　376 名
　　2 次受験者　328 名
　　2 次合格者　64 名
　　入学者　43 名（男 32 名，女 11 名）
　②後期
　　出願期間　平成 26 年 12 月 8 日～平成 27 年 2 月 6 日
　　1 次試験　2 月 15 日
　　1 次合格発表　2 月 18 日
　　2 次試験　2 月 22 日
　　2 次合格発表　2 月 25 日
　　入学手続期間　2 月 25 日～ 3 月 4 日
　　志願者数　2,645 名
　　受験者数　2,180 名
　　1 次合格者　370 名
　　2 次受験者　335 名
　　2 次合格者　46 名
　　入学者　63 名（男 39 名，女 24 名）
　●試験科目
　　1 次　外国語（英語），数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），小論文（基礎学力試験）
　　2 次　面接

（3）センター試験利用入学試験
　　出願期間　平成 26 年 12 月 8 日～平成 27 年 1 月 16 日
　　1 次試験　1 月 17 日・18 日
　　1 次合格発表　2 月 25 日
　　2 次試験　3 月 1 日
　　2 次合格発表　3 月 4 日
　　入学手続期間　3 月 4 日～ 3 月 13 日
　　志願者数　793 名
　　受験者数　782 名
　　1 次合格者　162 名
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　　2 次受験者　 47 名
　　2 次合格者　 12 名
　　入学者　10 名（男 5 名，女 5 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 82 名，女 46 名）
　○入学高校所在地県別

北海道 4 茨　城 6 山　口 0
青　森 1 千　葉 4 岡　山 1
山　形 2 神奈川 4 広　島 1
岩　手 1 東　京 44 香　川 0
秋　田 2 静　岡 4 徳　島 2
宮　城 1 愛　知 3 高　知 1
福　島 4 岐　阜 0 愛　媛 0
山　梨 0 三　重 0 福　岡 2
長　野 1 兵　庫 1 佐　賀 0
新　潟 1 大　阪 3 長　崎 0
福　井 0 京　都 2 大　分 0
石　川 1 和歌山 1 熊　本 1
富　山 0 奈　良 1 宮　崎 0
群　馬 3 滋　賀 0 鹿児島 0
埼　玉 20 鳥　取 0 沖　縄 1
栃　木 4 島　根 0 認定・その他 1
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6．5）教育カリキュラム（奨学金等）

○奨学金等
平成 26 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 14 名（定員 14 名）　2 年生 10 名（定員 10 名）
3 年生 10 名（うち 1 名留年のため貸与停止）（定員 10 名）
4 年生 10 名（定員 10 名）　5 年生　5 名（定員 5 名）　合計 49 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 11 名　2 年生 2 名　3 年生 4 名
4 年生 4 名　 5 年生 11 名　6 年生 11 名（うち 1 名平成 27 年 2 月より辞退）  

合計　43 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 3 6 0 2 1 6 18
第二種 6 3 7 6 10 8 40
計（延数） 9 9 7 8 11 14 58
計（併用者含む） 7 8 7 8 10 12 52

　（大学院）
1 年 2 年 3 年 4 年 計

一種 1 1 0 0 2
二種 0 0 0 0 0
合計 1 1 0 0 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 年利（上限）

30,000・50,000・80,000

100,000・120,000
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。

　（大学院）
　　奨学金貸与月額 　（単位：円）

種類 博士医・歯・獣医学課程
第一種

（無利子） 80,000・122,000

第二種
（年利上限 3％） 50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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6．6）医学部の新しい教員組織について

｢ 医学部の新しい教員組織 ｣ については，平成 17 年度中にその骨子が作られ，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．すなわち，大学に奉職する教
員はすべて教育の義務があると同時に，診療も教育も，研究的な視野に立って，常により良いものを求め，新たな知
識・技能・態度の探求，習得に努めなくてはならないとした．

なお，上記②の資格とは，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
員とした．

診療組織の長を診療科長と呼称していたが，平成 26 年度に理事長より，部長と呼称することの提案があり，診療
部長，診療副部長，医長，専門医員，医員と呼称することとした．（図 2 参照）．また，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．

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，教員人事委員会，教員組織運営会議等で検討を重ねている．このようにして修
正や訂正が行われた結果については，小冊子「埼玉医科大学医学部の教員組織について」として各教員に配布した．
また，ホームページには最新の情報を掲載し，教職員は必要に応じて常時閲覧が可能となり，医学部の新しい教員組
織は広く周知が図られている．
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7．1）保健医療学部

1．平成 26 年度実績と次年度以降への展望
1）教授会と各種委員会
　保健医療学部教授会の構成員（平成 27 年 3 月現在）は，看護学科教授 7 名，健康医療科学科教授 5 名，医用生
体工学科教授 5 名，理学療法学科教授 4 名，学長，大学事務部部長の計 23 名からなる．平成 26 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．
2）学事および学生生活

（1）入学式，新入生オリエンテーション
　平成 26 年 4 月 7 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，健康医療科学科 58 名，医用生体工学科 36 名，理学
療法学科 47 名，および看護学科 3 年次編入学生 4 名，医用生体工学科 2 年次編入学生 1 名の計 234 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 26 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 18 プログラムに延べ 112 名（昨年度は 9 プログラム，90 名），医学部の 11 プログラムに延べ
31 名（昨年度は 12 プログラム，39 名），計 143 名（昨年度 129 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．今年度も本プログラムへの参加学生数が約 10％増加しており，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 26 年 10 月 4 日，看護学科 3 年生を対象に，第 7 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 18 日に行われ，保健医療学部の学生 40 名（理学療法学科 25 名，他学科各 5 名）が参加した．

（6）学生による授業評価と教員表彰
　前期末と後期末の 2 回，全ての授業科目において学生による授業評価を実施し，各教員へのフィードバックおよ
び学生・教員への結果開示を行った．
　また，この評価結果をもとにした教員表彰として，講義科目については，各学科から 3 名ずつの Teacher of the 
Year 賞および各学科から 1 名ずつの Best Effort of the Year 賞を，演習科目については，各学科から 3 科目ずつの
Subject of the Year 賞を授与した．

（7）教員の教育業績評価システム
　教員の教育業績評価システムは平成 23 年度から検討，試行を重ねて，平成 25（2013）年度 3 月から本格実施を
開始した．今年度も円滑に実施され，平成 26 年度の教員人事考課の添付資料としても活用できた．

（8）卒業式，謝恩会
　平成 27 年 3 月 14 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 6 期生 88 名，健康医療科学科 6 期生 69 名，
医用生体工学科 6 期生 34 名，理学療法学科 5 期生 53 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．
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（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
ナル語学学校において実施され，学生計 15 名（1 年生 6 名，2 年生 7 名，3 年生 2 名）が参加した．
　理学療法学科では，米国西海岸でのカリフォルニア州立大学サクラメント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．
　とくに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 26 年度において部活動に参加している学生数は，20 団体のべ 606 名（前年度は 19 団体 526 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
ラウンド建設が完成したので，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 7 回目の学園祭（第 7 回越華祭）が，10 月 25 日～ 10 月 26 日の 2 日間にわたり日
高キャンパスで開催された．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 26 年度の学生保健室利用状況は計 431 件（川角校舎 80 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 16
件であった．保健室利用の総数，川角での利用数ともに前年比およそ－ 65％と減少，さらに心理相談の利用が前年
比およそ－ 30％と著減した．
　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．
3）広報活動とオープンキャンパス
　広報委員会のもとで，昨年同様に学部ホームページ，各種のインターネット媒体，新聞，雑誌による学部紹介，駅
構内および電車内へのポスター掲示，学部案内パンフレットの作成と送付，各種の学校説明会への参加，近隣の高等
学校訪問や出張講義等の広報活動を積極的に展開した．また，在校生の多い高等学校の進路指導担当者を日高キャン
パスにお招きし，学校説明や在校生との対話を実施すること，中学生向けのオープンキャンパスを実施するなど新規
の広報活動を継続した．
　通常のオープンキャンパスは 7 回にわたり実施した．内容は学部および各学科の説明，模擬授業や校内見学，個
別相談，在校生との交流などとした．オープンキャンパスへの複数回参加者は，合格後の入学率が高いことが予想さ
れるため－，今後とも教員諸氏のご協力をいただき，内容の充実を図っていきたい．
4）入学試験
　平成 27 年度入学試験として，看護学科 3 年次編入学試験（9 月 28 日，受験者数 6 名，合格者数 6 名），医用生
体工学科 2 年次編入学試験（9 月 28 日，受験者数 1 名，合格者数 1 名），推薦入学試験（11 月 9 日，受験者数 149 名，
合格者数 108 名），AO 入学試験（12 月 14 日，受験者数 16 名，合格者数 10 名），一般入学試験前期（1 月 28 日
一次試験，受験者数 534 名，合格者数 291 名，1 月 30 日二次試験，受験者数 280 名，合格者数 172 名），一般入
学試験後期（2 月 25 日，受験者数 126 名，合格者数 24 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 26 年度入試では，受験者数 693 名（前年比 91％），入学者数 229 名（定員充足率 91.6％，前年比
89.4％）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，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，
改善策を模索した．
　平成 27 年度入試では，後述のように平成 25 年度看護師国家試験が新卒・既卒を含めて 100％，臨床検査技師国
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家試験が新卒 100％，臨床工学技士および理学療法士国家試験でも，ともに全国平均を上回る 90 数％の合格率であっ
たことを好材料としながらも，委員会として受験者数，入学者数の増加策について検討を重ね，健康医療科学科と理
学療法学科については，試験科目を 3 科目受験から選択制の 2 科目受験に変更した．結果的に，平成 27 年度入試で
は受験者総数が 824 名（前年比 118％），入学者総数が 255（前年比 111％），定員充足率 102％と改善をみたが，
なお予断は許せない状況である．平成 28 年度入試にあたっては，医用生体工学科についても 2 科目受験を採用する
とともに，広報活動のさらなる充実，国家試験合格率や就職率の維持・向上に努めていくとともに，将来的な特待生
制度の導入や奨学金制度の充実，理学療法学科の日高移転も含めた通学アクセスの改善などについて検討を重ねてい
く．
5）国家試験
　第 104 回看護師国家試験では，新卒で 88 名中 85 名合格（97.7％），第 101 回保健師国家試験では，新卒で 88
名中 88 名合格（100％），第 61 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 64 名中 52 名合格（81.3％），第 28 回臨
床工学技士国家試験では，新卒で 34 名中 31 名合格（91.2％），第 49 回理学療法士国家試験では，新卒で 53 名中
49 名合格（92.5％）であった．また，既卒者を含めた全体の合格率は，看護師で 97.7％（全国平均 90.0％），理
学療法士で 89.3％（全国平均 82.7％）と全国平均を大きく上回り，保健師で 100％（全国平均 99.4％），臨床工学
技士で 82.5％（全国平均 83.2％）と全国平均とほぼ同等であった．ただし，臨床検査技師では 67.1％（全国平均
82.1％）となお問題が残っている．
　新卒者の合格率は臨床検査技師の 81.3％を除き，91.2 ～ 100％（平均 95.3％）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．
6）教員任期制の正式適用
　埼玉医科大学では平成 16 年度から教員任期制を採用してきた．平成 18 年度に開設した保健医療学部では，その
正式適用が遅れていたが，遅れて開設した理学療法学科が平成 22 年度に完成年度を迎え，さらに平成 22 年度に開
設した大学院修士課程が平成 24 年度に完成年度を迎えたのを受け，平成 26 年 4 月から教員任期制の正式適用を開
始した．
7）“ 資格と職位 ”制度の導入
　埼玉医科大学では平成 18 年度から「新しい教員組織」として様々な組織改革を行っており，“ 資格と職位 ” 制度
のもとで，講座担当教授が教育・研究・診療を掌握していた従来の「講座制」を見直し，教員の資格と職位を分け，
一人の教員に権限と責任が集中することのないように，権限と責任の制限と分散をはかっている．なお，大学として
の組織改革の時期が，学部開設年度と重なったため，本学部への導入が遅れていたが，平成 26 年度には「教員組織
のあり方検討委員会」において審議を重ね，平成 26 年 7 月に “ 資格と職位 ” 制度を導入することを決定した．その後，
関連する諸規則の整備を行い，平成 27 年 4 月から各学科に運営責任者（学科長），教育主任，研究主任の職位をおき，
教育，研究に関する役割と責任を明確にする体制がスタートすることになった．
8）健康医療科学科の学科名変更
　本学部の健康医療科学科は，臨床検査技師，第一種衛生管理者，食品衛生管理者，診療情報管理士など様々な資格
の取得を目的として開設したが，大多数の学生が臨床検査技師の資格取得を目指していることから，数年来，衛生・
食品コースの廃止，診療情報管理士関連科目の廃止などの準備を進めるとともに，関係官庁との調整・届出を行い，
平成 27 年 4 月から名称を臨床検査学科に変更することとなった．
9）Institutional Research（IR）機能の整備
　本学では平成 24 年に IR 準備委員会を設置し，各種データを多角的に集計・分析・視覚化することで，大学全体
としての問題点の整理とその解決策を検討する体制構築を目指してきた．現時点では教学部門の様々なデータを，医
学部では医学教育センター医学部ブランチの教育情報部門に，保健医療学部では学部事務室に蓄積し，統計表と視覚
化した解析結果を出力できる仕組みとなっており，年々，データの選別や処理法について改善を進めている．
10）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 26 年 8 月，第 14 回医療人教育者のためのワークショップ（教員 18 名）
および第 15 回医療人教育者のためのワークショップ（新任教員 9 名，事務職員 3 名）を実施した．全員が第 2 回
目の参加となる前者では，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．後者ではテーマを curriculum planning とし，平日午後の 2 日間を使って実施した．報告書は全国約 240
の医療系学部に送付した．
11）保健医療学部公開講座の開催　
　平成 26 年 9 月に第 12 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 27 年 2 月，第 13
回の公開講座（担当：医用生体工学科，テーマ：医療安全と支援）を実施した．
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12）医学部市民公開講座への参加と保健医療学部市民公開講座
　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おり，平成 26 年度は 5 月の会（担当：看護学科，
テーマ：在宅医療でできること）であった．なお，今年度から保健医療学部の市民公開講座を開始することとし，平
成 26 年 10 月，11 月および平成 27 年 1 月の 3 回にわたり，川越クリニックにて開催した．（担当：理学療法学科，
テーマ：スポーツ医学）
13）学部プロジェクト研究
　平成 26 年度学部プロジェクト研究については，8 月から交付を開始できるよう募集開始時期を早め，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 26 年 7 月，19 件中 19 件を採択した．
14）避難訓練
　平成 24 年度に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 年度か
ら日高校舎および川角校舎における避難訓練を開始した．今年度も両キャンパスにおいて避難訓練および消防署職員
による各種の防災訓練を実施した．
　学外実習などで不在の学生を除き全員参加を原則としたが，実際の参加者は日高校舎で 457 名，川角校舎で 191
名であり，若干の欠席者がみられた．次年度以降は開始時間の工夫その他により欠席者をなくすとともに，全体の訓
練手順についても今回明らかとなったいくつかの問題点を考慮して訓練の充実をめざす．
15）保護者会（たちばな会）
　平成 26 年度には，入学式後に行われる新入生保護者歓迎会（4 月），保護者会総会（6 月）および保護者会と学部
教員との連絡会（11 月および 3 月）の計 4 回にわたり，保護者会主催の会合が開催された．
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7．2）教授会各種委員会（保健医療学部）

平成 26 年度

委員会名 任 期 等 委　　員　　名（◎は委員長，○は副委員長）

学務委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎＊大野良三（学部長）　浅川典子（看護）　大森智美（看護）

　　村田栄子（健康）　＊渡辺宏志（健康）　下岡聡行（医用）

　　中島孔志（医用）　　神子嶋誠（理学）　＊時田幸之輔（理学）

　＊佐久間肇（看護）　＊間山　伸（健康）　　加藤木利行（副学部長）

学生部委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎　鈴木正彦（健康）　＊辻脇邦彦（看護）　＊大堀　昇（看護）

　＊野寺　誠（健康）　＊山下芳久（医用）　　小林直樹（医用）

　＊澤田　豊（理学）　　國澤佳恵（理学）　　加藤木利行（副学部長）

自己点検・評価

委員会

自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎＊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）　　＊小峰伸一（健康）　＊宮本裕一（医用）

　　脇田政嘉（医用）　　＊赤坂清和（理学）　　西岡亮治（理学）

入試委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎＊大野良三（学部長）　　別所正美（学長）　　加藤木利行（副学部長）

○　市岡正適（健康）　　　千田みゆき（看護）　藤村博恵（看護）

　　　冨田幸江（看護）　　村田栄子（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）

　　　高倉保幸（理学）　＊國澤佳恵（理学）　＊新井智之（理学）

広報委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎　市岡正適（健康）　　＊小倉邦子（看護）　＊大賀淳子（看護）

　　内田康子（健康）　　　村本良三（健康）　＊奥村高広（医用）

　　駒形英樹（医用）　　＊細井俊希（理学）　　乙戸崇寛（理学）

　　加藤木利行（副学部長）

図書館委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎　和合治久（健康）　　　佐久間肇（看護）　　加納　隆（医用）

　＊乙戸崇寛（理学）

倫理委員会
自 H26.4. 1

至 H28.3.31

◎＊古地順子（健康）　　　本山仁美（看護）　　来住野修（健康）

　＊間山　伸（健康）　　　加藤綾子（医用）　　田邊一郎（医用）

　＊福田敏幸（理学）　　＊小島龍平（理学）

　　幸田恵幸（外光明寺住職）

注）（＊）の委員の任期は H27.3.31 まで．
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7．3）学事（保健医療学部）

1．入学式
入学式：平成 26 年 4 月 7 日
新入生オリエンテーション：平成 26 年 4 月 8 日～ 11 日

2．授業・試験
4 学年共通
　前期　授業　　 4 月 14 日～ 7 月 29 日
　定期試験　　　 9 月 1 日 ～ 9 月 20 日（追試験・再試験含む）
　後期　授業　　 9 月 29 日～ 1 月 26 日
　定期試験　　　 2 月 2 日 ～ 2 月 21 日（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 27 年 3 月 14 日

4．その他
　定期健康診断：1 年生　平成 26 年 4 月 9 日 ,10 日
　　　　　　　　2 年生　平成 26 年 4 月 1 日
　　　　　　　　3 年生　平成 26 年 4 月 2 日
　　　　　　　　4 年生　平成 26 年 4 月 3 日
　　　　受診率：983 ／ 991　　99.2％
　第 14 回公開講座：平成 26 年 9 月 13 日
　第 15 回公開講座：平成 27 年 2 月 14 日
　解剖体慰霊祭：平成 26 年 10 月 18 日
　大学祭：平成 26 年 10 月 25，26 日
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7．4）入学，進級，卒業，入試（保健医療学部）

1．入学
（1）学科別入学者数
　　看護学科 88 名（男 13 名，女  75 名） 現役 76 名
　　健康医療科学科 58 名（男 17 名，女  41 名）  現役 58 名
　　医用生体工学科 36 名（男 19 名，女  17 名） 現役 36 名
　　理学療法学科 47 名（男 17 名，女  30 名） 現役 47 名
　　　　計 229 名（男 66 名，女 163 名） 現役 217 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） 都道府県名（人）

北 海 道 2 茨 城 県 11 新 潟 県 4
青 森 県 1 栃 木 県 15 山 梨 県 5
岩 手 県 2 群 馬 県 7 長 野 県 9
宮 城 県 5 埼 玉 県 112 静 岡 県 4
秋 田 県 1 千 葉 県 3 愛 知 県 1
山 形 県 3 東 京 都 29 山 口 県 1
福 島 県 12 神奈川県 1 沖 縄 県 1 計 229 名

2．進級と卒業
　進級（卒業）・留年状況（平成 27 年 3 月 31 日現在）
　○看護学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）

学　年 在学者（男･女） 進級・卒業 留年者 退学
1 年 88（13・75） 87 0 1
2 年 90（6・84） 89 1 0
3 年 90（9・81） 90 0 0
4 年 89（4・85） 88 1 0
計 357（32・325） 354 2 1

　○健康医療科学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男･女） 進級・卒業 留年者 退学
1 年 59（17・42） 57 0 2
2 年 71（21・50） 71 0 0
3 年 73（25・48） 70 2 1 ※除籍
4 年 74（23・51） 69 5 0
計 277（86・191） 269 7 3

　○医用生体工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男･女） 進級・卒業 留年者 退学
1 年 40（22・18） 38 2 0
2 年 41（28・13） 38 1 2
3 年 40（26・14） 37 1 2
4 年 34（26・8） 34 0 0
計 155（102・53） 147 4 4

　○理学療法学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男･女） 進級・卒業 留年者 退学
1 年 48（18・30） 47 1 0
2 年 49（26・23） 48 0 1
3 年 50（22・28） 45 3 2
4 年 55（28・27） 53 1 1
計 202（94・108） 193 5 4
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3．卒業
　学科別卒業者数
　　看護学科　　　　88 名（男 4 名，女 84 名）
　　健康医療科学科　69 名（男 21 名，女 48 名）
　　医用生体工学科　34 名（男 26 名，女 8 名）
　　理学療法学科　　53 名（男 27 名，女 26 名）

計 244 名（男 78 名，女 166 名）

4．国家試験結果
○第 104 回看護師国家試験 　（人）

受験者　 合格者 合格率（％）
新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
87 0 87 85 0 85 97.7 0 97.7

○第 101 回保健師国家試験 （人）
受験者　 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
88 5 93 88 5 93 100 100 100

○第 61 回臨床検査技師国家試験 　（人）
受験者　 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
64 18 82 52 3 55 81.3 16.7 67.1

○第 28 回臨床工学技士国家試験 　（人）
受験者　 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
34 6 40 31 2 33 91.2 33.3 82.5

○第 50 回理学療法士国家試験 　（人）
受験者　 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
53 3 56 49 1 50 92.5 33.3 89.3

5．卒業生進路状況（国家試験合格者）　 　（人）

区　分 看護学科 健康医療
科学科

医用生体
工学科

理学療法
学科

埼玉医科大学病院 2 5 4 1
埼玉医科大学総合医療センター 10 3 3 5
埼玉医科大学国際医療センター 27 5 3 2
法人関連病院等 3 1 0 3
他の医療機関等 38 38 21 38
進学 5 0 0 0
合　計 85 52 31 49
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6．入学試験
　　平成 27 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 26 年 10 月 27 日～ 11 月 1 日
　　　試験日　　　　　　　　　11 月 9 日
　　　合格発表　　　　　　　　11 月 11 日
　　　入学手続期間　　　　　　11 月 12 日～ 19 日
　　　試験科目　小論文，面接
　　　　学科名　看護学科　臨床検査学科　医用生体工学科　理学療法学科
　　　　志願者　　65 名　　　　　22 名　　　　　26 名　　　　　　36 名
　　　　受験者　　65 名　　　　　22 名　　　　　26 名　　　　　　36 名
　　　　合格者　　41 名　　　　　21 名　　　　　17 名　　　　　　29 名
　　　　入学者　　41 名　　　　　21 名　　　　　17 名　　　　　　29 名

（2）AO 入試
　　　出願期間　　　平成 26 年 12 月 1 日～ 9 日
　　　試験日　　　　　　　　　12 月 14 日
　　　合格発表　　　　　　　　12 月 16 日
　　　入学手続　　　　　　　　12 月 17 日～ 24 日
　　　試験科目　適性検査Ⅰ（小論文），適性検査Ⅱ（基礎学力検査），面接
　　　　学科名　臨床検査学科　医用生体工学科
　　　　志願者　　　　　9 名　　　　　　7 名
　　　　受験者　　　　　8 名　　　　　　7 名
　　　　合格者　　　　　8 名　　　　　　2 名
　　　　入学者　　　　　8 名　　　　　　2 名

（3）一般入試
　　○前期
　　　出願期間　　　平成 27 年 1 月 5 日～ 21 日
　　　1 次試験日　　　　　　　1 月 28 日
　　　1 次合格発表　　　　　　1 月 28 日
　　　2 次試験日　　　　　　　1 月 30 日
　　　2 次合格発表　　　　　　2 月 2 日
　　　入学手続期間　　　　　　2 月 3 日～ 12 日
　　　試験科目
　　　・１次試験
　　　　看護学科　　　　理科（物理 , 化学 , 生物から１科目選択），国語，外国語（英語）
　　　　臨床検査学科　　理科･数学（物理 , 化学 , 生物 , 数学から１科目選択），外国語（英語）
　　　　医用生体工学科　理科（物理 , 化学 , 生物から 1 科目選択），数学，外国語（英語）
　　　　理学療法学科　　理科･数学（物理 , 化学 , 生物 , 数学から 1 科目選択），外国語（英語）
　　　・2 次試験　面接
　　　　学科名　　　　看護学科　臨床検査学科　医用生体工学科　理学療法学科
　　　　志願者　　　　248 名　　　 118 名　　　　　45 名　　　　　132 名
　　　　1 次受験者　　244 名　　　 116 名　　　　　43 名　　　　　131 名
　　　　1 次合格者　　106 名　　　　82 名　　　　　34 名　　　　　 69 名
　　　　2 次受験者　　104 名　　　　76 名　　　　　34 名　　　　　 66 名
　　　　2 次合格者　　 56 名　　　　60 名　　　　　25 名　　　　　 31 名
　　　　入学者         25 名　　　　35 名　　　　　17 名　　　　　 13 名
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　○後期
　　　出願期間　　　平成 27 年 2 月 4 日～ 2 月 18 日
　　　試験日　　　　　　　　　2 月 25 日
　　　合格発表　　　　　　　　2 月 27 日
　　　入学手続期間　　　　　　3 月 2 日～ 9 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）
　　　　臨床検査学科　　外国語（英語），理科･数学（化学，生物，数学から 1 科目選択）
　　　　理学療法学科　　外国語（英語），理科･数学（化学，生物，数学から 1 科目選択）
　　　　医用生体工学科　外国語（英語），数学
　　　　面接

　　　　学科名　　看護学科　臨床検査学科　医用生体工学科　理学療法学科
　　　　志願者　　  65 名　　　　29 名　　　　18 名　　　　　31 名
　　　　受験者　　  52 名　　　　28 名　　　　16 名　　　　　30 名
　　　　合格者　　  24 名　　　　18 名　　　　  5 名　　　　　  9 名
　　　　入学者　      22 名　　　　13 名　　　　 4 名　　　　　  8 名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
　　　試験日　　平成 26 年 9 月 28 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　　6 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 26 年 9 月 28 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　83 名
　　　臨床検査学科　　77 名（男 21 名，女 56 名）現役　73 名
　　　医用生体工学科　40 名（男 29 名，女 11 名）現役　37 名
　　　理学療法学科　　50 名（男 30 名，女 20 名）現役　48 名
　　　　　　　　　計 255 名（男 93 名，女 162 名）現役 241 名
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7．5）教育カリキュラム（奨学金等）

1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的
　本学部においては，本学学則に明示されているように，「社会が最も要求する高度の倫理性と保健医療の技術を身
につけた保健医療技術者を育成し，更に進んで新しい医学関連諸科学の研究の向上に努力し，もって広く人類の福祉
に貢献する」ことを目指している．さらに，医学部とも共通した教育理念の下に，教育目的として，①人間の生命に
対する深い愛情と畏敬の念を基盤として高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること，②保健医療に関する国際水準の
知識と技術の修得を基本とし，未知の課題を自ら解決する意欲と探求心をもつとともに，自らの能力の限界を知り，
生涯にわたり自己の資質の向上に努めること，③協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し，また，社
会的視点に立って地域の保健医療に積極的に関わることができることの 3 点を柱として，人材の育成を図っている．
上記の教育目的は，そのまま学部のディプロマ・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．さらに，3 年次前期には「看護の対象としての
人間の理解」として保健統計学，「看護専門職に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として成人看護方法論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，クリティカルケア論，看護研究概論
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 年次は旧カリキュラムで授業が行われており，「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，



47

教育カリキュラム（奨学金等）

産業看護論，看護のマネジメントと安全管理，国際看護論，救命救急論，在宅看護学実習，地域看護学実習，実践応
用の看護学実習，看護研究セミナーが行なわれる．
　なお，平成24年度からのカリキュラム改訂に伴い，保健師教育課程では選択制をとることとなっている（旧カリキュ
ラムおよび保健師教育課程の詳細は省略）．
b）健康医療科学科
　健康医療科学科では，1 年次に基礎分野として科学的思考の基盤となる自然科学系，人間と生活の理解につながる
人文・社会科学系および外国語を必修または選択科目として満遍なく配置し，幅広い教養を身につけられるよう工夫
している．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．また，
2 年次には基礎科目として社会福祉論，医学英語が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，人体の構造と機能Ⅱ B，微
生物学，血液学，薬理学，疫学，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，臨床病理学
総論，臨床検査総論，臨床検査総論実習，医動物学，医動物学実習，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，臨床生理学Ⅱ，検査管理学，労働衛生法規Ⅰ，労働衛生法規Ⅱ，食品学，薬事関
係法規，原書講読の各科目が配置されている．
　旧カリキュラムによる3年次（平成24年度以前の入学生）には，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．
　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．また，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 26 年度の実績と自己点検・評価
　平成 26 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 9 年目にあたり，理学療法学科は 8 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．なお平成 27
年度から学科名を臨床検査学科と改称する．
　看護学科と健康医療科学科では全体講義および実習には一部階段式の大教室または専用の実習室を，グループ学習
は机が移動できる大教室または 14 室のセミナールームを使用，医用生体工学科では 50 名用の中教室や実習室，セ
ミナールームを使用した．理学療法学科では川角校舎を主とし，一部の科目では日高校舎での授業も実施した．
　定期試験等については，30 周年記念講堂 2 階の講堂および校舎内の大教室および中教室を用いることで，前後期
それぞれ 3 週間の試験期間中，効率的かつ円滑に実施された．
　1 ～ 4 年次のカリキュラム構成については，各学科の責任のもとで点検・評価を実施し，改訂にあたっては学務委
員会での検討を経て，教授会審議により決定される．完成年度を過ぎた理学療法学科では，平成27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 26 年度奨学生状況
　　平成 26 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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（名）

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 計
一種 27 33 26 21 107
二種 49 83 92 69 293
計 76 116 118 90 400

　　（大学院修士課程）　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
区分 1 年 2 年 計
一種 0 1 1
二種 0 0 0
計 0 1 1

（2）平成 26 年度奨学金貸与月額表
　　（保健医療学部）
　　・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）　　　　　 　　　　　（単位：円）

入学年度 年次 自宅 自宅外

2014 ～ 2010（H26 ～ 22） 1 ～ 4 54,000 64,00030,000

　　　＊入学年度は，1,2 種の貸与者に留年者（10 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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
区分 希望額を選択

第一種奨学金貸与月額（無利子） 88,000・50,000
第二種奨学金貸与月額（有利子） 50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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8．附属図書館

平成 26年度特記事項
1）ホームページをリニューアルし，合わせて一部電子コンテンツのリモートアクセス対応を行なった（5 月，附

属図書館）
2）飲み物持ち込みを制限付きで許可する新ルールの試行を開始した（7 月，附属図書館）
3）2015年外国雑誌について，一部タイトルの電子化，新規に2タイトル（Nature Communicationsほか）を購読する，

臨床支援ツール UpToDate を導入するなど，電子コンテンツの見直しを行なった（10 月，附属図書館）
4）医学部 1 年生「人体の科学入門 2（医学セミナー）」の一環として館内で図書検索講習を実施した（12 月 3 日，

10 日，17 日，附属図書館）
5）「図書館と県民のつどい埼玉 2014」に展示参加した（当館展示テーマ「からだのなかを見てみる」）（12 月 14 日，

附属図書館）
6）ホームページを外部公開した（12 月，附属図書館）
7）教室備付け図書の蔵書点検を実施した（11 月～平成 27 年 1 月，総合医療センター分館）
8）利用者用 PC（23 台）の更新作業を実施した（9 月，日高キャンパス分館）
9）8 月 11 日から 15 日までを臨時休館し，蔵書点検を行った（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：荒木信夫（ARAKI, Nobuo，館長），小野澤繁雄（ONOZAWA, Shigeo，事務長），田口宣行（TAGUCHI, 
Nobuyuki，係長），忍田純子（OSHIDA, Junko，主任），小山有希子，廣瀬洋，森田晏奈（9 月から），前田智美（12
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，松本加奈子（パート，司書）
日高キャンパス分館：和合治久（WAGO, Haruhisa，分館長），本多貞夫（HONDA, Sadao，課長補佐），吉田真里

（YOSHIDA, Mari，係長，7 月から），村嶌秀徳（MURASHIMA, Hidenori，主任，7 月まで），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），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 日付で附属図書館長が荒木信夫教授（神経内科）に交代した．同じく 4 月 1 日付で日高キャンパス分館長
が和合治久教授（保健医療学部健康医療科学科）に交代した．同じく 4 月 1 日付で松本加奈子（新採用，パート）
が総合医療センター分館に配置された．7 月 1 日付で吉田真理が係長に昇進した．7 月末日付で村嶌秀徳（主任）が
退職した．9 月 1 日付で森田晏奈（新採用）が附属図書館に配置された．12 月 1 日付で前田智美（新採用）が附属
図書館に配置された．12 月 16 日付で鈴木智恵が 2014 年度検索技術者検定 3 級（情報科学技術協会）に合格した．
穂波理枝が文化財虫菌害防除作業主任者能力認定試験に合格した（平成 27 年 3 月 25 日付）．JMLA（特定非営利活
動法人日本医学図書館協会）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），JMLA 第 21 回医学図書館研究会・継続教育コース実行委員（田口宣行，4
月から 12 月まで），JMLA 監事（小野澤繁雄，5 月まで），JMLA 雑誌委員会委員（田口宣行，6 月から），JMLA 医
書電子化検討ワーキンググループ委員（田口宣行，8 月から），JMLA 米国国立医学図書館分類法（NLMC）日本語版
作成ワーキンググループ委員（廣瀬洋，10 月から）．
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3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館
・平成 26 年度図書館委員会（3 回開催，6 月 3 日，10 月 7 日，平成 27 年 1 月 13 日）
・3 階新着雑誌架，データベース検索コーナーレイアウト変更及び AV ブースの移動を行なった（4 月）
・3 階閲覧室に埼玉医科大学市民公開講座関連テーマ展示コーナーを設置した（4 月）
・3 階閲覧室に埼玉医大コーナーを設置した（5 月）
・Twitter による新着図書案内を開始した（6 月）
・手荷物持ち込み用のバスケット（20 個）の提供を開始した（7 月）
・3 階閲覧室に栗原文庫を再展示した（8 月）
　情報教育・管理室
・電子コンテンツの登録 IP アドレスの追加・更新を行ない，Proxy サーバの違いによる利用制限が解消された（6

月）
・業務で使用する電子ファイルの一括管理を目的として NAS（データ共有用外部記憶装置）を取得し，運用を開

始した（平成 27 年 1 月）
・UpToDate の提供を開始した（1 月）
2）総合医療センター分館
・平成 26 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 21 日，9 月 24 日，12 月 3 日）
・8 月 18 日から 23 日までを臨時休館し，蔵書点検，教室からの返却図書の移管処理，除籍図書の廃棄を実施し

た
3）日高キャンパス分館
・平成26年度日高キャンパス分館図書館委員会（4回開催，5月1日，7月28日，10月20日，平成27年2月16日）
・オープンキャンパス対応（6 月 22 日，7 月 26 日，27 日，8 月 23 日，24 日，11 月 16 日）
・8 月 4 日から 16 日までを臨時休館し，館内清掃，資料整理，資料修繕ほかを実施した
4）川角キャンパス分館
・黒川幸雄元教授（前理学療法学科長）寄贈本コーナー「黒川先生の本棚」を設置した（6 月）
・定期試験期間中の土曜日を開館した（8 月 30 日，9 月 6 日，13 日，平成 27 年 1 月 13 日，2 月 7 日，14 日，21 日）

3-3．設備ほか
1）附属図書館
・3 階新着雑誌架，データベース検索コーナーレイアウト変更及び AV ブースの移動を行なった（4 月）
・建物裏側スペースの東西両側に柵が設置された（6 月）
・中央階段の滑り止め張り替え工事が行われた（10 月～ 11 月）
・3 階コピー室の複写機 2 台が更新された（コピーカードも IC カードに変更された）（11 月）
・1 階事務室の複合機が更新された（12 月）
・窓気密ゴム交換工事が行われた（平成 27 年 2 月～ 3 月）
2）日高キャンパス分館
・利用者用複写機 1 台が更新された（平成 27 年 2 月）
3）川角キャンパス分館
・視聴覚室のドアガラスをすりガラスから透明ガラスへ変更した（6 月）
・利用者用複写機 1 台が更新された（平成 27 年 2 月）

4．利用状況
4-1．館内利用

4 館全体で入館者数が前年度比 94%（-6,792 人）と下がっているが，貸出者数及び貸出冊数はそれぞれ前年度比
103.8%（+482 人），104.8%（+1,217 冊）となっていて，ともに微増であった．それぞれ館ごとに増減があり，利
用行動にも違いが見受けられた．
4-2．図書館間相互貸借サービス

貸し件数は 6,349 件で前年度並み（前年度比 101.5%），借り件数は 2,471 件で減となった（前年度比 84.7%）．借
り件数は 2 千件前後で下がり止まると見込んでいる．
4-3．文献検索サービス

国内医学文献データベースの利用件数が増え（前年度比 114.8%），これについては医中誌 Web の利用が伸びたこ
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と（前年度比 112.8%），メディカルオンラインが提供開始以来初めて 10 万件を超えたこと，が特記される．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか

1）附属図書館
・平成 26 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 3 日）
・平成 26 年度医学部新入生オリエンテーション（4 月 11 日）
・毛呂病院看護専門学校第二学科 1 年生館内見学対応（4 月 11 日）
・西武学園文理高等学校 1，2 年生 16 名館内見学対応（7 月 30 日）
・日本工学院八王子専門学校鍼灸学科 3 年生 29 名館内見学対応（平成 27 年 3 月 5 日）
2）総合医療センター分館
・平成 26 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 11 日）
3）日高キャンパス分館
・平成 26 年度保健医療学部新入生オリエンテーション（4 月 15 日～ 17 日）
4）川角キャンパス分館
・平成 26 年度理学療法学科新入生オリエンテーション（4 月 10 日）
・学校見学対応（所沢西高等学校，10 月 10 日，山村学園高等学校，10 月 23 日）

5-2．授業
1）日高キャンパス分館
・文献検索講義（看護学研究科 1 年生，4 月 19 日，本多貞夫）
・文献検索講義（医用生体工学科 3 年生，4 月 24 日，本多貞夫）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年生，7 月 23 日，本多貞夫）
・文献検索講義（看護学科 1 年生，7 月 25 日，本多貞夫）

6．研究
6-1．研修ほか

1）第 85 回 JMLA 総会・分科会（5 月 30 日～ 31 日，小野澤繁雄，田口宣行）
2）SALA（埼玉県大学・短期大学図書館協議会）第 27 回総会（6 月 13 日，廣瀬洋）
3）第31回医学情報サービス研究大会（7月26日～27日，研究発表「CiNii APIを用いた蔵書比較方法の提案」を含む，

廣瀬洋）
4）日本看護図書館協会第 47 回研究会（8 月 21 日～ 22 日，廣瀬洋）
5）文化庁平成 26 年度図書館等職員著作権実務講習会（8 月 25 日～ 27 日，中島裕美子）
6）第 16 回図書館総合展フォーラム（11 月 5 日，小山有希子，7 日，森田晏奈，）
7）第 21 回医学図書館研究会・継続教育コース（11 月 19 日～ 21 日，研究発表「自作 SUSHI クライアントによ

る電子ジャーナル利用統計取得業務の改善」を含む，廣瀬洋，実行委員会事務局業務，田口宣行）
8）国立情報学研究所平成 26 年度第 5 回目録システム講習会（図書コース，12 月 3 日～ 5 日，森田晏奈）
9）第 11 回情報プロフェショナルシンポジウム「INFOPRO 2014」（12 月 4 日～ 5 日，研究発表「CiNii API を用

いた蔵書比較の実施：埼玉医科大学附属図書館の事例」を含む，廣瀬洋）
10）SALA（県大学・短期大学図書館協議会）第 26 回研修会（12 月 17 日，小山有希子）
11）国立情報学研究所 JAIRO Cloud 講習会（平成 27 年 2 月 2 日～ 3 日，廣瀬洋）
12）平成 26 年度大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）総会（2 月 23 日，廣瀬洋，前田智美）
6-2．論文ほか

1）田口宣行 . 学術雑誌ビジネスの動向 2013Update （特集第 20 回医学図書館研究会・継続教育コース）. 医学図
書館 . 2014; 61（2）: 162-165.

2）廣瀬洋 . CiNii API を用いた蔵書比較の実施 : 埼玉医科大学附属図書館の事例（セッション C1 学術情報 . 一般発
表概要 . < 特集 > 第 11 回情報プロフェッショナルシンポジウム）. 情報の科学と技術 . 2015; 65（3）: 103.

3）小山有希子 . 埼玉医科大学 < からだのなかを見てみる >. 図書館と県民のつどい埼玉 2014 記録 . 2015; 18.
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7．補助金　なし

8．統計（平成 26年度）
毛呂山 川越 日高 川角 計

開館日数 288 273 278 247 1,086
年間入館者数 30,563 21,657 43,023 13,993 109,236
年間受入冊数（注 1）

和 3,356 985 1,316 588 6,245
洋 951 48 10 54 1,063
計 4,307 1,033 1,326 642 7,308

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内 67 8 80 12 167
外国 0 0 0 0 0
計 67 8 80 12 167

蔵書冊数（注 1）
和 141,044 17,463 30,608 7,991 197,106
洋 132,827 7,059 2,381 572 142,839
計 273,871 24,522 32,989 8,563 339,945

視聴覚資料所蔵点数（注 1）　
国内 1,360 230 1,253 184 3,027
外国 874 16 6 31 927
計 2,234 246 1,259 215 3,954

受入雑誌種類数（注 2）
和 668 165 157 57 1,047
洋 163 28 16 8 215
計 831 193 173 65 1,262

館外貸出
貸出者数 4,627 1,057 5,475 2,424 13,583
貸出冊数 9,480 1,781 10,402 4,674 26,337

相互貸借件数
貸し件数  6,349
借り件数 2,471

文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1 177,620
ネットワーク 2 55,641

複写枚数  48,355 13,453 ― 1,161
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 52,459 件，JDreamIII 1,298

件，今日の診療 Web 版（電子ブック）1,873 件，メディカルオンライン（国内誌 PDF）104,700 件， CiNii
総検索数 13,576 件（うち定額分コンテンツ表示 2,006 件），最新看護索引 Web 1,708 件），ネットワーク
2 は海外医学文献データベース利用件数（内訳は，EBM Reviews を含む MEDLINE on Ovid Online 7,202 件，
PubMed 44,769 件，STAT!Ref （電子ブック）172 件，CINAHL with Full Text 312 件，JCR on the Web 1,440
件，Scopus 1,291 件，DynaMed 135 件，AccessMedicine（電子ブック）320 件）

9．自己点検・評価
・「埼玉医科大学を創った人たち（仮称）」刊行準備委員会（2 階法人資料室）の求めを受けて，附属図書館 1 階館

長室に保管中の栗原浩初代理事長を記念する「栗原文庫」を再展示することになった．
・2015 年電子コンテンツの見直しの中で，臨床支援ツール UpToDate の導入が決まった．これを受けて同種ツー
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ルの DynaMed を中止することになった．
・「図書館と県民のつどい埼玉 2014」（12 月 14 日，桶川市民センター・さいたま文学館）の協力団体 SALA（埼

玉県大学・短期大学図書館協議会）加盟図書館所蔵資料展示会に初めて参加した（当館展示テーマは「からだの
なかを見てみる」）．

・12 月 22 日にこれまで出来ていなかった附属図書館ホームページを学外公開することができた．
・9 月，12 月に職員が補充され，条件が整ったことで，附属図書館では平成 27 年 4 月から土曜日の開館時間を

現行の 17 時から平日同様の 20 時まで延長することになった．
・東館新築に伴う総合医療センター分館移転構想（規模縮小）について，現状のまま存続することになったとの報

告がなされた（12 月 3 日，平成 26 年度第 3 回総合医療センター分館図書館委員会）．
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9．ゲノム医学研究センター

1．構成員
所長 岡﨑　康司（OKAZAKI Yasushi）: 教授：運営責任者：研究主任
副所長 奥田　晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：教育主任
部門長 黒川　理樹（KUROKAWA, Riki）：教授：遺伝子構造機能部門
  井上　聡　（INOUE, Satoshi）：客員教授：遺伝子情報制御部門
  奥田　晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：発生・分化・再生部門
  片桐　岳信（KATAGIRI, Takenobu）：教授：病態生理部門
  岡﨑　康司（OKAZAKI Yasushi）：教授：ゲノム科学部門，トランスレーショナルリサーチ（兼）
  三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：教授：遺伝子治療部門
施設長　 西本　正純（NISHIMOTO, Masazumi）：講師：RI 実験施設
  横尾　友隆（YOKOO, Tomotaka）：助教：実験動物施設
　その他のメンバーに関しては，各部門を参照

2．目的
ゲノム医学研究センターのモットーは，ヒトのゲノムシーケンス情報という莫大な遺伝情報を医学の発展の為に有

効利用することである．本センターは，基礎研究を中心に行う 6 つのコア部門と，コア部門からの，もしくは独自
の研究成果を臨床応用することに重きをおいたトランスレーショナル部門の，計7つの部門により構成される．なお，
昨今，次世代シーケンス技術の向上は目覚ましいものがあり，その技術は，ゲノム研究のみならず，様々な生物学的
な研究の方向性をも大きく変革させつつある．ゲノム医学研究センターも，この研究の流れに遅れを取ることなく，
平成 26 年の初頭には，大，中，小規模のシーケンス解析に問題なく対応できるように，データの処理能力が異なる
計 3 台の次世代シーケンサーを装備した．そして，現在，これらの装備をフル稼働させることで，本センターから
の研究成果を未来の医療の場に還元するという，本センター発足からの目標を達成すべく，研究活動に邁進している．

3．活動報告
ゲノム医学研究センターは，現在，臨床研究に積極的に取り組んでいる学内の臨床部門との共同で，平成 25 年か

らスタートした文部科学省私立大学戦略的基盤形成支援事業の中の研究プロジェクト「次世代医療を指向するゲノム
医学総合研究拠点の創世と展開」を遂行中である．なお，本研究プロジェクトは，次世代シーケンサー技術をフル活
用させることで，特定の遺伝疾患を規定している遺伝子の変異を同定するなどにより，医学の発展に寄与しようとす
るものであり，実際，本研究プロジェクトから，いくつもの，大変興味深い研究成果が得られつつある．それらの中で，
筆頭に挙げるべきものはミトコンドリア呼吸鎖異常症 （MRCD）に関する研究であろう．本研究では，全国の MRCD
の患者を集め，酵素診断とエクソーム解析を用いて診断し，新規の原因遺伝子を国際共同研究体制でもって同定した．
そして，既に有力な候補遺伝子が数十個見つかっており，極めて近い将来，本疾患の全体像を分子レベルで理解する
ことが可能になるのではないかと大いに期待している．またこれらの MRCD 患者の線維芽細胞を用いた検体に対す
る薬剤効果の結果から，医師主導型治験へと発展できていることも特筆すべき事項の一つである．その他，Ebag9 遺
伝子の発現レベルが，タモキシフェン治療を施した乳がん患者の予後不良因子としての用いることができる可能性を
見出し，実際，乳がんモデルマウスを EBAC9 タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて処理すると，治療効
果が得られたことも特筆すべき研究成果の一つとして挙げられる．その他，新規の消化管ホルモンを同定し，それが，
糖尿病の治療の標的になりうることを確定した研究であるとか，線維芽細胞の膵臓β細胞へのダイレクトリプログラ
ミングを今までにないほどの高率でもって達成することができたことなど，ゲノム医学研究センター発足以来，社会
的に最も大きなインパクトを与えるのではないかと思われる研究が，複数，着実に成果を挙げて，完成に近づきつつ
ある．

教育に関しては，ゲノム医学研究センターの教員が担当している系統講義は少ないが，保健医療学部の卒業研究や
課外学習プログラムという形で教育に貢献している．特に，ゲノム科学部門が担当している，アルデヒド脱水素酵素
をコードする遺伝子の個人差とアルコールに対する強さとの関係を示すプログラムは，遺伝子の配列の個人差が生物
学的な違いを引き起こしているということを身近に実感できるプログラムとして大変人気が高く，毎年，多くの学生
からの応募を受けている．その他，研究医養成プログラムの関係で始まった基礎医学研究室紹介（医学部 2 年生の
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選択必修科目）には，ゲノム医学研究センターの 6 人の部門長が全員，各部門における研究成果についてわかりや
すく説明し，医学生の研究マインドの育成に務めている．

4．評価と次年度目標
次年度は，現在遂行中の研究プロジェクト（平成 25 年度～ 29 年度）の中間評価の年に当たるので，その報告書

の提出までの期間を一つの区切りと考え，それまでに，できるだけ多くの研究のテーマに関して，論文発表という形
で研究を完成させたいと考えている．特に，3 の項（研究活動）に記載した新規消化管ホルモンの同定などの研究に
関しては，次年度のできるだけ早い時期に論文が投稿できる状態まで到達させ，最終的に権威ある国際誌に発表する
ことで，埼玉医科大学ゲノム医学研究センターの名を世界に知らしめたい．かつ，それらの成果でもって，未来の医
学の発展に貢献したいと考えている．
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10．医学教育センタ－

1．構成員
　センタ－長 : 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 兼担，神経内科教授，H.26.4.1 ～ H.28.3.31
　総合医療センタ－ブランチ長：三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）: 兼担，総合医療センタ－臨床検査医学教授，
　　　　　　　　　　　　　　　H.26.4.1 ～ H.27.3.31　
　国際医療センタ－ブランチ長：小山政史（OYAMA, Masafumi）: 兼担，国際医療センタ－泌尿器科教授，
　　　　　　　　　　　　　　　H.26.4.1 ～ H.28.3.31
　各部門の構成員については，各部門の項を参照されたい．

2．活動状況
　医学教育センタ－は，埼玉医科大学の医学教育を統括，調整，研究，開発することを目的に平成 15 年 8 月に発足
した．その後様々な改編を経て，卒前医学教育，卒後医学教育，教育情報，Faculty Development，事務，教育主任，
教養教育部門の 9 部門から構成されていたが，平成 26 年度から企画部門の機能を医学教育センター運営委員会に移
す改編が行われ，8 部門 5 室体制となった．また平成 26 年 1 月からは，医学教育の質保証ワーキンググループが，
国際基準を見据えた新カリキュラム作成作業を開始し，28 年度入学生からの実施を目指している．
　平成 26 年度の医学部カリキュラム上の大きな変更点として，以下が挙げられる．
臨床実習推進室関係では，臨床実習用に iPad mini を貸与し，ログブックを紙ベースから，iPad mini と WebClass を
利用した e- ポートフォリオのシステムを構築して電子化を行った．また 6 年次 Advanced CC での学外実習施設の
選択基準の見直しを行い，さらに海外施設の基準を定めた．OSCE 委員会関係では，5 年次の 1 月に BSL の実習成
果を問う BSL 後 OSCE を初めて導入し，本学では 4 年次の共用試験 OSCE，6 年次の卒業時 OSCE と合わせて 3 つの
OSCE を実施する形となった．

3．自己点検・評価
　医学教育センタ－はそれぞれの部門・室が協力して「入学から生涯教育までをト－タルに考え，埼玉医科大学の明
日を創造する」をスロ－ガンに活動を行ってきた．発足以来，設立時の目標を見失わないように注意を払い，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－の担当する業務に関連する事務作業の増加は著しく，特に事務作業の効率化を行い，教育支援体
制を改善することが継続的な課題となっている．また，医学教育センタ－は埼玉医科大学の全学組織として位置づけ
られているが，実質の活動は医学部ブランチとしての医学部内に限定している．今後，全学的組織としての在り方を
検討する必要がある．
　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．
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11．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ている．
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26年度は複数の重要な研究倫理問題が国内で発生し，国レベルでそのような事案の発生を防止するために，「研
究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」が動き始めた．「公的研究費の管理・監査のガイドライン」
への対応とともに，大学は体制整備に追われた年度であった．「研究倫理の管理・監査の学内責任体制」と「競争的
資金の管理・監査の学内責任体制」をそれぞれのガイドラインへの対応体制として整えると同時に，各組織に研究倫
理教育責任者とコンプライアンス推進責任者を置いた．また，各種規程の見直し作業を行った．
　従前より存在した学内規程によって，医学研究センターはこのような事案が発生した場合には，調査，処分，公表，
再発防止を担当することになっている．しかし，発生を予防する活動が重要であることは言うまでもない．26 年 12
月には「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が公表されて 27 年度から施行されることも重なって，新た
な管理組織の必要性が大学・法人間および教員・職員間で共通に認識されるようになった．その結果生まれたのが，
リサーチアドミニストレーション（RA）センターである．センター長（理事），副センター長（教員），専任教授 1 名，
専任准教授 1 名，専従職員，兼担職員が配置される予定である．

RA センターは 27 年度から正式に活動を開始するが，以下を主な活動内容とする．
1）諸規程の整備
2）大学倫理審査委員会支援
3）大学 COI 管理委員会支援
4）研究不正の防止
5）研究費の適正使用
6）研究費の獲得
7）研究に係る診療組織との連携
8）研究に係る教育とモニタリング
9）外国為替及び外国貿易法への対応
10）その他研究の推進と管理に係ること
その活動については本誌においても随時紹介していきたい．
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12．国際交流センター

国際交流センターは本学と諸外国との学術，文化，教育，研究，診療等に関する交流を支援・推進する事を目的と
した部門である．主な事業として，「学生相互交換留学制度」「春季語学研修制度」「教員短期留学制度」を統括している．
「学生相互交換留学制度」は，海外の著名な大学を相手校として開始した．平成7年7月，スウェーデンのリンシュー

ピン大学，イギリスのリバプール大学，そしてドイツのベルリン自由大学から，6 名の医学生が来日した．そして本
学 5 年の学生は上記 3 校に加えて，カナダのマニトバ大学とドイツのボッフム大学の計 5 校へ 12 名が，8 月の 1 ヶ
月間，それぞれの留学先相手校へ出かけたのが始まりである．

平成 26 年度は，「学生相互交換留学制度」が始まって 20 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 699 名を数える．20 周年を記念して「埼玉医科大学学生相互交換留学 20 周年記念誌」を上梓した．

平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」は，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ている．今
年度は昨年度から開始したアメリカ・ロサンゼルス郊外で実施した．オーストラリア・ゴールドコーストでの研修は
申込者が最少催行人数に達せず実施されなかった．

平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は今年度 6 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，ペーチ大学とセンメルワイス大学から
の留学者を受け入れた

また，その他の国際交流センター手配の留学生の受け入れとして，ドイツから 3 名の学生を受け入れた．うち 2
名は過去に学生相互交換留学制度を利用し留学生として本学に滞在していた学生で，再来日し今回は 4 ヵ月間本学
に滞在し，研修を行った．

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．
English Cafe は「平成 26 年度研究マインド支援グラント」にも採択され，機器類の充実をはかる事ができた．

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 は第 5，6 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．

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 国際交流センター長 田中淳司）
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13．地域医学・医療センター

1．構成員
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）：センター長（～平成 26 年 7 月）教授（兼担）：運営責任者：代表指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　高血圧，地域医療：博士
別所正美（BESSHO, Masami）: センター長（平成 26 年 8 月～），医学部長（兼担）,
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：准教授：教育主任：指導教員（大学院）：社会医学，公衆衛生学，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（大学院）：博士
宮﨑　孝（MIYAZAKI, Takashi）：助教：研究副主任：大学院教員（大学院）：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（～平成 26 年 8 月）
長島公子（NAGASHIMA,Kimiko）：事務員
＜客員＞
鋤柄　稔（SUKIGARA，Minoru）：客員教授：緩和医療，地域医療：博士
岨　康二（SOWA, Kouji）：客員准教授：内科，地域医療：博士
渕上博司（FUCHIGAMI, Hiroshi）：客員講師：健康管理，予防医学：博士
＜非常勤講師＞
秋和敏彦（AKIWA, Toshihiko） 安達修一（ADACHI, Shuichi）
伊藤　功（Ito, Isao） 菅野義彦（KANNO, Yoshihiko）
武田光史（TAKEDA, Mitsushi） 中根晴幸（NAKANE, Haruyuki）
大久保毅（OHKUBO,Takeshi） 齋木　実　（SAIKI Minoru）
羽生真由子（HANYU, Mayuko）
＜非常勤事務員＞
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（担当者）

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 24 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 98 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），地域の医療福祉施設，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，既存資料の収集や実地調査を行い，学術論文形式の報告書を作成し，成果報告を行う調査解析実
習を選択必修で実施した．
「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，22-23 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 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．3 年生では，3 病院のリハビリテー
ション部門，薬剤部における他職種見学実習の企画運営に協力している．そのほか，1 年生，2 年生，3 年生 ,4 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 16 コマ，10 コマ，6
コマ ,2 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 IPW 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．1 年生の臨床推論では，「児童虐待」「感染症対策」についての社会科学・社会医
学的・医療倫理的なシナリオ作成にも関与した．平成25年度より始まった医学部1年生，2年生の医学概論キャリア・
デザイン演習においても，UD 補佐等として企画運営にも関わった． 

医学部教育の他，保健医療学部では健康医療科学科の化学Ⅰ．Ⅱ 15 コマ , 遺伝子検査学 15 コマ , 衛生管理学 2 コ
マ，公衆衛生学実習 21 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 103 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講義 15 コマ，補講 2 コマの計 17 コマを担当した．

卒後臨床教育としては，埼玉医科大学病院研修委員会において地域医療研修の企画を担当した . また，専攻生 1 名
の学位取得に向けて研究指導を行った．

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 実習試行事業にそれぞれ 2 名，6 名，8 名，地域医療に関する調査解析プログラムに医学部生 1 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，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み，本文 225 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 30 名と
課外にも 8 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 35 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．企画運営に関わるユニットの実習においては，学生同士の学び合いの機会を増やすとともに，
事前学習課題の設定やルーブリック評価による学生への学習成果の可視化，実習期間中 WebClass ログブックを用い
たリフレクションの導入など，自らの変化への気づきを促すレポートの課題設定など，新たな社会医学関連科目であ
る行動科学や成人学習の視点を取り入れた教育を目指した．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，広がりつつある教育内容を精査し，卒前教育で学生が身につけておくべき
社会医学的，地域医療に関する知識，態度，技能を意識した教育を行うとともに，学生が達成感をもって学習に取り
組めるよう学習環境の整備にも取り組む．
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3．研究
3-1．目的・目標

予防医学の理論とその応用について研究し，学問的，実践的に予防医学の発展に寄与することが目的である．具体
的には，環境保健，産業保健をはじめとする地域社会の保健・医療・福祉に関する課題について，特に，地域や職域
における疾患の発生や流行の現状を把握し，流行の予防のための方法を疫学的，実験科学的，遺伝学的，臨床的，社
会的見地から多面的にとらえ，原因の究明を行うとともに，地域の疾病予防対策に生かしていくこと，また，社会医
学・地域医学領域における効果的な医学教育方法を検討することを目標としている．さらに，疫学統計に関する専門
的技術を学内研究者の依頼に基づき提供し，学内研究の活性化に役立てることも目標としている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①亜鉛と生活習慣病の研究（宮崎孝，大野洋一，鈴木洋通，別所正美）
②亜鉛含有転写因子 GATA1-6 と発癌の研究（宮崎孝，大野洋一，佐藤真喜子，鈴木洋通，別所正美）
③高気圧環境下の労働者の疲労の研究（宮崎孝，望月徹，鈴木洋通，別所正美）
④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，別所正美）
⑤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，別所正美）
⑥口腔水分計の計測およびデータ解析の手法と臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究，（荒木隆一郎，

鈴木洋通，別所正美 - 本学口腔外科との共同研究）
⑦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，別所正美 ? 本学産科婦人科学との共同研究）
⑧毛呂山町生活習慣病予防に関する検討（大野洋一，宮﨑孝，佐藤真喜子，柴﨑智美，鈴木洋通，別所正美）
⑨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，別所正美）
⑩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，別所正美）
⑪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，別所正美）
⑫地域医療実習に関する研究（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，別

所正美）
⑬専門職連携教育／実践の質保証のための研究（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，別所正美）
⑭健康づくりプロジェクト in 毛呂山 （柴﨑智美，佐藤真喜子，鈴木洋通，別所正美）
⑮埼玉県がん検診の受診状況に関する研究（柴﨑智美，佐藤真喜子，鈴木洋通，別所正美）

3-3．研究内容と達成度
①亜鉛と生活習慣で，亜鉛欠乏ラット肝臓での細胞内グリコーゲン合成酵素の遺伝子およびタンパク発現は低下す

ることで，血糖値を上昇させる可能性があることが明らかとなった．
②亜鉛含有転写因子 GATA1-6 とがん抑制タンパク質の p53 の検出を進めている．
③高気圧環境下の労働者の疲労との関連で口腔内ウイルス量，ドップラー法による気泡検知と疲労との関連が明ら

かになり，高気圧環境下の作業者の健康管理・疾病予防に寄与する可能性が明らかとなった．
④地域感染症・学校感染症の時空間疫学：平成 25 年度より感染症 GIS ネットワークシステムを導入し対象を 1 市

1 町から 2 市 1 町に拡大した．また，小地域ごとの小児好発感染症の流行状況の特徴について検討した．
⑤感染症伝播のシミュレーション疫学：エージェントベース地域感染症シミュレータのマルチコンパートメントモ

デルの開発を進め，局在化した高い感染確率を持つスポットが存在した場合に累積罹患率の変動が著しく高まる
ことを明らかにした．

⑥口腔水分計の計測・データ解析の手法と臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究：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，現在論文登校中である．

⑦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，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，低出生体重児出生割合，出生性比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．
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⑧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，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した．さらに，食事指導により亜鉛が低下することも明らかになった．

⑨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．超高齢社会の日本における予防対策を生活習慣改善と薬物療法のそれぞれについて成
功率を加味したシミュレーションを行い，適応について検討した．また，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．

⑩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．

⑪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，ケアや障
害者に対する理解が進み，多職種連携に関する意識が高まった．小中学校教育体験実習では，能動的学習から，
学生の学習意欲の向上が見られた．

⑫地域医療実習に関する研究：臨床実習前の社会医学実習において地域医療実習を目的とした体験実習，IPE 対象
者では，地域における医師の役割を理解し，医師としてお心構えを身につけることができた．

⑬専門職連携教育／実践の質保証のための研究：平成 23 年～ 25 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．また，
地域基盤型 IPW のコンピテンシーに関する研究を開始した．

⑭健康づくりプロジェクト in 毛呂山：保健医療学部看護学科，理学療法学科教員と専門職連携に基づいた介護予
防に関する生涯学習事業に取り組み，地域住民の積極的な参加を得て行い，食事摂取食塩量の減少，片足立ち時
間の延長が見られた．

⑮埼玉県がん検診の受診状況に関する研究：埼玉県の市町村別のがん検診受診率の現状と市町村別の差を明らかに
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．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約

従来からの環境保健、産業保健分野の研究に加え，保健統計，地域保健，生活習慣病予防，医学教育に関する多様
な研究を，学内外と連携し 15 のプロジェクトを展開した．また，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，更なる連携の推進と
共に，基礎実験として，コミュニティにおける研究として，地域医療教育手法について，将来役に立つエビデンスを
明らかにするための成果のまとめを行う．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）

該当なし
4-2．診療実績データ

該当なし
4-3．診療内容，治療成績

該当なし
4-4．先進医療の開発

該当なし
4-5．実施治験内容
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該当なし
4-6．自己評価と次年度目標

該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）

該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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
柴﨑智美：毛呂山町健康づくりアドバイザー，埼玉県がん検診精度管理事業，市町村担当者向け研修会（柴﨑）
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
高橋幸子：埼玉県内小中学校，高等学校，一般向け性教育講演会（小学校　4 校，中学校　25 校，高等学校　4 校，

　　　　その他県内養護教諭，保健所，保護者対象　9 校）． 

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Takenaka T, Sueyoshi K, Arai J, Watanabe Y, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. Calcium channel blockers suppress 
daily variations of blood pressure in hypertensive patients with end-stage renal diseases. Clin Exp Hypertens. 
2014;36（2）:78-82.

② 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.

③ Takashi Nakasuji, Hidekazu Saito, Ryuichiro Araki, Aritoshi Nakaza, Akira Kuwahara, Osamu Ishihara, Minoru 
Irahara, Toshiro Kubota, Tetsuro Sakumoto Validity for Assisted Hatching on Pregnancy Rate in Assisted 
Reproductive Technology - Analysis Based on Result of Japan ART Registry System 2010 -. J  Obs t  Gynaeco l 
Res. 2014.06. 40（6）:1653-1660. 

④ Nakasuji T, Saito H, Araki R, Nakaza A, Nakashima A, Kuwahara A, Ishihara O, Irahara M, Kubota T, Yoshimura 
Y, Sakumoto T The incidence of monozygotic twinning in assisted reproductive technology - Analysis based on 
results from the 2010 Japanese ART national registry -. J Assist Reprod Genet. 2014.07. 31（7）: 803-807.

⑤新澤麗，岡垣竜吾，鈴木元晴，亀井　良政，荒木隆一郎，永田一郎，石原理骨盤臓器脱（POP）患者を対象とし
た，FRAX 問診票による骨粗鬆症性骨折リスク評価 . . 埼玉県医学会雑誌 . 2014.11. 49（1）:327-330. 

⑥坂本圭，小渕千絵，城間将江，松田帆，関恵美子，荒木隆一郎，池園哲郎難聴者の倍速音声聴取に関する検討 -
補聴器装用者と人工内耳装用者の比較から -.Audiol Japan.  2014.10. 57（5）; 655-656. 

⑦ Toru Mochizuki, Takashi Miyazaki, Tsuneo Takenaka, Hiromichi Suzuki, Increased urinary phosphate excretion 
induced by fibroblast growth factor 23 in zinc-deficient rats Trace Nutrients Research, 2014; 31:72-79.

⑧ Hiroyuki Yanagisawa, Takashi Miyazaki, Makoto Nodera, Yuka Miyajima, Takashi Suzuki, Takamasa Kido, 
Machi Suka. Zinc-excess intake causes the deterioration of renal function accompanied by an elevation in 
systemic blood pressure primarily through superoxide redical-induced oxidative stress. International Journal of 
Toxicology. 2014; 33:288-296.

⑨柴﨑智美，保健医療福祉に求められる力とは．第 12 回日本臨床医療福祉学会 . 2014.08. 川越市
⑩柴﨑智美，地域基盤型の専門職連携教育と公衆衛生の人材育成．第 73 回日本公衆衛生学会総会 . 2014.11. 栃木

県
【総数：論文 8 件，学会発表 29 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
　亜鉛欠乏に伴う糖代謝と脂肪酸合成による内臓脂肪蓄積の細胞内分子機構の解明，学内グラント 50 万円　宮﨑孝
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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
・彩の国連携力育成プロジェクト研修会・特別講演会「保健医療福祉に求められる人材とは」平成 26 年 11 月 15

日（埼玉医科大学日高キャンパス 30 周年記念講堂）

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．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，短期大学においても卒前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み，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 92 件（再依頼を含む），
論文 6 件 （共著 5 件，謝辞 1 件），学会発表 3 件と，学位論文での統計解析指導・支援 3 件，初期・後期研修医の学
会発表論文作成支援2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タイ
プ 2 に選定され，本センターが保健医療学部看護学科，理学療法学科と協働し，地域と連携して取り組む健康づく
りプロジェクト in 毛呂山を展開し，介護予防，健康づくりのリーダーの育成に寄与した．今後さらに地域医学・地
域保健への貢献を念頭に置き，センターとしての学内横断的な機能を有効に活用しながら，地域ならびに学内関連部
署，学外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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14．アドミッションセンター

平成 20 年 3 月 22 日に制定された「埼玉医科大学アドミッションセンター規程」は，本学法人の運営する医学部，
保健医療学部，短期大学，附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である毛呂病院看護専門学校（以下「各学
校」という．）が，教育目標を達成しうる学生を受け入れるための入学者受け入れ方針（以下「アドミッションポリ
シー」という．）に即した入試システムの構築，円滑な入試の実施について，調査研究及び入試に関する業務を統括・
支援を行うことを目的として，アドミッションセンターの組織及び運営について必要事項を定めたものである．

アドミッションセンターは，年 1 回「アドミッションセンター運営委員会」を開催し，各学校ならびに本学が設
置する学部の入試に関する業務を支援する組織（以下「ブランチ」という．）からの代表者，アドミッションセンター
特任講師等が一堂に会し，情報の共有，問題点の把握と検討等を行い，各学校のアドミッションポリシーに即した学
生を受け入れるために連携・協力し，円滑な入学試験業務遂行への支援に努めている．また，アドミッションセンター
内には，調査・研究・解析部門，入試問題統括部門，広報部門，事務部門の 4 部門があり，各学校ならびにブラン
チに対して円滑な入学試験の実施のための強力的な支援を行うことを主たる目的として活動している．更に，上記 4
部門員だけでなく，アドミッションセンター長が必要と認めたもの（若干名），両学部の科目責任者，オブザーバー

（アドミッションセンター特任講師）等が加わり，第 1 条目的達成のため，相互に連携・協力して円滑的な業務遂行
に努めている．

4 部門の主たる業務を以下に明記し総論とする．
（1）調査・研究・解析部門
　①本学入試システムの統括に関すること．
　②本学入試システムの自己点検・評価に関すること．
　③入試システムの改善策についての調査・研究・解析に関すること．
　④その他入試に関する情報の収集や調査・研究・解析に関すること．

（2）入試問題統括部門
　①入試問題作成に関わる支援と統括に関すること．
　②入試問題作成に関わる基本情報等の収集に関すること．
　③入試問題の点検及び入試ミス防止等の調査・研究に関すること．

（3）広報部門
　①学生募集などの入試に係る全学的広報に関すること．
　②アドミッションポリシーの周知等，各学校・ブランチの広報活動の支援に関すること．
　③その他，広報活動に関すること．

（4）事務部門
　①各部門及び各ブランチの活動支援に関すること．
　②その他，センターの事務に関すること．
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15．アレルギーセンター

「アレルギーセンター」は，2009 年に大学より組織構築を命じられ活動を開始したが，本年度をもって毛呂山キャ
ンパス（大学病院組織）への移行を命ぜられたため，本年度が大学の組織としては活動の最終年度となった．

本センターは学内全体のアレルギー疾患の診療・研究に関わる関連教員スタッフが力を合わせ，医師，学生やメディ
カル・スタッフへの啓発・教育活動，先端的治療をふくむ包括的なアレルギー診療活動，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った．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たと考えられる．

当センターは，下記の目標を基本方針として活動を行った．
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，大きな社会問題である．また国際的にも，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たことからも，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考えていた．

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
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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

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，学生やメディカル・ス
タッフへの教育を重視した活動を行った．その目的において，卒前教育部門，卒後教育部門を設置した．卒前教育部
門は，医学生の講義，アレルギーセンター見学プログラムなどを含む臨床実習などの教育活動を行い，特に医学部 3
年での免疫ユニットにおいてはアレルギー領域の臨床に関連する講義をまとめた「アレルギーサブユニット」講義群
を学生に提供した．卒後教育部門は，外部講演者を招いて年に数回行う学内講演会である埼玉医科大学「アレルギー・
フォーラム」，及び 2 週毎にセンター内勉強会を開催してきたほか，製薬企業等との共催で県内での卒後教育研修会
を行った．詳細は卒前教育部門及び卒後教育部門の年報を参照されたい．

なお日本アレルギー学会がダニアレルギーならびにスギ花粉症におけるアレルゲン免疫療法に関する手引書の作成
を行ったが，センター長がいずれも作成代表者をつとめ，また松下，上條，中込各委員が作成委員として参画した．

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 階に開設されており，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
ルギー診療を行った．当センターの特徴的な医療サービスとしては，スギ花粉症や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きた．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
してきた．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きた．詳細は臨床部門の年報を参照されたい．

5．研究
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・臨床研究を行ってきた．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た．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きた．詳細は研究部門の
年報を参照．

6．業績
6-1．論文・学会発表
主な原著論文：

① Kawano, M., Morikawa, K., Suda, T., Ohno, N., Matsushita, S., Akatsuka, T.,Handa, H., and Matsui, M. Chimeric 
SV40 virus-like particles induce specific cytotoxicity and protective immunity against influenza A virus without 
the need of adjuvants. Virology448: 159-167, 2014. 

② Takagi, R., Kawano, M., Nakagome, K., Hashimoto, K., Higashi, T., Ohbuchi, K., Kaneko, A. and 
Matsushita, S. Wogonin attenuates ovalbumin antigen-induced neutrophilic airway inflammation by 
inhibiting Th17 differentiation. Int. J. Inflamm., Vol. 2014, Article ID 571508, 8 pages.　http://dx.doi.
org/10.1155/2014/571508 

③ Soma T, Kobayashi T, Yokote A, Nagata M. Theophylline attenuates the adhesiveness of endothelial cells 
augmented with interferon- γ in the presence of TNF- α for blood eosinophils. Allergol Int. 63 Suppl 1:63-5　
2014

④ Tanaka S, Hirota T, Kamijo A, et al. Lung functions of Japanese patients with chronic rhinosinusitis who 
underwent endoscopic sinus surgery. Allergology International 63: 27-35．2014

⑤ Okamoto Y, Ohta N, Okano M, Kamijo A, et al. Guiding principles of subcutaneous immunotherapy for allergic 
rhinitis in Japan. Auris Nasus Larynx  41: 1-5． 2014
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⑥小林威仁，光藤尚，中元秀友，永田真，田村直俊，荒木信人．気管支喘息と片頭痛の関連性について．日本頭痛
学雑誌 40；429‐433．2014

⑦高井敏明，岡本美孝，大久保公浩，永田真，阪口雅弘，福富友馬，斉藤明美，安枝浩，増山敬祐．ダニアレルゲ
ン標準化に関する日本アレルギー 学会タスクフォース報告．アレルギー 64;1229-1240,2014

⑧井上智恵 , 上條　篤 , 中島正己 , 松田　帆 , 井上　準 , 菅澤　正 , 加瀬康弘 . 骨破棄を伴った , アレルギー性真菌性
鼻副鼻腔炎（Allergic fungal rhinosinusitis）の 2 症例 . アレルギー　63 （7）: 951-957．2014

⑨増山敬祐 , 藤枝重治 , 太田伸男 , 岡野光博 , 上條　篤 , 他 . アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の指針 . 日鼻
誌 53 （4）: 579-600． 2014

そのほか総数として
【著書 7 件，総説 26 件，論文 37 件，学会発表　44 件】（招待演者 7 件，一般演題 37 件）
6-2．獲得研究費

① 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）
②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
③ライノウィルスと好中球性炎症を標的とした，気管支喘息増悪の予防及び治療法の確立を目的とする研究（中込

一之）．2014 年内藤記念科学振興財団研究助成
④気道由来 ATP による重症喘息の病態解析とバイオマーカー（杣知行）．埼玉医科大学学内グラント
⑤気道炎症細胞に基づく気管支喘息の臨床病型亜分類化と，その臨床病理学的プロファイリング解析（杣知行）．

アストラゼネカ奨励研究グラント　
6-3．受賞

なし
6-4．特許，実用新案

①免疫応答を誘導するための薬剤　特願2014-261988　出願日：平成26年12月25日出願人：埼玉医大（50％）, 
（有）イムノ （50％）

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①アレルギー週間市民公開講座 2015. 平成 27 年 2 月 7 日川越市（日本アレルギー協会と共催）

7．自己点検・評価
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．
2015 年からは大学病院（毛呂山キャンパス）組織に移行することとなったが，引き続き各部門でそれぞれ質を向

上させるとともに，研究業績をさらに上げ，国際的レベルでの情報発信を増やすように努力したい．
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16．教職員・学生健康推進センター

埼玉医科大学は 3 キャンパスにおよそ 8000 人の教職員と学生を有し，埼玉県ではホンダに次ぐ 2 番目の規模を
誇る学校法人です．「教職員・学生健康推進センター」は，こうした全埼玉医大教職員と学生の健康管理を統合的に
推進する事を目的に，平成 21 年 4 月に今井康雄初代センター長を招いて開設されました．平成 24 年 4 月からは池
田斉先生が 2 代目センター長となって，前センター長の築いた基盤を充実発展させてこられ，平成 26 年 1 月より丸
山が 3 代目センター長として，業務を引き継いでいます．
「教職員・学生健康推進センター」のルーツは，昭和 47 年，当大学が開学した時に開設された「埼玉医科大学保

健管理室」です．これは主として医学生の保健管理を行う部署でしたが，その後「学生保健室」，「医学部学生健康推
進室」と名称を変えながら，長い間，医学生の保健指導に携わってきました．平成 18 年の保健医療学部の開学と同
時に「保健医療学部学生健康推進室」が日高と川角キャンパスに開設され，保健医療学部学生の保健指導と健康推進
が始まりました．

一方，教職員については，各キャンパスにおかれた「教職員健康推進室」が健康管理を担当しています．毛呂山の
教職員については，永らく「健康管理センター」が担当していましたが，平成 21 年 4 月に「教職員・学生健康推進
センター」の設立と同時にセンター内に教職員健康推進室がもうけられ，「健康管理センター」から独立して毛呂山キャ
ンパスと川角キャンパスの教職員の健康管理業務を行うこととなりました．ただし，毛呂山キャンパスと川角キャン
パスの教職員の健康診断については，引き続き「健康管理センター」でおこない，健康診断結果に基づく事後指導や
健康推進策（ヘルスプロモーション）を教職員健康推進室が行っています．「健康管理センター」では，医学部と保
健医療学部の学生健診も行っており，健康推進センターと健康管理センターは引き続き密接な関係にあります．現在，
毛呂山キャンパスにおかれた教職員・学生健康推進センター（1 Ｂ 4F）は，教職員健康推進室（1 Ｂ 4F），医学部学
生健康推進室（本部棟地下 1 Ｆ），保健医療学部学生健康推進室（日高キャンパス），保健医療学部学生健康推進室
川角分室（川角キャンパス）のそれぞれにスタッフを持ち，統括して運営しています．

川越の総合医療センターでは，すでに平成 16 年から「総合医療センター健康推進室」が開設されており，また，
日高の国際医療センターでも開院された平成18年から「国際医療センター健康推進室」が開設されて，それぞれのキャ
ンパスにおける教職員の健康管理業務に携わっています．「教職員・学生健康推進センター」は毛呂山の教職員健康
推進室，学生健康推進室および各キャンパスにおける「健康推進室」（川越，日高）を統合した「センター」として
位置づけられています．各キャンパスの独自性を尊重しつつ，教職員と学生の健康推進室を全学的に有機的に連携し
つつ，全教職員と学生の健康推進（ヘルスプロモーション）を企画運営して行っています．

教職員・学生健康推進センターのスローガンは「良い病院は良い職員から．良い大学は良い学生から」です．推進
センターでは，昨年度より，私達の活動記録である年報を作成していますが，平成 26 年度のセンター内年報も出稿
間近となっています．平成 26 年度の活動を自ら振り返りつつ，埼玉医科大学がよりよい病院と大学になるよう，こ
れからも引き続き個々の教職員や学生と真摯に向き合い，健康支援に勤しみたいというのが，スタッフ全員の願いで
す．平成 21 年のセンター設立以来，お世話いただいた多くの関係者や，埼玉医科大学の全教職員・学生の方々のご
支援に感謝しつつ，引き続き変わらぬご協力をお願いする次第です．

（文責　　丸山義明）
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17．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）情報技術ならびにコンピュータネットワークを活用した教育・研究活動の推進および支援
　（4）情報化推進のための技術支援，研究開発および計画立案

　当センターの最も大きな全学的な活動は，学内LANの管理運営である．本学の学内LANは平成7年にインターネッ
トに接続され，平成 8 年度および平成 9 年度の文部科学省の助成金を受けて全学的に整備された．当センターは学
内 LAN のサーバやインターネット接続のファイヤーウォールなど基幹装置群の管理運営を担当している．本学は地
理的には毛呂山キャンパス，日高キャンパス，川越キャンパス，川角キャンパスおよび川越ビルで構成されており，
毛呂山キャンパスに位置する当センターを中心に，これらをつなぐ学内 LAN が構築されている．これら遠隔地のキャ
ンパスを含めた全学の円滑な運営のために，当センターの統括のもと，下記のブランチを設置し各々のブランチに責
任者を置いている．
　（1）医学部・短期大学ブランチ（毛呂山キャンパス）
　（2）保健医療学部ブランチ（日高キャンパス，川角キャンパス）
　（3）ゲノム医学研究センターブランチ（日高キャンパス）
　（4）大学病院ブランチ（毛呂山キャンパス）
　（5）国際医療センターブランチ（日高キャンパス）
　（6）総合医療センター・看護専門学校ブランチ（川越キャンパス）
　（7）かわごえクリニックブランチ（川越ビル）
　これに次ぐ全学的な活動は，教育用のコンピュータ実習室などの管理運営である．毛呂山キャンパスについては当
センターが，日高キャンパスおよび川角キャンパスにおいては保健医療学部情報機器管理運営委員会が，川越キャン
パスにおいては医学情報室がそれぞれ管理運営し，当センターはそれらを統合する役割を果たしている．

　当センターのもうひとつの役割は情報技術活用の支援と安全対策である．全学からの質問に対応するとともに，当
センター内に設置した情報機器を用いてホームページ作成，データ処理，画像処理など情報技術活用の支援を行って
いる．また，大型ポスターを印刷できるプリンタによる学会発表資料作成を支援している．安全対策面では，ウィル
ス対策，情報セキュリティーの広報・支援を行っている．また，学長を委員長とするホームページ管理運営員会の下
部組織としてホームページ実務委員会を組織し，その実務にあたっている．
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18．医療人育成支援センター

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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19．学生部

1．構成員
全学学生部委員会構成員，医学部学生部委員会構成員，保健医療学部学生部委員会構成員については，各学生部委

員会参照．

2．目的
埼玉医科大学に在籍する学生の全人格に関わる性格を見誤ることなく全学的に取り組み，学生生活の活性化を実現

させ，本学の期待する医療人の育成とともに本学の教育目標を達成させることを目的とする．

3．活動報告
学生部が平成 26 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 26 年度第 57 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が，群馬大学，順天堂大学，日本大学，埼玉医科
大学の主管によって開催された．本学は主管校として柔道，空手，水泳，バスケットボールを担当し，無事に終
了した．

③大学祭
平成 26 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 25 日（土）～ 26 日（日）
テーマは，学年・学部・学科の垣根を壊すという思いを込めて，「Break」とした．今年度は例年より学生の取り
組みが早く，6 月の学生部委員会から準備状況が報告されたため，報告に応じて学生部委員から助言を行った．
例年とほぼ同じ企画が行われ，多数の参加者があったが，屋外ステージでのリハーサルで近隣住民から騒音に対
する苦情があった．テント設置時のけが，医学部と保健医療学部の負担金の公平化とともに次年度への検討事項
として次の学年に引き継ぐように指導した．

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．学生健康管理室に臨床心
理士が配置された．

⑤ハラスメントの問題
重大なハラスメントの発生はなかった．

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．
50 周年記念グラウンドが完成し，5 月 20 日より使用が開始された．

4．評価と次年度目標
評価については，医学部学生部委員会および保健医療学部学生部委員会の項を参照のこと．
次年度も本年度同様に各学部委員会の活動を基礎として，両学部で連絡を密にしながら学生生活の質の向上を目指

していきたい．
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20．大学病院

金澤實教授が病院長に就任した 1 年目の年度であり，新執行部での病院運営がスタートした．前年度より検討が
進められていた外来棟（仮称）建設の詳細設計の見直しを行い，平成 27 年度竣工に向けて着工した．

1．人事
① 4 月 1 日付けで小児科教授に菊池透先生が就任した．
② 4 月 1 日付けで麻酔科教授に井出康雄先生が就任した．
③ 5 月 1 日付けで婦人科教授に岡垣竜吾先生が昇格した．
④ 8 月 1 日付けで病院長に金澤實教授，院長代理に織田弘美教授，副院長に三村俊英教授，中元秀友教授，武藤

光代看護部長，院長補佐に篠塚望教授，徳山研一教授，市岡滋教授，亀井良政教授，芳賀佳之教授がそれぞれ就
任した．

⑤ 3 月 1 日付けでリウマチ膠原病科教授に秋山雄次先生が昇格した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
（1）初診患者数 38,249 名
（2）延外来患者数 487,073 名
（3）新入院患者数 17,404 名，退院患者数 17,361 名，延入院患者数 277,753 名
（4）病床稼働率 93.3％
（5）紹介率 60.6％，逆紹介率 44.9％
（6）手術件数 8,234 件，内視鏡検査治療 8,895 件，透析件数 19,359 件
（7）平均在院日数（一般病床）14.3 日，（精神病床）173.4 日
（8）重症度，医療・看護必要度 17.0％

3．治験
治験の実績は次のとおりであった．
①治験受託件数
（1）新規件数 19 件
（2）継続件数 32 件

4．病院運営・管理
①病院経営改善推進会議（月 1 回開催）で病院経営に関わる方針，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．
構成員は，法人本部から担当専務理事，常務理事，事務局長，理事（総看護部長），総務部長，経理部長，病院
から病院長，副院長（看護部長含む），事務部長である．　

②病院運営会議（月 2 回開催）で病院運営に関す事項の検討等を行い，病院の使命の達成及び機能の充実を図る
ことを行った．
構成員は病院長，副院長（看護部長含む），院長補佐，総看護部長，事務部長である．

③診療部長会議（月 1 回開催）で病院運営に係る事項の最終承認を行う承認機関としての機能を果たした．
④医長連絡会議（月 1 回開催）で診療部長会議の報告を行い，すべての医師に周知し情報共有を行った．
⑤各種の職員教育を実施し職員の能力・資質の向上を行った．

4．教育
①初期臨床研修医 62 名に対し臨床研修を行った．
（1）医科：1 年目 29 名，2 年目 29 名
（2）歯科：1 年目 2 名，2 年目 2 名

②初期研修医ランチョンセミナー開催（42 回，延 1,509 名参加）
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③臨床研修指導医講習会（11 月，9 名参加）
④臨床研修医修了認定式（27 名），優秀研修医 4 名・優秀指導医 4 名表彰（3 月）
⑤基本的臨床能力評価試験研修医 11 名受験（1 月）
⑥学位取得者 5 名
（1）甲種 2 名
（2）乙種 3 名

5．研究
①科学研究費の採択 100 件
（1）文部科学省研究費補助金 60 件
（2）厚生労働省科学研究費 19 件
（3）がん研究開発費 1 件
（4）若手医師育成研究費 20 件

②臨床研究 560 件
（1）IRB 新規承認 100 件
（2）継続件数 460 件

6．主な活動
①無料肝炎ウィルス検査実施，日本肝臓学会民公開講座開催（5 月）
②東館新築工事地鎮祭挙行（6 月）
③防災セミナー開催（8 月）
④金澤病院長就任方針説明会開催（8 月）
⑤第 5 回診療連携シンフォニー（紹介患者症例報告会）開催（9 月）
⑥毛呂山町防災訓練参加（9 月）
⑦片山前病院長救急医療功労者埼玉県知事表彰（9 月）
⑧丸木理事長・片山前病院長講演会開催（9 月）
⑨大学病院長披露の会挙行（9 月）
⑩埼玉県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座開催（9 月）
⑪医療法第 25 条に基づく立入検査（10 月）
⑫第 1 回埼玉県西部地区の病院ネットワークを考える会（10 月）
⑬埼玉県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座開催（10 月）
⑭エボラ出血熱緊急対策会議，搬送訓練参加（11 月）
⑮埼玉県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会医療自従者研修会開催（11 月）
⑯クリスマスコンサート開催（12 月）
⑰助産施設開設セレモニー挙行（1 月）
⑱リニアック治療室開設セレモニー挙行（1 月）
⑲第 2 回防災訓練実施（1 月）
⑳あったかウィークキャンペーン実施（1 月）
㉑平成 26・27 年度経済危機突破対策全学プロジェクト中間報告会開催（2 月）
㉒第 6 回診療連携シンフォニー（紹介患者症例報告会）開催（3 月）
以上
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21．総合医療センター

　平成 26 年度の総合医療センターは，4 月に教員棟および高度救命救急センター新築工事地鎮祭が行われた．さら
なる重症救急患者に対する受け入れ体制の充実と治療内容の向上を目指して行きたい．
　10 月には，埼玉県総合医局機構が主催する「高校生の志」事業医療体験が同センターにて行われ，当日は定員 40
名を超える 49 名の県下高校生が参加し，院内の施設見学や医療行為の模擬体験，若手医師との懇談を実施した．こ
の事業は同機構が取り組む事業の一環として，県内の高校生に医療体験などを通じ医学や医師を目指す志を持ち，将
来の医師確保に繋げていこうというものである．12 月に行った「ドクターヘリ小学校体験会」では，埼玉県ドクター
ヘリを県民に広く知ってもらうことと，救急時臨時ヘリポートの認知向上を目的に県下 3 つの小学校でドクターヘ
リ体験会を実施し，未来の医療人への動機づけとともに関係機関との連携に取り組んだ．
　平成 27 年 2 月に第 2 研究棟地鎮祭が行われた．現在，本館に設けられている研究部門を第 2 研究棟へ移転し，空
いたスペースを利用して新病棟や外来・検査部門などに改修する工事を計画している．
　また同月に，埼玉県ドクターヘリ出動 2000 回記念祝賀会が川越プリンスホテルにて盛大に開催された．平成 19
年 10 月 26 日の運航開始以来，実に 7 年の歳月を経て出動 2000 回を達成した．
　平成 26 年度は計画に基づく新たな施設の建築が始まった年となった．

1．人事
　9 月 1 日より二期目も引き続き病院長に堤晴彦教授が任命された．その事に伴い病院幹部の人事が一新され，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），松居 徹教授（脳神経外科），木崎昌弘教授（血
液内科），院長補佐として菊地 茂教授（耳鼻咽喉科），石田秀行教授（消化管・一般外科），野村恭一教授（神経内科），
高橋健夫（放射線科）が各々任命された．
　同年 4 月 1 日付けで ME サービス部部長に間藤　卓准教授（高度救命救急センター），7 月 1 日付けで，感染制御
室室長に大野秀明教授（感染症科），9 月 1 日付けで医療安全対策室室長に輿水健治教授（救急科）が各々新たに任
命され就任した．
　診療科の教授人事については，4 月 1 日付けで呼吸器内科の植松和嗣准教授，腎・高血圧内科　長谷川　元准教授，
周産期（麻酔）照井克生准教授，12 月 1 日付けで肝胆膵・小児外科　小高明雄准教授，歯科・口腔外科　准教授　
堀江憲夫准教授が教授に昇格し，7 月 1
日付けで感染症科　大野秀明教授，8 月 1 日付けで神経精神科　吉益晴夫教授が赴任された．
　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，平成 25
年の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 24 名（本学卒業 22 名　他大学 2 名），2 年目 28 名の計 52 名．後期研修医は，当院初期
研修終了の 13 名の他，大学病院より 1 名，他病院より 15 名の計 29 名が採用された．
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22．国際医療センター

国際医療センターは，本年度で開院 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の国際病院機能評価

（JCI）を受審し，平成 27 年 2 月 7 日に認証された．

1．人事
① 4 月 1 日付けで病院長に小山勇先生，院長代理に棚橋紀夫先生，副院長に佐伯俊昭先生，北村晶先生，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，山口茂樹先生，牧田茂先生，鈴木孝明

先生が就任した．
③ 4 月 1 日付けで心臓病センター長に鈴木孝明先生が就任した．
④ 4 月 1 日付けで口腔ケア診療科長に坂田康彰先生が就任した．
⑤ 4 月 1 日付けで病理診断科診療科長に安田政実先生が就任した．
⑥ 4 月 1 日付けで内視鏡検査治療センター長に良沢昭銘先生が就任した．
⑦ 4 月 1 日付けで乳腺腫瘍科診療科長に大崎昭彦先生が就任した．
⑧ 4 月 1 日付けで消化器外科肝胆膵外科診療科長に岡本光順先生が就任した．
⑨ 4 月 1 日付けで心臓内科診療科長・教授に岩永史郎先生が就任した．
⑩ 4 月 1 日付けで不整脈科診療科長に加藤律史先生が就任した．
⑪ 4 月 1 日付けで小児心臓科診療科長に住友直方先生が就任した．
⑫ 4 月 1 日付けで画像診断科診療科長に酒井文和先生が就任した．
⑬ 4 月 1 日付けで集中治療科診療科長に磨田裕先生が就任した．
⑭ 4 月 1 日付けで病理診断科診療科長に清水道生先生が就任した．
⑮ 4 月 1 日付けで中央手術部部長に栗田浩樹先生が就任した．
⑯ 7 月 1 日付けで総合診療・地域医療科診療科長に古屋大典先生が就任した．
⑰ 7 月 1 日付けで小児腫瘍科診療科長・教授に田中竜平先生が昇格した．
⑱ 8 月 1 日付けで不整脈科診療部長・教授に加藤律史先生が昇格した．
⑲ 9 月 1 日付けで緩和医療科診療部長・教授に髙橋孝郎先生が就任した．
⑳ 11 月 1 日付けで脳卒中内科教授に高尾昌樹先生が就任した．
㉑ 3 月 1 日付けで心臓内科教授に村松俊裕先生が昇格した．

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 15,239 人，（2）延入院患者数 236,010 人，（3）稼働率 92.4％，（4）中央手術部手術件数 6,586
件，（5）初診患者数 15,818 人，（6）延外来患者数 206,506 人，（7）救急車受け入れ件数 3,802 件，（8）紹介
率 92.9％，逆紹介率 110.2％

②院内がん登録件数 4,729 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
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を行った．病院長下半期方針説明会を 9 月に開催した．
④リーダーズ会議を毎週火曜日に開催し，病院執行部と各部門リーダーとの情報共有を図った．

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 1 名（埼玉医大卒業生），2 年目 6 名（うち埼玉医大卒業生 4 名）の 7 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（38 回）
③緩和ケア研修会開催（12 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 2 回開催（6 月，11 月）
⑥臨床研修指導医講習会 9 名（11 月）
⑦クリニカル・クラークシップ懇談会 4 回開催（4 月，5 月，1 月，2 月）
⑧埼玉県医学会総会研修医演題 2 題発表（2 月）
⑨基本的臨床能力評価試験研修医 4 名受験（2 月）
⑩臨床研修医修了認定式，優秀研修医・指導医表彰（3 月）
⑪院内認定看護師 4 コース 11 名認定（3 月）
⑫専門看護師 1 名，認定看護師 2 名認定された
⑬看護部研究発表会 54 題発表（2 月）
⑭学位取得者（甲種）4 名
⑮スキルスラボ委員会 7 回開催（9 月から毎月開催）
⑯ e ラーニングを 25 種類実施し，延べ受講人数は 22,192 名であった．

5．研究
①科学研究費の採択は，文部科学省研究費補助金 35 件，厚生労働省科学研究費 17 件，がん研究開発費 2 件であ

り合計 54 件の研究費補助金を獲得．
②治験では，新規 17 件，前年度からの継続 39 件の合計 56 件の治験を実施．
③臨床試験では，病院ＩＲＢで 193 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 659 件を含む合計 852 件の臨床試

験を実施．
④先進的医療では前年度からの継続 7 件の先進的医療を実施．
⑤平成 26 年度日高研究プロジェクト（29 件）の選定および研究成果発表会開催．
⑥学位取得者（乙種）2 名
⑦学内グラント 4 件取得

6．国際医療センターの主な活動
① JCI 受審に向けた MOCK サーベイ受審（7 月）
② JCI 本審査受審，認定（2 月）
③医療法第 25 条立ち入り検査（1 月）
④救命救急センター運営評価委員会開催（2 月）
⑤私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（東京医科大学八王子医療センター）（9 月，12 月）
⑥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．
⑦医学生対象のオープンホスピタル・バスツアー開催（7 月）
⑧施設見学実施（70 件）
⑨埼玉医科大学・連携施設懇談会を 2 回開催（6 月，10 月）
⑩埼玉医科大学国際医療センター・6 地区医師会連絡協議会（1 月）
⑪ホワイエコンサートを 3 回開催．
⑫献血及び骨髄移植ドナー登録実施（5 月，9 月，1 月）
⑬九都県市合同防災訓練埼玉会場に職員 4 名参加した（8 月）
⑭屋内消火栓操法大会出場（10 月）
⑮事務職員による病院周辺の清掃ボランティア活動開始（月 1 回実施）
⑯部署別防火防災訓練 37 回実施
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⑰運動会開催（10 月）
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委員会・会議報告

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 28 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　明（OTAKE, Akira）：大学病院小児科教授
委　員　：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人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．

また，ヒト胚性幹細胞，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にて『ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針』に則り，審査を行い，
本委員会で報告を受けていた．しかし，平成26年11月24日からはヒト幹指針及びヒト幹指局長通知が廃止され，「再
生医療等の安全性の確保等に関する法律」が施行となった．そのため，ヒト幹細胞を用いる臨床研究については，法
に基づいた手続きを行う．（ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会参照）

3．活動報告
1）倫理委員会の開催
　平成 26 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 38 件，研
究計画書の変更申請 58 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 222 回（平成 26 年 4 月 8 日） ：欠席 1 名，第 223 回（平成 26 年 5 月 13 日）  ：欠席 1 名
　第 224 回（平成 26 年 6 月 10 日） ：欠席 0 名，第 225 回（平成 26 年 7 月 8 日） ：欠席 0 名
　第 226 回（平成 26 年 9 月 9 日）  ：欠席 1 名，第 227 回（平成 26 年 10 月 14 日） ：欠席 0 名
　第 228 回（平成 26 年 11 月 11 日） ：欠席 1 名，第 229 回（平成 26 年 12 月 9 日） ：欠席 0 名
　第 230 回（平成 26 年 1 月 13 日） ：欠席 1 名，第 231 回（平成 26 年 2 月 3 日） ：欠席 0 名
　第 232 回（平成 26 年 3 月 10 日） ：欠席 0 名
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　埼玉医科大学倫理委員会に関する情報は，学内 LAN の大学事務部内に倫理委員会のサイトがあり，①倫理委員会
規則，②議事録（審議内容，審査結果，倫理委員会での検討事項），③委員一覧（任期は平成 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（38 件）
1．申請番号 751：「JCOG バイオバンクプロジェクト― JCOG1105 試験―」（遺伝子解析研究）

申請者：得平道英（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 2 月 19 日
審議結果：承認コメント〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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 752：「炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究」（臨床研究）
申請者：中村晃一郎（大学病院皮膚科）
申請：平成 26 年 2 月 18 日 /6 月 9 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成26年4月8日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成26年6月10日〕 
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

3．申請番号 753：「「BIM 遺伝子多型を有する EGFR 変異肺がんの臨床的特徴を明らかにする多施設共同研究」
（PEOPLE-J：Project for Elucidating Characteristics of BIM Polymorphism-Positive EGFR Mutant Lung Cancer - 
JAPAN）」（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 26 年 3 月 20 日 /5 月 8 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 4 月 8 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 5 月 13 日〕 
平成 26 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 754「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 Burkitt-ALL213」（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 26 年 4 月 5 日 /6 月 9 日 / 平成 27 年 2 月 13 日
審議結果：条件付承認〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類および変更受理（前）

〔平成 26 年 7 月 8 日〕，修正書類受理〔平成 27 年 3 月 10 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続

5．申請番号 755：「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
療法及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：渡部玲子（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 4 月 3 日 /6 月 9 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 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 756：「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を対象とした多剤併
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：渡部玲子（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 4 月 3 日 / 6 月 9 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 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757：「我が国における遺伝性伝音難聴とくに中耳奇形分類法確立に向けた多施設共同研究」（疫学研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
申請：平成 26 年 4 月 25 日 /7 月 7 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 6 月 10 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 年度実施報告書で終了  

8．申請番号 758：「STAT2 study 付随研究　慢性期慢性骨髄性白血病の臨床効果と BIM deletion 遺伝子多型に関
する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：得平道英（総合医療センター血液内科）
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申請：平成 26 年 5 月 17 日
審議結果：承認〔平成 26 年 6 月 10 日〕
平成 26 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 759：「関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患の解析 - RA-LPD study group -」（遺伝子解析研究）
申請者：得平道英（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 5 月 17 日 /7 月 3 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 6 月 10 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続  

10．申請番号 760：「毛呂山町・越生町における口腔アレルギー症候群の実態調査」（疫学研究）
申請者：徳山研一（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 5 月 17 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 年度実施報告書で終了  

11．申請番号 761：「膠芽腫（GBM）長期生存例の検討：多施設共同研究」（後方視的観察研究・多施設共同研究
の主任研究者）
申請者：藤巻高光（大学病院脳神経外科）
申請：平成 26 年 5 月 20 日
審議結果：承認〔平成 26 年 6 月 10 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続  

12．申請番号 762：「川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究」（遺伝子解析研究）
申請者：大竹　明（大学病院小児科） 
申請：平成 26 年 5 月 20 日
審議結果：承認〔平成 26 年 6 月 10 日〕
平成 26 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 763：「経口ブドウ糖負荷試験（OGTT）による小児の正常耐糖能者とグルコキナーゼ異常症（MODY2）
における糖処理能力の比較検討」（後方視的研究として，ある時期に集められた正常児の OGTT 結果を，MODY2
患者の病態解析のための比較対象として用いて，医学雑誌への論文投稿を行う）
申請者：雨宮　伸（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 6 月 9 日
審議結果：非該当〔平成 26 年 7 月 8 日〕

14．申請番号 764：「先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド持続皮下注射療法の有効性・安全性に関す
る臨床試験（SCORCH study）」（多施設共同臨床研究における，先天性高インスリン血症の診断の補助検査のため）
申請者：雨宮　伸（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 6 月 9 日 /8 月 11 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 7 月 9 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続  

15．申請番号 765：「ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識別」
（遺伝子解析研究）
申請者：原正昭（医学部法医学）
申請：平成 26 年 6 月 16 日 /8 月 15 日 /9 月 10 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

16．申請番号 766：「2014 年 10 月の生命医薬情報学連合大会におけるゲノム解読者としての参加」（2014 年 10
月の生命医薬情報学連合大会において単一遺伝子疾患を含む疾患に関わらないゲノム解析を行う）
申請者：神田将和（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 26 年 6 月 16 日
審議結果：承認〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 年度実施報告書で終了

17．申請番号 767：「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‐JALSGCML212Study-」（遺伝子解析研究）
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申請者：渡部玲子（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 6 月 16 日 /9 月 5 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 10 月 14 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で 767- Ⅱへ移行

18．申請番号 768：「乳児を対象とした簡易な気質評価質問紙作成の試み」（質問紙調査研究）
申請者：山内秀雄（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 7 月 3 日 /12 月 16 日 / 平成 27 年 4 月 13 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 27 年 1 月 13 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 27 年 5 月 12 日〕
平成 26 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 769：「JCOG- バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク（JCOG1114 試験の JCOG バイオバンクへ
の参加）」（疫学研究・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 26 年 8 月 29 日 /11 月 4 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 10 月 14 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 11 月 11 日〕
平成 26 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 770：「エンテロウイルス感染症重症化の病態と関連するウイルス・宿主因子の解明①（ポリオウイ
ルスワクチン関連麻痺症）」（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 26 年 9 月 16 日 /11 月 27 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 10 月 14 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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 771：「エンテロウイルス感染症重症化の病態と関連するウイルス・宿主因子の解明②（手足口病軽
症例ならびに重症例）」（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 26 年 9 月 16 日
審議結果：承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕
平成 26 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 772：「神経線維腫症・関連疾患郡の遺伝子診断システムの構築」（遺伝子解析研究）
申請者：倉持朗（大学病院皮膚科）
申請：平成 26 年 9 月 12 日 /10 月 28 日
審議結果：条件付承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 11 月 11 日〕
平成 26 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 773：「超低出生体重児における左房容積評価」（介入を伴わない，他施設共同前方視的観察研究（コ
ホート研究））
申請者：増谷聡（総合医療センター小児科）
申請：平成 26 年 9 月 22 日 /
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 11 月 11 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

24．申請番号 774：「難治性聴覚障害に関する調査研究」（疫学研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
申請：平成 26 年 10 月 4 日
審議結果：非該当〔平成 26 年 11 月 11 日〕，病院 IRB へ申請

25．申請番号 775：「メニエール病および遅発性内リンパ水腫に関する疫学研究」（疫学研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
申請：平成 26 年 10 月 4 日
審議結果：非該当〔平成 26 年 11 月 11 日〕，病院 IRB へ申請

26．申請番号 776：「前庭神経炎と両側前庭機能障害に関する疫学研究」（疫学研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
申請：平成 26 年 10 月 4 日
審議結果：非該当〔平成 26 年 11 月 11 日〕，病院 IRB へ申請
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27．申請番号 777：「包括的遺伝子変異検査システム（MINtS システム）構築研究」（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 26 年 10 月 16 日 /12 月 5 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 11 月 11 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 27 年 1 月 13 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続

28．申請番号 778：「光干渉断層計アンギオグラフィーによる眼底病変の血管異常の検討」
申請者：板谷正紀（大学病院眼科）
申請：平成 26 年 10 月 27 日
審議結果：非該当

29．申請番号 779：「血栓性微小血管障害症の遺伝的背景に関する研究」（遺伝子解析研究，血液中の ADAMTS13
酵素活性と自己抗体の測定）
申請者：宮川義隆（大学病院総合診療内科）
申請：平成 26 年 11 月 18 日
審議結果：保留〔平成 26 年 12 月 9 日〕

30．申請番号 780：「非特異性多発性小腸潰瘍症に関する遺伝子変異の検索」（遺伝子解析研究）
申請者：今枝博之（大学病院総合診療内科）
申請：平成 26 年 11 月 18 日 /
審議結果：承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕

31．申請番号 781：「健常人の末梢血好酸球，好中球，単核球に対する，喘息関連の活性化物質の探索」（健常人
の末梢血を使用した研究）
申請者：中込一之（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 26 年 11 月 18 日 /12 月 25 日
審議結果：承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 27 年 1 月 13 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

32．申請番号 782：「難病研究資源バンクへの多発性硬化症患者の生体試料提供」（将来の研究のために試料と情
報の集積）
申請者：深浦彦彰（総合医療センター神経内科）
申請：平成 26 年 11 月 26 日
審議結果：承認〔平成 27 年 1 月 13 日〕

33．申請番号 783：「輸血用血液の病原体不活化法，及び保存法の開発」（日本赤十字社から譲渡される献血血を
用いて病原体の新規不活化法の開発と血液の新規保存法の開発を行なう）
申請者：岡田義昭（大学病院輸血・細胞移植部）
申請：平成 26 年 12 月 10 日
審議結果：承認〔平成 27 年 1 月 13 日〕

34．申請番号 784：「末梢血由来の赤芽球を用いた病原体感染系の確立」（日本赤十字社から譲渡される献血血）
申請者：岡田義昭（大学病院輸血・細胞移植部）
申請：平成 26 年 12 月 10 日
審議結果：承認〔平成 27 年 1 月 13 日〕

35．申請番号 785：「血痕の長期保存方法が法科学的検査に与える影響」（遺伝子解析研究）
申請者：原正昭（医学部法医学）
申請：平成 27 年 1 月 9 日
審議結果：承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

36．申請番号786：「特定保健指導によるメタボリック症候群の内臓脂肪および酸化ストレス改善効果」（疫学研究）
申請者：大野洋一（地域医学・医療センター）
申請：平成 27 年 1 月 13 日
審議結果：保留〔平成 27 年 2 月 10 日〕

37．申請番号 787：「ヒト免疫応答修飾活性の試験管内評価 - Ⅲ」（ヒト細胞培養実験）
申請者：松下祥（医学部免疫学）
申請：平成 27 年 2 月 17 日
審議結果：保留〔平成 27 年 3 月 10 日〕
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38．申請番号 788：「喀痰中 ATP 濃度による気管支喘息の病態解析」（臨床横断的観察研究）
申請者：杣知行（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 27 年 2 月 16 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 3 月 10 日〕

（2）研究計画書の変更申請〔58 件〕
1．申請番号 415- Ⅲ：「肝炎ウイルスに対する免疫応答を規定する宿主側要因の検討 : オステオポンチンと他の関

連するサイトカイン及びそれらのプロモーター領域の遺伝子単塩基変異（SNP）の解析」（遺伝子解析研究）
申請者：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 27 年 1 月 6 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

2．申請番号 482- Ⅶ：「ミトコンドリア呼吸鎖複合体異常症の酵素診断と責任遺伝子解析」（酵素診断と遺伝子解
析研究）
申請者：大竹明（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 3 月 18 日 /5 月 9 日
審議結果：変更承認コメント〔平成 23 年 4 月 8 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 5 月 13 日〕，
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了

3．申請番号 482- Ⅷ
申請：平成 26 年 6 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 7 月 8 日〕
平成 26 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 482- Ⅸ
申請：平成 27 年 1 月 9 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

5．申請番号 536- Ⅴ：「乳癌における遺伝子発現特性を用いた生存率および治療効果予測に関する研究」（遺伝子
解析研究）
申請番号：佐伯俊昭（国際医療センター乳腺腫瘍科）
申請：平成 26 年 8 月 5 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 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 536- Ⅵ
申請：平成 27 年 2 月 14 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

7．申請番号 540- Ⅱ：「アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト（J-ADNI 全国臨床研究）」（非ランダ
ム化前向き研究）
申請者：荒木信夫（大学病院神経内科・脳卒中内科）
申請：平成 26 年 4 月 1 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕，平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

8．申請番号 540- Ⅲ
申請：平成 27 年 2 月 5 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

9．申請番号 563- Ⅱ：「日本ネフローゼ症候群コホート研究」（疫学研究）
申請者：岡田浩一（大学病院腎臓内科）
申請：平成 27 年 1 月 26 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

10．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 26 年 6 月 18 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 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
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11．申請番号 592- Ⅳ
申請：平成 27 年 1 月 31 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

12．申請番号596-Ⅲ：「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，膠原病に合併する早期肺動脈
性肺高血圧症患者に対する，Sildenafil 併用の有用性を検証する多施設共同，前向き無作為割り付オープン試験）
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 26 年 4 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 5 月 13 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で 596- Ⅳへ移行

13．申請番号 596- Ⅳ
申請：平成 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

14．申請番号 597- Ⅲ：「特発性肺線維症急性増悪および薬剤性肺障害に関与する日本人特異的遺伝素因に関する
研究」（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 26 年 10 月 16 日
審議結果：承認〔平成 26 年 11 月 11 日〕

15．申請番号 597- Ⅳ
申請者：太田洋充（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 27 年 1 月 27 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

16．申請番号 614- Ⅱ「日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する遺伝子の解析研
究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了

17．申請番号 620- Ⅲ「関節リウマチ患者滑膜細胞における DNA メチル化およびヒストン修飾の解析」（遺伝子の
DNA メチル化およびヒストン修飾解析）
申請者：三村俊英（大学病院リウマチ・膠原病科）
申請：平成 26 年 4 月 15 日 / 平成 27 年 2 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 5 月 13 日〕，変更受理〔平成 27 年 3 月 10 日〕
平成 26 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

18．申請番号 638- Ⅱ「抗好中球細胞質抗体関連血管炎関連遺伝子に関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

19．申請番号 644- Ⅱ「自己免疫疾患関連遺伝子に関する研究 - 抗 IL-6 受容体抗体トシリズマブを使用した関節リ
ウマチ患者の治療反応性に関連する遺伝子の探索」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了

20．申請番号 652- Ⅲ「特発性大腿骨頭壊死症発生機構解明のための観察研究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
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平成 26 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
21．申請番号 652- Ⅳ

申請：平成 27 年 1 月 9 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

22．申請番号 653：「慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的大寛解（MajorMolecularResponse;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 SwitchtoTasignaTrial（STAT1）」

（遺伝子解析研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 3 月 12 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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

23．申請番号 654：「慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解（CompleteMolecularResponse;CMR）到
達患者を対象としたニロチ二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 StopTasignaTrial

（STAT2）」（遺伝子解析研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 3 月 13 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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 657- Ⅱ：「埼玉医科大学国際医療センター心臓病センター（難治性心不全治療センター）による重
症心不全危険因子探索研究【abbrev．重症心不全危険因子探索研究】」（遺伝子解析研究）
申請者：村松俊裕（国際医療センター心臓内科）
申請：平成 26 年 11 月 28 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

25．申請番号 661- Ⅱ：「薬物性肝障害の実態に関する前向き調査」（遺伝子解析研究）
申請者：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 26 年 2 月 16 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

26．申請番号 664- Ⅱ：「薬物性肝障害の実態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：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 26 年 2 月 16 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

27．申請番号 667：「Dasatinib 単剤による高齢者難治性 Philadelphia 陽性急性リンパ性白血病に対する前向き多
施設共同研究第二相試験」（遺伝子発現に関する研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 3 月 13 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了

28．申請番号 673- Ⅱ：「免疫抑制療法によるＢ型肝炎のウイルス再活性化‐長期経過を基にした医療経済的に適
正な対策法の確立‐」（疫学研究）
申請者：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 27 年 2 月 6 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

29．申請番号 675- Ⅳ：「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 27 年 2 月 14 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

30．申請番号 680- Ⅱ：「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス再活性化の実態解明と対策法の確立」
（疫学研究）
申請者：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
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申請：平成 27 年 2 月 6 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

31．申請番号 681「骨髄増殖性疾患における遺伝子変異の解析」（遺伝子変異の解析に関する研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 3 月 13 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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

32．申請番号 681- Ⅱ
申請：平成 27 年 2 月 12 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

33．申請番号 688- Ⅱ：「B 型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定」（遺伝子
解析研究）
申請者：名越澄子（総合医療センター消化器・肝臓内科）
申請：平成 26 年 11 月 20 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 1 月 13 日〕

34．申請番号 692- Ⅲ：「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 線診断器の開発）
申請者：田中淳司（大学病院放射線科）
申請：平成 24 年 3 月 18 日
審議結果：変更承認〔平成 24 年 4 月 8 日〕，平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

35．申請番号 704- Ⅱ：「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：金潤澤（大学病院整形外科・脊椎外科）
申請：平成 27 年 2 月 14 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

36．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
-JALSGMDS212study 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 -JALSGMDS212Study

（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 26 年 3 月 13 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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

37．申請番号 713- Ⅱ「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 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

38．申請番号717- Ⅱ：「咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明に関する研究 -Ⅱ」（遺伝子解析研究，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 26 年 9 月 4 日 /11 月 4 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，変更受理〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

39．申請番号 720「内分泌腺腫を併発する NeurofibromatosisType1 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 26 年 5 月 12 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 5 月 13 日〕
平成 26 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

40．申請番号 724- Ⅱ：「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 27 年 1 月 5 日
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審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕
41．申請番号 726- Ⅱ「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 26 年 6 月 9 日
審議結果：承認〔平成 27 年 6 月 10 日〕
平成 26 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で 726- Ⅲへ移行

42．申請番号 726- Ⅲ
申請：平成 26 年 12 月 15 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 1 月 13 日〕

43．申請番号 728- Ⅱ：「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 TR 部門）
申請：平成 27 年 2 月 10 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

44．申請番号 733- Ⅱ「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 26 年 11 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

45．申請番号 735- Ⅱ「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」（臨床研究であるが，遺
伝子解析研究に準じて審査を受けることが望ましいという文部省通達があるため）
申請者：長谷川幸清（国際医療センター婦人科腫瘍科）
申請：平成 26 年 9 月 10 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕
平成 26 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

46．申請番号 736- Ⅲ：「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：樺澤昌（大学病院眼科）
申請：平成 26 年 12 月 24 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

47．申請番号 737- Ⅱ：「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」（遺伝子解析
研究）専門部会申請番号 25-01
申請者：岡崎康司（ゲノム医学研究センター TR 部門）
申請：平成 27 年 2 月 17 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

48．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」（遺伝子解析研究）
申請者：持田智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 26 年 2 月 4 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕

49．申請番号 740- Ⅱ
申請：平成 27 年 2 月 19 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕

50．申請番号 747- Ⅲ：「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 26 年 8 月 4 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
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51．申請番号 750- Ⅱ：「定量 PRC 法によるテロメラーゼ活性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（医学部生化学）
申請：平成 27 年 1 月 14 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

52．申請番号 751- Ⅱ：「JCOG- バイオバンク・ジャパン連携（JCOG-BBJ 連携）バイオバンク＜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+bortezomib （MPB） 導入療法の至適レ
ジメンを探索するランダム化第 II 相試験 （JCOG1105）に対する研究＞」（疫学研究）
申請者：得平道英（総合医療センター血液内科） 
申請：平成 27 年 2 月 5 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕 

53．申請番号 754「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
JALSGBurkitt-ALL213」（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 26 年 4 月 5 日 /6 月 9 日 / 平成 27 年 2 月 13 日
審議結果：条件付承認〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類および変更受理（前）

〔平成 26 年 7 月 8 日〕，変更受理〔平成 27 年 3 月 10 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続

54．申請番号 755：「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
療法及び同種造血幹細胞移植の臨床第 II 相試験 JALSGPh ＋ ALL213」（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 26 年 4 月 3 日 /6 月 9 日 / 平成 27 年 2 月 13 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 7 月
8 日〕，変更受理〔平成 27 年 3 月 10 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続

55．申請番号 756：「成人フィラデルフィア染色体陰性 precursorB 細胞性急性リンパ性白血病を対象とした多剤
併用化学療法による第 II 相臨床試験 JALSGPh（-）B-ALL213」（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 26 年 4 月 3 日 /6 月 9 日
審議結果：承認コメント（前）〔平成 26 年 5 月 13 日〕，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続

56．申請番号 760- Ⅱ：「毛呂山町・越生町における口腔アレルギー症候群の実態調査」
（疫学研究）
申請者：徳山研一（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 8 月 1 日
審議結果：変更承認〔平成 26 年 9 月 9 日〕，平成 26 年実施報告書で次年度へ継続

57．申請番号 762- Ⅱ：「川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究」（遺伝子解析研究）
申請者：大竹明（大学病院小児科）
申請：平成 27 年 1 月 13 日
審議結果：変更承認〔平成 27 年 2 月 10 日〕

58．申請番号 767- 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‐JALSGCML212Study-」（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 26 年 6 月 24 日 /9 月 4 日 / 平成 27 年 2 月 13 日
審議結果：承認〔平成 26 年 7 月 8 日〕，受理〔平成 26 年 10 月 14 日〕，変更承認〔平成 27 年 3 月 10 日〕
平成 26 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（15 件）
1．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（国際医療センター婦人科腫瘍科）
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申請：平成 26 年 3 月 26 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 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 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 26 年 4 月 8 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 5 月 13 日〕
平成 26 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 717- Ⅱ：「咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明に関する研究 - Ⅱ」（遺伝子解析研究，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 26 年 9 月 4 日 /11 月 14 日
審議結果：承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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 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」（臨
床研究：3 テスラ MR を利用したもの）
申請者：小澤栄人（国際医療センター放射線科）
申請：平成 26 年 3 月 25 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

5．申請番号 752：「炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究」（臨床研究）
申請者：中村晃一郎（大学病院皮膚科）
申請：平成 26 年 6 月 9 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 6 月 10 日〕，平成 26 年実施報告書で次年度へ継続

6．申請番号 753：「「BIM 遺伝子多型を有する EGFR 変異肺がんの臨床的特徴を明らかにする多施設共同研究」
（PEOPLE-J：ProjectforElucidatingCharacteristicsofBIMPolymorphism-PositiveEGFRMutantLungCancer-JAPAN）」
（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 26 年 5 月 8 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 5 月 13 日〕
平成 26 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 757：「我が国における遺伝性伝音難聴とくに中耳奇形分類法確立に向けた他施設共同研究」（疫学研
究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
申請：平成 26 年 4 月 25 日 /7 月 7 日
審議結果：承認〔平成 26 年 6 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 年度実施報告書で終了

8．申請番号 759：「関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患の解析 -RA-LPDstudygroup-」（遺伝子解析研究）
申請者：得平道英（総合医療センター血液内科）
申請：平成 26 年 7 月 3 日
審議結果：修正書類受理〔平成 26 年 7 月 8 日〕
平成 26 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

9．申請番号 764：「先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド持続皮下注射療法の有効性・安全性に関す
る臨床試験（SCORCHstudy）」（多施設共同研究における，先天性高インスリン血症の補助検査のため）
申請者：雨宮伸（大学病院小児科）
申請：平成 26 年 6 月 9 日 /8 月 11 日
審議結果：承認〔平成 26 年 7 月 8 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 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

10．申請番号 765：「ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識別」（遺伝子解析研究）
申請者：原正昭（医学部法医学）



93

委員会・会議報告

申請：平成 26 年 6 月 16 日 /8 月 15 日
審議結果：承認〔平成 26 年 7 月 8 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 9 月 9 日〕
平成 26 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 769：「JCOG- バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク（JCOG1114 試験の JCOG バイオバンクへ
の参加）」（疫学研究）
申請者：西川亮（国際医療センター脳神経外科）
申請：平成 26 年 8 月 29 日 /11 月 4 日
審議結果：承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 11 月 11 日〕
平成 26 年度実施報告書で次年度へ継続

12．申請番号 770：「エンテロウイルス感染症重症化の病態と関連するウイルス・宿主因子の解明①（ポリオウイ
ルスワクチン関連麻痺症）」（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 TR 部門）
申請：平成 26 年 9 月 16 日 /11 月 27 日
審議結果：承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 12 月 9 日〕
平成 26 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

13．申請番号 772：「神経線維腫症・関連疾患郡の遺伝子診断システムの構築」（遺伝子解析研究）
申請者：倉持朗（大学病院皮膚科）
申請：平成 26 年 9 月 12 日 /10 月 28 日
審議結果：承認〔平成 26 年 10 月 14 日〕，修正書類受理〔平成 26 年 11 月 11 日〕
平成 26 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

14．申請番号 777：「包括的遺伝子変異検査システム（MINtS システム）構築研究」（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 26 年 10 月 16 日 /12 月 5 日
審議結果：承認〔平成 26 年 11 月 11 日〕，修正書類受理〔平成 27 年 1 月 13 日〕
平成 26 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

15．申請番号 781：「健常人の末梢血好酸球，好中球，単核球に対する，喘息関連の活性化物質の探索」（遺伝子
解析研究）
申請者：中込一之（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 26 年 11 月 18 日 /12 月 25 日
審議結果：承認〔平成 26 年 12 月 9 日〕，修正書類受理〔平成 27 年 1 月 13 日〕
平成 26 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）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 27 年 7 月

8 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 26 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．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に，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 49 回医学系大学倫理委員会連絡会議が 2014 年 7 月 4（金）・5（土）日に
岐阜県岐阜都ホテルで開催され，委員 3 名が出席した．第 50 回医学系倫理委員会連絡会議が，2015 年 2 月 13 
日（金）～ 2 月 14 日（土）に愛知県ルブラ王山で開催され委員 3 名が出席した．
① 日本私立医科大学協会主催の「第 1 回倫理委員会」が，2014 年 4 月 28 日（月）にアルカディア市ヶ谷私学

会館にて開催され，委員長が参加した．
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② 毛呂山キャンパス本部棟 1F 第 3 講堂等にて，COI 管理ならびに倫理の問題等について教育的な講演が開催され
た．委員長および委員 1 名，事務局が参加した．

③ 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律について」（再生医療等の安全性の確保等に関する法律）等に係る
説明会が，8 月 28 日（木）に，さいたま新都心合同庁舎で開催された．委員 1 名が参加した．

④ 再生医療支援人材育成コンソーシアム準備委員会主催の「再生医療支援人材育成ワークショップ」が，2014 年
10 月 17 日（金）に，東京医科歯科大学にて開催された．委員 1 名が参加した．

⑤ 一般社団法人日本再生医療学会および一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム主催の「再生医療等安
全性確保法・改正薬事法の政省令関する説明会に委員 1 名が参加した．」が，2014 年 10 月 21 日（火）に，東
京女子医科大学にて開催された．

⑥ 一般公開セミナー「倫理審査委員に求められるリテラシーとは？～医学研究の倫理委員会のめぐって～」が，
平成 27 年 2 月 22 日（日）に大阪にて開催された．委員 1 名が参加した．

⑦ 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」をテーマとした，文部科学省による講演会が平成 27 年 3 月
10 日（火）18：30 ～ 19：30 に研究者・各委員・各事務局等の教育研修のために，開催された．本委員会に
おいても，倫理教育の一環として全委員が出席した．

4）その他の委員会活動
（1）厚生労働省への倫理委員会の報告等について

倫理委員会設置者は，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 26 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
26 年 11 月 20 日と 21 日に実施された．本年度の調査対象は総合医療センター 1 件，国際医療センター・ゲノム
医学研究センター 2 件，大学病院 3 件の計 6 件ついて実施された．
① 平成 25 年度経過報告書をもとに，各キャンパスの調査対象となる研究課題は，実施解析数の多い研究を選択し，

調査担当者（香川先生）により外部実地調査が行われた．今回も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 調査委員から，1．同意書に関して被験者（患者）・代諾者署名欄の記入漏れ，2．個人情報管理補助者が共同研
究者となっていた点，3．736- Ⅱは，本委員会にて承認された同意書とは異なる別書式の同意書にて手続きを行っ
ていた，等の問題が指摘された．これはインフォームド・コンセントに関わる非常に重要な問題である．145-
Ⅱについては，昨年度実地調査においても同指摘がされているにも関わらず改善が見られなかった．今後の対応
を検討する予定である．また，電子カルテ化された同意書の保存の確認方法について改善が必要であるとの指摘
があった．なお，研究者は研究に対して十分に理解・認識することが必要であり，関係する指針を，どのように
研究者へ周知するかが今後の課題である．

（3）埼玉医科大学の他の倫理委員会との調整
○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．
・ 無記名アンケートによって職場の意識調査を行うような研究は，パワハラになり得るものであるため，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である．
・ 第 24 回日本臨床工学会（平成 25 年 5 月 10 日）において発表予定であった研究に対し，「倫理委員会を通過し

ていない研究が学会で発表されることは大きな問題である」とする指摘があった（平成 26 年 4 月 28 日）．今後，
三病院および保健医療学部における医師以外のコメディカルの学会発表についても，審査の在り方，チェック体
制を検討・各委員会の調整が必要である．論文作成や学会発表にあたり倫理委員会に申請するのではなく，如何
なる研究においても研究開始前に倫理審査を受けることが必要である．現状としては，後追いの申請が複数ある
為，前方視的・後方視的に係らず研究開始前に病院等へ提出し，必要に応じて倫理委員会へ申請・承認を得るよ
う，改めて周知する必要がある．

・ 検討課題とされていた，倫理委員会における埼玉医科大学に所属する学生の取り扱いは，原則として倫理委員会
で審査する対象は教員または大学院学生の研究である為，学生を研究実施者として連名を許可することは，望ま
しくないが，少人数であれば，倫理的配慮が行き届いている場合のみ，学生を研究対象者・研究協力者として取
り扱うことを許可することとなった． 
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○「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」について
・ 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が制定され，平成 26 年 11 月 25 日に施行となった．
・ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律においては，リスクに応じて再生医療等提供の手続きが異なり，「第

1 種再生医療等（ES 細胞，iPS 細胞等を使用）」「第 2 種再生医療等（体性幹細胞等を使用）」「第 3 種再生医療等（加
工された体細胞等を使用）」に分類されている．

・ 法律の対象は臨床研究であり，学長ではなく病院長を「研究機関の長」とすることが多くなると予想されるため，
比較的リスクの低い「第 3 種再生医療等」の審査機関である認定再生医療等委員会は，各病院に置くこととする．
ただし，現存の各委員会・IRB が，委員会構成の要件（統合指針にも対応）を満たせばよい．各病院アイ・アール・
ビー・倫理委員会において構成要員ならびに規程を見直した後に，地方厚生局長に申請する必要がある

○「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」について
・ 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が平成 26 年 12 月 22 日に制定・公布され，新規申請と変更申

請は，平成 26 年 4 月から新たな指針で審査する．また，この対応のため，埼玉医科大学倫理委員会規則および
審査手順書，申請書書式等の改訂（案）を作成する．

・ 厚生労働省研究開発振興課（株式会社三菱総合研究所人間・生活研究本部 倫理審査委員会認定事務局）によって，
国が適切な審査を行える倫理審査委員会を認定することにより倫理審査委員会における審査の質の向上を図るこ
とを目的として「平成 26 年度倫理審査委員会認定の申請受付」が行われた．本学においても，大学病院 IRB・
国際医療センター IRB・総合医療センター倫理委員会・保健医療学部倫理委員会・大学倫理委員会にて，申請準
備をし，大学倫理委員会は 2 月 19 日に申請資料を発送した．

○ 修正書類の対応について
　修正書類は，事務局確認後に担当委員が再確認する担当制とすることになった．委員会当日は，申請番号課題研

究の回答書・修正書類確認の結果を委員長より報告する．また，「研究開始前に指摘に対応した書類を提出する
こと」と通知されてから 2 ヶ月経ても，回答・修正書類が提出されない場合は調査・督促を出し，過度な超過
については不承認とすることが委員会において決議された．なお，大学において重要な案件を扱うにも関わらず，
事務局へのバックアップが不十分である為，棚橋委員長より大学へ再度人員要請をする予定である．

○ 3 病院で倫理審査される申請書のうち，大学倫理委員会へ申請が必要と判断された場合には，審査結果を「条
件付承認」とし，審査要求内容を明確にして大学倫理委員会へ申請すること．この場合，大学倫理委員会で承認
した時点で最終的な承認となる．また，審査結果の各 3 病院への委員会へ報告は必須である．

○ 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
・ 国際医療センターの JCI 受審を予定しており，モックサーベイヤーから，患者の信教上の自由を医療者側が受け

入れるポリシーが原則であり，外れる場合は大きく減点される可能性があり，「絶対的無輸血」方針に変更する
ことが望ましいと提案を受けている．  

・ 相対的無輸血を原則とし，例外的に絶対的無輸血の余地を残した現行のガイドラインを継続することが現状に見
合っているとの意見を踏まえ，医療安全上，混乱が生じないように現行のフローチャートに手を加えていく方向
で，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 26年度）目標
（1）平成 26 年度倫理審査委員会認定の申請受付について

4 月 2 日に，厚生労働省医政局研究開発振興課より，3 病院，大学，保健医療学部の全 IRB および倫理審査委員会
について「認定せず」との通知があった．それぞれの委員会で指摘事項が異なるが，大学倫理委員会は年間の新規審
議課題が 100 件未満であることが主な理由であった．大学倫理委員会委員長が厚労省の担当部署へ問い合わせした
ところ，埼玉医大は，大学倫理委員会と各病院の倫理委員会と複数存在するため，統一された申請書および手順書に
て，埼玉医大として次回申請するように指示された．今後，RA センターを中心に，大学倫理審査委員会・病院 IRB・
総合医療センター倫理委員会・国際医療センター IRB などの申請書を統一する予定である．

（2）その他
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．
平成 26 年 12 月 22 日に文部科学省および厚生労働省から「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の公

布通知があり，軽微な変更申請を含め，変更申請および新規申請の提出が増加していた．
平成 27 年 4 月 1 日施行の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」，平成 26 年 11 月 25 日施行の「再生

医療等の安全性の確保等に関する法律」，他関連指針の一部改正が行われた．次年度については，これらの的確な対
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応を目指したい．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 の受講環境の整備を検討したい．
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1．1）（2）倫理委員会（ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会）

1．構成員
部 会 長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）: ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
副部会長　池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：国際医療センター輸血・細胞移植：教授（任期：H28.3.31）
部 会 員　池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）：大学病院耳鼻咽喉科：教授（任期：H28.3.31）
部 会 員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授

　　　　　（任期：H28.3.31）
部 会 員　村田栄子（MURATA, Eiko）：保健医療学部：教授（任期：H28.3.31）
部 会 員　太田晶子（OHTA, Akiko）：医学部公衆衛生学：准教授（任期：H28.3.31）
部 会 員　伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）: 保健医療学部 : 講師（任期：H28.3.31）
部 会 員　佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）：学外委員（任期：H86.3.31）
部 会 員　井上晶子（INOUE, Akiko）：学外委員（任期：H28.3.31）
部 会 員　野木尚郎（NOGI, Hisao）：学外委員（任期：H28.3.31）

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第 2 回 会議（平成 26 年年 5 月 13 日，丸木記念館 7 階会議室）

新体制で 1 回目の会議なので，専門部会の審査対象となると考えられる以下のカテゴリーの基礎・臨床研究のそ
れぞれについて，審査方法などの確認を行った．
（ア）文科省「ヒト ES 細胞の使用に関する指針」の対象となる研究
（イ）文科省「ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」の対象となる研

　  究
（ウ）文科省・厚労省「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の対象となる研究
（エ）厚労省「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」の対象となる研究
（オ）患者・ボランティア細胞を用いた幹細胞の樹立・誘導研究
（カ）細胞入手の際の MTA 締結に倫理委員会承認が必要な場合

②第 3 回 会議（平成 27 年 3 月 25 日～ 3 月 30 日，メール会議）
現在進行中の以下の 2 件（25-01，25-02）に対し，25-01 の変更届について迅速審査を行った旨と，両申請につ

いて研究責任者より経過報告書が提出された旨が専門部会長より報告があり，承認された．
・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）

③平成 26 年 11 月 24 日をもって，①の（エ）の「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」が廃止され，代わりに「再
生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成 25 年法律第 85 号）」が施行されることとなった．患者を対象とし
た臨床のヒト幹細胞の研究は病院側の責任になりうる為，本新法に規定される臨床研究に対しては，各病院 IRB が
主に審査を行うこととなった．専門部会は補完的な役割になる．

4．評価と次年度目標
ヒト幹指針の廃止と再生医療新法の施行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．引
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き続き，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　石原　理（ISHIHARA，Osamu）：大学病院産婦人科教授（任期：H28.3.31）
委　員　豊嶋良一（TOYOSHIMA，Ryoichi）：大学病院神経精神科・心療内科教授（任期：H28.3.31）
　　　　塚田　攻（TSUKADA，Osamu）：かわごえクリニック非常勤講師（任期：H28.3.31）
　　　　三鍋俊春（MINABE，Toshiharu）：総合医療センター形成外科・美容外科教授（任期：H28.3.31）
　　　　山田拓己（YAMADA，Takumi）：総合医療センター泌尿器科教授（任期：H28.3.31）
　　　　高井　泰（TAKAI，Yasushi）：総合医療センター産婦人科教授（任期：H28.3.31）
　　　　百澤　明（MOMOSAWA，Akira）：総合医療センター形成外科・美容外科客員准教授（任期：H28.3.31）
　　　　永井正規（NAGAI，Masaki）：公衆衛生学教授（任期：H28.3.31）
　　　　大西文夫（OHNISHI，Fumio）：総合医療センター形成外科・美容外科講師（任期：H28.3.31）
　　　　高橋幸子（TAKAHASHI，Sachiko）：地域医学・医療センター助教（任期：H28.3.31）
　　　　見上由紀子（MIKAMI，Yukiko）：総合医療センター産婦人科助教（任期：H28.3.31）
　　　　井上隆一郎（INOUE，Ryuichiro）：かわごえクリニック事務長（事務局）（任期：H28.3.31）

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を行っている．

①第 71 回　定例会議（平成 26 年 7 月 17 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 4 人　欠席 8 人
議事：委員長より，埼玉医科大学総合医療センター産婦人科における FTM 手術について報告があった．
ジェンダークリニックにおける今後の診療体制について，議論が行われた．
GID 医学・医療推進委員会の今後のあり方について，意見交換が行われた．
ジェンダークリニックの新しい委員委嘱について，提案が行われた．新たに 1 名の委員委嘱することを学長に
求めることが了承された．
第 71 回症例検討会において，報告・指摘があった．
第 71 回治療適応判定小委員会において，報告・指摘があった．議事録あり．

②第 72 回　定例会議（平成 26 年 9 月 25 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 8 人
　議事：症例検討を行った．
　今後の委員会開催通知，書類・議事録等の保管について，確認があった．

委員会委員の増員について，委員長の提案を承認．新たに 3 名を学長に推薦する．議事録あり．
③第 73 回　定例会議（平成 26 年 11 月 20 日）
　於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 8 人　欠席 4 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　ジェンダークリニックの現状について，報告があった．

委員長より，GID 学会を中心とした活動をする可能性について学会理事長と協議することが報告された．議事録
あり．
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④第 74 回　定例会議（平成 27 年 1 月 15 日）
　於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 5 人　欠席 7 人
　議事：委員長より，委員 3 名増員について教員代表者会議で承認されたことと GnRHagonist 治療について対応

協議中であることが報告された．
　症例検討を行い，審議後，承認となった．

2015.4 以後の本委員会の体制について検討した .
関連学会開催について，GID 学会（大阪）および日本性科学会（さいたま）の開催について報告され，周知と参
加が依頼された．議事録あり．

⑤第 75 回　定例会議（平成 27 年 3 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 4 人　欠席 8 人

議事：埼玉医科大学総合医療センター産婦人科における手術を開始するため，本委員会の支援が要請された．本
委員会から学長あてに書面でお願いする．
関連学会開催について，GID 学会（大阪）には，当委員会から 6 名参加することが確認された．議事録あり．

4．評価と次年度目標
　平成 26 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後継者の育成．

①は，入院手術費用の点で合意が得られず，再開に至らなかった .
②は，常勤医師の退職により，活動方針の実施が不可能となった . 
③は，山梨大学における医療の提供が軌道に乗っており，今後の継続と発展が期待される状況となった .
④手術治療の国内状況は相変わらず厳しいものがあり，GID 学会による国内体制整備と連携して対応した．
⑤ジェンダークリニック委員見直しに着手できた． 

次年度は，より現実的な活動方針として，③，④，⑤とともに，⑥として GID 学会による後継者養成システムへ
の参画を積極的に進める．
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1．3）図書館委員会

1．構成員
委員長　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：附属図書館館長（大学病院神経内科・脳卒中内科教授，教育センター長）

平成 28 年 3 月まで
委　員　笹島　茂（SASAJIMA, Shigeru）：医学基礎部門英語教授，平成 27 年 3 月まで
　　　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：基礎医学部門生化学教授，平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 年 3 月まで
　　　　和合治久（WAGO, Haruhisa）：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 28 年 3 月まで
　　　　乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）：保健医療学部理学療法学科講師，平成 27 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 28 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 26 年 6 月 3 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））
第 2 回（平成 26 年 10 月 7 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 3 回（平成 27 年 1 月 13 日，附属図書館 1 階会議室，出席 7 人，欠席 3 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25年度事業報告（附属図書館，総合医療センター分館，日高キャンパス分館，川角キャンパス分館，以上4キャ
ンパス）を承認した．各キャンパス特記事項は次の通り．

　臨床支援ツール DynaMed，「現行法規総覧」電子版 D1-Law.com 提供開始（4 月），大学機関別認証評価準備，8
月休館しての館内蔵書の蔵書点検（年度末に亡失除籍），県立久喜図書館（自然科学・技術資料担当）との間で
連携についての話し合い（11 月），2 階 AV 教育ルームの「法人資料室」用途変更（12 月），国内学会誌（年払い）
の消費税率変更に伴う経過措置対応（以上，附属図書館），8 月休館して消耗品資料扱いに変更した図書の除籍
作業ほか（以上，総合医療センター分館），8 月休館しての蔵書点検（以上，日高キャンパス分館），地デジ対応
テレビ取得（7 月），FAX（更新，平成 26 年 1 月，以上川角キャンパス分館）

・「平成 25 年度図書館利用サービスの状況」が報告された．入館者数，貸出者数，貸出冊数ともに，4 館全体で
前年度比101％と微増となった．各館で，入館者数に増減があるが，貸出実績では前年度並みである．相互貸借サー
ビスでは，貸し件数が前年度並み，ほぼ同数で，借り件数は 1 割減となり，この間の減少傾向には電子化が影
響していると思われる．

国内，海外医学文献データベース利用件数はともに前年度比 104％，127％となっていて，内訳でも個々に利用の
伸びが認められた．

2）平成 25 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．
各基本学科の推薦による院生・研修医図書及び指定図書，また看護部の推薦による看護図書はともに推薦数が少
なく，予算額にとどいていない．関連して，前者の予算規模が議論された．資料費（冊子）と維持費（電子）に
分かれている外国雑誌購読料は，合わせた決算額で 16,900 万円であり（人件費を除く予算の 79.7％），約 8 割
と大きな部分となっている．維持費と合わせた全体では，21,217 万円が決算額である（予算額の 98.2％，以上
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附属図書館）．維持費を含む決算額は1,203万円である（予算額の97.7％，以上総合医療センター分館）．日高では，
学科によって資料費の執行率がばらついたが，日高，川角両キャンパス分館を含む保健医療学部全体の決算額は
1,917 万円となった（予算額の 91％）．

3）その他
・いろいろ経過があって附属図書館 1 階応接室（館長室）に保管中の初代理事長を記念する「栗原文庫」の再展

示に向けて，話し合った．
・附属図書館の開館時間延長について，話し合った．減員状況から，人の補充がえられ次第，土曜日について開館

時間を午後 8 時まで延長することになった．
・附属図書館で，閲覧室への荷物の持ち込みは，文具など以外許していないが，かさばったりすることから，提案

を受けて，バスケットを提供しようということになった．数は 20 とする．
・一部容器を限定した飲み物の持ち込みについて，検討したが，キャンパスによって状況認識に違いがあり，附属

図書館で期間，注意点などを定めて，7 月 1 日から先行して試みることになった．関連して，この点について医
学図書館（98 館，当館を含む）の現状調査が報告された．

・医学部 5 年生に（1 年間）配付されている iPad が余り使われていない．学内 LAN や外部サイトにアクセスでき
ない．図書館が提供中の電子資料にアクセスできれば，活用が期待できる，などいろいろ議論が行われた．

第 2 回
1）2015 年電子コンテンツについて検討した．結論部分は次の通り．
・図書館としては，今年度優先的に導入を検討するとしてきた臨床支援ツール UpToDate について，検討経緯が説

明され，ここにきて有利な見積額の提供が行われたこともあり，新規に導入することにした．
・2015 年の外国雑誌購読方針としては，タイトルを維持しながら，契約条件の見直しなどでできるだけ購読額を

抑制する，とした．
・このために，ScienceDirect については 3 年契約を前提とした 1 年契約を選択する（年間で 200 万円程度の節減

になる）．
・Thieme 5 タイトルの電子版切換を行う（2 万円程度の増額を見込む）．
・電子ブック AccessMedicine のサイトライセンス化は見送る（ライセンス数 3 のまま）．
・従来の版元直送からチェックイン方式に変更する．これには購読費削減（77 万円程度を見込む），欠号を出しに

くい，受入業務が省力化されるなどの利点がある．
・教員からのリクエスト 3 タイトルについて検討し，うち，Nature Communications を新規に購読することにした
（コンソーシアムの割引価格が及んで，8 万円弱の追加で購読できる）．また，席上追加された Science Signaling 
について，必要な情報をもとに，後日のメール審議の場に移した．

2）総合医療センター分館の移転構想（規模縮小）について，先の診療部長会議で図書館を見直す趣旨の委員会を
立ち上げることになった，との報告が行われた．

3）その他
・「栗原文庫」の再展示を行なった．3 階カウンター横，ボード上に一括展示としたもの（報告）．
・バスケットの提供を 7 月 4 日から開始した．1 階ロッカー前に 20 ほど用意したもの（報告）．
・一部容器を限定した飲み物の持ち込みについて，附属図書館での試行開始から 3 ヶ月が経過した．注意点が守

られない件数の割合は，この間入館者数に対して 4％だった．いろいろ意見が出されたが，全館に及ぶ結論とは
ならず，附属図書館で試行期間を 12 月まで延長し，改めて，その後について決めることになった．

第 3 回
1）平成 27 年度予算要求（概算要求一覧）について，既に前年 12 月 10 日期限で，各館（キャンパス）とも提出

済み．この報告がそれぞれ行われ，委員会として承認した．
2）平成 27 年度事業計画（案）について，各館（キャンパス）でそれぞれ説明が行われ，案通りに委員会として

承認した．
3）その他
・容器を限定した飲み物持ち込み可，について，前回委員会で，附属図書館の試行期間を 12 月まで延長するとし

たが，その後，期限を設けずに再延長させてもらった．10 月から 12 月までの注意点が守られない割合は，入
館者数に対する割合で 4.5％だった．前回報告同様に，「容器を持ち帰らない」「持ち込み不可の飲み物を持ち込
む」「菓子類を食べる」などがその主な内容である．日ごと，時間帯ごと，場所別件数についても報告があった．
当面試行を続行しながら，注意点の周知徹底を促すことになった．

・大学等で生み出された知的生産物の蓄積・発信を実現するために，学内に機関リポジトリを設置し運用すること
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は今や必須となっている．平成 25 年 4 月の学位規則の改正で，機関リポジトリでの博士論文公開が原則義務付
けられ，自力での構築が難しい大学の JAIRO Cloud 利用が急増した．本学を含め学位授与機関で運用していな
い機関は約 100 機関である．国内大学では，図書館で機関リポジトリの管理運用を行なう例が多い．館員から
設置に向けた検討をさせてほしいとの求めがなされ，委員会として賛成することにした．この後のこととして，
学内合意に向けての調整が必要になる．

・メール審議の結果，電子ジャーナル Science Signaling の新規購読が決まった．Science Online と同じ 4 月からの
年度契約だが，1 月 19 日（月）から利用できるという．

・総合医療センター分館の東館移転構想（規模縮小）について，現状のまま存続することになったとの報告がなさ
れた．

・前年後半に，職員が補充されたことで，4 月から土曜日の開館時間を現行の 17 時から平日同様の 20 時まで延
長することが可能になった（報告）．

・附属図書館ホームページを 12 月 22 日に学外公開した（報告）．
・メディカルオンライン「E-Books」ライブラリーサービスを，前年 9 月末から平成 27 年 3 月までの期間限定で，
（トライアル）提供中である（報告）．

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 26 年度は 3 回の開催にとどまった．
・電子化で提供範囲が学内全体に拡がっている．利用者の側でもキャンパスをまたいで利用する機会がある．電子

ジャーナルを含む外国雑誌の購読料はレート環境の悪さもあり，上昇局面が続く．2 年前には冊子体購読の大幅
打ち切りを行なったが，つど見直しを行なうことになる．学内各館の役割，サービスをトータルに検討できる全
学規模の委員会という場は必要である．
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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：H28.3.31）
副委員長　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副学長（任期：H28.3.31）
　　　　　大野良三（OHNO, Ryozo）：保健医療学部長（任期：H27.3.31）
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長（大学評価担当）（任期：H28.3.31）
委　員　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副医学部長，医学研究センター長（任期：H28.3.31）
　　　　　荒木信夫 （ARAKI, Nobuo）：副医学部長，医学教育センター長，図書館長（任期：H28.3.31）
　　　　　金澤　實（KANAZAWA, Minoru）：大学病院病院長（任期：H28.3.31）
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長（任期：H28.3.31）
　　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長（任期：H28.3.31）
　　　　　岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長（任期：H28.3.31）
　　　　　田中淳司（TANAK, Junji）：国際交流センター長（任期：H28.3.31）
　　　　　織田弘美 （ODA, Hiromi）：学生部長（任期：H28.3.31）
　　　　　西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：国際医療センター心臓内科教授（任期：H28.3.31）
　　　　　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：保健医療学部看護学科学科長（任期：H28.3.31）
　　　　　村田栄子　（MURATA, Eiko）：保健医療学部健康医療科学科長（任期：H28.3.31）
　　　　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科学科長（任期：H28.3.31）
　　　　　高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：保健医療学部理学療法学科学科長（任期：H28.3.31）
　　　　　田島賢司（TAJIMA, Kenji）：事務局長（任期：H28.3.31）
　　　　　茂木　明（MOGI, Akira）：総務部長・総合企画部長（任期：H28.3.31）
　　　　　福田幸二（FUKUDA, Kohji）：総合企画部係長（任期：H28.3.31）
　　　　　小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部長（任期：H28.3.31）
　　　　　山川修一郎（YMAKAWA, Shuichiro）：保健医療学部事務室長（任期：H28.3.31）
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長（任期：H28.3.31）
　　　　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部次長（任期：H28.3.31）
　　　　　松尾有裕（MATSUO, Arihiro）：大学事務部庶務課長（任期：H28.3.31）
オブザーバー　濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）（任期：H27.3.31）

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．
　学部ごとの詳細な自己点検・評価については，医学部においては自己点検・評価委員会を兼ねた教員組織運営会議
が，保健医療学部においては，保健医療学部自己点検・評価委員会が行った．

4．自己評価と次年度予定
　年報作成の手順がより明確化され，内容も統一化された．人事考課は全学的に実施され，自己点検評価に一定の役
割を果たしている．客観的項目・評価基準について次年度に向けて再検討を開始した．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，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）学生部委員会

1．構成員
委員長　　織田弘美（ODA, Hiromi）：医学部学生部長／整形外科：教授（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
　　　　　永井正規（NAGAI, Masaki）：公衆衛生学：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：神経耳科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　新津守（NIITSU, Mamoru）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　藤田恵子（FUJITA，Keiko）：解剖学：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育（生物）：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　稲葉宗通（INABA, Munemichi）：医学部同窓会：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）：看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　辻脇邦彦（TSUJIWAKI, Kunihiko）：看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　野寺誠（NODERA, Makoto）：健康医療科学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）：医用生体工学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　中島孔志（NAKAJIMA, Koushi）：医用生体工学科：講師（任期：H28.3.31）
　　　　　藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：理学療法学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　国澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）：理学療法学科：講師（任期：H28.3.31）
　　　　　小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部長（任期：H28.3.31）
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長，医学部学生課長
　　　　　森　勇樹（MORI, Yuuki）：医学部学生課
　　　　　鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）：保健医療学部学生課係長
　　　　　山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）：保健医療学部学生課

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 26 年 9 月 12 日）
　於：本部棟 1 階会議室
　出席者：医学部 7 名，保健医療学部 4 名，事務局 4 名
　議事：平成 26 年度越華祭について実行委員から以下の報告があった．

1）各部局の模擬店に出す補助金を減額した．
2）増税の影響を考慮して，広報局・レンタル局の予算を増額した．
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3）騒音対策のため招致アーチストを屋内演奏とした．このため音響設備への費用が増えたのでイベント局の予算
を増額した．

4）予算総額は昨年とほぼ同じとなった．
これに対し委員から，越華祭の両学部の負担金は人数比での予算編成になっているが，保健医療学部発足当初と
比べて医学部定員が増加したため配分を再検討した方が良い，という意見が述べられた．

　保健医療学部学生部長から以下のような発言があった．
1）川角キャンパスの軽音楽部の防音設備設置工事の進捗がないので事務局から確認していただきたい．
2）川角キャンパス構内への学生の自家用車による乗り入れは，平日はなくなってきたが，土・日・祝日は多少見

受けられる．
3）国際医療センター内の投書箱に学生のバスマナーが悪いという投書が寄せられたので学内で注意を促す予定で

ある．
②第 2 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 26 年 12 月 12 日）
　於：本部棟 3 階会議室
　出席者：医学部 11 名，保健医療学部 4 名，事務局 4 名
　議事：平成 26 年度越華祭について実行委員長，会計局長から以下の報告があった．

1）屋外ステージにおける軽音楽部のリハーサルの際に，音量を上げ過ぎて苦情が寄せられた．次回からは音響業
者との調整で対応する．

2）テント設置時に指を怪我する学生が複数名出たため，次回から軍手着用を推奨したい．
3）撤収が早かったことは改善点であるが，廃棄物の分別が不十分だった．
4）前年度繰越金を修正した平成 26 年度越華祭収支報告書が提示された．

これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
医学部と保健医療学部の学生一人当たりの負担金について，次年度は同程度になるように是正することが勧告

され，全体的な予算額が高額になっているため予算総額をもう少し小規模にしても良いのではないか，という意
見が出された．

保健医療学部学生部長から，医学部のクラブ活動に参加している保健医療学部学生の人数が報告され，クラブ
によっては多くの学生が医学部の部活動に参加している実態が判明した．ラグビー部は保健医療学部にも新設す
る方向であることが報告された．

剣道部から錬成館の床が老朽化しているため足を怪我する学生が増えているとの意見が出ている，との報告が
あった．

川角キャンパスについて，軽音楽部の防音工事の進捗状況についての施設部への確認と，医学部学生の車乗り
入れについての注意喚起が提案された．

50 周年記念グラウンド内にタバコの吸い殻が発見されたことが現場写真とともに報告され，グラウンドを使
用しているクラブに注意喚起を行うものとした．

4．評価と次年度目標
9 月と 12 月に委員会を開催した．
大学祭に関しては，本委員会が関与することで運営の適正化，円滑化を図り，問題点は次年度に申し送って改善す

るように指導した．
両学部の学生生活に共通する，クラブ活動に供する諸問題，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：H28.3.31）
委員　　永井正規（NAGAI, Masaki）公衆衛生学：教授（任期：H28.3.31）

金澤　實（KANAZAWA, Minoru）大学病院長（任期：H28.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）保健医療学部長（任期：H28.3.31）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）教養教育（生物）：准教授（任期：H28.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期：H28.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）総合医療センター神経内科：教授（任期：H28.3.31）
根本学（NEMOTO, Manabu）国際医療センター救急医学科：教授（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
鈴木妙（SUZUKI, Tae）短期大学看護学科：教授（任期：H28.3.31）
清水勝（SHIMIZU，Masaru）看護部：中央病棟 2 階師長（任期：H28.3.31）
渡邉幸子（WATANABE, Sachiko）看護部：本館 10 階主任（任期：H28.3.31）
柴崎正博（SHIBASAKI, Masahiro）施設部（任期：H28.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長（任期：H28.3.31）
高橋正訓（TAKAHASHI, Masakuni）医務部（任期：H28.3.31）
井上隆一郎（INOUE, Ryuichiro）かわごえクリニック事務長（任期：H28.3.31）
柳川武彦（YANAGAWA, Takehiko）総務部総務課（任期：H28.3.31）
諸田一雄（MOROTA, Kazuo）総合医療センター事務部部長（任期：H28.3.31）
蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）保健医療学部事務室川角分室（任期：H28.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）大学事務部次長（任期：H28.3.31）
森　勇樹（MORI, Yuuki）大学事務部（任期：H28.3.31）

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第 105 回委員会（平成 26 年 5 月 9 日）　於：本部棟 1 階会議室

出席者 12 名　欠席者 9 名
議事：禁煙パトロールの実施．

患者さんによる喫煙が度々確認されるが，病院目安箱への投書やクレームは来ていないとの報告があった．
教養教育部門の会議で，喫煙している患者さんを見かけた場合に職員はどう対処すべきか，という問題提
起があったことが報告され，統一指針を出すのは難しいが，構内全面禁煙であることを伝え注意喚起して
ほしい，という結論になった．

②第 106 回委員会（平成 26 年 7 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
出席者 8 名　欠席者 13 名
議事：禁煙パトロールの実施．

国際医療センターには喫煙場所はなく，保健医療学部入口喫煙所が最寄りのため，途中の側溝で喫煙する
姿が見受けられることがある，との報告があった．
基礎医学棟入口 ATM 付近で頻繁に喫煙する患者さんが見受けられるとの報告があり，構内禁煙を示す看
板等を設置することになった．
患者さんは起伏があると現在喫煙できる場所まで行くことが難しいため，いかに正しい喫煙所を案内する
ことができるかは今後の課題であることが再認識された．
医学部の学年小委員会で，ヨーコー印刷横の喫煙所から副流煙が歩行者に漂ってくるという苦情が寄せら
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れたことが報告され，対策は今後検討することとした．
③第 107 回委員会（平成 26 年 9 月 12 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 8 名　欠席者 13 名
　議事：禁煙パトロールの実施．

ロッカー棟下での喫煙が顕著であるため，付近に出入りする部署・業者の所属を確認することとした．判
明した場合，関係者に注意を促すものとする．
基礎医学棟入口 ATM 付近に構内禁煙の看板を設置する件は，現在施工中の工事が終了次第設置される見
込みであることが報告された．
ヨーコー印刷横の喫煙所を移設できないかという議事について，新たな移設先として適切な場所がないた
め，当面は現行の場所で様子を見ることにした．

④第 108 回委員会（平成 26 年 11 月 14 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 6 名　欠席者 15 名
　議事：禁煙パトロールの実施．

患者さんと名乗る方から学生課に対し，「駐車場で学生らしい人達が喫煙している姿を度々見かける」と
いう電話があったことが報告された．
学生の喫煙者に対して，ヨーコー印刷横の喫煙所を周知する掲示等を作成し，誘導を促すこととした．そ
れでも駐車場での喫煙が減らない場合，通達を出す予定．
病院側での喫煙に対する検討を，病院運営会議に諮ることとした．

⑤第 109 回委員会（平成 27 年 3 月 13 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 7 名　欠席者 14 名
　議事：禁煙パトロールの実施．

総合医療センターでは，改築工事に伴い職員と患者さんの喫煙所が同じとなっていたが，不満が多く寄せ
られたため，職員の喫煙所を移設する予定である，との報告があった．
職員の禁煙や構内喫煙の一掃などを実施するにあたり，“2020 年までに職員の禁煙達成 ” のような具体的
目標を定めて活動を展開すべきであるとの提言があった．
1 年生の学年小委員会でヨーコー印刷横の喫煙所からの副流煙が気になるとの意見があったことが報告さ
れた．

4．評価と次年度目標
　大学病院東館建設に伴い，ヨーコー印刷横のウエルフェアが借用した駐輪場に敷地外喫煙所が設置されたが，副流
煙に対する苦情が寄せられている．
　出入り業者などの関係者に敷地内全面禁煙を訴えるとともに，学生や教職員に患者さんの目につく場所での喫煙を
しないように注意喚起を続ける必要がある．敷地内で喫煙する入院患者さんへの対策も今後の課題である．
　禁煙運動は具体的目標を定めて行わなければ実効性が乏しいことが指摘された．次年度以降の課題として取り組み
必要がある．
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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：H28.3.31）
副委員長　赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：医学部 微生物学：教授（任期：H28.3.31）
委　　員　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：医学部 中央研究施設 機能部門：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　田丸淳一（TAMARU, Junichi）：医学部 総合医療センター 病理部：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：保健医療学部 健康医療科学科 : 教授（任期：H28.3.31）
　　　　　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部 薬理学：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　中島孔志（NAKASHIMA, Kohshi）：保健医療学部 医用生体工学科：講師（任期：H28.3.31）
　　　　　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：H28.3.31）

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 26 年度，国立大学法人動物実験施設協議会・公私立大学実験動物施設協議会が主催する「動物実験に関す

る相互検証プログラム」を受審し，本学における動物実験の実施体制に関して，「自己点検・評価結果報告書が
適切且つ自主管理が良好に実施されている」旨の検証結果を受けた．

②平成 26 年度，各キャンパスから提出された動物実験計画書 220 件 [ 注意を要する動物実験計画書：組換え
DNA 実験（P1A 実験：65 件，P2A 実験：14 件，大臣確認実験：1 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：19 件）]，動物実験中間報告書 177 件，動物実験結果報
告書 43 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 70 件，動物実験（終了・中止）報告書 43 件，実験室設
置承認申請書 32 件について審査を行い承認した．

③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（変更・追加）承認申請書，実験室設置承認申
請書，飼養保管施設設置承認申請書の審査を行い承認した．

④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：228 人）．

⑤三キャンパス（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（2,436,402 匹），ラット（70,732 匹），ウサギ（2,690 羽），
ブタ（747 頭），スンクス（10,661），コモンマーモセット（6,223），カエル（976 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．動物実験等に関する情
報公開の一環として，以下の 1-6 の内容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．
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1．期間内規程・規則（埼玉医科大学動物実験規程，埼玉医科大学動物実験委員会規則）
2．自己点検評価の結果
3．外部検証の結果
4．飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5．その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験

委員会，動物実験委員会審査手順書）
6．動物実験計画書関連書式（様式 1 動物実験計画書，様式 2 動物実験計画（変更・追加）承認申請書，様式 3 動

物実験（終了・中止）報告書，様式 4 動物実験（中間・結果）報告書，様式 5 飼養保管施設設置承認申請書，
様式 6 実験室設置承認申請書，様式 7 施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届）

　今後もスムーズに研究活動を開始できるよう委員一丸となって努力したい．
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1．8）特許委員会

1．構成員（任期：平成 28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　祥（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センター：センター長，免疫学： 教授
委　　員　萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）：大学病院呼吸器内科：客員教授（任期：H27.3.31）
委　　員　濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（任期：H26.6.30）
委　　員　丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：理事長（H26.5.24 ～）（任期：H26.6.30）
委　　員　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：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　顕 (IINO, Akira)：医学研究センター：非常勤講師
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　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： 客員講師
事務局　林　利藏（HAYASHI, Toshizo）：医学研究センター：非常勤講師
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（任期：H26.6.30）
事務局　松本正夫（MATSUMOTO, Masao）：ゲノム医学研究センター事務室：課長
事務局　山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）：ゲノム医学研究センター事務室（知財担当）：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：契約職員

（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 26 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
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3．平成 26 年度の活動報告
本年度は 9 回の特許委員会が開催され，合計 15 件の特許出願の申請が審議された．
第 87 回特許委員会 平成 26 年 4 月 4 日開催 4 件の特許出願を審議
第 88 回特許委員会 平成 26 年 5 月 2 日開催 1 件の特許出願を審議
第 89 回特許委員会 平成 26 年 6 月 6 日開催 0 件の特許出願を審議
第 90 回特許委員会 平成 26 年 7 月 4 日開催 3 件の特許出願を審議
第 91 回特許委員会 平成 26 年 9 月 5 日開催 3 件の特許出願を審議
第 92 回特許委員会 平成 26 年 11 月 7 日開催 3 件の特許出願を審議
第 93 回特許委員会 平成 26 年 12 月 9 日開催 1 件の特許出願を審議
第 94 回特許委員会 平成 27 年 1 月 9 日開催 0 件の特許出願を審議
第 95 回特許委員会 平成 27 年 3 月 6 日開催 0 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，ノウハウ提供に係る契約 2 件 216 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 3 件 1202 万円あった．総計で 5 件 1,418 万円の
知的財産収入を得ることができた．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 2 件採択に至
ることができた．
　次年度も，知的財産の活用に向けて技術移転活動を活発に進めていくとともに，知的財産に関する規定等を学内に
徹底し発明を発掘していくことを主な目標とする．

次年度の達成目標及び知財管理業務
① 知的財産権の啓発および発明の発掘
② 出願後に発生する中間処理等の知財管理業務の円滑な実行
③ 技術移転等成功例の達成（目標 2 件）
④ 知財をベースとした外部研究資金の獲得
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1．9）グラント選考委員会

1．構成員
委員長

松下　祥　（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センター長（任期：H28.3.31）
委　員　

別所正美（BESSHO, Masami）：学長（医学部長）（任期：H28.3.31）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副学長（任期：H28.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）：保健医療学部長（任期：H27.3.31）
土田哲也（TSUTCHIDA Tetuya）：副医学部長（任期：H28.3.31）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長（任期：H28.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院長（任期：～ H26.7.31）
金澤　實（KANAZAWA, Minoru）：大学病院長（任期：H26.8.1 ～ H28.3.31）
堤　晴彦（TUTUMI, Haruhiko）： 総合医療センター病院長（任期：H28.3.31）
小山　勇（KOYAMA, Isamu）： 国際医療センター病院長（任期：H28.3.31）
坂本　安 （SAKAMOTO Yasushi）：中央研究施設長（任期：H28.3.31）
萩原弘一（HAGIWARA, Koiti）：大学病院　呼吸器内科：教授（任期：H27.3.31）
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：H28.3.31）
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：H28.3.31）
田丸淳一 （TAMARU, Jyuniti）：総合医療センター病理部：教授（任期：H28.3.31）

オブザーバー
濱口勝彦 （HAMAGUTI, Katsuhiko） ：副理事長（任期：H27.3.31）
田島賢司 （TAJIMA, Kenji） ：事務局長（任期：H28.3.31）
和田　実 （WADA, Minoru） ：経理部（第二購買）次長（任期：H28.3.31）

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　
　グラント選考委員会（平成 26 年 7 月 2 日）於：丸木記念館小議室Ａ　出席 12 人欠席 6 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 26 年学内グラント選考
26 年度学内グラントは丸木記念特別賞，一般，および若手研究者を対象とした関口記念特別賞申請の 3 本立てで

募集した．
26 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数　45 件
カテゴリー別
1）丸木記念特別賞：6 件
2）一般：34 件
3）関口記念特別賞：5 件
総採択件数：28 件
カテゴリー別採択件数
1）丸木記念特別賞：1 件
2）一般：25 件
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3）関口記念特別賞：2 件
丸木記念特別賞

1．池田　和博（医学部・講師：ゲノム医学研究センター）26 年度 240 万円
エストロゲン受容体と関連因子による代謝調節の解明とがん増殖における役割

一般
1．梶原　健（医学部・准教授：大学病院産科婦人科）26 年度 100 万円
　　子宮内膜機能異常関連疾患に関する基礎的研究とその臨床応用
2．東　守洋（医学部・講師：総合医療センター病理部）26 年度 100 万円
　　リツキシマブ CDC 抑制分子 LR11 を標的とした B リンパ腫治療開発への基盤研究
3．鈴木  将之（医学部・准教授：大学病院眼科）26 年度 100 万円
　　ファイバーレーザー励起波長可変・中赤外光源と生体分光への応用
4．藤原  恵一（医学部・教授：国際医療センター婦人科腫瘍科）26 年度 80 万円
　　再発卵巣癌に対する循環血中セルフリー DNA を利用した分子生物学的特徴の解析
5．石田  真弓（医学部・助教：国際医療センター精神腫瘍科）26 年度 80 万円
　　進行・再発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確立と普及
6．神田 将和（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）26 年度 80 万円
　　ヒト新規インプリント遺伝子の同定，および遺伝性疾患とのミッシングリンクの検討
7．片野　幸（医学部・助手：ゲノム医学研究センター）26 年度 80 万円 
　　Nucleostemin による幹細胞の未分化性維持とエネルギー代謝制御の解析
8．小林  直樹（保健医療学部・教授：医用生体工学科）26 年度 80 万円
　　3 次元形状統合型定量病理画像診断の研究
9．相崎　良美（医学部・助手：大学病院リウマチ膠原病科）26 年度 80 万円
　　自己免疫性炎症性疾患におけるエピジェネティクス制御の解明
10．柳下　聡介（医学部・助教：薬理学）26 年度 80 万円
　　PICK1 を介した長期抑制制御機構の解明
11．小田垣　雄二（医学部・准教授：大学病院神経精神科・心療内科）26 年度 80 万円
　　精神疾患の病態における G 蛋白を介する情報伝達―ラット脳およびヒト死後脳を用いて―
12．泉　陽太郎（医学部・講師：総合医療センター呼吸器外科）26 年度 80 万円
　　肺癌における 2 重エネルギー造影 CT を応用した悪性度規定領域の描出
13．杣　知行（医学部・講師：大学病院呼吸器内科）26 年度 80 万円
　　気道由来 ATP による重症喘息の病態解析とバイオマーカー臨床活用への検討
14・古村　眞（医学部・教授：大学病院小児外科）26 年度 80 万円
　　3D プリンターを用いた－体系管状型気道用足場による－期的気道再生の研究
15．徳澤　佳美（医学部・研究員：ゲノム医学研究センター）26 年度 80 万円
　　MRCD 疾患モデル細胞を用いたミトコンドリア呼吸鎖複合体の選択的制御機構の解明
16．木村　真智子（医学部・講師：大学病院産婦人科）26 年度 50 万円
　　子宮内膜における NSBP1 の機能解明と臨床応用
17．猪股　玲子（医学部・助手：解剖学）26 年度 50 万円
　　医学教育におけるデジタル教材システムの開発とその効果的な活用法の検討
18．橋爪　幹（医学部・助教：生化学）26 年度 50 万円
　　扁桃体オシレーション活動の発生原理と生理的意義
19．岡　俊太郎（医学部・助教：総合医療センター小児科）26 年度 50 万円
　　新生児慢性肺疾患に対する臍帯血由来間葉系幹細胞を用いた再生医療に関する研究
20．西本　正純（医学部・講師：ゲノム医学研究センター）26 年度 50 万円
　　胚性幹細胞特異的遺伝子の異所性発現による形質転換の分子機構解明
21．宮﨑　孝（医学部・助教：地域医学・医療センター）26 年度 50 万円
　　亜鉛欠乏に伴う糖代謝と脂肪酸合成による内臓脂肪蓄積の細胞内分子機構の解明
22．福岡　卓也（医学部・講師：大学病院神経内科）26 年度 50 万円
　　AT Ⅱ受容体欠損マウス一過性脳虚血における脳軟膜血管での血小板・白血球動態の観察
23．青木　耕平（医学部・助教：総合医療センター呼吸器外科）26 年度 50 万円
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　　2 管球キセノン CT を用いた肺切除前後の肺機能イメージング
24．淡路　健雄（医学部・准教授：薬理学）26 年度 50 万円
　　新規肥満治療薬開発を目指した不飽和脂肪酸シグナル系の網羅的解析
25．井上　智恵（医学部・助教：大学病院耳鼻咽喉科）26 年度 50 万円
　　遠隔医療を可能とする次世代 VOG の開発と新たなめまい診断技術に関する研究

関口記念特別賞
1．竹田理々子（医学部・講師：国際医療センター脳卒中外科　）26 年度 50 万円
　　特発性脳内出血の血腫増大に対する臨床的予測モデルの作成
2．小川　亮（医学部・助教：総合医療センター小児科）26 年度 50 万円
　　新生児慢性肺疾患の感受性遺伝子解析に関する研究

4．評価と次年度目標
学内グラントの役割の一つである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．さらに，26 年度より若手研究者を対象としたカテゴリーの関口記念特別賞を追加し，3 本立て
で募集した．結果，総採択件数は前年度に比べ約 14％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，
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，更なる研究活動推進のため募集要項の文言の改定，および学内グラント
の一般枠の選考方法の見直し，変更を行う．

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）：微生物学：教授（任期：H26.3.31）
副委員長　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：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
委員が渡辺典之氏から河村 亨氏に交代した．昨年度の病原体等取り扱い者の教育訓練受講者 52 名に対し，受講証

明を発行した．平成27年度にDNA分野と連携して，埼玉医大内のBSL2,BSL2A実験施設について，管理責任者より「指
定実験室使用申請・承認書」を提出いただくこと，また委員による査察を開始することとした．

4．評価と次年度目標
昨年度の本委員会による教育訓練に続き，本年度も組換え DNA 実験安全委員会による教育訓練が行われたので，

ほぼ全ての該当する研究者の受講が終了したと思われる．次年度は計画通り，BSL2,BSL2A 実験施設の申請・査察・
承認の作業を進めたい．
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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 26年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日）
委員長　別所正美（BESSHO Masami）：学長・医学部長
委　員　濱口勝彦（HAMAGUCHI Katsuhiko）：特別顧問（任期：H27.3.31）
　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO Nobuo）：副理事長・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）：かわごえクリニック院長（任期：H27.3.31）
　　　　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
　　　　岡﨑康司（OKAZAKI Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長
　　　　米谷　新（Yoneya Shin）：大学病院眼科教授（任期：H27.3.31）
　　　　飯野　顕（IINO Akira）：医学研究センター非常勤講師
　　　　田島賢司（TAJIMA Kenji）：事務局長・常務理事

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
　寄附研究部門（先端レーザー医学センター）の設置期間更新について
　電子メール会議（3 月）
　議事：当該部門の設置期間更新について，メール会議にて審査された．
　　　　1 名申請者のため，委員長を除く 11 名で審査した結果，承認 9 票，否承認 0 票白票 1 票，無回答 1 で承認
　　　　された．

4．評価と次年度目標
　今後産学連携の活動が活発化し，新たな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　　田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
副委員長　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：講師（任期：H28.3.31）
委　員　　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）: リウマチ膠原病科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：医学教育センター：准教授（任期：H28.3.31）

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
次年度（平成 27 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った．
平成 26 年 11 月 19 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を事前送付し，応募書類に
ついてコメントを求め審査の参考とした．また審査結果は後日送付し，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
7 年目となる次年度の留学者の選考審査であった．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：H28.3.31）
　委　員　田島賢司　（TAJIMA, Kenji）: 事務局長（任期：H28.3.31）
　　　　　松下　祥　（MATSUSHITA, Sho）: 免疫学 : 教授（任期：H28.3.31）
　　　　　藤原恵一　（FUJIWARA, Keiichi）: 国際医療センター婦人科腫瘍科 : 教授（任期：H28.3.31）
　　　　　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：H28.3.31）

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 261 件と第 2・3 号の自己申告
書 23 件を 7 月 2 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
18 件について第 2 回委員会（メ－ル会議）, 申告書 49 件について第 3 回委員会（メ－ル会議）, 申告書 29 件につ
いて第 4 回委員会（メ－ル会議）を行い , 審査し結果を通知した．
　6 月 16 日（日高）・17 日（毛呂）・18 日（川越）・7 月 24 日（日高）・7 月 28 日（毛呂）の各日 , 平成 26 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 2 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 239 件と必要な 22 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 16 件と必要な 7 件 , 審査結果を通知
　　7 月 16 日　学長へ審査結果の報告　
　　9 月 16 ～ 22 日　第 2 回 COI 管理委員会
　　9 月 25 日　第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 18 件 , 審査結果を通知
　　9 月 25 日　学長へ審査結果の報告　
　　12 月 12 ～ 15 日　第 3 回 COI 管理委員会
　　12 月 15 日　第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 48 件と必要な 1 件 , 審査結果を通知
　　12 月 18 日　学長へ審査結果の報告
　　2 月 24 ～ 26 日　第 4 回 COI 管理委員会
　　2 月 27 日　第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 29 件，審査結果を通知
　　2 月 27 日　学長へ審査結果の報告
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　2014 年度 COI 申告，審査経過のまとめ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一段階　　　　　　　  　　　　　　　　第二段階　　　　　　　

 計 全てなし 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  審査済
第 4 条第 1 項第 1 号
7.1 までの申告 261 234 5 22 22 22
9.5 までの申告 18 18 0 0 0 0
12.11 までの申告 49 48 0 1 1 1
2.23 までの申告 29 29 0 0 0 0
合計 357 329 5 23 23 23
第 4 条第 1 項第 2・3 号
7.1 までの申告 23 16 7 7 7
合計 23 16 7 7 7

2）委員会の開催
第 1 回　平成 26 年 7 月 2 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 26 年 9 月 16 日～ 22 日　メ－ル会議
　　　　議事：遅れた申告 18 件の審査
第 3 回　平成 26 年 12 月 12 日～ 15 日　メ－ル会議
　　　　議事：遅れた申告 49 件の審査
第 4 回　平成 27 年 2 月 24 日～ 26 日　メ－ル会議
　　　　議事：遅れた申告 29 件の審査

4．評価と次年度目標
　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 ,9 月 ,12 月 ,2
月にメール会議による委員会を開催して審査した．
　委員会活動に問題点は認められない．
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1．14）組換え DNA 実験安全委員会

1．構成員
委 員 長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター ：教授（任期：H28.3.31）
副委員長　赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H28.3.31）
委　　員　池田正明（IKEDA, Masaaki）：生理学：教授（任期：H28.3.31）
委　　員　森　　隆（MORI, Takashi）：総合医療センター研究部：准教授（任期：H28.3.31）
委　　員　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：H28.3.31）
委　　員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター：教授（任期：H28.3.31）
委　　員　荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）：分子生物学：講師（任期：H28.3.31）
委　　員　井上郁夫（INOUE, Ikuo）: 内分泌内科・糖尿病内科 : 准教授（任期：H27.3.31）
委　　員　江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）: ゲノム医学研究センター : 准教授（任期：H28.3.31）
委　　員　池田和博（IKEDA, Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H28.3.31）
委　　員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）: ゲノム医学研究センター : 助教（任期：H28.3.31）
委　　員　脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）: 保健医療学部医用生体工学科 : 講師（任期：H28.3.31）
委　　員　長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）: 国際医療センター 骨盤腫瘍科 : 講師（任期：H28.3.31）

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 31 回 組換え DNA 実験安全委員会（メール会議）平成 26 年 4 月 10 日～ 4 月 17 日
議事： 
　・新委員長の選出
　　三谷委員長が引き続き委員長を務めることとなった．また，赤塚前副委員長も留任することとなった．
　・組換え DNA 実験教育訓練についての報告
　　三谷委員長が，大学院「実用実験医学特別講義」の 1 コマとして，教育訓練を兼ねた講義「組換え DNA と拡

　散防止措置について」を担当した．
②第 32 回 組換え DNA 実験安全委員会（メール会議）平成 26 年 7 月 31 日～ 8 月 18 日
　議事：
　・P2A 実験施設の設置申請書→全委員によるメール審査
　　全員による審査後，赤塚副委員長による査察を行い，設置条件を満たしていると判断，承認書を発行した．
③第33回 組換えDNA実験安全委員会　平成27年 3月 23日　於：ゲノム医学研究センター・5回小会議室（501

号室）　出席 13 名　欠席（委任状）3 名
　議事
　・平成 26 年度の承認・届出件数は以下の通りであった．
　　「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」申請数 43 件中 37 件が承認された．内，P1 のみが 26 件，P2 まで

　を含むものが 18 件，P1A が 13 件，P2A が 3 件であった．このうち大臣確認実験は 1 件．
　　「第二種使用等拡散防止措置申請書内容変更承認願い」申請数4件．内，P2までを含むものが4件，P1Aが 3件，

　P2A が 3 件であった．
　　「遺伝子組換え生物等譲渡届」の届出数は 5 件であった．
　　「組換え DNA 実験施設設置等承認申請書」の申請数は 1 件であった．
　・実験室の査察

　昨年度改訂された「組換え DNA 実験施設設置等承認申請書」と，それを用いた大学病院内分泌・糖尿病内科
からの P2A 実験施設設置申請・承認の報告があった．また，平成 27 年度の査察・承認に関する一連の流れ
のおおまかなスケジュールを決定した．
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　・平成 27 年度の教育訓練について
　平成 26 年度に過去 3 年間に開催された教育訓練の受講証明書を発行したので，同じ研究者に毎年受講しても

らう必要が無くなった．新規研究者においては，HP より教育訓練ビデオを視聴していただき，確認テストの
提出をもって受講証明を発行することとした．なお，今後カルタヘナ法の改正等がある場合には，随時講義を
行うこととした．

4．評価と次年度目標
本委員会においては，概ねの目標は達成された．
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）全学 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：H28.3.31）
副委員長：田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
委員：小野　啓（ONO, Hiraku）：内分泌・糖尿病内科，中央研究施設 RI 部門兼担：講師（任期：H28.3.31）
　　　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：H28.3.31）
　　　飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H28.3.31）
　　　平野雅弥（HIRANO, Masaya）：中央放射線部：課長補佐（任期：H28.3.31）
　　　本田憲業（HONDA, Norinari）：総合医療センター放射線科：教授（任期：H28.3.31）
　　　田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H28.3.31）
　　　潮田陽一（USHIODA, Youichi）：総合医療センター研究部：主任（任期：H28.3.31）
　　　久慈一英（KUJI, Ichiei）：国際医療センター核医学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　熊崎　祐 （KUMAZAKI, Yu）：国際医療センター放射線腫瘍科：講師（任期：H28.3.31）
　　　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：H28.3.31）
　　　小糸寿美（KOITO, Hisami）: 保健医療学部：講師（任期：H28.3.31）

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 27 年度 RI 安全委員会（平成 27 年 3 月 10 日～ 17 日）: 電子メールによる会議
　議事：

1）委員長，副委員長の選任，委員の追加の検討
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
　原子力規制委員会や保健所の立入検査結果，装置の更新などの情報共有が放射線施設間で進み，放射線安全管理に
関する業務の連携が深められた．
　次年度は田中淳司委員長による新体制の下，全学的な放射線安全管理に貢献していくとともに，放射線施設の老朽
化部分の改修や実験装置の更新などを検討し，施設の利便性を高め，RI を用いた研究成果が上がるよう努めていき
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：H28.3.31）
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 28.3.31）

松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センター長，副医学部長（任期：H 28.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長（任期：H 28.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター長（任期：H 28.3.31）
持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：医学部長補佐（任期：H 28.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）：医学部長補佐（任期：H 28.3.31）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：病院群臨床研修センター統括実務責任者（任期：H 28.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：医学部同窓会副会長（任期：H 28.3.31）
宮山徳司（MIYAYAMA, Tokushi）：医療政策学特任教授（任期：H 28.3.31）
和合治久（WAGO, Haruhisa）：保健医療学部健康医療科学科教授（任期：H 28.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）：学校群統括部長兼大学事務部長（任期：H 28.3.31）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部医学部事務室次長（任期：H 28.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部医学部事務室次長（任期：H 28.3.31）
笠間　忍（KASAMA, Shinobu）：大学事務部医学部事務室庶務課長（任期：H 26.6.30 まで）
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）：大学事務部医学部事務室庶務課長（任期：H 28.3.31）
山川修一郎（YAMAKAWA, Syuichiro）：大学事務部保健医療学部事務室長（任期：H 28.3.31）
茂木　明（MOGI, Akira）：総合企画部長（任期：H 28.3.31）

　事　務：福田幸二（FUKUDA, Koji）：総合企画部係長（任期：H 28.3.31）
山本奈央（YAMAMOTO, Nao）：総合企画部員（任期：H 28.3.31）

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 2 回 IR 委員会（平成 26 年 9 月 16 日）

於：学長室，出席者 14 名　欠席者 1 名
議事：1）平成 25 年度医学部 IR レポートについて

2）IR 機能に対する新たなニーズ及び IR の今後の運用について
3）IR 委員会構成員の追加について
4）医学部卒業生の卒後データの収集及び管理について
5）大学機関別認証評価・評価報告書について

②第 3 回 IR 委員会（平成 26 年 12 月 26 日）
於：本部棟 3 階会議室，出席者 16 名　欠席者 1 名
議事：1）医学部卒業生の卒後データの収集及び管理について

2）平成 25 年度保健医療学部 IR レポートについて
3）今後の IR の運用について

4．評価と次年度目標
　本委員会は，本学における IR（Institutional Research）活動を確立し推進するため，今年度は委員会を 2 回開催し
た．医学部及び保健医療学部の平成 25 年度 IR レポートの作成を支援し，本委員会にて報告するとともに，医学部
卒業生の卒後データの管理体制を確立し，今年度 6 年生より卒後データの収集を開始するなど，本学の IR 体制の整
備に寄与することができた．
　今後の取り組みとして，医学部及び保健医療学部の IR レポート作成のルーチン化を確立させ，PDCA サイクルで
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改善に活かすとともに，本学における IR の運用体制について検討する．また，医学部と同様，保健医療学部卒業生
の卒後データ収集及び管理についても検討していく．
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2．1）大学院委員会

1．構成員（任期：平成 27年 3月 31 日）
議　長　学長　別所正美（BESSHO, Masami） 
委　員　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，3 号構成員）

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　祥（MATSUSHITA, Sho）　　　医学研究センター長
岡﨑康司（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（平成 26 年 7 月まで）
金澤　實（KANAZAWA，Minoru）　　　大学病院長（平成 26 年 8 月から）
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
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）　　地域医学・医療センター長（平成 26 年 7 月まで）
※別所正美（BESSHO, Masami）　   地域医学・医療センター長 （平成 26 年 8 月から）
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
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）　　 医学研究科修士課程選出代表指導教員
古地順子（KOCHI, Junko）　　　   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　教務課 課長
大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）　　　　保健医療学部事務室 顧問
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）　　　保健医療学部事務室 室長（平成 26 年 6 月まで）
山川修一郎（YAMAKAWA,Shuichiro）  保健医療学部事務室）室長（平成 26 年 7 月から）
山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）  　　保健医療学部事務室　参事（平成 26 年 7 月から）
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
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



127

委員会・会議報告（大学院）

あたることを目的としている．

3. 活動報告
　1）委員会の開催　
　　以下の通り開催した．
　　第 1 回平成 26 年 5 月 13 日（持ち回り審議承認日）
　　第 2 回平成 26 年 11 月 18 日（持ち回り審議承認日）　
　　第 3 回平成 27 年 3 月 17 日
　2）主な内容と審議結果
（医学研究科博士課程）
（1）学位取得者 17 件（甲種 10 件，乙種 7 件）の報告
（2）平成 27 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．なお，平成 26 年度後期入

学大学院入学者選抜試験の出願者は 0 名だった．
（3）第 65，66 回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定の報告
（4）研究発表会の実施（9 月 19 日，10 月 24 日，11 月 28 日，12 月 19 日）報告
（医学研究科修士課程）
（5）学位取得者 4 件（理学療法学 3 件，生体医工学 1 件，生体機能科学 0 件）の報告
（6）平成 27 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
（7）研究発表会の実施（5 月 10 日，12 月 13 日）
（看護学研究科修士課程）
（8）学位取得者 10 件（看護技術学 3 件，看護管理学 2 件，精神保健看護学 1 件，成人看護学 2 件，小児看護学 2 件）

の報告
（9）平成 27 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
（10）研究発表会の実施（5 月 10 日）報告
（全体）
（11）入学式（4 月 7 日），学位授与式（修士課程 3 月 17 日，博士課程 3 月 28 日）の挙行の報告
（12）「大学院博士課程研究生規則」を制定
（13）「大学院学則」の一部改正（「学校教育法改正」による．）
（14）「大学院学則別表」の一部改正（授業科目の追加による．）
（15）「埼玉医科大学大学院博士課程及び修士課程の大学院教員の資格要件に関する取扱要領」の一部改正
（16）「埼玉医科大学大学院医学研究科及び看護学研究科修士課程運営委員会委員の選出に関する細則」の制定
（17）「埼玉医科大学学位規則」一部改正
（18）「学位規則のうち博士に関する運用細則」一部改正
（19）「医学部専攻生規則」一部改正
（20）「医学部専攻生授業料減免に関する細則」一部改正
（21）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 27 年 3 月 17 日）
　　　対象者：医学研究科修士課程 1 名

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 366 回‐第 376 回）
（任期：平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 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
岡﨑康司（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（平成 26 年 7 月まで）
金澤　實（KANAZAWA, Minoru）：大学病院長（平成 26 年 8 月より）
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
田中淳司（TANAKA, Junji）：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（平成 26 年 7 月まで）

※別所正美（BESSHO, Masami）: 地域医学・医療センター長（平成 26 年 8 月より）
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
　　佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：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
　　中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）：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
　　加藤律史（KATO, Ritsushi）：循環器内科学
　　萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）：呼吸器内科学（平成 27 年 1 月まで）
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　※三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ･膠原病内科学
　　持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：消化器・肝臓内科学
　　粟田卓也（AWATA, Takuya）: 内分泌･糖尿病内科学
　　野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：神経内科学
　　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：腎臓内科学
　　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：総合内科学
　　佐藤　紀（SATO, Osamu）：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
大竹　明（OTAKE, Akira）：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

　　板谷正紀（HANGAI, Masanori）：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
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：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
　※藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：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（平成 26 年 7 月まで）
　※片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：研究科長推薦（平成 26 年 8 月より）
　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：研究科長推薦
　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：研究科長推薦
　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究科長推薦
　　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：研究科長推薦
　　持木彫人（MOCHIKI, Erito）：研究科長推薦
　　大西秀樹（ONISHI, Hideki）：研究科長推薦
　　　　　　　　　　　　　　　計：65 名　定足数：44 名（第 366 回‐第 376 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
　　大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）：保健医療学部事務室 顧問
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　　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（平成 26 年 6 月まで）
　　山川修一郎（YAMAKAWA, Shuichiro）：保健医療学部事務室 室長（平成 26 年 7 月より）
　　笠間　忍（KASAMA, Shinobu）：医学部事務室 庶務課 課長（平成 26 年 6 月まで）
　※松尾有裕（MATSUO, Arihiro）：医学部事務室 庶務課 課長（平成 26 年 7 月より）
　　萩原敏夫（HAGIWARA, Toshio）：ゲノム医学研究センター事務室 室長（平成 26 年 6 月まで）
　　松本正夫（MATSUMOTO, Masao）：ゲノム医学研究センター事務室 室長（平成 26 年 7 月より）
　　山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）：保健医療学部事務室 参事（平成 26 年 7 月より）
　　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 366 回： 4 月 25 日（金）出席者 50 名 学位審査： 博士課程 1 件
　　第 367 回： 5 月 23 日（金）出席者 47 名 学位審査： なし
　　第 368 回： 6 月 27 日（金）出席者 51 名 学位審査： なし
　　第 369 回： 7 月 25 日（金）出席者 52 名 学位審査： なし
　　第 370 回： 9 月 19 日（金）出席者 54 名 学位審査： 博士課程 1 件
　　第 371 回：10 月 24 日（金）出席者 44 名 学位審査： 博士課程 3 件
　　第 372 回：11 月 28 日（金）出席者 48 名 学位審査： 博士課程 1 件
　　第 373 回：12 月 19 日（金）出席者 54 名 学位審査： 博士課程 3 件
　　第 374 回： 1 月 30 日（金）出席者 49 名 学位審査： 博士課程 1 件
　　第 375 回： 2 月 27 日（金）出席者 52 名 学位審査： 博士課程 2 件，修士課程 4 件
　　第 376 回： 3 月 27 日（金）出席者 48 名 学位審査： 博士課程 6 件
　開催回数：11 回
　　平均出席者数：50 名
　　学位審査計：博士課程 18 件（合格 18 件），修士課程 4 件（合格 4 件）
◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学則の一部改正（学校教育法改正による）
（3）学則別表の一部改正（授業科目の追加による）
（4）学位規則の一部改正
（5）大学院博士課程研究生規則の制定
（6）医学研究科及び看護学研究科修士課程運営委員会委員の選出に関する細則の制定
（7）大学院博士課程及び修士課程の大学院教員の資格要件に関する取扱要領の一部改正
（8）学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正
（9）医学部専攻生規則の一部改正
（10）医学部専攻生授業料減免に関する細則の一部改正
（11）博士課程研究発表会の実施（9 月 19 日，10 月 24 日，11 月 28 日，12 月 19 日）
（12）国費外国人留学生採用（特別協力研究員）について
（13）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
（14）学位審査申請に関わる相談願について
（15）大学院入試出願資格審査について（外国人選抜）
（16）修士課程研究発表会の実施（5 月 10 日，12 月 13 日）
（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 24 件，修士課程 4 件
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（18）平成 26 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 27 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 26 年度後期入学：出願者なし
　　　平成 27 年度前期入学第 1 回：出願者 6 名，受験者 6 名，合格者 5 名 

　平成 27 年度前期入学第 2 回：出願者 12 名，受験者 12 名，合格者 11 名（研究マインド育成自由選択プログ
　ラム 3 名含）

（19）平成 27 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 6 名，受験者 6 名，合格者 6 名 
　　　第 2 回募集：出願者 1 名，受験者 1 名，合格者 1 名

（20）第 65，66 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 65 回　申込 30 名　受験者 27 名　合格者 24 名（医学部在学生 8 名含）
　　　第 66 回　申込 30 名　受験者 28 名　合格者 15 名（医学部在学生 4 名含）

（21）語学試験不合格判定者に成績を通知
（22）学位授与
　　　博士課程　甲種 10 名，乙種 7 名 計 17 名（内本学卒業生：甲種 5 名 , 乙種 2 名）
　　　修士課程　4 名（理学療法学 3 名，生体医工学 1 名）

（23）学位記授与式の挙行
　　　博士課程（平成 27 年 3 月 28 日，創立 30 周年記念講堂）
　　　修士課程（平成 27 年 3 月 17 日，本部棟第 3 講堂）

（24）大学院生退学承認：1 名（博）
（25）大学院生休学承認：1 名（博）
（26）大学院生復学承認：1 名（博）
（27）大学院生身分変更承認：3 名（博）
（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 5 名，継続 5 名　計 10 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 3 名，継続 6 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 26 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．平成 26 年度は，大学院在学中の研究活動の活性化
と大学院教育の充実を目指すことを目的として，指導教員同席のもと博士課程 4 年生を対象に，これまでの研究成
果あるいは研究計画を発表する機会を設けた．また，乙種の学位審査申請資格について，申請者の多様な研究歴を考
慮し研究歴の期間と要件を見直した．同時に，これまでの専攻生を臨床的な修練を行うためのものとし，学位取得を
目的とする本学在籍の新たな身分として，博士課程研究生を設定した．次年度については，引き続き魅力ある大学院
を目指し，さらに検討を推し進め具体的な改善策の実施に取り組む．
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2．3）大学院看護学研究科委員会

1．構成員
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（任期：H27.3.31）
委員　　別所正美 （BESSHO, Masami）：学長：教授：内科学，血液内科学：博士（任期：H27.3.31）

大野良三（OHNO, Ryozo）： 保健医療学部長：教授： 内科学，医学教育学：博士（任期：H27.3.31）
加藤木利行（KATOHGI,Toshiyuki）：保健医療副学部長：教授：外科学，小児心臓外科学：博士（7 月より）

（任期：H27.3.31）
小山政史（OYAMA,Masafumi ）：教授：医学教育センター：博士（任期：H27.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）： 教授：代表指導教員：成人看護学：博士（任期：H27.3.31）
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（任期：H27.3.31）
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（任期：H27.3.31）
大賀淳子（OGA, Junko）：准教授：代表指導教員：精神保健看護学：修士（任期：H27.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）：准教授：指導教員：看護学科：修士（任期：H27.3.31）

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

3．活動報告
①第 44 回定例会議（平成 26 年 4 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 8 人　欠席 1 人
議事：①学位審査日程の承認　②既修得単位及び履修登録の状況の確認　③時間割の承認　④平成 27 年度学生
募集要項の検討

②第 45 回定例会議（平成 26 年 5 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人　欠席なし
議事：①医学研究科及び看護学研究科運営委員会委員の選出に関する細則案の承認　②看護学研究科授業科目の
英語表記の承認　③精神保健看護学分野の大学院生の指導教員変更の承認　④平成 27 年度学生募集要項の検討

③第 46 回定例会議（平成 26 年 6 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人　欠席なし
議事：①平成 27 年度入学試験出題委員の承認　②加藤木副学部長の本委員会委員とすることについての承認

④第 47 回定例会議（平成 26 年 7 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次年度の担当教員就任の未確定の分野の第 1 回募集の見送りの了承　②次回本委員会の開催日が入学
試験合否発表後となることに伴う合否判定の研究科長一任についての承認

⑤第 48 回定例会議（平成 26 年 9 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室
参加 8 人　 欠席 2 人
議事： ①平成 27 年度第 1 回入学試験の合否判定の承認

⑥第 49 回定例会議（平成 26 年 10 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 8 人　欠席 2 人
議事：①大学院博士課程及び修士課程の大学院教員の資格要件に関する取扱要領の改正の承認　②授業科目の改
定に伴う大学院学則の改正案の検討と承認　③大学院パンフレットの検討

⑦第 50 回定例会議（平成 26 年 11 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人　欠席 1 人
議事：①大学院パンフレットの承認　②平成 26 年度学位論文審査委員の検討　③修士論文審査基準の確認

⑧第 51 回定例会議（平成 26 年 12 月 18 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人　欠席なし
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議事：①平成 27 年度大学院関連委員会の日程の確認　②平成 28 年度大学院入学試験関連日程の承認　③大学
院学則一部改正，博士課程研究生規則案，大学学位規則一部改正，大学学位規則のうち博士に関する運用催促の
一部改正の承認　⑤看護管理学指導教員退職に伴う客員教授任命の承認　⑥平成 26 年度学位審査申請者の確認
⑦平成 26 年度学位論文審査委員の承認  

⑨第 52 回定例会議（平成 27 年 1 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席 2 人
　議事：①平成 27 年度第 2 回入学試験出願資格審査合格者 2 名の承認　②平成 27 年度第 2 回入学試験合否判定

③平成 27 年度科目担当教員の承認　　
⑩第 53 回定例会議（平成 27 年 2 月 19 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 9 人　欠席 1 人
　議事：①学校教育法の改正に伴う関連諸規定の改正の承認　②学位論文（修士）の適格論文の受理　③修士論文

提出者 10 名の論文審査，および合否判定　④長期履修生の履修期間変更の承認　⑤平成 27 年度科目担当教員
変更の承認

⑪第 54 回定例会議（平成 27 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平成 27 年度入学生の確認　②平成 27 年度学位審査関連日程の確認　③小児看護学教授の指導教員資

格の承認　④平成 27 年度看護学研究科委員会及び運営委員会委員の承認　⑤平成 27 年度科目担当教員変更の
承認

4．評価と次年度目標
　看護学研究科委員会は，その目的に沿って円滑に運営し，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，がん看護学領域の指導教員が退職したため，大学院生を募集する
ことができなかったが，精神保健看護学領域は昨年迎えた指導教員により大学院生を無事修了させることができた．
平成 26 年度は第 4 回修了生 10 名の論文審査を行い，全員に学位（看護学修士）を授与できた．この中には，がん
看護専門看護師教育課程の 1 名，精神看護専門看護師教育課程の 1 名が含まれる．修了予定だった 1 名については，
研究データが十分収集できなかったことにより研究方法を変更したため，再度倫理審査を受け次年度の修了を目指す
こととなった．また，今年度は全ての科目の英語表記を決定でき，留学を希望する学生に成績表等を交付する際に便
宜を図ることができるようになった．
　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
プのための研修を開催する．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．教員の
退職に伴い開講できない領域があり，教員の補充と学生の確保に努めていく．看護学研究科が関わっている「国際協
力型がんプロ」事業については，地域連携型のがん緩和ケア多職種養成コースを複数回企画・運営する．
　自己点検・評価委員会では，大学院生による授業評価を実施し結果をまとめてきたが，評価表の提出が少ないこと
が課題であり，教員へのフィードバックの方法と公表の方法を引き続き検討する．
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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　木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授
　委　員　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）
　　　　　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
　　　　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター病理部：教授
　　　　　朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科：教授
　オブザーバー　永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学：教授
　ブラッシュアップ委員　チャド・ゴッドフリー（Chad GODFREY）：教養教育　講師
　＜任期＞　平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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：問題作成，ブラッシュアップ
　・第 2 回：問題内容・分量・配点　確認　，ブラッシュアップ
　・第 3 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
　　　　　　（平成 26 年 9 月 6 日実施　試験監督　永島，菅澤　事故室 教務課対応）
　　1）26 年度大学院博士課程後期入学試験（出願者無し）
　　2）27 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験
　　3）第 65 回語学試験
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　・第 4 回：問題作成，ブラッシュアップ
　・第 5 回：問題内容・分量・配点　確認　，ブラッシュアップ
　・第 6 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
　　　（平成 27 年 1 月 10 日実施　試験監督　依田，菅澤　事故室 教務課対応）
　　1）27 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験
　　2）第 66 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ている．今年度も語学試験委員のうち問題作成委
員の半数を入れ替えることにより出題傾向に偏りのないように配慮するとともに，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．外国人受験生にも配慮し，問題文からすべて英語
で出題することとしているが，ブラッシュアップ委員として教養教育（英語）Godfrey 講師に加わっていただき，問
題作成委員，オブザーバーと連携することで良質な作問がなされるとともに，厳正な問題の確認が行われた．また，
採点は問題作成委員により行なわれ回答に関しての解析を行い次回の問題作成の参考とした．さらに，初期臨床研修
医と社会人大学院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ており，本学の
目指す研究マインド育成の基盤となりつつある．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．
　引き続き，大学院生として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　別所 正美（BESSHO, Masami）：医学部長
　委　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（平成 27 年 1 月まで）
　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
　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：総合医療センター放射線科：教授
　持木彫人（MOCHIKI, Erito）：総合医療センター消化管外科・一般外科：教授
　大西秀樹（ONISHI, Hideki）：国際医療センター精神科：教授
　　　　　＜任期＞　平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 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 26 年 4 月 15 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 2 回定例会議（平成 26 年 5 月 13 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 3 回定例会議（平成 26 年 6 月 10 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 16 人　欠席 0 人
　第 4 回定例会議（平成 26 年 7 月 15 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 5 回定例会議（平成 26 年 9 月 9 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 6 回定例会議（平成 26 年 10 月 14 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 7 回定例会議（平成 26 年 11 月 18 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 8 回定例会議（平成 26 年 12 月 2 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 9 回定例会議（平成 27 年 1 月 20 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 10 回定例会議（平成 27 年 2 月 17 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 14 人　欠席 1 人
　第 11 回定例会議（平成 27 年 3 月 17 日） 於：本部棟 1F 会議室　出席 13 人　欠席 2 人
2．主な審議内容
1）24 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．
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2）「学位審査の申請と審査の流れ」を一部改訂した．
3）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開催した．
4）大学院生の研究成果の評価と学位論文申請のために 4 年生を対象に研究成果発表会を開催した．毎月教員代表

者会議終了後に，大学院生と指導教員出席のもとの建設的議論を行うことで学位申請論文を期限内に提出できる
ような指導体制を整えた．

5）学位申請者が多職種に渡る現状を踏まえ，学位申請に必要な「研究歴」の見直しを行い，より現実的に対応で
きるようにした．

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」および本学の選考基準を決定した．
7）平成 26 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．
8）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（10 名）．
9）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（10 名）．

参考（26 年度）
退学：1 名
休学：1 名
復学：1 名
身分変更：3 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，昨年度に体制を整えた学位審査制度を継承し，厳格，公平かつ公正な学位審査を行うように努めた．その
結果，審査委員会設置から審査結果報告までの時間も短縮され，審査に関してもより実質的な審査および指導ができ
るようになった．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に大
学院 4 年生を対象に「研究成果報告会」を開催した．大学院生とともに指導教員も参加し，多くの教員と議論を重
ねることにより，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．また，学位申請に必要な「研
究歴」を見直すことにより，現実に即応した形で多職種の研究者に学位申請の道を開くことができた．
　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　員　　大野良三 （OHNO, Ryozo ）：保健医療学部学部長

加藤木利行 （KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部副学部長（平成 26 年 7 月より）
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
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：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（平成 26 年 7 月まで）
山川修一郎 （YAMAKWA, Shuichiro）：保健医療学部事務室長（平成 26 年 7 月より）
山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji：保健医療学部事務室参事

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 26 年 4 月 22 日）出席者 7 人　欠席者 0 人
②第 2 回（平成 26 年 5 月 20 日）出席者 5 人　欠席者 2 人
③第 3 回（平成 26 年 6 月 17 日）出席者 6 人　欠席者 1 人
④第 4 回（平成 26 年 7 月 8 日）出席者 8 人　欠席者 0 人
⑤第 5 回（平成 26 年 9 月 16 日）出席者 8 人　欠席者 0 人
⑥第 6 回（平成 26 年 10 月 7 日）出席者 7 人　欠席者 1 人
⑦第 7 回（平成 26 年 11 月 11 日）出席者 6 人　欠席者 2 人
⑧第 8 回（平成 26 年 12 月 9 日）出席者 8 人　欠席者 0 人
⑨第 9 回（平成 27 年 1 月 27 日）出席者 8 人　欠席者 0 人
⑪第 10 回（平成 27 年 2 月 10 日）出席者 6 人　欠席者 2 人
⑫第 11 回（平成 27 年 3 月 10 日）出席者 7 人　欠席者 1 人

主な審議内容
（1）平成 27 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 26 年 9 月 6 日実施）結果：受験者数 6 名（生体機能科学分野 2 名，理学療法学分野 4 名），
合格者 6 名（生体機能科学分野 2 名（一般 2 名），理学療法学分野 4 名（一般 2 名，社会人 2 名））．
第 2 回目入試（平成 27 年 1 月 17 日実施）結果：受験者数 1 名（理学療法学分野 1 名），合格者 1 名（理学療
法学分野 1 名（一般 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
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（5）ティーチングアシスタントの実地運用
（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の検討
（15）国内留学者の審査
（16）学位申請者 4 名（生体医工学分野 1 名，理学療法学分野 3 名）は，研究科委員会における投票の結果，全員

合格

4．評価と次年度目標
　修士課程における教育環境，組織，制度，手順はほぼ確立し，入試，学生教育，学位審査は予定通りにできたと考
えている．次年度においては，教育内容の更なる充実にむけて努力していきたい．
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2．7）大学院看護学研究科修士課程運営委員会

1．構成員
委員長　冨田幸江（TOMITA, Sachie）：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：27.3.31）

　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：27.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）：医学教育センター：教授（任期：27.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）：成人看護学：教授（任期：27.3.31）
湯沢八江（YUZAWA, Yae）：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：27.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）：看護学科：准教授（任期：27.3.31）
大賀淳子（OGA ,Junko）：精神保健看護学：准教授（任期：27.3.31）
山路真佐子（YAMAJI,Masako）：看護学科：准教授（任期：27.3.31）

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 26 年 4 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 8 人　欠席　なし
議事：①平成 25 年度第 4 回大学委員会の報告

②平成 26 年度の学位審査日程（案の提示
③平成 25 年度単位取得状況の報告
④平成 26 年度履修登録状況の報告
④時間割の変更と確認
⑤看護学研究科の授業科目の英語表記について
⑧平成 26 年度 4 月 26 日（土）の研究計画発表会の進捗状況について

2）第 2 回定例会議（平成 26 年 5 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 7 人　欠席　1 人
議事：①看護学研究科科目履修生の応募状況について

②看護学研究科修士課程運営委員会委員の選出の変更として，新設当時あった学部長の暫定的な関与をな
くし整備したことに関する報告

③平成 27 年度看護学研究科修士課程学生募集要項の修正等について
④看護学研究科の授業科目の英語表記の最終版の確認
⑤精神保健看護学領域における院生（平成 26 年度修了予定者）の研究指導教員の変更について

3）第 3 回定例会議（平成 26 年 6 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 7 人　欠席 1 人
議事：①平成 27 年度看護学研究科修士課程学生募集要項の関連施設への配布について

②平成 25 年度の看護学研究科修士論文の合冊版の図書館（本館，保健医療学部）への所蔵について
③入学試験出題委員の選出について
④平成 27 年度入試の英語問題の確認
⑤入試問題作成の締め切り日時について
⑤入試問題検討会日時の決定
⑥加藤木保健医療学部副学部長の看護学研究科委員会委員への推薦について

4）第 4 回定例会議（平成 26 年 7 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 7 人　欠席 1 人
議事：①看護学研究科運営委員会委員の選出に関する細則の承認

②研究計画発表会の日時（11 月 15 日）の決定について
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　　　　③第 1 回入試問題作成責任者の選出について
　　　　④入試問題の採点者の決定について
　　　　⑤研究指導担当教員がいない看護学領域における受験者の募集の方針について
　　　　⑥川越サテライト教室の使用希望について
　　　　⑦看護学研究科修士課程の入試問題に関する第三者の監査の導入について
　　　　⑧平成 25 年度の看護学研究科修士課程運営委員会年報の改訂原稿の確認　
5）臨時運営委員会（平成 26 年 8 月 11 日）於：保健医療学部 4 階会議室　

　　出席 7 人　欠席　1 名
　　議事：①出願資格審査（精神保健看護学 1 名）

6）第 5 回定例会議（平成 26 年 9 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 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の合否判定
　　　　②大学院前期の成績報告について
　　　　③平成 26 年度看護学修士課程修了予定者（11 名）についての報告
　　　　④平成 27 年度第 1 回出願資格審査の申請状況について
　　　　⑤看護学研究科パンフレットの作成（案）について
　　　　⑥入試問題作成のマニュアル（案）について
　　　　⑦平成 26 年度第 1 回研究計画発表会（M1）の日時（11 月 15 日）についての確認　
7）第 6 回定例会議（平成 26 年 10 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席 1 人
　議事：①平成 26 年度「学位審査関係の日程」の確認と院生への周知について
　　　　②学位論文審査願いの提出書類の確認
　　　　③入試問題作成のマニュアルの最終版の確認
　　　　③第 2 回入学試験の問題作成の締め切りと出題委員会議の日程等について
　　　　④平成 26 年度第 1 回研究計画発表会（M1）の開催について
　　　　⑤看護学研究科看護学専攻領域における科目名の変更に関する検討（「看護技術学」から「基礎看護学」　
　　　　　への変更）
　　　　⑥看護学研究科のパンフレット案について
8）第 7 回　定例会議（平成 26 年 11 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席 2 人
　議事：①授業科目名の「看護技術学」を「基礎看護学」に変更することについて
　　　　② IBM 集計ソフトの更新の完了について
　　　　③看護学研究科の学生募集パンフレットの印刷依頼と関連施設への配布について
　　　　④研究発表会の進捗状況について
　　　　⑤看護学研究科修士課程学位論文審査担当案に関する検討
　　　　⑥平成 27 年度看護学研究科学生及び教員の確保について
9）第 8 回　定例会議（平成 26 年 12 月 11 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし
　議事：①修士論文学位審査（出願者の資格審査と審査担当一覧）について
　　　　②修士論文審査に伴う予定の確認
　　　　③平成 27 年度第 2 回入試の打合せについて
　　　　④入学志願学生の確認
10） 第 9 回　定例会議（平成 27 年 1 月 15 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 27 年度大学院案内の見直しとシラバス作成について
　　　　②修士論文学位審査委員の決定について
　　　　③平成 27 年度科目履修希望者に関する募集及び開講科目の確認
　　　　⑤平成 27 年度第 2 回入試の実施についての確認
11）第 10 回　定例会議（平成 27 年 2 月 12 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし
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　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
②平成 27 年度看護学研究科修士課程科目履修生における開講可能科目について
②学位論文（修士）作成･提出・審査の手引き（平成 27 年度版）についての検討
③後期成績報告について
④倫理審査委員会への研究実施報告書の提出期限について
⑤平成 27 年度看護学研究科教員一覧について
⑥院生 1 名（Ｍ 1）の長期履修課程から一般履修課程への変更申請について
⑦平成 26 年度の年報の確認依頼について

12） 第 11 回　定例会議（平成 27 年 3 月 12 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし
　議事：①次年度時間割についての確認

②平成 27 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
③平成 27 年度学務に関する役割分担について
④新入生，在校生ガイダンスについての確認
⑤院生 2 名（Ｍ 2）の研究指導教員の変更について
⑥小児看護学領域における選任教員の研究指導担当の確認について　⑦第 4 回学位授与式の次第

4．評価と次年度目標
　今年度は，4 回目の修了生を 10 名輩出し，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，「学位論文（修士）作成･提出・審査の手引き（平成 26 年度版）」を基に，研究計画
発表会，研究発表会，論文審査など，円滑に運営することができた．今後も，これらがスムーズに運営できるよう教
員間の協力体制を整えていきたい．また，入試問題の作成にあたり実施要領を整理し，マニュアルを作成した．マニュ
アルに沿って，入試問題等を作成したことにより，混乱なく進めることができた．大学院生の確保のための公報活動
としては，看護学研究科のパンフレットを刷新でき，関連施設に配布することができた．今後，さらに，看護学研究
科修士課程科目等履修生及び看護学研究科修士課程の学生の確保に向けて，広報活動を強化していきたい．
　次年度に向け，大学院の教授体制の充実を図るため，充足されていない看護学領域の専任教員の補充が重要な課題
と考える．特に，がん看護（CNS）におけるがんプロジェクトなど，他大学との連携が円滑に進むよう，体制を整え
ていく必要がある．
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3．1）教員代表者会議

1．構成員（任期 H26.4.1 ～ H28.3.31）
（第 461 回 4 月～第 471 回 3 月）
議長：別所正美（BESSHO, Masami）
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号～ 12 号構成員）

別所正美（BESSHO, Masami）：医学部長
※別所正美（BESSHO, Masami）：学長
※別所正美（BESSHO, Masami）：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長
松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副医学部長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：副医学部長
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）：医学部長補佐
持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：医学部長補佐
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：医学部長補佐
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：医学部長補佐
小山政史（OYAMA, Masafumi）：医学部長補佐
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院 病院長（第 464 回まで）
金澤　實（KANAZAWA, Minoru）：大学病院 病院長（第 465 回より）
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
佐々木望（SASAKI, Nozomu）：かわごえクリニック院長（第 464 回まで）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院 病院長（第 465 回より）
織田弘美（ODA, Hiromi）：学生部長
※荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：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
辻　義隆（TSUJI, Yoshitaka）：シミュレーション教育部門長
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：教養教育部門長
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：卒前医学教育部門　カリキュラム室長
※持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：卒前医学教育部門　試験管理室長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：卒前医学教育部門　調査解析室長
※森　茂久（MORI, Shigehisa）：卒前医学教育部門　学生支援室長
間嶋　満（MAJIMA, Mitsuru）：卒前医学教育部門　臨床実習推進室長
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：教育主任部門選出者
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）：教育主任部門選出者
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：教育主任部門選出者
石原　理（ISHIHARA, Osamu）：教育主任部門選出者
永井正規（NAGAI, Masaki）：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：教育主任部門選出者
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：教育主任部門選出者
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松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）：教育主任部門選出者（第 461 回まで）
中山英人（NAKAYAMA, Hideto）：教育主任部門選出者（第 462 回より）

◇研究組織　医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 14 号構成員）
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：研究主任部門長
坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門長
※岡﨑康司（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（第 464 回まで）
篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：院長補佐 , 消化器・一般外科
市岡　滋（ICHIOKA, Shigeru）：院長補佐 , 形成外科（第 465 回より）
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
板谷正紀（HANGAI, Masanori）：眼科
大竹　明（OHTAKE, Akira）：小児科
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科

○総合医療センター
前田平生（MAEDA, Hiroo）：副病院長 , 輸血・細胞治療部（第 464 回まで）
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：副病院長 , 消化器・肝臓内科
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）：副病院長 , 消化器・肝臓内科
松居　徹（MATSUI, Toru）：副病院長 , 脳神経外科
石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）：院長補佐 , 消化管外科・一般外科
野村恭一（NOMURA, Kyouichi）：院長補佐 , 神経内科（第 465 回より）
田村正徳（TAMURA, Masanori）：総合周産期母子医療センター長
杉山　聡（SUGIYAMA, Satoru）：高度救命救急センター長

○国際医療センター
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：院長代理 , 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
北村　晶（KITAMURA, Akira）：副院長 , 手術部・診療支援部副部長
根本　学（NEMOTO, Manabu）：院長補佐 , 救急外傷センター長
山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）：院長補佐 , 消化器病センター長
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）：院長補佐 , 心臓病センター長
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）：通院治療センター長

◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 16 号構成員）
高田　綾（TAKADA, Aya）：法医学
太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：教職員・学生健康推進センター長
永田　真（NAGATA, Makoto）：アレルギーセンター長
田中淳司（TANAKA, Junji）：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
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小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部長
計 64 名　定足数 43 名（※重複者）

◇オブザーバー
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長

◇大学事務部
笠間　忍（KASAMA, Shinobu）：庶務課 課長（第 463 回まで）
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）：庶務課 課長（第 464 回より）
小野寺晴美（ONODERA, Harumi）：庶務課 係長
渡邊春香（WATANABE, Haruka）：庶務課員（第 463 回まで）
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，学校教育法及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 461 回： 4 月 25 日（金）出席者 51 名
　・第 462 回： 5 月 23 日（金）出席者 44 名
　・第 463 回： 6 月 27 日（金）出席者 47 名
　・第 464 回： 7 月 25 日（金）出席者 58 名
　・第 465 回： 9 月 19 日（金）出席者 48 名
　・第 466 回：10 月 24 日（金）出席者 46 名
　・第 467 回：11 月 28 日（金）出席者 51 名
　・第 468 回：12 月 19 日（金）出席者 48 名
　・第 469 回： 1 月 30 日（金）出席者 46 名
　・第 470 回： 2 月 27 日（金）出席者 51 名
　・第 471 回： 3 月 27 日（金）出席者 50 名
◇臨時開催
　・推薦入学試験合否判定
　・医学部 6 年生卒業判定及び平成 27 年度再入学試験結果
　　11 月 19 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 36 名）
　・前期 1 次入学試験合否判定
　　1 月 28 日（水）出席者 61 名（委任状出席者 39 名）
　・前期 2 次入学試験合否判定
　　2 月 4 日（水）出席者 62 名（委任状出席者 40 名）
　・後期 1 次入学試験合否判定
　　2 月 18 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 38 名）
　・後期 2 次入学試験合否判定
　　2 月 25 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 43 名）
　・センター試験利用入試合否判定
　　3 月 4 日（水）出席者 62 名（委任状出席者 43 名）
　・医学部 1 年生から 5 年生の進級判定
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　　3 月 20 日（金）出席者 62 名（委任状出席者 41 名）
◇開催回数

定期開催：11 回　平均 49 名
臨時開催： 7 回　平均 62 名（委任状平均 40 名）
合　　計：18 回　平均 54 名

◇議事内容
本会議では，教育・研究，診療（大学病院・総合医療センター・国際医療センター・かわごえクリニック）各施

設からの報告と審議，各種委員会報告，人事の報告や大学全体の基本的方向性やあり方に関する議論を行う場とし
て機能している．すなわち，議事は以下に示すような形態を原則として進行する．

1．医学教育センター報告
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（第 461 回まで）
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．
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3．2）医学部教員組織運営会議・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：H28.3.31）
委　員　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副学長（任期：H28.3.31）
　　　　片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院病院長（任期：H26.7.31）
　　　　金澤　実（KANAZAWA, Minoru）：大学病院院長代理（任期：H26.7.31）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大学病院病院長　（任期：H26.8.1 ～ H28.3.31）
　　　　織田弘美（ODA, Hiromi）: 大学病院院長代理（任期 :H26.8.1 ～ H28.3.31）
　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長（任期：H28.3.31）
　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：国際医療センター院長代理（任期：H28.3.31）
　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）総合医療センター病院長（任期：H28.3.31）
　　　　前田平生（MAEDA, Hiroo）：総合医療センター院長代理（任期：H26.7.31）
　　　　屋嘉比康治（YAKABI, Kouji）: 総合医療センター院長代理（任期 :H26.8.1 ～ H28.3.31）
　　　　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：副医学部長・医学教育センター長（任期：H28.3.31）
　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長（任期：H28.3.31）
　　　　松下　祥（MATSUSHITA, Shou）：副医学部長・医学研究センター長（任期：H28.3.31）
　　　　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：医学部長補佐（任期：H28.3.31）
　　　　金子公一（KANEKO, Kouichi）：医学部長補佐（任期：H28.3.31）
　　　　濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長・オブザーバー（任期：H28.3.31）
※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 157 回　定例会議（平成 26 年 4 月 15 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 158 回　定例会議（平成 26 年 5 月 13 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 159 回　定例会議（平成 26 年 6 月 10 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 160 回　定例会議（平成 26 年 7 月 15 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 161 回　定例会議（平成 26 年 9 月 9 日） （学長室） 出席 14 人　欠席 0 人
　第 162 回　定例会議（平成 26 年 10 月 14 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 163 回　定例会議（平成 26 年 11 月 18 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
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　第 164 回　定例会議（平成 26 年 12 月 16 日） （学長室） 出席 14 人　欠席 0 人
　第 165 回　定例会議（平成 27 年 1 月 20 日） （学長室） 出席 14 人　欠席 0 人
　第 166 回　定例会議（平成 27 年 2 月 17 日） （学長室） 出席 13 人　欠席 1 人
　第 167 回　定例会議（平成 27 年 3 月 17 日） （学長室） 出席 14 人　欠席 0 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
・役職者の選任について
・薬理学担当教員候補者の公募と選考について
・輸血・細胞治療部担当教員（教授）候補者の公募と選考について
・名誉教授の称号授与について
・教養教育担当教員候補者の公募と選考について
・医学教育センターの人事について
・職位変更について
・配置転換について
・教員任期の変更に伴う手続きについて
・診療部門における教員の職位の呼称について
・大学病院内分泌・糖尿病内科教員候補者の公募について
・特任教員の採用について
・教員任期満了者の手続きについて
・要望付きの人事について
・ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則について
・資格変更（採用）願いの書式について
・客員教授，非常勤教員等の採用時における注意点について
・医学教育センターの人事について
・副学長・副院長等の選任について
・ゲノム医学研究センターの教員任期の更新について
・平成 27 年度の客員教員について
・教員人事選考等の流れについて
・配置転換・兼担発令・職位変更について
・国際医療センターの診療部長・運営責任者について

◇規則等の新設・改訂について
・医学教育センター規程の一部改定について
・埼玉医科大学創立 50 周年記念総合グラウンド利用細則（案）について
・埼玉医科大学大学院博士課程及び修士課程の大学院教員の資格要件に関する取扱要領の一部変更について
・埼玉医科大学大学院医学研究科及び看護学研究科修士課程運営委員会委員の選出に関する細則について
・埼玉医科大学大学院学則の一部変更について
・埼玉医科大学学位規則について
・埼玉医科大学学位規則のうち博士に関する運用細則について
・埼玉医科大学大学院博士課程研究生規則について
・埼玉医科大学医学部専攻生規則及び埼玉医科大学医学部専攻生授業料減免に関する細則の一部変更について
・埼玉医科大学動物実験規程及び埼玉医科大学動物実験委員会規則の一部変更について
・埼玉医科大学学位規則のうち博士に関する運用細則及び埼玉医科大学大学院博士課程研究生規則の一部変更に

ついて
・埼玉医科大学医学部の基本学科の運営に関する細則について

◇地域医療と奨学金について
・埼玉県地域枠医学生奨学金奨学生選考面接並びに埼玉医科大学医学部地域医療奨学金奨学生選考面接の実施に



149

委員会・会議報告（医学部）

ついて
　・埼玉県地域枠医学生奨学金奨学生選考面接並びに埼玉医科大学医学部地域医療奨学金奨学生選考面接の結果と

　判定結果について
　・埼玉県からの依頼について（総合医局地域医療教育センターならびに県外医学生奨学金貸与者の卒後キャリア

　形成）
　・埼玉県地域枠奨学金受給学生説明会の開催について
◇入学試験について
　・医学部一般入試（後期）追試験の実施について 
　・「医学部入試の在り方に関わるワークショップ」のまとめ（合意事項）について
　・平成 27 年度医学部入学定員増に関する意向調査について
　・医学部の推薦入試について
　・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）及びセンター試験利用入試について
　・平成 28 年度医学部入学試験の日程について
◇大学院について
　・大学院医学研究科博士課程＆語学試験説明会の開催について
　・大学院医学研究科博士課程募集要項の作成と募集開始について
　・平成 26 年度大学院博士課程研究発表会の開催について
　・医学研究科委員会・大学院委員会の構成員の変更について
　・大学院入試・語学試験の実施について
　・平成 27 年度大学院の専攻分野と科目・大学院基本学科（案）について
　・大学院の「留学許可願」について
◇医学研究について
　・ヒト幹細胞を使用した臨床研究の審査体制の確立について 
　・平成 26 年度文部科学省科学研究費の採択結果について
　・平成 26 年度「学内グラント」募集要項について
　・ヒト幹細胞部会・3 病院 IRB 委員長による打ち合わせ会の報告について
　・競争的資金の管理・監査の学内責任体制について
　・学内グラント受賞者成果発表会について
　・公的研究費に係わる説明会の開催について
　・学内グラント受賞者成果発表会の開催について
　・「研究マインド育成自由選択プログラム」における指導教員について
　・研究マインド支援グラント募集要項（案）について
　・ヒトゲノム・遺伝子解析研究 外部委員による実地調査について
　・公的研究費等の適性使用と研究活動における不正行為の防止について
　・研究環境の学内体制の見直しと整備について
　・文部科学省科学研究費応募件数について
　・研究に関する各種法律，指針，ガイドライン等への対応状況について
　・研究医養成コース（案）について
　・「共同研究等におけるＭＴＡ（Material Transfer Agreement）締結のお願い」について
　・研究活動ならびに公的研究費等の適正化推進委員会について
　・研究体制検討委員会（私立医科大学協会）参加報告について
　・倫理審査委員会認定の申請受付の開始について
◇学事，会議，委員会の日程等について
　・平成 26 年度医学部教授（教員）総会について
　・平成 26 年度医学部教員代表者会議の構成員について
　・平成 26 年度医学部関連会議・委員会の構成員について
　・「平成 26 年度医学部教授（教員）総会次第」について
　・医学部長懇談会及び医学部教員組織運営会議日程の確認について
　・教員代表者会議の構成員の変更について



委員会・会議報告（医学部）

150

・医学部教授（教員）アンケート調査結果について
・合同教授・教員総会について
・平成 27 年度各組織の主要会議等日程表について
・平成 26 年度卒業式について
・平成 27 年度入学式について
・合同教授・教員総会アンケート調査結果と出席状況について
・臨床医学生認定式について
・教授総会への出席状況について
・卒後教育委員会主催の学術集会開催について
・大学倫理委員会について
・平成 27 年度医学部教員代表者会議の構成員について
・平成 27 年度大学院医学研究科委員会の構成員について

◇その他議事（診療組織含む）
・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
・アレルギーセンターについて
・平成 26 年度医学部の消防・防災避難訓練の実施について
・平成 26 年度医学部新任教員並びに講師昇格教員を対象とした FD（研修会）の開催について
・「課題解決型高度医療人材養成プログラム」の公募について
・卒後教育委員会主催の学術集会について
・「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会について
・埼玉県実施の「平成 26 年度交流会事業（案）」について
・埼玉医科大学病院ジュニアレジデント募集案内について
・「平成 26 年度医学部新任教員並びに講師昇格教員を対象とした研修会」の開催について
・医学教育フォーラムの開催について
・医学教育ワークショップの開催について
・「課題解決型高度医療人材養成プログラム」の申請について
・「平成 26 年度医学部新任教員並びに講師昇格教員を対象とした研修会」の実施結果報告について
・埼玉医科大学連携医療講座の開催について
・平成 26 年度第 1 回医学部オープンキャンパスの開催について
・国際医療センターのＪＣＩ模擬受審について
・防犯対策及び「構内防犯緊急連絡番号」の配布について
・「医学部新設」反対における確認事項について
・交換留学帰国報告会の開催について
・「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会の開催結果について
・医学部「社会医学の教育・研究の在り方」検討ワーキンググループについて
・「高校生の志」事業の開催について
・埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学生の募集について
・全国医学部長病院長会議からの報告と依頼について
・医学生，研修医等をサポートするための会について
・臨床実習包括的同意書について
・「日本の Mayo Clinic を目指す会」のご案内について
・埼玉医科大学医学部基本学科の運営に関する規則について
・卒業試験で携帯電話を保持していた学生の対応について
・医学部「感染症に関する教育・研究の在り方」検討ワーキンググループについて
・臨床感染症センター（仮称）の設置について
・教員組織への呼びかけ「日本の Mayo Clinic を目指す会」について
・学長，副学長の役割分担について
・医学部の学科・基本学科等について

◇自己点検・評価に関わる議事
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　・平成 26 年度の教員人事考課について 
　・平成 25 年度の大学年報等の原稿提出について
　・平成 25 年度及び平成 26 年度の教員人事考課について
　・平成 25 年度の大学年報等の原稿提出依頼について
　・他大学の「教育・診療・研究に対する自己点検評価あるいは教員人事考課」の実施状況調査について
　・利益相反（COI）に関わる自己申告書について
　・今後の内部規則等の総点検・見直しの実施について
　・研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて
　・科研費公募申請時連絡表について
　・委託研究申込書について
　・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェッ

　クリスト」の提出について
　・「再生医療等の安全性への確保等に関する法律施行規則」への対応について
　・内部規則等の総点検・見直しの進捗状況調査について
　・教員任期終了者の再任手続きについて
　・来年度の自己点検評価について
　・埼玉医科大学医学部基本学科の運営に関する規則について
　・各種規程類の見直しについて
　・リサーチアドミニストレーションセンターの設置について
　・「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」について
　・医学部教員人事書類の改定について
　・学校教育法改正に伴う内部規則等の総点検・見直しについて
　・各種規程等の見直しについて

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
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．具体的には，教養教育教員（英語）の一般公募を行い，2 名の新規選考を行った（平成 7 年 4 月 1 日付
け採用予定）．また，薬理学担当教員，総合医療センター輸血・細胞治療部担当教員，大学病院内分泌・糖尿病内科
担当教員も一般公募での募集を実施した．更には，社会医学ならびに感染症医学のあり方についても検討を行った．

「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」「教員任期に関わる問題」「研究倫理の問題」
等は，何度となく挙がった議題であった．教員選考に関わる問題を中心として，大学が当面する課題や緊急に対応す
る問題の検討と学事に関わる人事等の基本方針や原則を協議する場として良好な運営ができたと評価している．また，
本会議のもう一つの目的である医学部自己点検評価委員会に関わる議事である規定の見直し，教員人事考課等につい
ても様々な点検と評価を実施した．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，報告等を行い，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：H28.3.31）
副委員長　永井正規（NAGAI, Masaki）：公衆衛生学：教授（任期：H28.3.31）
委員　　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H28.3.31）

田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期：H28.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：神経耳科：教授（任期：H28.3.31）
新津守（NIITSU, Mamoru）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
藤田恵子（FUJITA，Keiko）：解剖学：准教授（任期：H28.3.31）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育（生物）：准教授（任期：H28.3.31）
稲葉宗通（INABA, Munemichi）：医学部同窓会：准教授（任期：H28.3.31）
清水正雄（SHIMIZU, Masao）：教職員・学生健康推進センター：助教（任期：H28.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部長（任期：H28.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長（任期：H28.3.31）
森勇樹（MORI, Yuuki）：大学事務部（任期：H28.3.31）

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 26 年 4 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室

出席 11 名　欠席 5 名
議事：国際交流センター長松本万夫教授の後任について（田中淳司教授に決定）

投書箱への「部活動のサークル化希望」について（活動内容の厳しさが原因と考えられるので，主将顧問
会議で注意喚起する）
入学式の際のクラブ紹介の報告（問題なく実施された）
50 周年記念グラウンドの視察報告と使用に向けての進捗状況（管理棟の備品について学生の意見聴取，
保健医療学部も含めた使用予定クラブへの使用希望時間調査，管理規則の策定や管理人の配置について検
討中）
成績不良者の部活動について（強制はしないが，委員会で問題視していることをクラブ主将顧問会議で周知）

②第 2 回（平成 26 年 5 月 9 日）　於：本部棟 1 階会議
出席 9 名　欠席 7 名
議事：長谷川学生会長からの報告と要望（新歓 1 年生アンケートの結果報告，学内印刷プリンターの使用上限
　　　に対する予算新設に関する要望）

千野越華祭実行委員長による越華祭準備進捗状況の報告
アイスホッケー部からの要望（グラウンド駐車場を地上練習に使用することについて，周囲への配慮と安
全面での配慮をすることを条件に許可）
非常勤職員のクラブ活動への関与について（副顧問なら可であることを再確認）
グラウンド使用の進捗状況（テープカットの日程決定，管理人を選任中）
オルコスホールでの学生の居残りについて（自動消灯にしてから減少傾向）

③第 3 回（平成 26 年 6 月 13 日）　於：本部棟 1 階会議室
出席 11 名　欠席 5 名
議事：千野越華祭実行委員長から準備状況の説明（女子栄養大若葉祭に参加，テーマを「Break」とする，8 月
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　　　初旬までにポスター作成，9 月上旬には配布予定）
長谷川学生会長からの要望と学生会への提案・指導（プリンターの使用上限に対する予算新設はできない
ので部活動への予算割を再考するように提案，越華祭の収支予算に模擬店で各クラブが捻出した費用を記
載するように提案，日高の図書館分館における医学部生の使用態度に問題があるので改めるように指導，
学生会から落合ホールやオルコスホール等の施設を休日や深夜にも開放してほしいという要望，まず現行
の使用ルールを守ったうえで提案してほしいと要請）
平成 27 年度越華祭日程について（10 月 24 日・25 日で保健医療学部へ提案）
50 周年記念グラウンドの使用状況について
講義中の学生の撮影行為について（撮影禁止の指導のみならず，提示資料を十分に閲覧できるような教員
側の工夫も必要）
4 年生学年小委員会からの要望（落合ホールの Wi-Fi 環境が悪い）
東医体について（7 月 13 日に開会式の予定，本学主管競技の一つである水泳が長野県での開催となるた
め大学のバスを利用，東医体ホームページを大学ホームページにリンク，各部署への東医体プログラムの
配布を指導）

　④第 4 回（平成 26 年 7 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
　　出席 10 名　欠席 6 名
　　議事：学生のオルコスホールへの居残りについて（消灯機能を敷設してから減少傾向）
　　　　　夏季期間中の海外旅行届けについて（遵守するようにメールで通達する）
　　　　　健康診断結果の報告（学生のみならず保護者にも送付する）
　⑤第 5 回（平成 26 年 9 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
　　出席 9 名　欠席 7 名
　　議事：同好会の遠征，合宿許可願について（部活動同様に提出することを再確認）

東医体の報告（総合成績は 36 校中 21 位で陸上・柔道・空手道等で個人優勝あり，水泳連盟との協力体
制や主管校の決め方に問題あり）
カウンセラーの活動について（4 月から月曜日に学生健康推進室で行っている星子先生のカウンセリング
が好評）
学生へスポーツ医学的予防策や対処法を教育すべきとの提案あり

　⑥第 6 回（平成 26 年 10 月 17 日）　於：本部棟 1 階会議室
　　出席 9 名　欠席 7 名　
　　議事：オルコスホール内トイレに関する学生からの要望（便座に蓋をつけてほしい）

自然災害に対する指針の策定について（保健医療学部の学生生活に関する規定と災害対策委員会委員長か
らの情報を参考にし，医学教育センターと連携予定）
クラブ主将顧問会議について（11 月 14 に開催予定，立花教授から部活動における怪我予防対策につい
て説明の予定）

　⑦第 7 回（平成 26 年 11 月 14 日）　於：本部棟 1 階会議室
　　出席 11 名　欠席 6 名
　　議事：新委員の承認（学生健康推進センターの清水助教）

オルコスホール内トイレに関する要望について（感染対策上蓋はつけられない）
災害対策に関する規定について（保健医療学部の規定を基本とするが大雨・暴風警報のみならず自然災害
に対する警報を対象とし，拡大解釈されないように配慮）
学生からの運動会開催の要望（詳細は次回会議で説明予定）
オルコスホールの換気について（環境測定を行うように施設部に働きかける）

　⑧第 8 回（平成 26 年 12 月 12 日）　於：本部棟 1 階会議室
　　出席 14 名　欠席 3 名　
　　議事：学生会からの報告（新学生会長の挨拶，学生会の決算報告，運動会の説明）
　　　　　落合ホールの席取りについて（自主的に運用を考えるように学生会に要請）

災害時の休講について（医学教育センター作成の「休講基準について（案）」をもとに議論，見出しの変更，
順序の入れ替え，一部の語句を修正）

　　　　　学年小委員会からの要望（錬成館トイレの雨漏り，落合ホールの換気不良）
　⑨第 9 回（平成 27 年 2 月 13 日）　於：本部棟 1 階会議室
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　　出席 10 名　欠席 7 名
　　議事：落合ホールの私物放置について（学生会が撤去を実施）

学生からの落合ホールの電源増設要求について（施設部に実施可能かを確認する）
自然災害時の休講基準について（卒前合同会議で承認，学生便覧に記載予定）
旅行届け，部活動の試合・合宿等届けについて（休暇前に再度周知を図る）
東医体について（3 月 15 日に閉会式の予定，次年度総主管は自治医科大学）
退部希望学生の訴えについて（引き留めがパワハラにならないように指導する）
落合ホール，オルコスホールの空気循環測定について（4 月に実施予定）

⑩第 10 回（平成 27 年 3 月 13 日）　於：本部棟 1 階会議室
出席 13 名　欠席者 4 名
議事：運動会の実施について（担当学生より準備状況の説明，3 月 23 日実施予定）

落合ホールの電源増設について（現行電源位置に増設する方向で施設部へ依頼）
新入生向け防災訓練について（4 月 16 日実施予定）
オルコスホール内の遺失物について（保存期間を一カ月とし，その後は処分する）
平成 27 年度第一回クラブ主将顧問会議について（5 月 8 日開催予定）

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，防災訓練は例年通りに行われ，特にトラブルはなかった．
　第 57 回東医体夏季大会は 8 月 1 日から 14 日まで群馬大学の主管によって開催され，本学は順天堂大学，日本大
学とともに副主管を務め，空手，柔道，水泳，バスケットボールの 4 競技を主催した．陸上部，空手部，柔道部な
どの活躍が際立っていた．
　交換留学は例年通り行われ，9 月 17 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 25日（土），26日（日）に行われた．テーマは，「Break」で一昨年誕生した “えっかニャン ”はマスコッ
トキャラクターとして定着した．室内学部の演奏会に加え，ゲストバンドの演奏会，医学部・保健医療学部の学術企
画，女子栄養大学の企画，毛呂山町商工会および日高市商工会の企画などが行われた．
　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．
　50 周年記念グラウンドが完成し 5 月 19 日に竣工式が行われ，本格的な運用が始まった．学生から，新グラウン
ドを使用した運動会を行いたいという要望があり，学生部委員会で助言を行った．平成 27 年 3 月 23 日に実施され，
盛会裡に終了した．
　医学教育センターと連動して「自然災害時の休講基準」を定め，学生便覧に記載することとした．
　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．4 年前から始めた学生部委員会への学生の参加は定着し，日常の細かい問題まで議論で
きるようになった．
　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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3．4）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 :H28.3.31）
委員長　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）: 医学部長補佐（任期：H28.3.31）
委員　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 副医学部長・教育センター長（任期 :H28.3.31）
委員　織田弘美（ODA, Hiromi）: 大学病院院長代理（任期 :H28.3.31）
委員　穐田真澄（AKITA, Masumi）: 中央研究施設形態部門 : 教授（任期 :H28.3.31）
委員　金　潤澤（KIN, Jyuntaku）: 整形外科 : 教授（任期 :H28.3.31）
委員　藤田恵子（FUJITA, Keiko）: 解剖学 : 准教授（任期 :H28.3.31）
委員　青木正康（AOKI, Masayasu）: 看護部副部長（任期 :H28.3.31）
委員　内野　敏（UCHINO, Satoshi）: 第二購買課 : 係長（任期 :H26.7.31）
委員　岩澤憲次（IWASAWA, Kenji）: 第二購買課 : 係長（任期 :H27.8.1 ～ H28.3.31）
委員　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）: 大学事務部学生課 : 課長（任期 :H28.3.31）
委員　河村陽子（KAWAMURA, Yoko）: 大学事務部学生課 （任期 :H28.3.31）

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 26 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東館の新設に伴い，東館から本館への通路（ホスピタルモール）が新設となるため，実習室Ｂが大学用途では使

用できなくなるため，第 2 講堂を実習室に改修することとした．また地下 2F カンファレンスルームは基礎医学
棟 1 階の旧学生保健管理室に移設することとした．

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，待機時間は短縮化されている．
　次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．



委員会・会議報告（医学部）

156

3．5）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：H28.3.31）
委員長　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：医学部長補佐（任期：H28.3.31）
副委員長　丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：理事長（任期：H28.3.31）
委員　金澤　実（KANAZAWA, Minoru）：大学病院長（任期：H28.3.31）
委員　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長代理・学生部長（任期：H28.3.31）
委員　松下　祥（MATSUSHITA, Shou）：副医学部長・研究センター長（任期：H28.3.31）
委員　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）： 副医学部長・教育センター長・図書館長（任期：H28.3.31）
委員　渡辺修一（WATANABE, Shuichi）：生理学：教授（任期：H28.3.31）
委員　吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：教養教育：教授（任期：H28.3.31）
委員　持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：医学部長補佐（任期：H28.3.31）
委員　堀川好則（HORIKAWA, Yoshinori）：施設部長 （任期：H28.3.31）
委員　田島賢司（TAJIMA, Kenji）：事務局長（任期：H28.3.31）
委員　小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部長（任期：H28.3.31）
委員　内田和利（UCHIDA,Kazutoshi）：大学事務部次長（任期：H28.3.31）
委員　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長（任期：H28.3.31）
委員　所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）：短期大学：副学長（任期：H28.3.31）
委員　久保かほる（KUBO, Kaoru）： 短期大学：看護学科長（任期：H28.3.31）

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 26 年度は，第 21 回の委員会を 9 月 13 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）東館から本館への通路（ホスピタルモール）が新設となる．通路（ホスピタルモール）で，病院用途と大学
用途を明確に分離させる．新実習室 B は第 2 講堂を改修し，その跡地に移設となる予定である．

2）電子顕微鏡室の移転：基礎医学棟 2 階の電子顕微鏡室等は基礎医学棟地下 2 階に移設する．また，本部棟地
下 1 階にあった電顕室も基礎医学棟地下 2 階に移設となり，電顕室関係は基礎医学棟地下 2 階に集約される
ことになる．基礎医学棟 2 階の電顕室跡地は新実習室 B とその通路の新設に使用される．また本部棟地下 1
階の電顕室跡地は何らかの病院機能が入る予定とのことであるが，本委員会での検討事項とした．

3）基礎医学棟地下 2 階の暗室（医学部の選択必修の授業に使用していた）は，基礎医学棟 3 階の中央研究施設
の暗室を使用する．

4）基礎医学棟地下 2 階のカンファレンスルームは，基礎医学棟 1 階の旧学生保健管理室に移設する．
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．

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．医学部と病院が個別にキャンパス機能の再編を行っていることから計画に齟齬をきたしている部分があり，円滑
な遂行のためには適切な情報交換とコンセンサス形成が重要となることから，今後の委員会はコアメンバーのサブ
ミーティングを中心に，定期的に開催する予定である．
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                               3．6）卒前教育合同会議
議長： 持田　智 （MOCHIDA, Satoshi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
副議長： 土田　哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科   同上
医学教育センター長：荒木　信夫（ARAKI, Nobuo）（毛呂）神経内科 同上
＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：

森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
吉田喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro ） （基礎）教養教育 同上
笹島　茂 （SASAJIMA, Shigeru） （基礎）教養教育 同上
山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育 同上
永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
藤田恵子 （FUJITA, Keiko） （基礎）解剖学 同上
池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上 

2 年生担当委員：
渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学 同上
椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 情報技術支援推進センター 同上
中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育 同上
髙野和敬 （TAKANO, Kazuhiro） （基礎）解剖学   同上
村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki, ） （基礎）生化学 同上
荒木智之 （ARAKI, Tomoyuki, ） （基礎）生化学 同上
佐々木惇 （SASAKI, Atsushi） （基礎）病理学   同上
山本啓二 （YAMAMOTO, Keiji） （毛呂）心臓内科 同上
山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科 同上
朝倉博孝 （ASAKURA, Hirotaka） （毛呂）泌尿器科 同上
新津　守　 （NIITSU, Mamoru） （毛呂）放射線科 同上

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

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 1 月 31 日
金　潤澤 （KIM, Jyuntaku） （毛呂）整形外科・脊椎外科

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上
永井正規 （NAGAI, Masaki） （基礎）公衆衛生学 同上
鈴木洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）腎臓内科 同上
山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
鈴木健之 （SUZUKI, Kenji） （毛呂）放射線腫瘍科 同上

4 年生担当委員：
倉持　朗 （KURAMOCHI, Akira） （毛呂）皮膚科   同上
土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科   同上
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 同上
松本延幸 （MATSUMOTO, Nobuyuki） （毛呂）麻酔科 同上
長坂　浩 （NAGASAKA Hiroshi） （毛呂）麻酔科 同上

5 年生担当委員：
間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上
森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 医学教育センター 同上
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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
大竹　明 （OHTAKE, Akira） （毛呂）小児科   同上
松田　晃 （MATSUDA, Akira） （日高）造血器腫瘍科  同上
名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko） （川越）消化器・肝臓内科 同上
三橋知明 （MIHASHI, Tomoaki） （川越）中央検査部 同上

6 年生担当委員：
茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） （基礎）病理学 同上
永田　真 （NAGATA, Makoto） （毛呂）呼吸器内科 同上
秋山雄次 （AKIYAMA,Yuji ） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上
中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科 同上
石原　理 （ISHIHARA, Osamu） （毛呂）産科・婦人科 同上
松本万夫 （MATSUMOTO, Kazuo） （日高）心臓内科 平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科

平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
オブザーバー：

織田弘美 （ODA, Hiromi） （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　智 （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
稲葉宗通 （INABA, Munemichi） 毛呂病院 同上
丸山義明 （MARUYAMA, Yoshiaki） 教職員･学生健康推進センター 同上
富谷智明 （MARUYAMA, Yoshiaki） 教職員･学生健康推進センター

平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
川村勇樹 （KAWAMURA, Yuki） （基礎）教養教育

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
Chad L Godfrey （基礎）教養教育 同上
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
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　正 （SUZUKI,Sei） （基礎）教養教育 同上
大西正夫 （OHNISHI, Masao） 医学教育センター 同上

学生委員：
（1 年生） 佐藤和貴，志村花香，関谷　智，長堀寛司，奈良　愛，渡辺雅人
（2 年生） 市川明亮，張　賢司，野中厚志，橋本尚仁，山本レナ
（3 年生） 阿部衣里香，酒井希望，竹井響子，鳥越浩実
（4 年生） 井川佑郎，古味優季，中津　賢，松本佳祐
（5 年生） 金田光平，小林高之，中井葉子
（6 年生） 髙橋　駿，秡川真由子，矢野鉄人，宮保嘉津真，野中麻衣，根本悠里，大島成美，西澤威人，鈴木将臣， 

竹島圭悟，橋本ばく，岡元啓太，田中孝太，菅井奏良，鈴木宏明，栗原瑛大，遠藤麻理子，青山美奈，  
田村　元，佐藤　翠，曽谷祐貴，立花太明
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国試対策委員：
（3 年生） 荻野礼眸，谷崎　誠，忽滑谷智紀，古屋匡史，松田紘佳，吉澤政俊 
（4 年生） 岡本茉樹，尾立樹一郎，髙山瑠衣，竹内優太，徳山仁美，永井彬登，永井隆文，中津　賢，
 秀島貴博

（5 年生） 有川滋久，伊藤　礼，伊東由圭，藏野美夏，小山紗椰佳，齊藤　陵，野々宮瑞紀，宮川明大
（6 年生） 岡元啓太，安藤　渚，碓氷桃子，奥山智輝，金本嘉久，長坂恭子，新井徳子，遠藤由佳
＜コース，ユニットディレクター＞
1 年生「医科学の道すじ」コース
  中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育
     平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 人体の科学入門 -1 中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育　  同上
 人体の科学入門 -2 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） （基礎）生化学  同上
 自然科学の基礎 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育  同上
1 年生「細胞生物学 -1」コース
  村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学  同上
 細胞生物学 -1-1 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育  同上
 細胞生物学 -1-2 小谷典弘 （KOTANI, Norihiro） （基礎）生化学  同上
 細胞生物学 -1-3 栗﨑知浩 （KURISAKI, Tomohiro） （基礎）解剖学  同上
 細胞生物学 -1 実習 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） （基礎）生化学  同上
1 年生「人体の構造と機能 -1」コース
  永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （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
1 年生「医学の基礎」コース
  吉田喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro ） （基礎）教養教育  同上
 医学の数学 -1 鈴木　正 （SUZUKI, Sei） （基礎）教養教育  同上
 医学の数学 -2 向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育  同上
 医学の数学 -3 椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 情報技術支援推進センター 同上
 医学の物理 -1 向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育  同上
 医学の物理 -2 西脇洋一 （NISHIWAKI, Yoichi） （基礎）教養教育  同上
 医学の物理 -3 鈴木　正 （SUZUKI,Sei） （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 土田敦子 （TSUCHIDA, Atsuko） （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
 基礎科学実験 -1（物理学実験）
  西脇洋一 （NISHIWAKI, Yoichi） （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
 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
1 年生「良医への道 -1」コース
  渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi） （基礎）生理学  同上
 医学概論 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学  同上
 臨床推論 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター  同上
 臨床入門 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター  同上
 選択必修 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki, ）  （基礎）生化学  同上
2 年生「細胞生物学 -2」コース
  村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki）　　（基礎）生化学  同上
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細胞生物学 -2 実習 荒木智之 （ARAKI, Tomoyuki） （基礎）生化学 同上
疾患の理解に役立つ細胞生物学

池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上
2 年生「人体の構造と機能 -2」コース

渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi） （基礎）生理学 同上
エネルギー系 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
調節系 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
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, Masabumi） 　（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

2 年生「病気の基礎 -1」コース
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　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上

2 年生「良医への道 -2」コース
渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi） （基礎）生理学 同上

医学概論 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （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

平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日
新津　守 （NIITSU,Mamoru） （毛呂）放射線科

平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
選択必修 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki）  （基礎）生化学

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
3 年生「病気の基礎 -2」コース

赤塚俊隆 （AKATSUKA, Toshitaka） （基礎）微生物学 同上
感染 赤塚俊隆 （AKATSUKA, Toshitaka） （基礎）微生物学 同上
免疫 松下　祥 （MATSUSITA, Sho） （基礎）免疫学 同上
疫学 永井正規 （NAGAI, Masaki） （基礎）公衆衛生学 同上

3 年生「ヒトの病気 -1」コース
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）腎臓内科  同上
呼吸器 村山芳武 （MURAYAMA, Yoshitake） （日高）呼吸器内科 同上
循環器 村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科 同上
消化器 岡　政志 （OKA, Masashi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上
血液 中村裕一 （NAKAMURA, Yuichi） （毛呂）血液内科 同上
腎・泌尿器 岡田浩一 （OKADA,Hirokazu）　　　　 （毛呂）腎臓内科 同上
生殖器 石原　理 （ISHIHARA, Osamu） （毛呂）産科・婦人科 同上
内分泌・代謝 井上郁夫 （INOUE, Ikuo） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上

3 年生「良医への道 -3」
渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学 同上

医学概論 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （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

平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日
新津　守 （NIITSU,Mamoru） （毛呂）放射線科

平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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4 年生「ヒトの病気― 2」コース
  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　新 （YONEYA, Shin） （毛呂）眼科  同上
 皮膚・運動器 織田弘美 （ODA, Hiromi） （毛呂）整形外科・脊椎外科 同上
 感染 山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
 免疫 三村俊英 （MIMURA, Toshihide） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上
 腫瘍 畝川芳彦 （SEGAWA,Yoshihiko） （日高）腫瘍内科  同上
 画像 内野　晃 （UCHINO, Akira） （日高）放射線科  同上
 母体・胎児・新生児 亀井良政 （KAMEI,Yoshimasa） （毛呂）産科・婦人科 同上
 小児 德山研一 （TOKUYAMA,Kenichi） （毛呂）小児科
      　平成 26 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日
  菊池　透 （KIKUCHI,Toru） （毛呂）小児科
    　平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 精神 太田敏男 （OTA, Toshio） （毛呂）精神神経科・心療内科
    平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 救急・麻酔 根本　学 （NEMOTO, Manabu）  （日高）救急医学科  同上
4 年生「社会と医学」コース
  鈴木洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）地域医学・医療センター 同上
 疾病の予防と対策 永井正規 （NAGAI, Masaki） （基礎）公衆衛生学  同上
 地域社会と健康 鈴木洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）地域医学・医療センター 同上
 異常死の診断 髙田　綾 （TAKADA, Aya）　 （基礎）法医学  同上
4 年生「良医への道 -4」
  渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学  同上
 医学概論 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学  同上
 臨床推論 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科  同上
 臨床入門 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科 同上
 医学英語 松本万夫 （MATSUMOTO Kazuo） （日高）心臓内科
      平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日
  新津　守 （NIITSU, Mamoru） （毛呂）放射線科
     平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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
     平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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
 総合学習 A 持田　智 （MOCHIDA, Satoshi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上
 総合学習 B 持田　智 （MOCHIDA, Satoshi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上
 達成度評価 持田　智 （MOCHIDA, Satoshi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上
 「臨床学習 -2」コース 間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上
＜教育主任＞
 共通：医学教育センター 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 同上
 医学研究センター 町田早苗 （MACHIDA, Sanae） 同上
 中央研究施設 穐田真澄  （AKITA, Masumi） 同上
 川越キャンパス研究部 田丸淳一 （TAMARU, Junichi） 同上
 地域医学・医療センター 柴﨑智美 （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
 基礎：教養教育 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） 同上
 解剖学 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） 同上
 生理学 渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi）　　　　　  同上
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生化学 小谷典弘 （KOTANI,Norihiro） 同上
薬理学 丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） 同上
病理学 佐々木惇 （SASAKI, Atsushi） 同上
微生物学 堀内　大 （HORIUCHI, Yutaka） 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　綾 （TAKADA, Aya） 同上

 ゲノム医学研究センター 奥田晶彦 （OKUDA, Akihiko） 同上
毛呂：

消化器内科・肝臓内科 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 臼井　裕 （USUI, Yutaka） 平成 26 年 4 月 1 日～ 12 月 31 日

中込一之 （NAKAGOME, Kazuyuki） 平成 27 年 1 月 1 日～ 3 月 31 日
内分泌内科・糖尿病内科 井上郁夫 （INOUE, Ikuo） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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 岡田浩一 （OKADA,Hirokazu） 同上
感染症科・感染制御科 山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） 同上
総合診療内科 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） 同上
消化器・一般外科 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） 同上
乳腺腫瘍科 竹内英樹 （TAKEUCHI,Hideki） 同上
小児外科 古村　眞　　（HURUMURA, Makoto） 同上
整形外科・脊椎外科 金　潤澤 （KIM, Yoon Taek） 同上
脳神経外科 藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu） 同上
形成外科・美容外科 中塚貴志 （NAKATUKA, Takashi） 同上
小児科 菊池　透 （KIKUCHI,Toru） 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 板谷正紀 （HANGAI, Masanori） 同上
耳鼻咽喉科 伊藤彰紀 （ITOU, Akinori） 同上
産科・婦人科 石原　理 （ISHIHARA, Osamu） 同上
歯科・口腔外科 依田哲也 （YODA, Tetsuya） 同上
リハビリテーション科 間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） 同上
麻酔科 中山英人 （NAKAYAMA,Hideto） 同上
急患センター（ER） 芳賀佳之 （HAGA, Yoshiyuki） 同上
東洋医学 磯部秀之 （ISOBE,Hideyuki ） 同上
放射線科 鈴木健之 （SUZUKI, Kenji） 同上
精神神経科・心療内科 太田敏男　 （OTA, Toshio） 同上
臨床検査医学 森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho） 同上
中央病理診断部 茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） 同上
輸血・細胞移植部 岡田義昭 （OKADA, Yoshiaki） 同上
健康管理センター 足立雅樹 （ADACHI, Masaki） 同上

川越：
消化器・肝臓内科 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
血液内科 木崎昌弘 （KIZAKI, Masahiro） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日

得平道英 （TOKUHIRA, Michihide） 平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
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 神経内科 深浦彦彰 （HUKAURA, Hikoaki） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 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
 感染症科・感染制御科 大野秀明 （OHNO, Hideaki） 平成 26 年 7 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 消化器外科・一般外科 持木彫人 （MOCHIKI, Erito） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 肝胆膵外科・小児外科 小髙明雄 （ODAKA, Akio） 同上
 血管外科 出口順夫 （DEGUCHI, Juno） 同上
 乳腺・内分泌外科 大西　清 （ONISHI, Kiyoshi） 同上
 呼吸器外科 中山光男 （NAKAYAMA, Mitsuo） 同上
 心臓血管外科 山火秀明 （YAMABI, Hideaki） 同上
 整形外科 平岡久忠 （HIRAOKA, Hisatada） 同上
 脳神経外科 張　漢秀 （CHANG, Han Soo） 同上
 形成外科・美容外科 大西文夫 （OONISHI, Humio） 同上
 小児科 側島久典 （SOEJIMA, Hisanori） 同上
 皮膚科 寺木祐一 （TERAKI,Yuichi） 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　満 （YAMAMOTO, Mitsuru） 同上
 麻酔科 小山　薫 （KOYAMA, Kaoru） 同上
 救急科（ER） 安藤陽児 （ANDO, Yoji） 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） 平成 26 年 4 月 1 日～ 7 月 31 日
  吉益　晴夫 （YOSHIMASU, Haruo） 平成 26 年 8 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 臨床検査医学 三橋知明 （MITSUHASHI, Tomoaki） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 病理部 新井栄一 （ARAI, Eiichi） 同上
 輸血・細胞治療部 大久保光夫 （OKUBO, Miotsuo） 同上
 健康管理科 伊藤博之 （ITO, Hiroyuki） 同上
日高：
 消化器内科 柴田昌彦 （SHIBATA, Masahiko） 同上
  良沢昭銘 （RYOZAWA, Shyomei） 同上
 心臓内科 村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） 同上
 呼吸器内科 村山芳武 （MURAYAMA, Yoshitake） 同上
 内分泌・糖尿病内科 栗原　進 （KURIHARA, Susumu） 同上
 造血器腫瘍科 松田　晃 （MATSUDA, Akira） 同上
 神経内科・脳卒中内科 林　健 （HAYASHI, Ken） 同上
 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
  髙橋孝郎 （TAKAHASHI,Takao） 平成 26 年 9 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 感染症科 宮里明子 （MIYAZATO, Akiko） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
 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　眞 （HURUMURA, Makoto） 同上
 脳神経外科 山根文孝 （YAMANE, Humitaka） 同上



委員会・会議報告（医学部）

164

形成外科 横川秀樹 （YOKOGAWA, Hideki） 同上
小児心臓科 住友直方 （SUMITOMO,Naokata ） 同上
小児心臓外科 宇野吉雅 （UNO, Yoshimasa） 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　正 （SUGASAWA, Masashi） 同上
産婦人科 吉田裕之 （YOSHIDA, Hiroyuki） 同上
歯科・口腔外科 坂田康彰 （SAKATA,Yasuaki） 同上
リハビリテーション科 牧田　茂 （MAKITA, Shigeru） 同上
麻酔科 磨田　裕 （USUDA, Yutaka） 平成 26 年 4 月 1 日～ 4 月 30 日

西部伸一 （NISHIBE, Shinichi） 平成 26 年 5 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
救急医学科 根本　学 （NEMOTO, Manabu） 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
放射線科 内野　晃 （UCHINO, Akira） 同上
精神科 大西秀樹 （OHNISHI, Hideki） 同上
臨床検査医学 小林清子 （KOBAYASHI, Kiyoko） 同上
病理診断科 長谷部孝裕 （HASEBE,Takahiro） 同上
輸血・細胞移植科 池淵研二 （IKEBUCHI, Kenji） 同上

2．目　的
　卒前教育合同会議は卒前教育委員会が月 1 回開催する定例会議を，教育主任部門会議と合同で実施しているもの
である．同会議にはコース，ユニットディレクター，医学教育センターの専任教員もオブザーバーとして参加してい
る．従って，本会議は医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，

「調査解析室」，「学生支援室」の各室および「OSCE 委員会」と「スキルスラボ運営委員会」における活動報告，1 ～
6 年生の学年小委員会における討議内容などの基に討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定するとともに，こ
れら事項に関する情報を全教員に公開することを目的としている．

3．活動報告
第 89 回卒前教育合同会議（平成 26 年 4 月 8 日，議事録あり）
第 90 回卒前教育合同会議（平成 26 年 5 月 13 日，議事録あり）
第 91 回卒前教育合同会議（平成 26 年 6 月 10 日，議事録あり）
第 92 回卒前教育合同会議（平成 26 年 7 月 8 日，議事録あり）
第 93 回卒前教育合同会議（平成 26 年 9 月 10 日，議事録あり）
第 94 回卒前教育合同会議（平成 26 年 10 月 14 日，議事録あり）
第 95 回卒前教育合同会議（平成 26 年 11 月 11 日，議事録あり）
第 96 回卒前教育合同会議（平成 26 年 12 月 9 日，議事録あり）
第 97 回卒前教育合同会議（平成 27 年 1 月 13 日，議事録あり）
第 98 回卒前教育合同会議（平成 27 年 2 月 10 日，議事録あり）
第 99 回卒前教育合同会議（平成 27 年 3 月 10 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，教育主任の出席率向上は昨年度も問題視されてい
たが，平成 27 年度はその抜本的対策が課題となる．
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                              3．7）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 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
副委員長： 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
委　員： 荒木信夫 （ARAKI, Nobuo）  副医学部長・医学教育センター長 同上
1 年生担当委員：

森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
吉田喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro ） （基礎）教養教育　 同上
笹島　茂 （SASAJIMA, Shigeru） （基礎）教養教育 同上
山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育 同上
永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
藤田恵子 （FUJITA, Keiko） （基礎）解剖学 同上
池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上 

2 年生担当委員：
渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学 同上
椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 情報技術支援推進センター 同上
中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育 同上
髙野和敬 （TAKANO, Kazuhiro） （基礎）解剖学 同上
村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki ） （基礎）生化学 同上
荒木智之 （ARAKI, Tomoyuki, ） （基礎）生化学 同上
佐々木惇 （SASAKI, Atsushi） （基礎）病理学 同上
山本啓二 （YAMAMOTO, Keiji） （毛呂）心臓内科 同上
山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科 同上
朝倉博孝 （ASAKURA, Hirotaka） （毛呂）泌尿器科 同上
新津　守　 （NIITSU, Mamoru）　　　　（毛呂）放射線科 同上

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

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 1 月 31 日
金　潤澤 （KIM, Yoon Taek） （毛呂）整形外科・脊椎外科

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上
永井正規 （NAGAI, Masaki） （基礎）公衆衛生学 同上
鈴木洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）腎臓内科 同上
山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
鈴木健之 （SUZUKI, Kenji） （毛呂）放射線腫瘍科 同上

4 年生担当委員：
倉持　朗 （KURAMOCHI, Akira） （毛呂）皮膚科 同上
土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
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 同上
松本延幸 （MATSUMOTO, Nobuyuki） （毛呂）麻酔科 同上
長坂　浩 （NAGASAKA Hiroshi） （毛呂）麻酔科 同上

5 年生担当委員：
間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上
森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
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辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 医学教育センター 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
大竹　明 （OHTAKE, Akira） （毛呂）小児科 同上
松田　晃 （MATSUDA, Akira） （日高）造血器腫瘍科 同上
名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko） （川越）消化器・肝臓内科 同上
三橋知明 （MIHASHI, Tomoaki） （川越）中央検査部 同上

6 年生担当委員：
茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） （基礎）病理学 同上
永田　真 （NAGATA, Makoto） （毛呂）呼吸器内科 同上
秋山 雄次 （AKIYAMA,Yuji ） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上
中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科 同上
石原　理 （ISHIHARA, Osamu） （毛呂）産科・婦人科 同上
松本万夫 （MATSUMOTO, Kazuo） （日高）心臓内科 平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科

平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
オブザーバー：

織田弘美 （ODA, Hiromi） （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　智 （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
稲葉宗通 （INABA, Munemichi） 毛呂病院 同上
丸山義明　（MARUYAMA, Yoshiaki） 教職員･学生健康推進センター 同上
富谷智明　（MARUYAMA, Yoshiaki） 教職員･学生健康推進センター

平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
川村勇樹 （KAWAMURA, Yuki） （基礎）教養教育

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
Chad L Godfrey （基礎）教養教育 同上
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
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　正 （SUZUKI,Sei） （基礎）教養教育 同上
大西正夫 （OHNISHI, Masao） 医学教育センター 同上

学生委員：
（1 年生） 佐藤和貴，志村花香，関谷　智，長堀寛司，奈良　愛，渡辺雅人
（2 年生） 市川明亮，張　賢司，野中厚志，橋本尚仁，山本レナ
（3 年生） 阿部衣里香，酒井希望，竹井響子，鳥越浩実
（4 年生） 井川佑郎，古味優季，中津　賢，松本佳祐
（5 年生）  金田光平，小林高之，中井葉子
（6 年生） 髙橋　駿，秡川真由子，矢野鉄人，宮保嘉津真，野中麻衣，根本悠里，大島成美，西澤威人，鈴木将臣，

竹島圭悟，橋本ばく，岡元啓太，田中孝太，菅井奏良，鈴木宏明，栗原瑛大，遠藤麻理子，青山美奈，
田村　元，佐藤　翠，曽谷祐貴，立花太明
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国試対策委員：
（3 年生） 荻野礼眸，谷崎　誠，忽滑谷智紀，古屋匡史，松田紘佳，吉澤政俊
（4 年生） 岡本茉樹，尾立樹一郎，髙山瑠衣，竹内優太，徳山仁美，永井彬登，永井隆文，中津　賢，

秀島貴博
（5 年生） 有川滋久，伊藤　礼，伊東由圭，藏野美夏，小山紗椰佳，齊藤　陵，野々宮瑞紀，

宮川明大
（6 年生） 岡元啓太，安藤　渚，碓氷桃子，奥山智輝，金本嘉久，長坂恭子，新井徳子，遠藤由佳

2．目　的
　卒前教育委員会は本学設立の理念および社会的使命に従って，医学部学生を対象とした効果的な医教育を実施する
ために必要な事項について審議することを目的としている．主たる審議事項は以下の通りである．
（1）カリキュラムに関すること
（2）臨床実習に関すること
（2）試験およい進級，卒業の評価に関すること
（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 キャンパ
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 89 回卒前教育合同会議（平成 26 年 4 月 8 日，議事録あり）
第 90 回卒前教育合同会議（平成 26 年 5 月 13 日，議事録あり）
第 91 回卒前教育合同会議（平成 26 年 6 月 10 日，議事録あり）
第 92 回卒前教育合同会議（平成 26 年 7 月 8 日，議事録あり）
第 93 回卒前教育合同会議（平成 26 年 9 月 10 日，議事録あり）
第 94 回卒前教育合同会議（平成 26 年 10 月 14 日，議事録あり）
第 95 回卒前教育合同会議（平成 26 年 11 月 11 日，議事録あり）
第 96 回卒前教育合同会議（平成 26 年 12 月 9 日，議事録あり）
第 97 回卒前教育合同会議（平成 27 年 1 月 13 日，議事録あり）
第 98 回卒前教育合同会議（平成 27 年 2 月 10 日，議事録あり）
第 99 回卒前教育合同会議（平成 27 年 3 月 10 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
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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，6 月 11 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 1~2 日に川越ビルにて第 35 回医学教育ワークショッップを開催し，27 名が参加した．
第 4 回医学教育フォーラムは 9 月 13 日に 3 キャンパスを回線で繋いで開催した．

（4）彩の国連携力育成プロジェクト（4 大学連携教育事業）研修会を 11 月 15 日に 30 周年記念講堂で開催し，
猪飼周平先生（一橋大学）に講演をお願いした．

（5）「第 34 回国内医科大学視察と討論の会」に 2 名が参加した．
（6）平成 27 年 2 月 7 日～ 9 日に実施された第 109 回医師国家試験の合格率は，新卒 90.8%（99/109），既卒

66.7%（4/6），全体で 89.7%（103/115）であり，新卒合格率は全国医学部・医科大学 80 校中 53 位，私学 29
校中 24 位，全体での合格率はそれぞれ 37 位と 17 位であった．

（7）平成 26 年の卒業，進級の状況は下表の通りである．

学年 学生数 進級，卒業 （条件付） 留年 休学 転学部 退学 

1 年 130 123（6） 6 1 0 0

2 年 133 128（15） 4 0 0 1

3 年 135 120（42） 9 4 0 2

4 年 126 120（15） 5 0 1 0

5 年 125 119（0） 5 0 1 0

6 年 120 109 9 0 0 2

計 769 719（78） 38 5 2 5

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90.8%で，医学部，医科大学80校中で53位，
平成25年度の97.1%，平成24年度の100%に比して成績が不良であった．6年生での留年が9名，退学生が2名あり，
同学年のストレート卒業率，医師国家試験合格率は夫々 72.1% と 70.4% でともに 80% を下回っていた．また，1~5
年生にも計 30 名の留年生，5 名の退学生が発生した．また，78 名は条件付き進級であった．条件付き進級者は平
成 24 年度以降大幅に増加している．



169

委員会・会議報告（医学部）

                               3．8）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：H28.3.31）
　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：H28.3.31）
　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：H28.3.31）
　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：H28.3.31）
　委　　員　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：医学教育センター長（任期：H28.3.31）

田中淳司（TANAKA, Junji）：国際交流センター長（任期：H28.3.31）
依田哲也（YODA, Tetsuya）：

埼玉医科大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：H28.3.31）
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）：

総合医療センター皮膚科：教授（任期：H28.3.31）
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：

国際医療センター心臓内科：教授（任期：H28.3.31）
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）：

国際医療センター消化器外科：教授（任期：H28.3.31）

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 26 年 4 月 1 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター 2 階第 3 会議室（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 4 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．
c. 学会，研究会，セミナーなどと共催で本委員会学術集会に申請する場合の注意事項をホームページに掲

載することとした．
d. 学術集会の周知方法を確認し現状のままとした．なお，現在行っている周知方法は各キャンパスへのポ

スター掲示，配布，医学教育センターホームページの講演会・研究会一覧への掲載である．
e. 平成 26 年度の運営方針について話し合われた．

②第 2 回（平成 26 年 5 月 13 日）
於：本部棟 2 階会議室

　　　総合医療センター 2 階第 3 会議室（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 4 人　欠席者 6 人
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　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 3 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 平成 25 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．

③第 3 回（平成 26 年 6 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）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 6 人　欠席者 4 人
　　議事：a. 国際交流センター長の交代に伴い，新委員の紹介があった．（平成 26 年 4 月 1 日付）

　（新）田中淳司　委員（国際交流センター長，大学病院放射線科）
　（旧）松本万夫　委員（前　〃　，国際医療センター心臓内科）

b. 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．
c. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

④第 4 回（平成 26 年 7 月 1 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター 2 階第 3 会議室（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 6 人　欠席者 4 人
　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 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の出席報告が提出され，確認が行われた．

⑤第 5 回（平成 26 年 9 月 2 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）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 6 人　欠席者 4 人
　　議事：a. 本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 学術集会企画申請書，出席者報告書の「コメディカル」の記載を「メディカルスタッフ」に変更するこ

ととした．
⑥第 6 回（平成 26 年 10 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）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（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 3 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本委員会主催の学術集会1件の事後報告がなされ，確認が行われた．

d. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑦第 7 回（平成 26 年 11 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）
国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（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．
b. 連携施設等の外部施設への本委員会学術集会の開催案内について検討した．

⑧第 8 回（平成 26 年 12 月 2 日）
於：本部棟 2 階会議室

総合医療センター 2 階第 3 会議室（テレビ会議）
国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
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　　　　出席者 6 人　欠席者 4 人
　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
　　　　　b. 本委員会後援の学術集会 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本委員会主催の学術集会1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．
　⑨第 9 回（平成 27 年 1 月 6 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）
　　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　　出席者 5 人　欠席者 5 人
　　議事：a. 本委員会主催の学術集会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．
　　　　　b. 連携施設等の外部施設へ本委員会学術集会の開催案内を行うことについて，医学部長懇談会での了承が
　　　　　　得られた．現在医務部で活用している連携施設との連絡手段を用いるなど，案内の方法を検討した．
　　　　　c. 平成 27 年度卒後教育委員会開催日（案）が示され了承された．
　⑩第 10 回（平成 27 年 2 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）
　　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　　出席者 6 人　欠席者 4 人
　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
　　　　　b. 本委員会後援の学術集会 3 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．
　⑩第 11 回（平成 27 年 3 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）
　　　　　国際医療センター管理棟 2 階講師室 2（テレビ会議）
　　　出席者 2 人　欠席者 8 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 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 3 件が申請され，審議の結果承認された．

（2）卒後教育委員会主催学術集会
　　以下の 10 件の学術集会を主催とした．
　　　第 1 回　　講師：徳島大学名誉教授　日本医学会利益相反委員会委員長
　　　　　　　　　　　徳島市病院局病院事業管理者
　　　　　　　　　　　　　曽根 三郎 先生
　　　　　　　　演題：臨床研究と利益相反（COI）：違反事例から学ぶマネージメント
　　　　　　　　日時：平成 26 年 6 月 20 日（金）　18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：学長
　　　第 2 回　　講師：Dasburg Professor of Cancer Genomics Research,
　　　　　　　　　　　Mayo Clinic-Mayo Medical School
　　　　　　　　　　　　　Dr. Richard Weinshilboum
　　　　　　　　演題：Breast Cancer Pharmacogenomics
　　　　　　　　日時：平成 26 年 6 月 26 日（木）　18：00 ～ 19：30
　　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター
　　　第 3 回　　講師：社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長　弁護士
　　　　　　　　　　　　　坪井 節子 先生
　　　　　　　　演題：子どもたちに寄り添う～虐待された子どもの支援の現場から～
　　　　　　　　日時：平成 26 年 7 月 28 日（月）　14：00 ～ 16：00
　　　　　　　　申請：大学病院小児科
　　　第 4 回　　講師：国立大学法人千葉大学大学院医学研究院・医学部医学教育研究室
　　　　　　　　　　　特任教授



委員会・会議報告（医学部）

172

　　　　　　　　　　　　　田邊 政裕　先生
　　　　　　　　演題：医学部分野別認証とアウトカム基盤型教育
　　　　　　　　日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）　16：00 ～ 17：00
　　　　　　　　申請：医学教育センター
　　　第 5 回　　講師：一般社団法人日本専門医機構　理事長
　　　　　　　　　　　　　池田 康夫　先生
　　　　　　　　演題：新しい専門医制度と総合診療科
　　　　　　　　日時：平成 26 年 10 月 3 日（金）　18：30 ～ 19：30
　　　　　　　　申請：大学病院研修管理委員会
　　　第 6 回　　講師：一橋大学大学院社会学研究科総合政策学　教授
       　　　　　　　　　　猪飼 周平　先生
　　　　　　　　演題：保健医療福祉の人材に求められる力
　　　　　　　　日時：平成 26 年 11 月 15 日（土）　13：30 ～ 15：00
　　　　　　　　申請：地域医学・医療センター
　　　第 7 回　　講師：九州大学病院医療安全管理部　教授・部長
　　　　　　　　　　　公益財団法人日本医療機能評価機構執行理事兼医療事故防止事業部部長
       　　　　　　　　　　後　信 先生
　　　　　　　　演題：医療事故，ヒヤリ・ハットの収集，原因分析と再発防止への活用の取り組み
　　　　　　　　日時：平成 26 年 11 月 27 日（木）　18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院医療安全対策委員会
　　　第 8 回　　講師：東邦大学医学部　特任教授
       　　　　　　　　　　小山 信彌　先生
　　　　　　　　演題：平成 26 年度診療報酬改定と DPC- これからの医療の方向性 -
　　　　　　　　日時：平成 26 年 12 月 1 日（木）　18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院長
　　　第 9 回　　講師：文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
　　　　　　　　　　　生命倫理・安全対策室　技術参与
       　　　　　　　　　　有江 文栄　先生
　　　　　　　　演題：人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
　　　　　　　　日時：平成 27 年 3 月 10 日（火） 18：30 ～ 19：30
　　　　　　　　申請：大学病院産婦人科
　　　第 10 回　 講師：上尾中央総合病院　栄養サポートセンター長　外科・腫瘍内科顧問与
       　　　　　　　　　　大村 健二　先生
　　　　　　　　演題：周術期の栄養管理
　　　　　　　　日時：平成 27 年 3 月 13 日（金） 18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院 NST 運営委員会

（3） 卒後教育委員会後援学術集会
　以下の 11 件の学術集会を後援とした．
　　　第 1 回　　講師：①東北大学大学院医学系研究科機能医科学内部障害分野　准教授
　　　　　　　　　　　　　　伊藤 修　先生
　　　　　　　　　　　②昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　内科・内科障害リハビリ部門　教授
　　　　　　　　　　　　　　礒 良崇　先生
　　　　　　　　演題：①心腎連関とリハビリテーション
　　　　　　　　　　　② CKD 合併循環器疾患の Rehabilitation Practice
　　　　　　　　日時：平成 26 年 4 月 26 日（土）　① 14：40 ～ 15：40　② 15：45 ～ 16：45
　　　　　　　　申請：国際医療センター心臓リハビリテーション科
　　　第 2 回　　講師：理化学研究所　脳科学総合研究センター精神生物学研究チーム
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　　　　　　　　　　　シニア・チームリーダー
　　　　　　　　　　　　　内匠 透　先生
　　　　　　　　演題：自閉症，シナプス，そしてセロトニン
　　　　　　　　日時：平成 26 年 5 月 21 日（水）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　　申請：生理学
　　　第 3 回　　講師：国立台湾大学附属病院産婦人科　教授
　　　　　　　　　　　　　Dr. Jin-Chung Shih
　　　　　　　　演題：前置癒着胎盤の診断と管理
　　　　　　　　日時：平成 26 年 9 月 16 日（火）　19:00 ～ 21:00
　　　　　　　　申請：総合医療センター産婦人科
　　　第 4 回　　講師：東京医科大学消化器内科　准教授
　　　　　　　　　　　　　後藤田 卓志　先生
　　　　　　　　演題：胃癌診療におけるガイドライン
　　　　　　　　日時：平成 26 年 9 月 29 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　　申請：国際医療センター消化器内科
　　　第 5 回　　講師：①東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　　　　　　　　　　　　システム発生・再生医学分野　教授
　　　　　　　　　　　　　　浅原 弘嗣　先生
　　　　　　　　　　　②千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学 
　　　　　　　　　　　　内分泌・代謝・血液内科　准教授
　　　　　　　　　　　　　　田中 知明　先生
　　　　　　　　演題：①ゲノム編集技術による軟骨発生メカニズムと関節炎の解析
　　　　　　　　　　　②メタボロームとトランスクリプトーム解析による癌抑制遺伝子 p53
　　　　　　　　　　　　機能の最前線
　　　　　　　　日時：平成 26 年 10 月 31 日（金）　① 14：45 ～ 15：30　② 15：30 ～ 16：45
　　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門・遺伝子構造機能部門
　　　第 6 回　　講師：Biochemistry & Molecular Biology,
　　　　　　　　　　　George Washington University School of Medicine
　　　　　　　　　　　　　Dr. Ajit Kumar, Ph.D.
　　　　　　　　演題：Molecular Mechanisms of HCV Infection-Associated 
　　　　　　　　　　　Hepatocellular Carcinoma
　　　　　　　　日時：平成 26 年 11 月 17 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　　申請：微生物学
　　　第 7 回　　講師：九州歯科大学感染分子生物学分野　准教授
　　　　　　　　　　　　　有吉 渉　先生
　　　　　　　　演題：炎症性骨・軟骨破壊の分子メカニズムの解明と糖鎖認識機構の
　　　　　　　　　　　骨免疫学への応用
　　　　　　　　日時：平成 26 年 11 月 28 日（金）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　　申請：大学病院歯科・口腔外科
　　　第 8 回　　講師：昭和大学医学部長・医学部生理学講座生体制御学部門　主任教授
　　　　　　　　　　　　　久光 正　先生
　　　　　　　　演題：鍼灸・漢方治療の生理学的機序，最近の知見 - 鎮痛および血液流動性の観点から -
　　　　　　　　日時：平成 27 年 1 月 16 日（金）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　　申請：大学病院東洋医学センター
　　　第 9 回　　講師：大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学分野　教授
　　　　　　　　　　　　　新宅 治夫　先生
　　　　　　　　演題：低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療
　　　　　　　　日時：平成 27 年 2 月 24 日（金）　19：30 ～ 20：30
　　　　　　　　申請：総合医療センター小児科
　　　第 10 回　 講師：東京女子医科大学病院　薬剤部長
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木村 利美　先生
演題：治療にいかす抗菌薬の PK-PD 理論と TDM
日時：平成 27 年 3 月 12 日（木）　18：00 ～ 19：00
申請：大学病院院内感染対策室

　　　第 11 回　 講師：Stanford University, School of Medicine, Department of Medicine, Division of
Cardiovascular Medicine」

池野 文昭　先生
演題：シリコンバレー発バイオデザイン的思考

：ニーズ発（課題解決型）医療機器開発
日時：平成 27 年 3 月 27 日（金）　18:00 ～ 19:00
申請：医学研究センター知財戦略研究推進部門

4． 評価と次年度目標
　本年度は，10 件の学術集会を主催し，11 件の学術集会を後援した．主催学術集会のうち，毛呂山キャンパス以外
での開催が日高キャンパスにて 1 件行われた．また，大学院 FD としても相応しいと承認された主催学術集会は 2 件，
後援学術集会は 5 件であった．例年と比較し，主催学術集会の開催回数が多く，後援学術集会の開催回数がやや少
なかった．より多くの学術集会申請，開催がなされるよう，本委員会としての対応策を考えていく．
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3．9）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：H28 年 3 月 31 日
委員：荒木智之（TOMOYUKI, Araki）：生化学教室：講師：任期：H28 年 3 月 31 日
委員：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科学教室：教授：任期：H28 年 3 月 31 日
委員：中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）：皮膚科学教室：教授：任期：H28 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：H28 年 3 月 31 日
委員：藤田恵子（FUJITA, Keiko）：解剖学教室：准教授：任期：H28 年 3 月 31 日
委員：森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：化学教室：講師：任期：H28 年 3 月 31 日
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：IT センター：准教授：任期：H28 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：H28 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：H28 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：H28 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：H28 年 3 月 31 日
オブザ－バー：田島賢司（TAJIMA, Kenji）：経理部：部長：任期：H28 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 59 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 26 年　9 月 27 日（土）
主な議題：1）各部門前年度会計報告書について　2）今年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所　3）新規設

置・買換希望機器リストについて　4）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況　5）人事に関し
て　6）研究機器購入助成金申請について

審議結果：
1）各部門会計報告がなされ，承認された．
2）今年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所に関して以下の説明が有り，了承された．（a）前年度の私学助

成金申請（設備助成：4 千万未満）にμ CT 35（SCANCO 社製／輸入代理：日本電子）が整備された．（b）文部
科学省・平成 26 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業タイプ 3」に小動物用の麻酔機（無菌室，BS 室，
コンベンショナルの各エリア用），初心者の動物取り扱い教育用のモデルラット数個をシステムとして申請した．

3）新規設置・買換希望機器リストについて報告された．
（a）現在私学助成金申請への申請対象機器のリストについて次年度の助成金申請の候補として検討する．（b）日

本ベクトン・ディッキンソン社製 BD FACS Aria セルソーターオプション，フルコンバージョンキット，375nm 
レーザー増設キットは，平成 26 年度大学院等の機能の高度化への支援－大型設備等運営支援へ申請するため，
リストから除外する．

4）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況が報告され，了承された．
（a）現在工事が進行している東館（旧福祉棟）と本館を結ぶ連絡通路工事に伴い，機能部門のESR室，暗室，P2実験室，

ペプチド合成機室等消失する．工事後，全ての設備を納めるために更なる工夫が必要となる．
5）人事に関して以下の報告があり，承認された．
　形態部門の欠員 1 名に関して実験助手 1 名を補填という形で再度交渉に臨む．
6）研究機器購入助成金申請について報告が有り，了承された．
　昨年度から開始された新たな助成金制度である文部科学省・平成 26 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備

事業タイプ 3」について説明が有り，動物施設の感染対策に必要な物品を計上し申請した．
②第 60 回中央研究施設運営委員会
　主な議題：1）前年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所　2）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工
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事進行状況　3）各部門の運営報告等
審議結果：
1）前年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所に関して以下が報告された．
a）26 年度 6 月に私学助成・設備整備枠にて導入されたμ CT 35（SCANCO 社製／輸入代理：日本電子）〔資料 1：

設置希望機器一覧〕基礎棟 3 階機能部門・機器室 3 に移設され．b）文部科学省・平成 26 年度「私立大学等教
育研究活性化設備整備事業タイプ 3」に申請した，小動物用の麻酔機（無菌室，BS 室，コンベンショナルの各
エリア用）と初心者の動物取り扱い教育用のモデルラットが動物施設に整備され，運用が開始された．c）自動
2 次元電気泳動装置〔資料 1：Auto 2D BM-100:SHARP・島津製作所製〕が基礎棟 3 階機能部門・機器室 4 に設
置された．

2）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況が報告された．
4 月 21 日に基礎棟 2 階機能部門の工事が終了致し，中央研究施設が関与する全ての工事が完了した．現在，廊
下等に移動していた機器の再設置が行われている．

3）各部門の運営報告がなされた．
実験動物部門は，平成 27 年 3 月 30 日の利用者協議会を開催し，実験動物の感染対策のために以下に関して協
議し，理解と協力をお願いした．① 各階前室へのスノコおよびクリーンマットの設置　② 無菌室・BS 室，感染
室への入退室記録，ディスポ無塵衣の導入　③「感染室使用願い」の提出について　④ 指紋登録について（学
部学生削除，実験実施者のみの登録）　⑤ 一時立入時の注意事項について

5）以下に関して，追加報告がなされた．
会議進行中に以下の装置に関して機種更新の必要性が生じ，設置希望機器を追加した．a） RI 部門よりガンマ線
計測装置の更新希望があり，2 機種が候補として挙げられた．b） 機能部門より，設置後 13 年目となるリアルタ
イム PCR 装置の故障が頻出しており，原因も明確にならない状況となった．

上記報告に伴い，以下の意見と指摘があった．
c）「オールインワン蛍光顕微鏡（BZ-X700）一式」に関して設置スペースは，設置スペースが不足するため検討を

要する．また，この装置の要望書の差出人を明確にする必要がある旨指摘があり，修正した．

4．評価と次年度目標
工事進行に伴い，研究装置の移動が相次いだが，利用者に不便をかけないように心がけることができた．文部科学

省における助成金の内容の変遷が続いているため次年度に向けて施設内で勉強会を開く．
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3．10）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 28 年 3 月 31 日）
委員　　丸山敬（MARUYAMA, Kei）：医学部薬理学･教授（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
　　　　吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：医学部教養教育･教授（任期 : 平成 28 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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3．11）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：H27.3.31）
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：H27.3.31）
委　員　　吉本信雄（YOS Ｈ IMOTO, Nobuo）：副学長（任期：H27.3.31）

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院病院長（任期：H26.7.31）
金澤　実（KANAZAWA, Minolu）：大学病院長（任期：H26.8.1 ～ H27.3.31）
堤　晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）：総合医療センター病院長（任期：H27.3.31）
小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長  （任期：H27.3.31） 
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：H27.3.31）
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：H27.3.31）
岡田浩一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：腎臓内科教授，面接責任者（任期：H27.3.31） 
渡辺修一（WATANABE, Shuuichi）：生理学教授 問題作成責任者（任期：H27.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：教育センター長（任期：H27.3.31） 
持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：消化器内科・肝臓内科教授 （任期：H27.3.31）
織田弘美（ODA, Hiromi）：学生部長 （任期：H27.3.31）
上原政治（UEAHARA, Seiji）：アドミッションセンター特任教授（任期：H27.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長　オブザーバー（任期：H27.3.31）
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：H27.3.31）
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：H27.3.31）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）大学事務部教務課長　オブザーバー（任期：H27.3.31）
笠間　忍（KASAMA, Shinobu）大学事務部庶務課長　オブザーバー（任期：H26.6.30）
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）大学事務部庶務課長　オブザーバー（任期：H26.7.1 ～ H27.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）大学事務部学生課長 事務局

アドミッションセンター事務部門　オブザーバー
  （任期：H27.3.31）

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，埼玉医科大学医学部入学試験委員会規則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 26 年 4 月 15 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 14 人，欠席 6 人
議題：医学部入学試験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実施委員会構成員につ
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いて，平成 26 年度医学部入学試験出題委員について，平成 26 年度医学部入学試験委員会構成員に
ついて，一般入学試験（追試験）の準備について，平成 26 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 年度医学部入学試験日程および一般入学試験 1 次試験会場について，平成 26
年度医学部入学試験委員会開催予定について，医学部入試の在り方に関わるワークショップの開催に
ついて，他

　　　第 2 回　定例会議（平成 26 年 5 月 20 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 13 人，欠席 7 人

議題：医学部入学試験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実施委員会構成員につ
いて，平成 26 年度医学部入学試験出題委員について，医学部入試の在り方に関わるワークショップ
について，平成 26 年度一般入試（前期・後期）の各科目得点分布図について，次回会議の開催日程
および議事内容について，他

　　　第 3 回　定例会議（平成 26 年 6 月 17 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 16 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全国大学入学者選抜研究連絡
協議会参加報告について，平成 27 年度学生募集要項について，平成 26 年度オープンキャンパスに
ついて，私立医科大学（医学部）志願者数等の推移について，平成 27 年度私立医科大学（医学部）
入学試験日程について，「文部科学省からの入学定員に関わるアンケート」の依頼について，他

　　　第 4 回　定例会議（平成 26 年 9 月 10 日（火））：本部棟 1 階会議室
　　　　出席 17 人，　欠席 3 人

議題：医学部入学試験実施委員会からの報告について，新しい「面接試験評定票（案）」について，平成 27
度医学部推薦入学試験について，著作物から引用し入学試験問題を作成した場合の対応について，医
学部入学試験委員会の開催日程の変更について，平成 27 年度一般入学試験（後期）2 次試験の会場
について，他

　　　第 5 回　定例会議（平成 26 年 11 月 18 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 15 人，欠席 5 人

議題：平成 27 年度推薦入学試験実施状況について（報告），平成 27 年度推薦入学試験合否判定について，「平
成 27 年度推薦入試成績データのまとめ」について，平成 27 年度医学部推薦入試の評価基準について，
平成 27 年度医学部推薦入学試験の判定結果について，平成 27 年度医学部推薦入学試験地域医療意
向調査集計結果について，平成 27 年度医学部推薦入学試験入学予定者に対する課題の原稿作成につ
いて，平成 27 年度センター試験利用入学試験 2 次試験について，新しい「面接試験評定票」につい
て，他

　　　第 6 回　定例会議（平成 27 年 1 月 14 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 15 人，欠席 5 人

議題：医学部入学試験実施委員会からの報告について，平成 27 年度医学部入学試験委員会日程について，
平成 26 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会の実施状況と平成 27 年度実施大学（案）につい
て，平成 27 年度一般入学試験 1 次試験について，平成 27 年度大学入試センター試験について，平
成 27 年度一般入試 2 次試験の合否判定方法について，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 27 年度一般入学試験およびセンター試験利用入学試験の出願状況について，
他

　　　第 7 回　定例会議（平成 27 年 1 月 27 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 19 人，欠席 1 人

議題：平成 27 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 27 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 27 年度一般入学試験（前期）1 次試験の判定
について，平成27年度医学部一般入学試験（前期）の出題ミスについて，平成27年度大学入試センター
試験の得点調整について，高大接続改革実行プランについて，高等学校教育・大学教育・大学入学者
選抜の一体化改革について，他

　　　第 8 回　定例会議（平成 27 年 2 月 3 日）：丸木記念館 7 階会議室　
　　　　出席 17 人，欠席 3 人

議題：平成 27 年度一般入学試験（前期）2 次試験の概要について，新しい「面接試験評定票」の使用結果
について，平成 27 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 27 年度一
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般入学試験（前期）2 次試験の合否判定について，平成 27 年度一般入学試験（前期）の特待生につ
いて，平成 27 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，他

　　　第 9 回　定例会議（平成 27 年 2 月 17 日）：学長室
出席 19 人，欠席 1 人
議題：平成 27 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 27 年度一般入学試験（後期）

1 次試験出願者の概要および成績統計について，平成 27 年度一般入学試験（後期）1 次試験の判定
について，平成 27 年度一般入学試験（後期）2 次試験会場について，他

　　　第 10 回 定例会議（平成 27 年 2 月 24 日）：丸木記念館 7 階会議室
出席 19 人，欠席 1 人
議題：平成 27 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 27 年度一般入学試験（後期）

2 次試験の概要について，平成 27 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，
平成 27 年度一般入学試験（後期）2 次試験の合否判定について，平成 27 年度一般入学試験（後期）
の特待生について，平成 27 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 27 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 27 年度センター試験利用入学試験 2
次試験（実施要領，会場等）について，平成 27 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，大学入試センター試験を利用している他大学の状況について，他

　　　第 11 回 定例会議（平成 27 年 3 月 3 日）：丸木記念館 7 階会議室
出席 17 人，欠席 3 人
議題：平成 27 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 27 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 27 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 27 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，平成 27
年度医学部入学試験委員会の開催日程の一部変更について，著作物を引用して入学試験問題を作成し
た場合の取扱いについて，他

（2）平成 27 年度新入生数
128 名（男 82 名，女 46 名） 

　　　推薦試験入学者　12 名 （男 6 名， 女 6 名）
　　　前期試験入学者　43 名 （男 32 名，女 11 名）
　　　後期試験入学者　63 名 （男 39 名，女 24 名）

センター入学者　10 名 （男 5 名， 女 5 名）
（3）平成 26 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，事務）

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 27 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

第 1 回　平成 26 年 7 月 20 日（日）
第 2 回　平成 26 年 9 月 23 日（火・秋分の日）
※簡易型で実施（体験学習は実施せず．）

⑫平成 26 年度一般選抜科目試験問題第三者評価についての検討
・一般入試全科目の点検評価協力者（高校教員等）への委嘱
・試験当日の実施時間内での問題点検と事後の問題評価の依頼

⑬大学入試センター試験の女子栄養大学との共同実施（協力と連携）
⑭その他
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（4）平成 27 年度医学部入学試験
　①入学試験日程
　　・推薦入試　平成 26 年 11 月 16 日（日）
　　　合格発表　平成 26 年 11 月 19 日（水）
　　・一般入試（前期）
　　　一次試験　平成 27 年 1 月 25 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 1 月 28 日（水）
　　　二次試験　平成 27 年 2 月 1 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 2 月 4 日（水）
　　・一般入試（後期）
　　　一次試験　平成 27 年 2 月 15 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 2 月 18 日（水）
　　　二次試験　平成 27 年 2 月 22 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 2 月 25 日（水）
　　・センター試験利用入学試験
　　　一次試験　平成 27 年 1 月 17 日（土），18 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 2 月 25 日（水）
　　　二次試験　平成 27 年 3 月 1 日（日）
　　　合格発表　平成 27 年 3 月 4 日（水）
　②平成 27 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 61 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 27 年度推薦入学試験
　　・志願者数 45 名（内，男子 22 名，女子 23 名）
　　・受験者数 44 名（内，現役 21 名，浪人 23 名）
　　・合格者数 12 名（内，男子 6 名，女子 6 名）
　　　　　　　　　（内，現役 4 名，浪人 8 名）（内，指定校 2 校 2 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：2,280 名（前年比 159 名増）
　　・男子：1,444 名（63.3%），女子：836 名（36.7%）
　　・年令：18 才 ~20 才（76.9%）
　　・出身校：私立高校（74.2%）公立高校（23.6%）
　　・卒後経歴：現役（24.2%）予備校生（63.1%）
　　・高校在学中の評点平均：Ａ（20.4%），Ｂ（45.4%）
　〔受験者概要〕
　　・受験者数：2,124 名（出願者の 93.2%）
　　・欠席者数：   156 名（出願者の 6.8%）
　〔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 424 点　最低点 59 点　平均点 256.0 点
　〔合否判定結果〕
　　・合格者数：376 名（得点 313 点，362 位まで）
　　・男女の別：男子 246 名（65.4％），女子 130 名（34.6％）
　⑤一般入学試験（前期）二次試験
　〔受験者概要〕
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　　・前期第 2 次試験受験者数：328 名（欠席者数：48 名）
　　・男女別：男子 215 名（65.5％），女子 113 名（34.5％）
　　・現役，浪人年数：現役 39 名（11.9％），1 浪 104 名（31.7％），
　　2 浪 88 名（26.8％）3 浪 38 名（11.6％），
　　4 浪以上 59 名（18.0％）
　〔第 2 次試験（面接）統計〕
　　・最高点：20 点／最低点：8 点／平均点：13.20 点
　　・標準偏差：2.56 
　　・評価結果集計：
　　　　　　　（対象評価数 1,312 面接委員数 4 名×受験者 328 名）
　　　評価 A：122（9.30％） ※昨年度 評価 A：142（10.86％）
　　　評価 B：346（26.37％）※昨年度 評価 B：400（30.58％）
　　　評価 C：572（43.60％）※昨年度 評価 C：624（47.71％）
　　　評価 C-：170（12.96％）
　　　評価 D：91（ 6.94％） ※昨年度 評価 D：129（9.86％）
　　　評価 E：11（ 0.84％） ※昨年度 評価 E： 13（0.99％）
　〔合否判定結果〕
　　・合格候補者：64 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：2,645 名（前年比 226 名増）
　　・男子：1,607 名（60.8％），女子：1,038 名（39.2％）
　　・年令：18 歳～ 20 歳（70.0％）
　　・出身校：私立高校 75.6％，公立校 22.0％
　　・現役，高卒後の経歴：現役 19.7％，予備校 66.8％
　　・高校在学中の評点平均：Ａ 19.9％，Ｂ 43.7％
　　・受験者数：2,179 名（82.4％），欠席者数：466 名（17.6％）
　　　　・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：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：399 点，　最低点：57 点
　　　（前年度：最高点：410 点，最低点：59 点）
　　・合計得点平均点：267.9 点（前年度：268.9 点）
　　・科目別平均点（100 点換算）
　　　英語：55.0 点，数学：53.9 点，物理：50.9 点，化学：46.3 点，生物：53.8 点，小論文：64.5 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：370 名
　　・男女別：男子 238 名（64.3％）, 女子 132 名（35.7％）
　〔受験者概要〕
　　・後期第 2 次試験受験者数：335 名（欠席者数：35 名）
　　・男女別：男子 213 名（63.6％）, 女子 122 名（36.4％）
　〔第 2 次試験（面接）統計〕
　　・最高点：20 点 , 最低点：7 点 , 平均点：13.00 点 , 標準偏差：2.54　
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　　・評価結果の集計
　　　評価 A 7.46％ , B 27.69％ , C 40.67％ , C-15.60，D 7.31％ , E 1.27％
　　・面接評価と内申点の相関関係 0.320
　〔合否判定結果〕
　　・合格者：46 名
　〔 特待生〕
　　・合格者特待生：成績上位 3 名
　⑧センター試験利用入学試験一次試験
　〔出願者概要〕
　　・第 1 次試験出願者数：793 名
　　・男女別：男子 469 名（59.1％）, 女子 324 名（40.9％）
　〔受験者概要〕
　　・第 1 次試験受験者数：782 名（欠席者数：11 名）
　〔合格者概要〕
　　・第 1 次試験合格者数：162 名（得点 461 点，155 位まで）
　　・男女別：男子 102 名（63.0％）, 女子 60 名（37.0％）
　⑨センター試験利用入学試験二次試験
　〔受験者概要〕
　　・第 2 次試験受験者数：47 名（欠席者数：115 名）
　　・男女別：男子 26 名（55.3％）, 女子 21 名（44.7％）
　〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
　　・最高点：19 点 , 最低点：9 点 , 平均点：13.43 点 , 標準偏差：2.52　
　　・評価結果の集計
　　　評価 A 8.17％ , B 29.33％ , C 45.19％ ,C-9.62，D 6.73％ , E 0.96％
　　・Ａ面接評価と内申点の相関関係 0.121
　　・Ｂ面接評価と内申点の相関関係 0.069
　〔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 27 年度医学部入学者選抜試験は，平成 26 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，大学
入試センター利用入学試験を行い選抜した．昨年度は大雪の影響で，一般入学試験（後期）で追試験を実施すること
になったが，今年度は天候，交通機関の影響等による試験日程の変更を行うことなく実施できたことは幸いであった．
しかし，一般入試（前期）終了後の試験問題採点中に生物の問題に出題ミスがあったことが判明し，文部科学省に届
け出を行い，ホームページにもお詫びの文面を掲載した．本学の入学試験の信用失墜にも繋がる重要な事案であり，
大きな反省をし，再発防止に努めるよう，学長より周知徹底された．出願者数は，前年度数を更に更新し，全ての入
学試験で増員となった．推薦入試出願者数（45 名・前年度比 7 名増），一般入試（前期）（2,280 名・前年度比 159
名増），一般入試（後期）（2,645 名・前年度比 226 名増），センター入試利用入学試験（793 名・前年度比 35 名増）．
平成 27 年度の募集定員は地域枠が 1 名の増員となり，126 名として実施した．内訳は推薦入試 10 名，一般（前期）
61 名（昨年度 60 名），一般（後期）45 名，センター利用 10 名であった．最終的には，合計 128 名（男性 82 名（64.1％），
女性 46 名（35.9％））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．具体的な活動として，5 月 10 日（土）には「医学部の入試の在り方に関
わるワークショップ」を開催し，入試に関わる教員と事務員一堂に会し，入試の在り方について検討を行った．また，
文部科学省，大学入試センターが主催する「大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会」，「全国大学入学者選抜連絡
協議会大会」，「大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会」等にも積極的に参加し，情報収集に努
め，本学の入試関連業務の更なる向上と改善を図った．また，前期，後期一般入試の 1 次試験の実施における円滑
な運営を図るため，試験監督者に対し入試実施要領の事前説明会を昨年度同様に2回開催した．面接委員に対しても，
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面接試験時の面接評価と入学後の成績のフィードバックを行い，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，教養教育担当教員が中心となり，アドミッションセンター特任講師と連携を取
りながら何回にも渡る校正を重ね，入試問題の精度向上に努力した．本学が求める入学者を選抜するため，面接試験
の重み付けについても継続的に検討を重ねた．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 28 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．

平成 27 年度の医学部入学試験委員会も，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．
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3．12）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：H27.3.31）
副委員長　　　　吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）：教養教育（化学） 教授（任期：H27.3.31）
科目責任者　　　向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）：教養教育（物理学）准教授（任期：H27.3.31）
科目責任者　　　笹島　茂（SASAJIMA, Sigeru）：教養教育（英語）教授（任期：H27.3.31）
科目責任者　　　勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：教養教育（数学）准教授（任期：H27.3.31）
科目責任者　　　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育（生物）准教授（任期：H27.3.31）
科目責任者　　　渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：生理学 教授
　　　　　　　　　　（※問題作成班長）（任期：H27.3.31）
面接担当　　　　岡田浩一（OKADA,Hirokazu）：腎臓内科教授
　　　　　　　　　　（※面接班長）（任期：H27.3.31）
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
　　　　　　　　　　（※一般入試実施班長）（任期：H27.3.31）
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：H27.3.31）
実施に必要な者　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター　教授
　　　　　　　　　　（※情報宣伝班長）（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　山田健人（YAMADA, Taketo）：病理学　教授（任期：H27.1.1 ～ H27.3.31）
実施に必要な者　荒関かやの（ARAZEKI, Kayano）：医学教育センター 講師（任期：H27.3.31）
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：H27.3.31）
実施に必要な者　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：生化学 教授（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学 講師（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部 部長
　　　　　　　　　　（※事務責任者）（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課 課長
　　　　　　　　　　（※事務局）（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部教務課 課長（任期：H27.3.31）
実施に必要な者　笠間　忍（KASAMA, Shinobu）：大学事務部庶務課 課長（任期：H26.6.30）
実施に必要な者　松尾有裕（MATSUO, Arihiro）: 大学事務部庶務課　課長（任期 :H26.7.1 ～ H27.3.31）
オブザーバー　　別所正美（BESSHO, Masami）：学長・医学部長

2．目的
　本委員会は医学部入試委員会で決定された方針により，学校法人埼玉医科大学入学試験実施委員会規則第 4 条に
則り，試験問題の作成，入学試験の実施，採点等の入試業務を円滑に実施する．

3．活動報告
　①会議日程と議事内容
　　・第 1 回　定例会議（平成 26 年 5 月 14 日（水））：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 20 人　欠席 1 人
　　　　　　　議事：平成 27 年度医学部入学試験問題の作成日程および問題提出日について，平成 27 年度入学試

験における旧教育課程履修者の経過措置について，平成 26 年度オープンキャンパスについて，
新入生へのアンケート集計結果について，平成 26 年度進学相談会の日程について，平成 27
年度一般入学試験について，平成 27 年度医学部入学試験日程について，他

　　・第 2 回　定例会議（平成 26 年 7 月 8 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 19 人　欠席 2 人
　　　　　　　議事：平成 26 年度問題作成のスケジュールについて，一般入学試験 1 次試験問題作成ガイドライン

について，「平成 27 年度医学部入学試験関係書類発送計画・実施」について，平成 27 年度入
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学試験面接委員委嘱のための事前調査について，平成 27 年度入学試験監督委嘱のための事前
調査について，平成 26 年度医学部オープンキャンパスについて，平成 26 年度医学部進学相
談会について，医学部入学試験実施委員会構成員（事務）の変更について，平成 27 年度推薦
入学試験適性試験の表記方法について，他

・第 3 回　定例会議（平成 26 年 9 月 9 日（火）） ：本部棟 2 階会議室
出席 21 人　欠席 0 人
議事：新しい「面接試験評定票」について，平成 26 第 1 回オープンキャンパスについて，平成 26

第 1 回オープンキャンパスアンケート集計結果について，平成 26 第 2 回オープンキャンパス
について，平成 27 年度一般入学試験問題の事前点検について，著作物から入学試験問題に引
用した場合の取扱いについて，過去問題の配布について，平成 26 年度一般入学試験問題の作
成日程について，独立行政法人国立印刷局東京工場の移転場所について，平成 26 年度医学部
推薦入学試験実施要領について，平成 26 年度医学部入学試験実施委員会の開催日程について，
他

・第 4 回　定例会議（平成 27 年 1 月 6 日（火）） ：本部棟 2 階会議室
出席 21 人　欠席 1 人（構成員 22 人に変更）
議事：一般入試問題の校正について，センター試験利用入学試験 2 次試験について，新しい「面接

試験評定票」の使用結果について，平成 26 年度第 2 回オープンキャンパスについて，平成
26 年度第 2 回オープンキャンパスアンケート集計結果について，平成 27 年度一般入学試験
の試験監督者および面接委員の確保状況について，平成 27 年度大学入試センター試験（セン
ター試験利用入学試験 1 次試験）について，平成 27 年度一般入試実施要領について，平成
27 年度医学部入試実施委員会開催日程（案）について，平成 28 年度医学部入学試験日程（案）
について，平成 27 年度一般入試問題作成日程（案）について，平成 26 年度私立医科大学合
同入試説明会・相談会検討事項等について，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 27 年度大学入試センター試験の志願者数等について，「新しい時代にふ
さわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選抜の一体的改革につ
いて（中教審からの答申）」について，他

・第 5 回　定例会議（平成 27 年 3 月 24 日（火）） ：本部棟 2 階会議室
出席 21 人　欠席 1 人
議事：平成 27 年度の入学試験について（総括），平成 27 年度一般入学試験問題の第三者評価について，

一般入試の得点度数分布の科目責任者への配布について，一般入試問題作成過程でのセキュリ
ティーの確保について，平成 28 年度医学部入学試験出題委員等担当者（案）について，平成
27 年度一般入学試験問題作成日程（案）について，面接試験評定票の C- について，平成 27
年度医学部オープンキャンパス（案）について，平成 27 年度一般入学試験（前期）1 次試験
監督者アンケート結果について，平成 27 年度一般入学試験（後期）1 次試験監督者アンケー
ト結果について，平成 28 年度一般入学試験 1 次試験会場のレイアウト（案）について，平成
28 年度一般入学試験実施要領（案）について，平成 27 年度センター試験利用入学試験 2 次
試験について（事務からの総括），平成 28 年度センター試験利用入学試験 2 次試験実施要領

（案）について，著作物から入学試験問題に引用した場合の取扱いと入試問題 2 次利用につい
て，平成 27 年度医学部入学試験実施委員会日程（案）について，平成 27 年度末の退任者（教
養教育）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 27 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 27 年度入試実施要領」の事前説明会の開催
　（8）採点と集計
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　　　　（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 20 日（日）,9 月 23 日（火・秋分の日））
　　　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

4．評価・次年度目標
　一般入学試験（前期）で，試験終了後の採点中に出題ミスがあったことが判明した．合格発表を行う前であったた
め，文部科学省への届け出，ホームページへの詫び状の掲載等々の対応で事なきを得たが，本委員会においても一般
入学試験問題作成班が中心となり，再発防止のための検討を実施した．センター試験利用入学試験は，女子栄養大学
との共同実施を開始してから 3 回目となり，これまでの経験を生かして 1 次試験合格者数の検討，面接試験会場の
改善等を行なった．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．
　オープンキャンパスは，7 月 20 日（日）と 9 月 23 日（火・秋分の日）の 2 回開催した．2 回目は，午前中だけ
の簡易版で行なった．出願者数への影響も懸念したが，特に影響は無かったと判断している．
 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試験で昨年度の出願者数を上回り，
大きな問題も無く平成27年度の入学試験業務を終えたことは，本委員会の成果と評価している．最終的な結果として，
平成 27 年度入学試験は，募集定員 126 名（地域枠 15 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（KATOUGI, Toshiyuki）：保健医療学部副学部長
別所正美（BESSHO, Masami）：学長
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科 教授・学科長
古地順子（KOCHI, Junko）：看護学科 教授（平成 27 年 3 月まで）
湯澤八江（YUZAWA, Yae）：看護学科 教授（平成 27 年 3 月まで）
冨田幸江（TOMITA, Sachie）：看護学科　教授
佐久間 肇（SAKUMA, Hajimu）：看護学科　教授
村田栄子（MURATA, Eiko）：健康医療科学科 教授・学科長
和合和久（WAGO, Haruhisa）：健康医療科学科 教授
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：健康医療科学科 教授
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：健康医療科学科 教授
佐藤正夫（SATO, Masao）：健康医療科学科 教授（平成 27 年 1 月から）
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
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：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
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
計：22 名　定足数：15 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（平成 26 年 6 月まで）
　　山川修一郎（YAMAKAWA, Syuichiro）事務室長（平成 26 年 7 月から）
　　蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）：川角分室 室長

3．開催日
（1）定時開催
　第 88 回： 4 月 24 日（木）出席者 18 名
　第 89 回： 5 月 22 日（木）出席者 19 名
　第 90 回： 6 月 26 日（木）出席者 20 名
　第 91 回： 7 月 24 日（木）出席者 19 名
　第 92 回： 9 月 25 日（木）出席者 18 名
　第 93 回：10 月 23 日（木）出席者 19 名
　第 94 回：11 月 27 日（木）出席者 20 名
　第 95 回：12 月 18 日（木）出席者 20 名
　第 96 回： 1 月 22 日（木）出席者 20 名
　第 97 回： 2 月 19 日（木）出席者 21 名
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　第 98 回： 3 月 19 日（木）出席者 18 名
（2）臨時開催
　3 年次編入合否判定：9 月 30 日（火）出席者 21 名（委任状 2 名）
　推薦入試合否判定：11 月 11 日（火）出席者 21 名
　AO 入試合否判定：12 月 16 日（火）出席者 19 名
　一般入試前期 2 次合否判定：2 月 2 日（月）出席者 20 名
　一般入試後期合否判定：2 月 27 日（金）出席者 19 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
　健康医療科学科では佐藤正夫准教授の教授昇任（平成 27 年 1 月 1 日付）があった．さらに，大野良三学部長，看
護学科の湯澤八江教授が退任された（平成 27 年 3 月 31 日付）．また，松尾有裕課長から山川修一郎参事への事務
室長交代があった．

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 88 回教授会（4 月）では，看護学科の 3 年次編入学生 4 名および
医用生体工学科の 2 年次新入学生 1 名の既修得単位認定案を承認した．また，退学者 5 名を承認した．第 89 回教
授会（5 月）では，平成 27 年度の推薦入試指定校の選定案，平成 27 年度入学試験日程案，埼玉医科大学アレルギー
センター規程案，埼玉医科大学医学教育センター規程案および退学 1 名を承認した．第 90 回教授会（6 月）では，
平成 27 年度学事予定案，教員任期制の正式適用および休学者 1 名を承認した．第 91 回教授会（7 月）では，平成
26 年度学内グラントの審査結果案，平成 26 年度研究マインド育成プログラム実施助成金の公募要項案，医学部定
員増に係る埼玉医科大学学則変更案，保健医療学部プロジェクト研究審査結果案，健康医療科学科准教授候補者につ
いての選考委員案および退学者1名を承認した．また，保健医療学部への｢教員の資格と職位制度｣の導入を承認した．
第 92 回教授会（9 月）では，埼玉医科大学 50 周年記念総合グラウンド利用細則案，利益相反（COI）に関わる自己
申告書案，委託研究申込書と共同研究申込書の様式の改正案，研究マインド支援グラント募集要項案，健康医療科
学科の学科名変更に伴う学則改正案を承認した．また，看護学科の教授候補者 1 名，健康医療科学科の教授候補者 1
名および理学療法学科の准教授候補者 1 名についての選考委員案を承認した．第 93 回教授会（10 月）では，埼玉
医科大学学則付則案，看護学科 3 年生保健師教育課程履修者の判定案，埼玉医科大学保健医療学部の学科の運営に
関する規則一部改訂（案），学校法人埼玉医科大学組織規程改正案，埼玉医科大学保健医療学部組織図改正案および
退学者 1 名を承認した．第 94 回教授会（11 月）では，埼玉医科大学 50 周年記念総合グラウンド利用細則案，平成
27 年度時間割案および退学者 1 名，休学者 1 名を承認した．また，看護学科の教授候補者 1 名，健康医療科学科の
教授候補者 1 名および医用生体工学科の教授候補者 1 名についての選考委員案を承認した．第 95 回教授会（12 月）
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では，平成 27 年度学事予定案，平成 27 年度時間割案および退学者 1 名を承認した．第 96 回教授会（1 月）では，
埼玉医科大学学位規則（案），埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程（案），埼玉医科大学医学部専攻生規則（案），
埼玉医科大学動物実験規程 （案），埼玉医科大学保健医療学部の学科の運営に関する細則（案）　および看護学科の准
教授候補者 1 名についての選考委員案を承認した．第 97 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．また，健康医療科学科の学科名変
更に伴う埼玉医科大学保健医療学部規程，同入学試験規則，同危機管理委員会規則の改正案を承認するとともに，定
期試験における不正行為に対する停学処分1名，退学者1名，学費未納による除籍1名を承認した．第98回教授会（3
月）では，各学科の進級判定（案），1 ～ 3 年生の奨学賞案，平成 28 年度入学試験日程案，平成 26 年度教員表彰案，
平成 27 年度各種委員会委員案および退学者 6 名，復学者 1 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 25 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 1 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 26 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 26 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．
　なお，学部開設以来 9 年目を迎え，保健医療学部では，かねて懸案であった教員任期制の正式適用を開始すると
ともに，健康医療科学科の学科名変更（臨床検査学科，平成 27 年 4 月から）および ｢ 教員の資格と職位制度 ｣ の導
入（平成 27 年 4 月から）を決定し，それぞれ関連する諸規則の改訂を行った．
　とくに ｢ 教員の資格と職位制度 ｣ を導入することにより，次年度以降，各学科では学科長（運営責任者）に加えて，
教育主任，研究主任の職位が新たに置かれ，よりきめ細かな学科運営が期待できることとなる．また，これに伴い，
教員人事考課の運用方式の改訂が必要となり，連動して研究業績評価の適正な基準の策定など，新制度の定着と発展
を促すための各種の施策が求められる．
　さらに，それぞれの学科では国家試験対策や就職支援に一層の努力が必要であり，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・評価が重要となる．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：H27.3.31）
委　員　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：副学部長（任期：H28.3.31）

大森智美（OMORI, Tomomi）：看護学科 准教授（任期：H27.3.31）
淺川典子（ASAKAWA, Noriko）：看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）：健康医療科学科 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：H28.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：医用生体工学科 教授（任期：H27.3.31）
中島孔志（NAKASHIMA, Koshi）：医用生体工学科 講師（任期：H28.3.31）
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）：理学療法学科 講師（任期：H27.3.31）
神小嶋 誠（KAMIKOJIMA, Makoto）：理学療法学科 講師（任期：H28.3.31）
間山　伸（MAYAMA, Shin）：健康医療科学科 準教授（任期：H27.3.31）
佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：看護学科 教授（任期：H27.3.31）
鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）：大学事務部（任期：H28.3.31，平成 26.7 まで）
岡田一観（OKADA, Kazumi）：大学事務部（任期：H28.3.31，平成 26.9 から）

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 26 年度の活動目標：
①平成 26 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
・新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・復学者の認定
・課外学習プログラムの実施
・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 27 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 27 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運用
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・学生の海外研修への支援
・学部説明会，オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
・各種国家試験と授業内容に対応チェック
・医療人教育者のためのワークショップ開催
・公開講座の開催，市民公開講座の開催
・節電対策
・Web 履修登録手順の見直し
・課外学習プログラムの見直し
・防災訓練の見直し
・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
・シラバスの入力方式の改訂（Web シラバス化）

3．活動報告
（1）第 89 回学務委員会
　（平成 26 年 4 月 28 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）

①委員交代の紹介
②平成 25 年度活動概要の報告と平成 26 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
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 25 年度成績優秀者（44 名）の表彰報告
⑬各小委員会の委員長および委員の選定
⑭ 3 年次編入学生 2 名の既習得単位認定案の承認（教授会上程）
⑮キャリアパス・セミナーを学務委員会としてサポートすることの確認
⑯市民公開講座を学務委員会として開催することの確認
⑰ BLS 実習報告
⑱退学者 4 名の承認（教授会上程）

（2）第 90 回学務委員会
　（平成 26 年 5 月 16 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）

①新入生オリエンテーションのポストアンケート集計結果，Web 履修登録，現住所等の確認，大学メールの携帯
電話への転送に関する現状報告

②医学部の市民公開講座への参加：看護学科千田教授，5 月 17 日予定
今年度から学部として市民公開講座を行うことの確認

③第 14 回医療人教育者のためのワークショップ（8 月 21 ～ 22 日）および第 15 回医療人教育者のためのワーク
ショップ（8 月 27 ～ 28 日，新任教職員対象）の日程承認

④キャリアパス・セミナーの予定報告
⑤平成 27 年度学事予定案の検討
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⑥退学者 2 名の承認（教授会上程）
（3）第 91 回学務委員会

（平成 26 年 6 月 20 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①市民公開講座の開催：理学療法学科（8 月に 3 回予定）
②公開講座の開催：看護学科（9 月 13 日），医用生体工学科（未定）
③課外学習プログラム：22 プログラムで開催予定
④ BLS 実施状況報告
⑤ハンガリーのセンメルワイス大学からの来校者報告
⑥平成 27 年度学事予定案の承認（教授会上程）
⑦前期定期試験日程案の承認（教授会報告）
⑧ GPA 制度導入に関する意見交換
⑨休学者 1 名の承認（教授会上程）

（4）第 92 回学務委員会
（平成 26 年 7 月 18 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①市民公開講座の開催予定：10 月 18 日，11 月 22 日，1 月 31 日（担当：理学療法学科）
②課外学習プログラムの現状報告
③各種国家試験問題と授業内容の対応の結果一覧表に関する意見交換
④平成 27 年度非常勤講師のご都合伺いの手順確認
⑤退学者 1 名の承認（教授会上程）

（5）第 93 回学務委員会
（平成 26 年 9 月 19 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 27 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
②公開講座開催報告（看護学科担当）
③第 14 回および第 15 回医療人教育者のためのワークショップの実施報告
④国試受験者の解答内容チェックを全学的に実施することに関する意見交換
⑤春季の海外語学研修申し込み状況の報告
⑥健康医療科学科の学科名変更（臨床検査学科に）に関する学則変更案の承認（教授会上程）
⑦日高校舎の施錠時間変更に関する意見交換

（6）第 94 回学務委員会
（平成 26 年 10 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①課外学習プログラム実施報告：保健医療学部 29 プログラム中 18 プログラム 112 名に，医学部 118 プログラ

ム中 11 プログラム 31 名，計 143 名が参加した．
②理学療法学科の海外研修（米国）の実施報告
③看護学科 3 年生の保健師教育課程履修者の選定
④解剖体慰霊祭の実施予定（10 月 18 日）
⑤学生名簿に使用する顔写真の前倒し撮影案の承認
⑥平成 27 年度時間割案に関する意見交換
⑦学生の学外実習に関する届（学外教育活動届）の様式の承認
⑧退学者 1 名の承認（教授会上程）

（7）第 95 回学務委員会
（平成 26 年 11 月 14 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①新入生オリエンテーションスケジュール案の報告と意見交換
②公開講座（看護学科担当）のポストアンケート集計結果報告
③春季の海外語学研修（米国）の応募報告：16 名参加予定
④学生名簿に使用する顔写真の前倒し撮影の実施報告
⑤平成 27 年度時間割案の承認（教授会上程）
⑥退学者 1 名の承認（教授会上程）

（8）第 96 回学務委員会
（平成 26 年 12 月 12 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①公開講座（医用生体工学科担当）：2 月 14 日予定
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②国試の自己採点データの保管場所は事務室教務課が行なうことの確認
③後期定期試験日程案の承認（教授会報告）
④平成 27 年度学事予定の一部変更（教授会上程）
⑤平成 27 年度時間割案の一部変更（教授会上程）
⑥平成 27 年度シラバスおよび学生便覧の作成依頼
⑦退学者 1 名の承認（教授会上程）

（9）第 97 回学務委員会
（平成 27 年 1 月 16 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①再試験受験手続の厳格化案の承認
②シラバスおよび学生便覧の作成状況報告

（10）平成 26 年度第 1 回拡大学務委員会：平成 26 年度卒業判定会議
（平成 27 年 2 月 13 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 0 名，議事録あり）
①学務委員会委員および 4 学科長による卒業判定を実施した．
②看護学科では 88 名の卒業（留年 1 名），健康医療科学科では 68 名の卒業（留年 1 名），医用生体工学科では

34 名の卒業，理学療法学科では 53 名の卒業（留年 1 名）となる卒業判定案が承認された．（教授会上程）　
（11）第 98 回学務委員会

（平成 27 年 2 月 13 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①シラバスおよび学生便覧の作成状況報告
②平成 26 年度学生生活実態調査アンケートの説明
③学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定
④定期試験における不正行為：4 週間の停学処分の承認（教授会上程）
④退学者 1 名，除籍者 1 名の承認（教授会上程）

（12）平成 26 年度第 2 回拡大学務委員会：平成 26 年度進級判定会議
（平成 27 年 3 月 13 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 学科長による進級判定を実施した．
②看護学科では 1 年生 87 名（留年 1 名），2 年生 88 名（留年 2 名），3 年生 90 名の進級，健康医療科学科では

1 年生 57 名，2 年生 71 名，3 年生 70 名（留年 2 名）の進級，医用生体工学科では 1 年生 38 名（留年 2 名），
2 年生 38 名（留年 3 名），3 年生 37 名の進級（留年 2 名），理学療法学科では 1 年生 45 名（留年 1 名），2 年
生 48 名（留年 1 名），3 年生 45 名（留年 5 名）の進級となる進級判定案が承認された．

（13）第 99 回学務委員会
（平成 27 年 3 月 13 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①新入生オリエンテーションの日程報告
②公開講座開催報告（医用生体工学科担当）：2 月 14 日
③平成 27 年度新入職者への医学教育ワークショップの日程変更の報告：4 月 25 ～ 26 日
④教育環境の整備状況報告
⑤ 1 ～ 3 年生の奨学賞候補者の選定（教授会上程）
⑥退学 6 名，復学 1 名の承認（教授会上程）
⑦平成 26 年度学務委員会活動概要と 27 年度活動予定の報告，意見交換

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①平成 26 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．
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③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：　
　　第 14 回および第 15 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

を実施した．また，日高校舎および川角校舎において，2 回目となる全員参加の防災訓練を実施した．防災訓練
の欠席者を減らす方策の検討や日程の工夫などを今後の課題としたい．

　　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．なお，次年度には国家試験終了直後に学生を集め，マークシートによる学生の自
己採点結果をデータベース化することを計画した．個々の科目担当者への情報として，また，IR 情報として教
務課で管理する．

　　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
公開講座に一部参加し，また，学部主催の市民公開講座も試験的に開始した．次年度以降の発展に期待したい．

　　課外学習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，キャリアパスに関する教育活動（キャリアパス・セミナー）を開始し，TA 制度の活用
および GPA 制度の導入についての検討を実施した．

　　懸案事項であった健康医療科学科の学科名を臨床検査学科に変更した．衛生・食品コースの廃止，診療情報管
理士関連科目の廃止を受けたものであり，4 月からの運用をめざし，諸手続きを完了した．

　　なお，今年度の未実施事項として，成績不良者への対応，出欠席管理，担任制度，進級判定基準の見直しがあ
り，次年度以降の課題とする．

（2）次年度の目標
①平成 27 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 28 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防災訓練の見直し（継続）
⑩ GPA 制度導入の検討（継続）
⑪ TA 制度の活用についての検討（継続）
⑫ Web 上でのシラバス入力システムの見直し（継続）
⑬キャリアパス・セミナーの効果的運用の検討（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：H28.3.31）
委員　　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部副学部長：教授：外科学，小児心臓外科学：博士

（任期：H27.3.31）
　　　　大堀　昇（OHORI, Noboru）：看護学科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　辻脇邦彦（TSUJIWAKI, Kunihiko）：看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　野寺　誠（NODERA, Makoto）：健康医療科学科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：医用生体工学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）：医用生体工学科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　澤田　豊（SAWADA, Yutaka）：理学療法学科：講師（任期：H27.3.31）
　　　　國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）：理学療法学科：講師（任期：H28.3.31）
　　　　山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）：保健医療学部事務室：事務員（任期：H28.3.31）

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）平成 26 年度の活動目標
（1）保健健康管理の充実（健康診断，予防接種の実施など）
（2）学生との交流の推進（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部，部活代表者，学年代表者との懇談会の実施など）
（3）学生行事への支援（越華祭，スポーツ大会，卒業アルバム制作へのアドバイスなど）
（4）福利厚生施設整備の充実（学生生活上必要なものについて）
以上を目標とし，平成 26 年 4 月 1 日より平成 27 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 回は埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同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 26 年 4 月 14 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 10 名 欠席 0 名）

①委員長の挨拶と委員の自己紹介
②平成 25 年度学生部委員会の活動報告
③予防接種の変更について報告（ムンプス・水痘・B 型肝炎・風疹・麻疹ワクチン接種）
④卒業アルバムの進捗状況について報告
⑤定例学生部委員会の開催日程について検討
⑥役割担当の選出（保健・健康管理担当，福利厚生担当，越華祭担当，学生会担当，卒業生謝恩会担当，卒業ア
　ルバム担当）
⑦ハラスメント相談員の選出
⑧平成 26 年度学生部委員会の活動目標について審議

（2）第 2 回学生部委員会（平成 26 年 5 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 1 名）
① 5 月の学生総会について報告（スポーツ大会，越華祭などの事業日程，学生会役員の選出）
② 5 月 19 日の創立 50 周年記念グラウンドのオープニングセレモニーについて報告
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③予防接種の進捗状況について報告
④部活の表彰について審議（剣道部男子団体）
⑤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 26 年 6 月 16 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 8 名 欠席 2 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学生懇談会の前期開催日程について決定（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部，部活代表者，学年代表者
　との懇談会）
③創立 50 周年記念グラウンド使用に関する連絡会議について報告
④日高キャンパス内で自転車に乗った本学部学生の交通事故について報告
⑤川角キャンパス内の諸問題について審議
⑥一斉メール配信の規制について審議
⑦医学部の部活に参加している本学部学生の把握について検討
⑧サッカーサークルの新グラウンド使用について検討

（4） 第 4 回学生部委員会（平成 26 年 7 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 1 名）
① 6 月のスポーツ大会について報告
② 7 月の七夕祭について報告
③ 10 月の越華祭の企画について報告
④一斉メール配信の規制について報告
⑤サッカーサークルの新グラウンド使用について報告
⑥日高市との地域連携：日高市長と学生との懇談会について報告
⑦医学部の部活に参加している本学部学生把握について審議
⑧ 6 月 27 日の学生（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部），7 月 4 日の学生（部活代表者）との懇談会に
　ついて審議
⑨ 9 月の合同学生部委員会の議題について検討
⑩部活の表彰について審議（剣道部女子団体，陸上男子・女子）
⑪国際医療センターに投函された投書について検討

（5） 第 5 回学生部委員会（平成 26 年 9 月 8 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 1 名）
①医学部の部活に参加している本学部学生把握について報告
② 4 月の定期健康診断結果の配布について報告
③健康相談担当医の変更について報告
④ 10 月の越華祭の企画について報告
⑤卒業アルバムの個人写真撮影について報告
⑥卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑦ 7 月 11 日の学生（学年代表者）との懇談会について審議
⑧ 9 月の合同学生部委員会の議題について審議
⑨国際医療センターに投函された投書について審議

（6）第 1 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会（平成 26 年 9 月 12 日）
①越華祭実行委員・会計局より，越華祭について報告
②保健医療学部学生部委員長より，越華祭について提案
③保健医療学部学生部委員長より，バスマナー，川角キャンパス内の問題について報告

（7） 第 6 回学生部委員会（平成 26 年 10 月 6 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 6 名 欠席 4 名）
①予防接種の調整日程について報告
②コピー代金の支払方法について報告
③階段・廊下の夜間照明について報告
④保健医療学部 C 棟北扉の自動施錠について報告
⑤国際医療センターに投函された投書について報告
⑥図書館閉館時刻と保健医療学部棟施錠時刻について
⑦ 10 月の越華祭の準備状況について報告
⑧卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
⑨卒業生謝恩会の進捗状況について報告
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⑩部活の表彰について審議（陸上女子）
⑪学生懇談会の後期開催日程について決定（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部，部活代表者，学年代表者
　との懇談会）

（8） 第 7 回学生部委員会（平成 26 年 11 月 17 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名 欠席 3 名）
①予防接種の来年度日程について報告（B 型肝炎・水痘・ムンプス・インフルエンザのワクチン接種）
②定期健康診断の来年度日程について報告
③創立 50 周年記念グラウンドの部室使用について報告
④医学部の部活に参加している本学部学生把握について報告
⑤図書館での大量コピーについて報告
⑥卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
⑦卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑧日高市との地域連携：日高市長と学生との懇談会について報告
⑨学生懇談会の議題について審議
⑩部活の表彰について審議（バレーボール，剣道男子，剣道女子団体）

（9） 第 8 回学生部委員会（平成 26 年 12 月 8 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 2 名）
①予防接種の来年度変更日程について報告
②定期健康診断の来年度変更日程について報告
③卒業アルバムの進捗状況について報告
④卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑤国際医療センターの救命救急について報告
⑥自転車・バイク等の盗難防止について報告
⑦ 11 月 28 日の学生（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部），12 月 5 日の学生（部活代表者）との懇談会
　について審議
⑧ 12 月の合同学生部委員会の議題について審議

（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 26 年 12 月 12 日）
①越華祭実行委員長より，来年度の課題について報告
②越華祭実行委員・会計局より，越華祭の収支報告について報告
③保健医療学部学生部委員長より，医学部部活に参加している本学部学生について報告
④保健医療学部学生部委員長より，川角キャンパス内の諸問題について報告

（11） 第 9 回学生部委員会（平成 27 年 1 月 5 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 1 名）
① 1 月 5 日の感染症対策委員会のインフルエンザ対策について報告
② 12 月の合同学生部委員会について報告（越華祭の収支報告など）
③ 3 月 14 日の卒業式と卒業生謝恩会のタイムスケジュールについて報告
④来年度の学生便覧の作成について報告
⑤卒業アルバムの進捗状況について報告
⑥卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑦ 12 月 12 日の学生（学年代表者）との懇談会について審議
⑧医学部の部活に参加している本学部学生把握について報告
⑨川角キャンパス内の諸問題について審議

（12） 第 10 回学生部委員会（平成 27 年 2 月 9 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 5 名 欠席 5 名）
①川角グラウンド，川角体育館および部室棟の現場見学
②来年度の学生会役員決定について報告
③卒業アルバムの進捗状況について報告
④卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑤健康推進センターからの報告事項
⑥来年度の定期健康診断の変更について報告
⑦ 1 月の学生部長会について報告（団体新設・昇格）
⑧医学部の部活に参加している本学部学生のトラブル事前対策について審議
⑨川角キャンパス内の諸問題について審議
⑩ 3 月のロッカー明け渡しについて報告
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（13） 第 11 回学生部委員会（平成 27 年 3 月 9 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 2 名）
①卒業記念品について報告
②医学部災害発生時の対応について報告
③たちばな会会長賞の表彰について報告
④オスラーホールの春休み期間の閉館について報告
⑤来年度の定例学生部委員会の開催日について報告
⑥平成 26 年度学生部委員会の活動報告について審議

4．評価と次年度目標
1）今年度の学生部委員会活動目標の達成状況
（1）保健・健康管理
　入学時検診により抗体価の低い学生に以下のような予防接種の変更が行われた．

①麻疹・風疹・ムンプス・水痘ワクチン接種：全学科 1 年次
昨年度まで看護学科と理学療法学科の 2 年次に接種していた．今年度は過渡期ため看護学科および理学療法
学科の 2 年生，健康医療科学科および医用生体工学科の 2 ～ 4 年生にも実施された．

② B 型肝炎ワクチン接種（3 回）：全学科 2 年次
昨年度まで看護学科と健康医療科学科の 3 年次に接種していた．今年度は過渡期ため看護学科および健康医
療科学科の 3 年生，医用生体工学科および理学療法学科の 3 ～ 4 年生にも実施された．
次年度は，4 月の定期健康診断時に 3 年生の採血（B 型肝炎抗体検査）が追加され，抗体価の低い学生に対し
ては 2 年生と一緒に，再度ワクチン接種を行う予定である．

（2）学生の行事支援・アドバイス
①越華祭

10 月 25 日（土）～ 26 日（日）開催され全体的には順調であったが，テント設営中のケガ対策や模擬店のゴ
ミ処理に問題があった．注意点は突然のハエ発生である．

②謝恩会
3 月 14 日（土）に開催予定である．準備会への看護 4 年生委員の欠席が多く，学生委員間の連携が少し悪かっ
た．引継ぎ時は，川越プリンスホテルでの打合せなどに 3 年生を早くから参加させるよう申し送りたい．

③卒業アルバム
ほぼ順調に進行した．次年度へ向け，新 4 年生の卒業アルバム委員には 4 月 3 日（金）17 時，C205 会議室
に集合させる．

④福利厚生
a）50 周年記念グランドが平成 26 年 5 月にオープンし，陸上部，サッカー同好会およびラグビー同好会が活
　動を開始した．
b）川角グランドのネットの改修および水道の設置が行われるなどの改善が行われ，体育館内の旧教員室が理
　学療法学科の教育用に利用できるようになり，部室棟の整理が終了し空部屋が数室できた．
c）川角キャンパスには Letters to the Dean Box がないことから，設置を要望していく．

（3）学生懇談会
大きな問題はなかった．希望の多かった廊下の照明の自動化およびピロティ側出入りへの IC カード（学生証）
による開錠システムの設置については，今後も強く要望していくこととする．

（4）川角キャンパスについて
a）医学部学生の川角キャンパス構内自動車乗り入れについては，注意喚起がなされ，最近は減少した．
b）軽音楽部室の防音工事ついては依頼中である．

（5）その他
医学部の部活動に参加している保健医療学部生の調査を行ったところ，予想以上に多くの学生が参加していた（部
員 78 名，マネージャー 33 名）．　来年度は，保健医療学部部活動更新をする 6 月に再度調査を行うこととした．

2）次年度の目標
医学部学生部委員会とも意見交換をしながら，充実した学生生活を送れるように支援する．主な対応項目は以下の

通りである．
（1）保健・健康管理

教職員・学生健康推進センターと打ち合わせを行いながら，学生の健康管理の充実を図る．
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①今年度 4 月の定期健康診断時に 3 年生の採血（B 型肝炎抗体検査）が追加されたが，抗体価の低い学生に対
　しては 2 年生と一緒に，再度ワクチン接種を行うよう要望していく．
②総合医療センターにおいて，実習生に対する麻疹，風疹，水痘，ムンプスの予防接種指針が変更になったとの
　情報があり，それに対応したワクチン接種を要望していく．
③学生用健康カードの作成を検討する．

（2）学生の行事支援
平成 26 年度同様，越華祭をはじめとした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．

（3）学生との懇談会
平成 27 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．

（4）福利厚生施設の充実
①廊下の照明の自動化およびピロティ側出入りへの IC カード（学生証）による開錠システムの設置については，
　今後も強く要望していくこととする．
②体育施設の整備，防犯対策（特に夜間）など引き続き要望していく．
③医学部軽音楽部室の防音工事ついては進捗状況をみて，再度依頼する．
④川角キャンパスの部室棟利用を学生に促す．
⑤川角キャンパスへの Letters to the Dean Box の設置を要望していく．
⑥川角キャンパス講義棟の廊下および階段の照明を自動化するよう要望していく．

（5）その他
①医学部の部活動に参加している保健医療学部生の調査を保健医療学部部活動更新時（6 月）に行う．
②学生の公共の場でのマナー違反についても，教職員の方々のご協力を得ながら，その都度注意をしていく．
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4．4）図書館委員会

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（現在，臨床検査学科）

は分館長が委員を兼任することとした．特に，平成 26 年度は 3 名の委員が交代し，新委員は図書館委員会を運営し，
業務内容や規定類の見直しを行うとともに，図書館の運営に関する重要事項を審議した．

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．

1．構成員
　分館長　和合治久（WAGO, Haruhisa）：健康医療科学科　教授
　委　員　佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：看護学科　教授
　　　　　加納　隆（KANO, Takashi）：医用生体工学科　教授
　　　　　乙戸　崇（OTSUDO, Takashi）：理学療法学科　講師

2．今年度の主たる活動目標　
　「電子ジャーナル化」が急速に進んでいる学術雑誌に関して，目的を「経費節減」だけでなく，「ＰＣ利用による電
子文献の入手は学生への教育指導としても有益であること」の視点から，特に国内雑誌について電子ジャーナルを有
効に利用するため，重複購入している雑誌の購入部数削減と 7 施設の関係図書館・室のシェアユースについて検討
を進めた．

3．委員会活動の概要
　第 1 回から第 4 回まで開催された委員会の議事報告並びに審議事項に基づき下記にその概要をまとめた． 

①新入生オリエンテーションで「学部全体図書館ガイダンス」及び「学科別館内見学」を実施した．
　（学科別にスケジュールや説明事項が違うために毎年行っている方法に準じた）
②教職員推薦の『学生用教育図書』，『大学院生研究用図書』を購入した．
　また，『シラバス掲載図書』，『DVD など視聴覚資料』についても購入した．
③図書館委員会のあり方について検討し，図書の購入だけでなく，場合によっては予算状況を報告・確認するなど

の対応の必要性を確認した．
④夏期休暇中の業務を以下の通り遂行した．
　日高キャンパス：1）館内の書架整理と清掃，雑資料の処分など雑務．
　　　　　　　　　2）図書データの記入漏れ部分の入力作業．
　川角キャンパス：蔵書点検　（作業人数 2 人，全 8296 点，不明資料数 11 点）．）
　＊夏期休館日程は，教職員にはプリント，学生にはメールにて周知連絡した．
⑤購入雑誌見直しを学科ごとに検討した．
・理学療法学科：購入希望を取り，必要のない雑誌も調査し，入れ替えでの購入を考えた．
・健康医療科学科：衛生食品コースの閉鎖にともない，関連の継続購入資料等の中止を検討した．
　1）法令集（加除式）5 点に関しては原本がネットで可読のため中止した．
　2）学術雑誌 10 誌は学科内で継続購入を検討した．
　3）診療情報管理士の継続購入についても，併せて検討した．
⑥利用者用 PC25 台（日高 23 台，川角 2 台）の入れ替えが終了した．
　OS は学生への便宜を考え，MM 教室とあわせて Windows7 とした．
⑦川角キャンパス分館では大雨や台風による壁からの漏水が頻繁にみられるため，施設管理課に修理依頼をした．

コンセント周辺にも漏水があり危険なため，適切な方法で対処できるよう館長からも働きかけた．
⑧相互貸借による文献複写の「貸し」と「借り」の雑誌リストを作成した．
　その結果，平成 25 年度は「貸し」が 802 件，「借り」が 679 件であり，バランスが取れていた．
⑨看護系データベース CINAHL，国立情報学研究所データベース CiNii について
　2015 年継続契約を更新した．
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⑩平成 27 年度予算編成について，予算額は毎年ほぼ同額を申請した．
　さらに，日高はコピー機の入れ替え，川角は書架の増設も申請した．
⑪プリンタ用紙の管理とプリンタ使用状況を報告した．
　プリンタ用紙の管理業務は学部事務室から図書館に移管された．
　12月の集計結果は，使用枚数が若干ではあるが減少した．学生へ用紙を渡す際に使用者名簿を書かせているため，

その効果がみられた．
　1 月は国家試験対策やレポートなどのせいか急激に上昇していた．
　ミスコピーの集計は 2 ヶ月で 4.5cm の厚さになり，その内訳はネットからのプリント，レポートなど，スキャ

ナ取り込みプリントが，それぞれ 1/3 の割合であった．
　また，図書館は印刷の枚数制限がないため，必要以上にプリントしている学生がいた．
　この件は，掲示にて学生への注意喚起を促すこととした．
⑫国家試験の問題集を，購入せずに図書館で借り，さらに延長し続けている学生がいた．
　学生が平等に借りられるよう，学科内でも呼びかけて対応してもらった．
⑬毛呂山本館：第 3 回図書館委員会にて平成 27 年度予算案を報告し，了承された（1 月 13 日）．
⑭利用者用コピー機の入れ替えが終了した．

4．今年度の目標達成度と次年度の目標について
　平成 26 年度の図書館委員会の活動目標については，その達成度は 90% 以上であり，概ね順調・円滑に運営と全
体的見直しが達成できた．今後，国内学術雑誌については，電子ジャーナルを有効利用するための7施設の関係図書館・
室のシェアユースについて，次年度も継続的に検討していく．加えて，川角キャンパス分館での漏水の問題も再度改
善を求め，教職員並びに学生の安全確保の対策を講じていきたい．加えて，経費削減についても徹底して行っていく．
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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：H27.3.31）
委　員　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：副学部長（任期：H28.3.31）

湯澤八江（YUZAWA, Yae），看護学科教授（任期：H27.3.31）
山路真佐子（YAMIJI, Masako），看護学科准教授（任期：H28.3.31）
佐藤正夫（SATO, Masao），健康医療科学科准教授（任期：H27.3.31）
小峰伸一（KOMINE, Shin-ichi）健康医療科学科講師（任期：H28.3.31）
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi），医用生体工学科准教授（任期：H27.3.31）
脇田政嘉（WAKITA, Masayosi），医用生体工学科講師（任期：H28.3.31）
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu，理学療法学科教授（任期：H27.3.31）
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji），理学療法学科講師（任期：H28.3.31）
紫藤友理（SHITO,Yuri）：大学事務部（任期：H28.3.31，平成 26.7 まで）
下田友美子（SHIMODA, Yumiko）：大学事務部（任期：H28.3.31，平成 26.9 から）

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 26 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 25 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

3．活動報告
（1）第 1 回自己点検・評価委員会
　（平成 26 年 4 月 9 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 0 名，議事録あり）

①委員交代（加藤木副学部長，健康医療科学科の村田教授から小峰講師へ，医用生体工学科の奥村講師から脇田講
師へ，理学療法学科の神小嶋講師から西岡講師へ）の紹介

②平成 25 年度活動概要の報告と平成 26 年度活動目標の確認
③平成 26 年度活動予定に関する意見交換
・各種委員会の活動評価を継続実施する．
・学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む．
・教育業績評価の運用状況を評価する．
・危機管理対策の運用状況を評価する．
・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．
④研究業績データベースの運用支援（実施報告；4 月 3 日 佐藤・山路両委員）

（2）第 2 回自己点検・評価委員会
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（平成 26 年 6 月 11 日，於：2F 会議室，出席 11 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（実施報告：4 月 24 日）
②平成 25 年度大学年報の作成に関する委員を通じた各学科への周知
③平成 25 年度人事考課の書式変更案の検討
④平成 25 年度教育業績評価に関する意見交換
⑤大学機関別認証評価の内容検証に基づく点検・評価
　認証評価において特別な指摘は受けていないが，学部として下記項目について見直しや検討が必要と考え，委員

会としても関心を持って臨んでいくこととした．
・アドミッションポリシーの適切性
・入学者選抜の見直し
・授業週数の確保
・TA 制度の効果的運用
・担任制度の見直し
・留年率や退学率の検討
・GPA 制度の検討
・キャリアガイダンスの見直し
・国試合格率と就職率の検討
・身体的／心理的学生支援の検討
・経済的学生支援の検討
・教員組織のあり方の検討
・教養教育の見直し
・川角校舎の教育環境整備，日高移転
・学生寮／部室の整備
・自己点検評価と IR 機構の整備

（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（平成 26 年 9 月 10 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席なし，議事録あり）
①新委員（事務室：紫藤氏から下田氏へ）の紹介
②学生との懇談会の報告
　階段の夜間照明が乏しいことが安全上の問題となり，施設部と協議を開始した．
③プロジェクト研究審査の報告
④オープンキャンパスの報告
⑤学生による授業評価は前期分が終了
⑥平成 25 年度年報は全学科，委員会から遅滞なく提出が完了した．
⑦平成 25 年度人事考課に関する意見交換
・教育業績評価表を添付することが有用であった．
・研究に関して基準をもう少し整理する必要がある．
・書類の様式に関してさらなる見直しが必要である．
⑧教員任期制の導入報告
⑨資格と職位の制度導入の報告
　いずれも本委員会として運用状況を評価していく必要がある．
⑩平成 25 年度各種委員会の活動状況評価
・担当委員案の承認
⑪研究業績データベースの運用支援　未参加者への追加説明会（実施報告：山路委員）

（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 26 年 11 月 12 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 1 名，議事録あり）
①公開講座（実施報告：9 月 13 日）
②川角キャンパス防災訓練（実施報告：9 月 22 日）
③領域別実習要件認定式（実施報告：10 月 4 日）
④解剖体慰霊祭（実施報告：10 月 18 日）
⑤市民公開講座（実施報告：10 月 19 日）
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⑥日高キャンパス防災訓練（実施報告：10 月 24 日）
⑦越華祭（実施報告：10 月 25 日，26 日）
⑧推薦入学試験（実施報告：11 月 9 日）
　上記について意見が交換された．市民公開講座のあり方，防災訓練や越華祭での学生の安全対策，入試時のバス

誘導などが話題となった．
⑨平成 25 年度各種委員会の活動評価
　担当委員からの評価をまとめ，意見が交換された．出席状況や開催状況に若干の問題点が指摘されたが，概ね適

切な活動が行われたものと判断し，教授会に報告することとした．
（5）第 5 回自己点検・評価委員会

（平成 27 年 1 月 7 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 1 名，議事録あり）
①各種委員会の活動状況評価結果を教授会に報告した．（報告書提出）
②オープンキャンパス，AO 入試，市民公開講座，キャリアパスセミナーの報告と意見交換
③学生の駐車有料化（平成 27 年 4 月から）の準備状況に関する意見交換
④入試に関する電車内広告の再開報告と意見交換
⑤プロジェクト研究の運用状況評価
　募集・審査・交付開始時期・交付金額・審査基準や減額の基準などにつき意見を交換した．審査委員会委員が研

究代表者であっても，その審査案件の審議からはずれることで申請を許可することにつき委員会に提言する．
（6）第 6 回自己点検・評価委員会

（平成 27 年 3 月 4 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 0 名，議事録あり）
①平成 26 年度目標の達成状況についての意見交換
②新規に取り上げられた事項の検証
③学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
④次年度目標の設定に関する意見交換

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 4 月の早い時期に説明会を行うことで，昨年に比較して欠席者が最低限に抑えられた．欠席者につい
ては夏期休暇中に再度説明会を行い対応した．次年度以降もこの日程で行うこととした．

②学生による授業評価の実施
例年通り講義科目と演習・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
平成 25 年度委員会で 3 月に表彰者案を策定し，教授会承認を得たので，平成 25 年度の表彰を平成 26 年 4 月
の教授会開始前に実施できた．今年度も後期資料の整理が迅速に行えた結果，平成 27 年 3 月に表彰者案の策定，
教授会承認が得られている．

④平成 25 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25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や開催状況に若
干の問題点が指摘された．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るが，やむをえないことと考えている．

⑤教育業績評価の運用状況評価
正式運用を介して 2 年目となるが，概ね円滑に運用された．なお，項目により評価の基準が教員間で共有され
ておらず，一部にポイントの付け方を間違える教員があったことが問題点として挙げられる．評価のためのマニュ
アルの周知を図る必要がある．

⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
本件については第 5 回委員会で審査の手順に関する問題点を若干話し合ったが，本格的な運用状況評価は次年
度へ持ち越しとする．

⑦危機管理対策に関する活動状況評価



委員会・会議報告（保健医療学部）

206

防災訓練を年 2 回，（日高キャンパスと川角キャンパスで各 1 回）実施している．なお，緊急時の水や食料の備蓄，
建物の落下物に対しての備えがどの程度できているかを確認する必要があり，今後，危機管理委員会に提言して
いく．

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
平成 25 年度の認証評価で指摘された点は特にないが，質疑の対象となった部分，例えば GPA の導入などにつ
いては，学部としての方向性を明らかにしておく必要がある．認証評価で問われる個々の事項については，今後
も継続的に評価していくことが重要である．

（2）新規に取り上げた事項の達成状況
①人事考課の書式・運用評価

今年度の人事考課においては，保健医療学部用にフォーマットを整理し，改訂したフォーマットで実施した．た
だし，次年度から医学部にならって教育主任と研究主任のポストが新設されるので，再度，人事考課の運用方式
およびフォーマットを改訂する必要がある．

②年報の作成状況評価
年報は直接各学科，各委員会に作成依頼があり，それぞれ作成していることから，委員会としては作成・提出状
況のチェックを行うのみであった．ただし，年報の作成は自己点検・評価委員会の大きな役割の一つであり，各
学科の円滑な年報作成を委員会としてサポートする必要があるので，今年度は委員からの積極的な働きかけを促
した．

（3）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 26 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）
⑦危機管理対策に関する運用状況評価（継続）
⑧年報の作成状況評価（継続）
⑨人事考課の書式・運用評価（継続）
⑩大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）
⑪研究業績評価に関する検討（新規）
⑫ GPA 制度の導入に関する検討（新規）



207

委員会・会議報告（保健医療学部）

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：H27.3,31）
副委員長：市岡正適（ICHIOKA, Masayuki），健康医療科学科教授（任期：H28.3,31）
委員：別所正美（BESSHO, Masami），学長（任期：H28.3,31）

加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：副学部長（任期：H28.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科学科長（任期：H27.3,31）
冨田幸江（TOMITA, Sachie）：看護学科教授（任期：H28.3.31）
藤村博恵（FUJIMURA, Hiroe）看護学科講師（任期：H27.3,31）　
村田栄子（MURATA, Eiko），健康医療科学科学科長（任期：H28.3,31）
佐藤正夫（SATO, Masao），健康医療科学科准教授（任期：H27.3,31）　
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：H28.3,31）
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）医用生体工学科准教授（任期：H27.3,31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki），理学療法学科学科長（任期：H28.3,31）
新井智之（ARAI, Tomoyuki），理学療法学科講師（任期：H27.3,31）
國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke），理学療法学科講師（任期：H28.3,31）
堀江浩子（HORIE, Hiroko）：大学事務部（任期：H28.3.31）

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 26 年度の活動目標：
①平成 26 年度入学試験の見直し
②平成 27 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 27 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 27 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 27 年度入学試験の見直し
⑧平成 28 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討
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3．活動報告　　　　　　
（1）第 1 回入学試験委員会

（平成 26 年 4 月 11 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の江連教授から冨田教授へ，大堀准教授から藤村講師へ，健康医療科学科の和合教授から村

田教授へ，理学療法学科の黒川教授から高倉教授へ，乙戸講師から國澤講師へ）の紹介
②平成 25 年度活動概要と平成 26 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 26 年度入学試験結果の報告と見直し
④平成 26 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：新井委員，副：戸井田委員）

（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 26 年 5 月 9 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①平成 24 ～ 26 年度過去問題集の作成に関する報告
②入学試験実施小委員会の委員選任
③入試問題の科目別作成責任者案の承認
④推薦入試指定校案の承認
⑤平成 26 年度入試結果の見直し，健康医療科学科と理学療法学科における試験科目数の改訂（選択による 2 科目

受験）の承認
⑤平成 27 年度入学試験日程（案）の最終決定
⑥平成 26 年度入試の学生募集要項（案）の報告

（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 26 年 6 月 13 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 3 名，議事録あり）　
①入試問題の内部監査者への委嘱状送付
②入試問題の外部監査者（埼玉平成高校）への依頼
③推薦入試指定校への文書送付
④平成 26 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 26 年 7 月 11 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①過去問題集の配布開始
②医用生体工学科の試験科目（工業高校出身者の科目選択）の変更を承認
③一般入試前期の試験方式変更に関する意見交換

（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 26 年 9 月 12 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①募集要項と過去問題集の配布完了（報告）
②募集要項のホームページ掲載（報告）
③看護学科 3 年次編入学試験の準備状況報告
④推薦指定校訪問の実績報告
⑤一般入試前期の試験方式変更に関する意見交換

（6）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 9 月 29 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 28 日実施）の合否判定案の作成：6 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 28 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 26 年 10 月 10 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①推薦入学試験，AO 入学試験，一般入学試験の準備状況報告
②ホームページへの一般入学試験時の旧教育課程履修者への対応掲載
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③看護学科 3 年次編入学試験の振り返り
（8）第 7 回入学試験委員会

（平成 26 年 11 月 7 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 4 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推薦入試合格者への課題の準備状況報告

（9）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 11 月 10 日，於：大会議室，出席 15 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 65 名），健康医療科学

科 21 名合格（受験者数 22 名），医用生体工学科 17 名合格（受験者数 26 名），理学療法学科 29 名合格（受験
者数 36 名）

（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 26 年 12 月 5 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 3 名，議事録あり）　
①推薦入試合格者への課題送付報告
② AO 入試および一般入学試験の準備状況報告

（11）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 12 月 15 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 14 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 8 名合格（受験者数 8 名），医用生体工

学科 2 名合格（受験者数 7 名）
（12）第 9 回入学試験委員会

（平成 27 年 1 月 9 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 4 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
③一般入試におけるインフルエンザ対策方針の決定

（13）臨時入学試験委員会
（平成 27 年 1 月 28 日，於：大会議室，出席 16 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 28 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 106 名合格（受験者数 244

名），健康医療科学科 82 名合格（受験者数 116 名），医用生体工学科 34 名合格（受験者数 43 名），理学療法学
科 69 名合格（受験者数 131 名）

（14）臨時入学試験委員会
（平成 27 年 1 月 31 日，於：大会議室，出席 15 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 56 名合格（受験者数 104 名），

健康医療科学科 60 名合格（受験者数 76 名），医用生体工学科 25 名合格（受験者数 34 名），理学療法学科 31
名合格（受験者数 66 名）

（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 27 年 2 月 6 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の準備状況報告
②一般入学試験（前期）の事後評価

（16）臨時入学試験委員会
（平成 27 年 2 月 26 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期，2 月 25 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 7 名合格（受験者数 52 名），健康医療科

学科 11 名合格（受験者数 28 名），医用生体工学科 3 名合格（受験者数 16 名），理学療法学科 3 名合格（受験
者数 30 名）

（17）第 11 回入学試験委員会
（平成 27 年 3 月 6 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 3 名，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平成 27 年度委員会日程
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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 26 年度入試の見直しと平成 27 年度入試結果
　平成 25 年度に実施した平成 26 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 693 名（前年比 90.5％），入

学者数 229 名（定員充足率 91.6％，前年比 89.4％）と，受験者数および入学者数が前年比で 10％弱の減，定
員充足率も 100％を割る事態となり，看護学科を除く 3 学科，とくに健康医療科学科の大幅な定員割れを引き
起こした．

　この結果を受けて，平成 26 年度の本委員会では 4 月および 5 月の 2 回にわたり要因と対応策の検討を行った．
要因としては，医療系大学数のさらなる増加や都心からの交通の不便さ，とくに理学療法学科のある川角キャン
パスの地理的要因，若干改訂したとはいえ安価とはいえない学生納付金の負担，特待生制度の欠如などの経済的
要因があげられ，さらに平成 24 年度の臨床検査技師国家試験の不成績（全体で 61.0％，全国平均と比べて－
16％）も健康医療科学科の定員割れに影響したものと考えられた．また，一般入試前期において全学科で 3 科
目受験としていることも，受験者数の減少を招く一要因としてあげられた．対応策として，平成 27 年度入学試
験から健康医療科学科および理学療法学科の一般入学試験前期で，選択制の 2 科目受験を採用することとした．
また，平成 25 年度の看護師および臨床検査技師国家試験において，いずれも新卒 100％の成績をあげたことが，
大きなプラス要因として働くことが期待された．

　結果的には，平成 26 年度に実施した平成 27 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 824 名（前
年比 118％），入学者数 255 名（定員充足率 102％，前年比 111％）と改善し，健康医療科学科の受験者数も
176 名（前年比 128％）と増加した．全学科で定員割れはなく，比較的順調な改善をみたことは評価できるが，
受験科目数を少なくすることが，受験者層，入学者層の質の低下につながるとの危惧は残り，入学者の学内成績
の動向を注意深く見守ることが必要と思われる．また，国家試験合格率や就職率のさらなる向上，懸案の理学療
法学科の日高キャンパス移転，特待生制度その他経済的支援の充実に向けて，学部として努力を重ねていく．

②平成 27 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 27 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 27 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 27 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 28 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 27 年度入試の結果をふまえ，平成 28 年度入学試験につき，推薦入学試験の受験資格や指定校，試験各区

分の日程，内容および募集人員の調整など，各種の方針を審議し概要を決定した．
（2）次年度の目標
①平成 27 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，28 年度入試の改善につなげていく．
②平成 28 年度入学試験の募集要項作成：9 年間の経験をもとに遅滞のない作成を心がける．
③平成 28 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：27 年度に準じる．
④平成 28 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：27 年度に準じる．
⑤平成 28 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：27 年度に準じる．
⑥平成 28 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：27 年度に準じる．
⑦平成 28 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 29 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：28 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 26 年 4 月 1 日より

（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　加藤木利行（KATOUGI Toshiyuki）：保健医療学部副学部長：学部長指名
　小倉邦子（OGURA Kuniko）：看護学科准教授：平成 26 年 4 月 1 日より（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　大賀淳子（OOGA Jyunko）：看護学科准教授：平成 26 年 4 月 1 日より（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　村本良三（MURAMOTO Yoshimi）：健康医療科学科准教授：平成 26 年 4 月 1 日より

（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　内田康子（UCHIDA Yasuko）：健康医療科学科講師：平成 26 年 4 月 1 日より（任期：平成 28 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）
　駒形英樹（KOMAGATA Hideki）：医用生体工学科講師：平成 26 年 4 月 1 日より（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　乙戸崇寛（OTSUDO Takahiro）：理学療法学科講師：平成 26 年 4 月 1 日より（任期：平成 28 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 26 年度の活動目標
①平成 28 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 27 年度オープンキャンパスチラシの作成
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新高校 3 年生の保護者を対象とした国際医療センター見学会の実施
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 26 年 4 月 15 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人　欠席者 0 人

①平成 26 年度活動予定について検討
・パンフレットの作成
・夏休みの母校へのパンフレット配布
・高校教員対象キャンパス見学会の実施
・彩の国進学フェアと中学生対象のオープンキャンパス
・越華祭での個別相談
・平成 26 年度オープンキャンパス
・個人見学対応・進学相談会・学校見学会受入
②第 1 回オープンキャンパスの実施検討
③受験生・入学者の減少傾向への対策

（2）第 2 回広報委員会（平成 26 年 5 月 8 日） 於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人　欠席者 1 人
① 6 月 22 日開催の第 1 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
② 2016 年度版保健医療学部パンフレットについて
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（3）第 3 回広報委員会（平成 26 年 6 月 23 日） 於：C 棟 2 階会議室　出席者 5 人　欠席者 1 人
①第 1 回オープンキャンパスの反省をもとに，第 2，3 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
② 2016 年版学部パンフレット製作の検討
③学部ホームページについて

（4）第 4 回広報委員会（平成 26 年 7 月 29 日） 於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人　欠席者 1 人
①第 2，3 回オープンキャンパスの反省をもとに，第 4・5 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
②中学生向けオープンキャンパスについて

（5）第 5 回広報委員会（平成 26 年 9 月 9 日） 於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人　欠席者 0 人
①第 4・5 回オープンキャンパスの反省
②プレ入試および入試面接対策講座について
③越華祭時（10/26，27）の個別相談会について
④第 6 回オープンキャンパスにおける特別講座，新宿セミナーによる『医療系職種の実際』おび河合塾による『一

般入試分析講座』の実施について
⑤来年度のオープンキャンパス日程について
⑥オープンキャンパスへの部・同好会の参加・学生アルバイト・HP 更新作業の遅滞

（6）第 6 回広報委員会（平成 26 年 10 月 20 日） 於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人　欠席者 1 人
①越華祭個別相談対応者について
②第 6 回オープンキャンパスについて
③平成 27 年度オープンキャンパス開催日程および企画について
④一般入試実施直後にオープンキャンパス実施・オープンキャンパスへの部・同好会の参加・学生アルバイトにつ

いて
（7）第 7 回広報委員会（平成 26 年 12 月 1 日） 於：C 棟 3 階会議室　出席者 10 人　欠席者 1 人

①新高校 3 年生保護者対象見学会の実施について
②平成 27 年度オープンキャンパス開催日程および企画について
③オープンキャンパスへの学生アルバイトや部・同好会の参加・ホームページのスマートフォン対応

（8）第 8 回広報委員会（平成 27 年 1 月 19 日）於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人　欠席者 1 人
① 2015 年版学部パンフレット及び平成 27 年度ポスターについて
②平成 27 年度オープンキャンパス時の開催企画について
③「新 3 年生保護者対象見学会」実施について
④一次入試合格者対象の見学会（二次入試（面接）当日）

（9）第 9 回広報委員会（平成 27 年 3 月 9 日）於：C 棟 2 階会議室出席者 10 人欠席者 1 人
①平成 27 年度「高校教員キャンパス見学会」について
②平成 27 年度版 Q&A 集の作製

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

埼玉医科大学保健医療学部広報委員会規則に基づき，上記の 9 回の委員会を開催し，以下の活動を策定し実施した．
①平成 26 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 22 日（164 名），7 月 26 日（172 名），7 月 27 日（205 名），8 月 23 日（125 名），8 月 24 日（236 名），
11 月 16 日（65 名）

（B）プレ入試（生徒のみの参加者数）
　10 月 5 日（77 名）

（C）新高校 3 年生保護者対象キャンパス見学会
　3 月 7 日（8 名）

（D）個人見学
　31 名対応

（E）個別相談会
　10 月 25 日，10 月 26 日（越華祭との共催）

（F）前期一般入試二次試験時のキャンパス見学会
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　1 月 30 日（看護学科 4 名，医用生体工学科 4 名）
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 22 箇所
（B）予備校会場 6 箇所
（C）高校の進学相談会 28 箇所（うち 1 箇所は資料配布会）
（D）高校の出張講義 9 箇所
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受験雑誌等への広告掲載の企画と実施
　（A）学会誌などによる宣伝
　・秀潤社「クリニカルエンジニアリング 7 月号」
　（B）雑誌，MOOK による宣伝
　・リクルート「進学辞典（応援号）」
　・リクルート「就職・資格・キャリア号」
　・高校生新聞「エリア別（関東）高校取材特集」
　・高校生新聞「7 月号オープンキャンパス告知」
　・高校生新聞「10 月号マナビ最前線」
　・高校生新聞「12 月号マナビ最前線」
　・旺文社「蛍雪時代 10 月臨時増刊全国看護･医療･福祉系大学･短大･専門学校受験年鑑」
　・新宿セミナー「プログレス 7 月号」
　・新宿セミナー「プログレス 11 月号」
　・JS コーポレーション「大学情報」
　・JS コーポレーション「高 3 生春版（4 月発行）」
　・株式会社シーエム「就職に強い大学」
⑤電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
　・東武東上絵沿線キャンパスマップ連合広告
　・西武新宿線本川越駅構内電照掲示板
　・イーグルバス時刻表への広告掲載
　・JR 主要駅壁面カタログラック
　・毎日新聞（埼玉版）への広告掲載
　・廣告社朝日新聞カラー版大学・短期大学パンフレット配布企画
　・廣告社朝日新聞大学入試日程カレンダー企画
　・電車内広告（東武東上線・西武池袋線）12 月，1 月の 2 ヶ月間，一般入試日程の掲出
⑥その他
　・進学相談会等で説明する際のマニュアルの作成（Ｑ＆Ａ）
　・6/22 河合塾による「一般入試対策～ 1 年間の勉強計画」の実施
　・6/22 河合塾による「保護者対象講座～医療系志望の受験生を持つこと～」の実施
　・7/26 新宿セミナーによる「小論文マスター講座」の実施
　・7/27 新宿セミナーによる「入試面接対策講演」の実施
　・8/24 代々木ゼミナールによる ｢ 一般試験対策～今から勉強計画～ ｣
　・11/16 河合塾による「直前！本学部一般入試分析講座」の実施
　・10/5 代々木ゼミナールによる「プレ入試」と「問題解説講義」の実施
　・10/5 新宿セミナーによる「入試面接対策講座」の実施
　・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）
　・国家試験合格率 100％（看護学科・健康医療科学科）告知のダイレクト・メール
　・一般入試日程告知ダイレクト・メール
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（2）次年度の目標
今年度同様，以下の 10 項目を実施する．
①学部パンフレットの作成
②保護者対象国際医療センター見学会の企画と実施
③高校教員対象キャンパス見学会および国際医療センター見学会の企画と実施
④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
⑤外部団体による進学説明会への参加
⑥インターネットによる広報活動の企画と実施
⑦受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑧電車への広告掲載の企画と実施
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
・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
・オープンキャンパス時の外部講師による受験生向け講座の開講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
・今年度の実績を踏まえて参加の是非を決める．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
・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．
・学部ホームページのスマートフォン化
・英語版学部ホームページの作成
⑤その他
・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．
・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工夫を怠らない．
・常に新規の企画を思案する．
・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．
・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：古地順子（KOCH,I Junko），看護学科教授，平成 26 年 4 月より 2 年間
　委　員：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）, 副学部長　平成 26 年 4 月より 2 年間 

本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi），看護学科教授，平成 26 年 4 月より 1 年間
来住野修（KISHINO, Osamu），健康医療科学科准教授，平成 26 年より 1 年間
間山伸（MAYAMA, Shin），健康医療科学科准教授，平成 26 年 4 月より 2 年間
田邊一郎（TANABE, Ichiro），医用生体工学科准教授，平成 25 年 4 月より 2 年間
加藤綾子（KATOH, Ayako），医用生体工学科講師，平成 26 年 4 月より 2 年間
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei），理学療法学科教授，平成 26 年 4 月より 2 年間
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki），理学療法学科准教授 , 平成 25 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），保健医療学部前事務室長
山川修一郎（YAMAKAWA, Shuichiro）保健医療学部事務室長
山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）保健医療学部参事
長谷部琢也（HASEBE, Takuya）保健医療学部庶務課

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 26 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 27 年 3 月までに 11 回開催した．
　第 1 回：平成 26 年 4 月 10 日
　第 2 回：平成 26 年 5 月 8 日
　第 3 回：平成 26 年 6 月 12 日
　第 4 回：平成 26 年 7 月 10 日
　第 5 回：平成 26 年 9 月 11 日
　第 6 回：平成 26 年 10 月 9 日
　第 7 回：平成 26 年 11 月 13 日
　第 8 回：平成 26 年 12 月 11 日
　第 9 回：平成 27 年 1 月 15 日
　第 10 回：平成 27 年 2 月 12 日
　第 11 回：平成 27 年 3 月 12 日
2）申請課題平成 26 度実施報告書の提出
　・対象件数 30 件（内大学院学生の申請数 9 件） 
　・報告件数 46 件（研究終了：24 件，研究継続：22 件）
3）主な審議事項
 （1）申請課題の審査：審査件数 30 件
　新規申請　21 件（内大学院学生の申請　6 件），変更申請　9 件
　1．申請番号 113：地域在住中高年者に対するロコモーショントレーニングの効果検証
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　審議結果：承認（5 月 8 日）
　2．申請番号 114：地域在住中高年者のロコモティブシンドロームに関する基礎研究 
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　審議結果：承認（5 月 8 日）
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　3．申請番号 115：活動量計で測定した高齢者の身体活動量の妥当性の検討
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　審査結果：条件付承認（5 月 8 日），承認（平成 27 年 2 月 12 日）
　4．申請番号 116：地域在住がん経験者の機能測定とがんリハビリテーションの認知度・必要性調査
　　　申請者：高倉保幸（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（6 月 12 日）

5．申請番号 117：フォームローラーによる胸椎伸展運動が肩甲骨位置および背部手間距離に与える影響 - 健常男
性と野球関係者の比較 -

　　　申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　6．申請番号 118：大腰筋へのダイレクトストレッチ法が腰椎椎間関節の可動性に与える影響
　　　申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　7．申請番号 119：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：承認（7 月 10 日）
　8．申請番号 120：超音波診断装置を用いた様々なトレーニング時の腰方形筋の筋厚変化
　　　申請者：大久保雄（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　9．申請番号 121：瞳孔計測によるストレス評価に関する研究
　　　申請者：加藤綾子（医用生体工学科）
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　10．申請番号 122：画像を用いた睡眠判定に関する研究
　　　申請者：加藤綾子（医用生体工学科）
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　11．申請番号 123：サルコペニア予防に向けた食生活ならびに身体活動の検証
　　　申請者：丸谷康平（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（9 月 11 日）
　12．申請番号 124：筑波山への学校登山による子どもへの影響
　　　申請者：大賀淳子（看護学科）
　　　審査結果：承認（10 月 9 日）
　13．申請番号 125：3 次元インタラクティブ映像における生体影響の研究
　　　申請者：小林直輝（医用生体工学科）
　　　審査結果：条件付承認（11 月 13 日）承認（12 月 11 日）
　14．申請番号 126：周辺環境が地域在住高齢者の歩行量に与える影響
　　　申請者：細井俊希（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（1 月 15 日）
　15．申請番号 127：臨地実習指導者が看護学生に指導した倫理上の問題場面に関する研究 
　　　申請者：青森広美（看護学科）
　　　審査結果：承認（3 月 12 日）
　16．申請番号 M-53：看護師の患者安全のための看護実践とその関連要因
　　　申請者：櫻井敬子（看護学研究科修士課程）
　　　審査結果：承認（4 月 10 日）

17．申請番号 M-54：モーターコントロールに関するフィードバックは，膝前十字靭帯損傷予防プログラムよりも
ジャンプ着地の運動姿勢の改善に有効であるか

　　　申請者：田村暁大（医学研究科博士課程）
　　　審査結果：承認（6 月 12 日）

18．申請番号 M-55：糖尿病患者の身体活動量別における身体機能・健康関連 QOL とインスリン抵抗性の関連に
ついて

　　　申請者：甘利貴志（医学研究科修士課程）



217

委員会・会議報告（保健医療学部）

　　　審査結果：承認（6 月 12 日）
　19．申請番号 M-56：精神科病棟における身体合併症患者のフィジカルアセスメントについて
　　　申請者：勝久淳（看護学研究科修士課程）
　　　審査結果：保留（7 月 10 日）承認（9 月 11 日）
　20．申請番号 M-57：ノロウイルス感染症アウトブレイク時前後の多職種が行った対処行動
　　　申請者：町田貴絵（看護学研究科修士課程）
　　　審査結果：保留（9 月 11 日）条件付承認（10 月 9 日）承認（11 月 13 日）
　21．申請番号 M-58：地域在住中高年者の転倒と身体機能，見積もり誤差，転倒不安との関係について
　　　申請者：利根川　賢（医学研究科修士課程）
　　　審査結果：承認（3 月 12 日）
　22．変更申請番号 98-2：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）
　　　変更理由：研究期間の延長，被験者数の増加，実験日数の増加，共同研究者の変更
　　　審査結果：承認（11 月 13 日）
　23．変更申請番号 99-2：広視野インタラクティブ映像における生体影響の研究
　　　申請者：小林直樹（医用生体工学科）
　　　変更理由：研究期間の延長，被験者数の増加，実験日数の増加
　　　審査結果：承認（11 月 13 日）
　24．変更申請番号 110-2：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：小林由紀子（看護学科）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（1 月 15 日））
　25．変更申請番号 101-2：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）
　　　変更理由：昇進による職位の変更 
　　　審査結果：承認（3 月 12 日）

26．変更申請番号 117-2：フォームローラーによる胸椎伸展運動が肩甲骨位置および背部手間距離に与える影響 -
健常男性と野球関係者の比較 -

　　　申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
　　　変更理由：昇進による職位の変更 
　　　審査結果：承認（3 月 12 日）
　27．変更申請番号 60-4：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）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（3 月 12 日）
　28．変更申請番号 M-44-2：消化器系がん患者の化学療法における服薬行動の検討
　　　申請者：渡邊　裕見子（看護学科）
　　　変更理由：研究テーマの見直し 
　　　審査結果：承認（7 月 10 日）
　29．変更申請番号 M49-2：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）
　　　変更理由：調査協力者の変更 
　　　審査結果：承認（11 月 13 日）
　30．変更申請番号 M49-3：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）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（12 月 11 日）

4．評価と次年度目標
　26 年度の審査件数 30 件うち，新規申請 21 件（内大学院学生の申請 6 件）については，全て承認された．また，
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変更申請 9 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状況報告書と終了報告書については，対象の研究 47 件のうち，46
件の報告書が提出された．
　27 年度の目標はさらに適正・迅速な審査により，研究がスムーズに開始できるようにすること，2015 年 4 月か
ら導入される「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠した倫理審査をおこなうよう努力することを目
標とする．
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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：H27.3,31）
委　員　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：副学部長（任期：H28.3.31）

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科 教授・学科長（任期：H28.3,31）
村田栄子（MURATA, Eiko）：健康医療科学科 教授・学科長（任期：H28.3,31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：医用生体工学科 教授・学科長（任期：H27.3,31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：理学療法学科 教授・学科長（任期：H28.3,31）

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 26 年度の活動目標：
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

3．活動報告　　　　　　
（1）平成 26 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 26 年 4 月 16 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 88 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 26 年度要検討事項について
　ア．受験者・入学者の減少傾向への対策
　イ．教員組織のあり方検討委員会の立ち上げ
　ウ．教員任期制の正式適用
　エ．学費未納者への対応
　オ．研究室配分の調整
　カ．出勤簿の記載の適正化
　以上について，平成 26 年度の要検討事項としてあげ，意見を交換した．
③教育研究費（平成 26 年 2 月末現在）執行状況の確認

（2）平成 26 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 5 月 14 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 89 回教授会議事内容の確認と意見交換
ア．第 10 回日本の Mayo を目指す会：メディカルスタッフ育成の教育現場から－ 4 学科共通の医療人教育－（看

護学科佐久間教授）
イ．教員任期制の正式適用に向けての説明（茂木総務部長）
②学費未納者への対応：第 1 回目の督促状送付
③教育研究費（平成 26 年 3 月末現在）執行状況の確認

（3）平成 26 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 6 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 90 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員任期制の正式適用に関する意見交換



委員会・会議報告（保健医療学部）

220

③資格と職位の制度導入を教員組織のあり方検討委員会で検討
④健康医療科学科の学科名変更（臨床検査学科へ）は 9 月の教授会に諮る．
⑤学費未納者への対応：未納者 4 名に対して第 2 回目の督促状を送付
⑥教育研究費（平成 26 年 4 月末現在）執行状況の確認

（4）平成 26 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 7 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 91 回教授会議事内容の確認と意見交換
②職員の異動に伴う日高事務室の部署配置の変更について
③上記に伴う各種委員会の事務系委員の変更について
④教員組織のあり方検討委員会報告（資格と職位の制度）
⑤教員人事：健康医療科学科の准教授候補者「飯野望」氏の選考委員選出：（役職指定）千田みゆき学科長，下岡

聡行学科長，高倉保幸学科長，（選出委員）和合治久教授，鈴木正彦教授，池淵研二教授
（5）平成 26 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 26 年 9 月 17 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 92 回教授会議事内容の確認と意見交換
②資格と職位の制度導入に関連した「保健医療学部の学科の運営に関する規則（案）」の説
　明と意見交換（教授会上程）
③教員人事：教員選考委員会委員選出
ア．看護学科の教授候補者「大森智美」准教授の教授選考委員選出：（役職指定）村田栄子学科長，下岡聡行学科長，

高倉保幸学科長，（選出委員）古地順子教授，冨田幸江教授，湯澤八江教授，佐久間 肇教授
イ．健康医療科学科の教授候補者「佐藤正夫」准教授の教授選考委員選出：（役職指定）千田みゆき学科長，下岡

聡行学科長，高倉保幸学科長，（選出委員）和合治久教授，鈴木正彦教授，市岡正適教授，池淵研二教授
ウ． 理学療法学科の准教授候補者「乙戸崇寛」講師の准教授選考委員選出：（役職指定）千田みゆき学科長，村田

栄子学科長，下岡聡行学科長，（選出委員）赤坂清和教授，藤田博暁教授，小島龍平教授
④教員人事：教員資格審査
ア．医用生体工学科の特任教授候補者「見目恭一教授」の資格審査の実施：適任
イ．看護学科の講師候補者「西岡ひとみ」氏の資格審査の実施：適任
⑤薬害問題に関する文科省通知への対応
⑥学費未納者への対応（報告）
⑦教育研究費（平成 26 年 7 月末現在）執行状況の確認

（6）平成 26 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 10 月 15 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 93 回教授会議事内容の確認と意見交換
②保健医療学部の学科の運営に関する規則の見直し案の検討（教授会上程）
③保健医療学部の学科の運営に関する細則案の検討
④健康医療科学科の学科名変更の経過報告
⑤合同教授総会について
⑥学費未納者への対応（報告）
⑦教育研究費（平成 26 年 8 月末現在）執行状況の確認

（7）平成 26 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 11 月 19 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 94 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：教員選考委員会委員選出
ア．看護学科の教授候補者「野田智子」氏の教授選考委員選出：（役職指定）村田栄子学科長，下岡聡行学科長，

高倉保幸学科長，（選出委員）古地順子教授，冨田幸江教授，湯澤八江教授，佐久間 肇教授
イ．看護学科の教授候補者「辻 美隆」准教授の教授選考委員選出：（役職指定）村田栄子学科長，下岡聡行学科長，

高倉保幸学科長，（選出委員）加藤木利行副学部長，荒木信夫教授，冨田幸江教授，佐久間 肇教授
ウ． 医用生体工学科の教授候補者「田邊一郎」准教授の教授選考委員選出：（役職指定）千田みゆき学科長，村田

栄子学科長，高倉保幸学科長，（選出委員）加藤木利行副学部長，佐久間 肇教授，加納隆教授，戸井田昌宏教授
③学費未納者への対応（報告）
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④教育研究費（平成 26 年 9 月末現在）執行状況の確認
⑤学生の駐車有料化に関する保護者への連絡通知文についての意見交換

（8）平成 26 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 12 月 10 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 95 回教授会議事内容の確認と意見交換
・学生の駐車有料化に関する説明：各学年 50 台の計 200 台分，年間一律 20,600 円（平成 27 年 4 月から）
②保健医療学部の学科の運営に関する細則案の教員人事委員会承認（2 月の教授会上程）
③防災訓練欠席者への対応に関する意見交換
④学費未納者への対応（報告）：未納者 1 名について除籍処分を検討中
⑤教育研究費（平成 26 年 9 月末現在）執行状況の確認

（9）平成 26 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 1 月 14 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 96 回教授会議事内容の確認と意見交換
ア．在学生および受験者に対するインフルエンザ対策（第 1 回保健医療学部感染症対策委員会での合意内容に基

づき対処）
②教員人事：教員選考委員会委員選出
ア．看護学科の准教授候補者「鶴田晴美」氏の准教授選考委員選出：（役職指定）村田栄子学科長，下岡聡行学科長，

高倉保幸学科長，（選出委員）加藤木利行副学部長，冨田幸江教授，佐久間 肇教授
③教員人事：教員資格審査
ア．看護学科の特任教授候補者「湯澤八江教授」の資格審査の実施：適任
イ．看護学科の講師候補者「高橋公子」氏の資格審査の実施：適任
ウ．看護学科の講師候補者「大森美保」氏の資格審査の実施：適任
④学費未納者への対応（報告）：未納者 1 名について除籍処分を検討中
⑤教育研究費（平成 26 年 11 月末現在）執行状況の確認

（10）平成 26 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 2 月 12 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 97 回教授会議事内容の確認と意見交換
②試験における不正行為（医用生体工学科 2 年生）への対応につき意見交換
ア．当該日から 4 週間の停学処分について学務委員会・教授会に提案する．
イ．次年度以降は，当該学期の全科目を不合格とする規則改定を学務委員会・教授会に諮る．
③教員人事：特任教授候補者湯澤八江氏の資格審査結果の見直しに関する検討
④各種委員会委員長案の説明
⑤学費未納者への対応：未納者 1 名について除籍処分とするべく手続きを進める．
⑥教育研究費（平成 26 年 12 月末現在）執行状況の確認

（11）平成 26 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 3 月 11 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 98 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 27 年度入試の入学手続き状況（報告）
③各種委員会委員長案についての意見交換
④国家試験の合否予測
⑤平成 26 年度人事考課の手順案の説明（学長と相談予定）
⑥教育研究費（平成 27 年 1 月末現在）執行状況の確認

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などの資格

審査を適正に行った．
（2）次年度の目標

①平成 27 年度および平成 28 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
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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
委員長 岡﨑 康司 (OKAZAKI, Yasushi)：ゲノム医学研究センター：所長、教授（任期：H28.3.31）
委　員 奥田 晶彦 (OKUDA, Akihiko)：ゲノム医学研究センター：副所長、教授（任期：H28.3.31）
 黒川 理樹 (KUROKAWA, Riki)：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
 井上　 聡 (INOUE, Satoshi)：ゲノム医学研究センター：客員教授（任期：H28.3.31）
 片桐 岳信 (KATAGIRI, Takenobu)：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
 三谷 幸之介 (MITANI, Kohnosuke)：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
 赤塚 俊隆 (AKATSUKA, Toshitaka)：微生物学：教授（任期：H28.3.31）
 粟田 卓也 (AWATA, Takuya)：大学病院内分泌内科・糖尿病内科：教授（任期：H27.3.31）
 木崎 昌弘 (KIZAKI, Masahiro)：総合医療センター血液内科：教授（任期：H28.3.31）
 佐伯 俊昭（Saeki，Toshiaki）: 国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H28.3.31）
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（任期：H27.3.31）
 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
事務局 萩原 敏夫（HAGIWARA, Toshio）：ゲノム医学研究センター事務室：課長（任期：H26.6.30）
 松本 正夫（MATSUMOTO, Masao） ゲノム医学研究センター事務室：課長

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・記録あり
　　第 73 回（平成 26 年 5 月 13 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 14 人、欠席 1 人
　　　議　事 :
　　　・プロジェクト研究部門利用責任者の変更について
　　　・大型機器使用申請について
　　　・設備・備品搬出報告について
　　　・設備・備品搬入申請について
　　　・実験動物小委員会報告について
　　　・廃棄物安全小委員会報告について
　　　・旧 512 号室の部屋名称の変更について
　　　・埼玉医科大学卒後教育委員会主催学術集会企画申請書について
　　臨時（平成 26 年 5 月 15 日（木）～ 5 月 21 日（水）
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　　　於：メール会議　出席 14 人、欠席 1 人
　　　議　事：
　　　・設備・備品搬入申請の審査について
　　第 74 回（平成 26 年 7 月 15 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 14 人、欠席 1 人
　　　議　事 :
　　　・設備・備品搬入申請について
　　　・戦略的研究基盤形成支援事業の平成 26 年度研究設備計画調書の提出について
　　　・RCGM フロンティアシンポジウムの担当部門予定表について
　　　・5 階 P2 実験室について
　　　・競争的資金の管理・監督の学内責任体制について
　　　・ゲノム医学研究センター運営委員会事務局の交代について
　　第 75 回（平成 26 年 9 月 9 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 14 人、欠席 1 人
　　　議　事：
　　　・管理者変更と緊急連絡網について
　　　・備品管理担当者の変更について
　　　・第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの進捗状況について
　　　・ゲノム・パンフレットの作成について
　　　・乾熱滅菌器と乾燥機の移動について
　　　・競争的資金の管理・監督の学内責任体制一覧表の配布について
　　第 76 回（平成 26 年 11 月 11 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 13 人、欠席 2 人
　　　議　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及び申し合わせ事項の改定について
　　　・平成 25 年度私立大学等研究設備整備費等補助金の交付決定について
　　　・ゲノム医学研究センター共同実験施設利用要綱の改定について
　　　・第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの終了報告について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウム（案）について
　　　・ゲノム・パンフレットの作成について
　　　・定期清掃のお知らせについて
　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査日について
　　　・新年会の開催について
　　　・共同実験施設の工事について
　　第 77 回（平成 27 年 1 月 13 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 13 人、欠席 2 人
　　　議　事：
　　　・ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則及び申し合わせ事項の改定について
　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査日について
　　　・平成 27 年度ゲノム医学研究センター部門間交流研究発表会の日程（案）について
　　　・ゲノム・パンフレット（英語版）の作成について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウムの準備状況について
　　　・一部の靴に関する利用制限のお願いについて
　　　・定期清掃終了報告について
　　　・平成 27 年度ゲノム医学研究センター運営委員会開催日程（案）について
　　　・第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムサテライトミーティング（案）について
　　臨時（平成 27 年 2 月 6 日（金）～ 2 月 12 日（木）
　　　於：メール会議　出席 15 人、欠席 0 人
　　　議　事：
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　　　・設備・備品搬入申請の審査について
　　第 78 回（平成 27 年 3 月 10 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室 出席 15 人、欠席 0 人
　　　議　事：
　　　・大型機器使用申請について
　　　・設備・備品搬入申請について
　　　・プロジェクト研究部門年度末研究成果審査について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウムの準備状況について
　　　・ゲノム・パンフレット（英語版）の作成について
　　　・ゲノム医学研究センター動物実験小委員会報告について
　　　・戦略的研究基盤形成支援事業の中間報告審査会について
　　臨時（平成 27 年 3 月 26 日（木）～ 3 月 30 日（月）
　　　於：メール会議　出席 15 人、欠席 0 人
　　　議　事：
　　　・設備・備品搬入申請の審査について
②　ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会開催
　以下の 28 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
　　第 189 回　日　時：平成 26 年 4 月 18 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：大阪大学未来戦略機構・大阪大学大学院薬学研究科
　　　　　　　　　　　特任准教授・招聘准教授 深田 宗一郎　先生
　　　　　　　テーマ：骨格筋細胞の維持に働く二つの分子メカニズム
　　　　　　　主　催：病態生理部門
　　第 190 回　日　時：平成 26 年 5 月 9 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：東北大学医学系研究科
　　　　　　　　　　　東北メディカル・メガバンク機構
　　　　　　　　　　　教授・機構長　山本 雅之　先生
　　　　　　　テーマ：環境ストレス応答の分子基盤と病態
　　　　　　　主　催：所長室
　　第 191 回　日　時：平成 26 年 5 月 27 日（火）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　講　師：東京大学医科学研究所　癌・細胞増殖部門分子発癌分野
　　　　　　　　　　　教授　井上 純一郎　先生
　　　　　　　テーマ：NF-kB 活性化シグナルと疾患発症
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 192 回　日　時：平成 26 年 6 月 9 日（月）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　講　師：独立行政法人産業技術総合研究所・幹細胞工学研究センター
　　　　　　　　　　　副センター長　中西 真人　先生
　　　　　　　テーマ：持続発現型 RNA ベクターの開発と、再生医療・バイオ医薬品生産への応用
　　　　　　　主　催：遺伝子治療部門
　　第 193 回　日　時：平成 26 年 9 月 6 日（土）13：00 ～ 14：00
　　　　　　　講　師：Department of Urology Center for Clinical Research, University Freiburg Medical Centre
　　　　　　　　　　　教授　Roland Schüle　先生
　　　　　　　テーマ：Identification of the epigenetic drug target LSD1
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 194 回　日　時：平成 26 年 10 月 9 日（木）17：00 ～ 18：00
　　　　　　　講　師：自治医科大学分子病態治療研究センター遺伝子治療研究部
　　　　　　　　　　　教授　水上 浩明　先生
　　　　　　　テーマ：アデノ随伴ウイルスベクターによる遺伝子導入法と遺伝子治療
　　　　　　　　　　　－現状と展望
　　　　　　　主　催：遺伝子治療部門
　　第 195 回　日　時：平成 26 年 9 月 30 日（火）16：00 ～ 17：00
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　　　　　　　講　師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報伝達学
　　　　　　　　　　　准教授　中島 友紀　先生
　　　　　　　テーマ：骨リモデリングの制御機構の解明
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 196 回　日　時：平成 26 年 11 月 1 日（土）14:45 ～ 15：30
　　　　　　　講　師：京都大学大学院医学研究科形態形成機構学教室
　　　　　　　　　　　教授　萩原 正敏　先生
　　　　　　　テーマ：Challenges to congenital genetic disorders with "RNA-targeting" chemical compounds
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 197 回　日　時：平成 26 年 10 月 31 日（金）16：25 ～ 17：10
　　　　　　　講　師：ハーバード大学医学部 麻酔学教室
　　　　　　　　　　　准教授　金木 正夫　先生
　　　　　　　テーマ：Post-translational cysteine thiol modifications as a nodal point of inflammatory spiral 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 198 回　日　時：平成 26 年 10 月 31 日（金）17:10 ～ 17：55
　　　　　　　講　師：ソウル国立大学・地球環境科学学部　海洋自然物質・創薬センター
　　　　　　　　　　　センター長・教授　Heon-joong Kang　先生
　　　　　　　テーマ：Metabolic reprogramming of mice through chemistry 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 199 回　日　時：平成 26 年 11 月 1 日（土）13：00 ～ 13：45
　　　　　　　講　師：筑波大学大学院生命環境科学研究科
　　　　　　　　　　　教授　深水 昭吉　先生
　　　　　　　テーマ：Regulation of methylation and gene expression 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 200 回　日　時：平成 26 年 11 月 1 日（土）13:45 ～ 14:30
　　　　　　　講　師：マカオ大学・健康科学学院
　　　　　　　　　　　教授　Edwin Cheung　先生
　　　　　　　テーマ：Global view of steroid hormone signaling in cancer cells 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 201 回　日　時：平成 26 年 11 月 1 日（土）15:30 ～ 16:15
　　　　　　　講　師：Sanford-Burnham 医学研究所
　　　　　　　　　　　教授　Laszlo Nagy 　先生
　　　　　　　テーマ：Genomic control of nuclear receptor mediated signaling in cell types associated
　　　　　　　　　　　with metabolic diseases and chronic inflammation 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 202 回　日　時：平成 26 年 11 月 1 日（土）16:30 ～ 17：15
　　　　　　　講　師：東京大学大学院医学系研究科分子病理学
　　　　　　　　　　　教授　宮園 浩平 　先生
　　　　　　　テーマ：TGF- β family signaling in regulation of cancer 
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 203 回　日　時：平成 27 年 1 月 27 日（火）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻
　　　　　　　　　　　教授　鈴木 勉 　先生
　　　　　　　テーマ：RNA 修飾の多彩な機能と疾患
　　　　　　　主　催：ゲノム科学部門
　　第 204 回　日　時：平成 27 年 1 月 29 日（木）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　講　師：東京大学先端科学技術研究センター
　　　　　　　　　　　特任教授　藤谷 秀章 　先生
　　　　　　　テーマ：ゲノム解析から分子動力学を活用した分子標的薬開発へ
　　　　　　　主　催：遺伝子構造機能部門
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　　第 205 回　日　時：平成 27 年 2 月 20 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所生化学解析センター　　
　　　　　　　　　　　助教（テニュアトラック）　田中 敦 　先生
　　　　　　　テーマ：ミトコンドリア生物学からアプローチする疾患生物学の可能性
　　　　　　　主　催：ゲノム科学部門
　　第 206 回　日　時：平成 27 年 3 月 6 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：九州歯科大学　健康増進科学講座　分子情報生化学分野
　　　　　　　　　　　教授　自見 英治郎 　先生
　　　　　　　テーマ：転写因子 NF-kB による骨代謝調節機構
　　　　　　　主　催：病態生理部門
　　第 207 回　日　時：平成 27 年 1 月 23 日（金）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　講　師：東京医科大学ナノ粒子先端医学応用講座
　　　　　　　　　　　信州大学医学部メディカル・ヘルスイノベーション講座
　　　　　　　　　　　東京工業大学
　　　　　　　　　　　特任教授・名誉教授　半田 宏 　先生
　　　　　　　テーマ：サリドマイド催奇性のターゲットの発見から創薬への展開
　　　　　　　　　　　－ケミカルで知り、ケミカルで動かす－
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 208 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）13：00 ～ 13：45
　　　　　　　講　師：東京都医学総合研究所・運動感覚システム分野
　　　　　　　　　　　副参事研究員・プロジェクトリーダー　橋本 款 　先生
　　　　　　　テーマ：抗糖尿病因子；アディポネクチンを用いたパーキンソン病の発症前治療の可能性
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 209 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）13：45 ～ 14：30
　　　　　　　講　師：長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学講座 生化学
　　　　　　　　　　　教授　伊藤 敬　先生
　　　　　　　テーマ：ヒストン H2A のリン酸化と癌化
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 210 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）14：50 ～ 15：25
　　　　　　　講　師：筑波大学医学医療系 遺伝子制御学
　　　　　　　　　　　教授　久武 幸司　先生
　　　　　　　テーマ：KLF4 発現量の操作による paused iPS 細胞の作製
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 211 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）15：25 ～ 16：10
　　　　　　　講　師：名古屋市立大学大学院薬学研究科
　　　　　　　　　　　教授　今川 正良　先生
　　　　　　　テーマ：脂肪細胞分化制御因子の有する多彩な生理機能
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 212 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）16：30 ～ 17：15
　　　　　　　講　師：大阪大学大学院生命機能研究科
　　　　　　　　　　　教授　近藤 滋　先生
　　　　　　　テーマ：新しい研究分野の開拓に必要な、根拠のない自信と楽観的なサポートについて
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 213 回　日　時：平成 27 年 2 月 13 日（金）17：15 ～ 18：00
　　　　　　　講　師：東京医科歯科大学　難治疾患研究所　分子疫学
　　　　　　　　　　　教授　村松 正明　先生
　　　　　　　テーマ：パーソナルゲノムのヘルスケアへの応用に向けて
　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　第 214 回　日　時：平成 27 年 2 月 17 日（火）10：30 ～ 11：30
　　　　　　　講　師：埼玉医科大学薬理学（国際医療センター心臓内科兼担）
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　　　　　　　　　　　准教授　千本松 孝明　先生
　　　　　　　テーマ：患者体細胞より誘導されたヒト iPS 細胞の心筋分別法の確立
　　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門（千本松チーム）
　　第 215 回　日　時：平成 27 年 2 月 17 日（火）16：30 ～ 17：30
　　　　　　　講　師：ロヨラ大学医学部ヴアンケンペン心肺医学研究部門
　　　　　　　　　　　部門長　岩島 牧夫　先生
　　　　　　　テーマ：免疫応答における TGF- β・ファミリーの機能
　　　　　　　主　催：遺伝子治療部門
　　第 216 回　日　時：平成 27 年 3 月 20 日（金）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　講　師：Department of Psychiatry, Translational Neuroscience Program, 
　　　　　　　　　　　University of Pittsburgh Medical Center
　　　　　　　　　　　Associate Professor　 Colleen McClung　先生
　　　　　　　テーマ：Circadian genes, rhythms and biology of mood disorders
　　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門（池田チーム）
③　部門間交流研究発表会開催
　部門間の隔たりをなくし，認識と交流を深めることを目的として，以下の 9 回の研究発表会を開催した．
　　第 1 回　日　時：平成 26 年 4 月 15 日（火）10：00 ～ 10：30　
　　　　　　演　者：遺伝子治療部門　
　　　　　　　　　　助教　吉田 哲
　　　　　　テーマ：ヘルパー依存型アデノウイルスベクターを用いた遺伝子改変と CRISPR の利用
　　第 2 回　日　時：平成 26 年 5 月 20 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　黒崎 亮
　　　　　　テーマ：卵巣癌患者における血中可溶型葉酸受容体アルファ測定の有用性
　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（岡田チーム）
　　　　　　　　　　准教授　井上 勉
　　　　　　テーマ：慢性腎臓病進行に関わる CCN2 の機能解析と治療への応用を目指して
　　第 3 回　日　時：平成 26 年 6 月 17 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　演　者：遺伝子情報制御部門
　　　　　　　　　　特任研究員　宮崎 利明
　　　　　　テーマ：EBAG9 の腫瘍免疫における作用メカニズム
　　第 4 回　日　時：平成 26 年 7 月 15 日（水）10：00 ～ 10：30
　　　　　　演　者：遺伝子構造機能部門
　　　　　　　　　　ポストドクター　米田 竜馬
　　　　　　テーマ：マウスの精子形成時における精巣特異的プロテアーゼの機能と発現調整
　　第 5 回　日　時：平成 26 年 9 月 16 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：高分化能 TET1 ヒト iPS 細胞を用いた高効率心房筋分別法の確立
　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（池田チーム）
　　　　　　　　　　教授　池田 正明
　　　　　　テーマ：体内時計のコアメカニズム・遺伝子銃で解明
　　第 6 回　日　時：平成 26 年 10 月 21 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　演　者：病態生理部門
　　　　　　　　　　ポストドクター　宮本 阿礼
　　　　　　テーマ：マウス筋組織由来細胞を使用した FOP における軟骨分化の新しい実験系の確立
　　第 7 回　日　時：平成 26 年 12 月 16 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　演　者：実験動物施設
　　　　　　　　　　助教　横尾 友隆
　　　　　　テーマ：新規消化管ホルモン Betagenin による膵β細胞増殖および糖尿病改善効果の解析
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　　第 8 回　日　時：平成 27 年 2 月 17 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　演　者：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　　　助教　鈴木 歩
　　　　　　テーマ：減数分裂の開始は Max により制御されているか
　　第 9 回　日　時：平成 27 年 3 月 17 日（火）10：00 ～ 11：00
　　　　　　演　者：ゲノム科学部門
　　　　　　　　　　助教　水野 洋介
　　　　　　テーマ：トランスクリプトーム解析による脂肪細胞・骨芽細胞分化調節メカニズムの解明
　　　　　　演　者：トランスレーショナル・リサーチ部門
　　　　　　　　　　講師　加藤 英政
　　　　　　テーマ：ヒト iPS 細胞の欠陥とその是正方法
④　プロジェクト研究部門　年度末研究成果（成果報告・延長申請，中間報告）審査
　1）成果報告・延長申請：
　　・千本松 孝明チーム（埼玉医科大学国際医療センター心臓内科）
　2）中間報告：
　　・池田 正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
　　・岡田 浩一チーム（埼玉医科大学病院腎臓内科）
　　・藤原 恵一チーム（埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
⑤　プロジェクト研究部門　参加チーム：5 チーム（順不同）
　1）池田 正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
　　研究課題：末梢時計遺伝子の機能と疾患
　2）岡田 浩一チーム（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発
　3）三村 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：自己免疫疾患におけるエピゲノム異常の解明および診断・治療への応用に関した研究
　4）藤原 恵一チーム（埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
　　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
　5）千本松 孝明チーム（埼玉医科大学国際医療センター心臓内科）
　　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 28 件開催した．日高キャンパスでの開催にもかかわらず，他のキャンパスからも研究者や医師な
ど多数の出席をいただいた．
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5．2）医学研究センター運営会議

1．構成員
◇議長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 1 号構成員）
　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：センター長（任期：H28.3.31）
◇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）
　岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）：副センター長（任期：H28.3.31）
◇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：H28.3.31）
　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門（任期：H28.3.31）
　※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）：知財戦略研究推進部門（任期：H28.3.31）
　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：研究支援管理部門（任期：H28.3.31）
　赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：安全管理部門（感染分野）（任期：H28.3.31）
　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：フェローシップ部門（任期：H28.3.31）
　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：研究評価部門（任期：H28.3.31）
◇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：H28.3.31）
◇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）
　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究主任部門（任期：H28.3.31）
　依田哲也（YODA, Tetsuya）：研究主任部門（任期：H28.3.31）
　※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）：研究主任部門（任期：H28.3.31）
　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：研究主任部門（任期：H28.3.31）
　佐藤　毅（SATO, Tuyoshi）：共同利用施設運営部門（任期：H28.3.31）
　※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：共同利用施設運営部門（任期：H28.3.31）
　安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）：知財戦略研究推進部門（任期：H28.3.31）
　仁科正実（NISHINA, Masami）：研究支援管理部門（任期：H28.3.31）
　吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H28.3.31）
　三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）：安全管理部門（DNA 分野）（任期：H28.3.31）
　森　隆（MORI, Takashi）：安全管理部門（動物分野）（任期：H28.3.31）
　※丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：安全管理部門（薬物分野）（任期：H28.3.31）
　小野　啓（ONO, Hiraku）：安全管理部門（RI 分野）（任期：H28.3.31）
　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：フェローシップ部門（任期：H28.3.31）
　鈴木　勝（SUZUKI, Masaru）：研究評価部門（任期：H28.3.31）
◇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：H28.3.31）
　※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター担当（任期：H28.3.31）
　小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：国際医療センター担当（任期：H28.3.31）
　※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）：ゲノム医学研究センター担当（任期：H28.3.31）
　※は重複構成員･･･計 22 名
◇事務局
　町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教
　菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：医学研究センター 助教
　笠間　忍（KASAMA, Shinobu）：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長（第 96 回まで）
　渡邊春香（WATANABE, Haruka）：大学事務部 医学部事務室 庶務課員（第 97 まで）
　松尾有裕（MATSUO, Arihiro）：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長（第 97 回より）

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
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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 26 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 94 回： 4 月 8 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
　第 95 回： 5 月 13 日（火）出席者 22 名（委任状 6 名）
　第 96 回： 6 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
　第 97 回： 7 月 8 日（火）出席者 20 名（委任状 3 名）
　第 98 回： 9 月 14 日（水）～ 16 日（火）メール会議　出席者 22 名（未返信 0 名）
　第 99 回：10 月 14 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
　第 100 回：11 月 11 日（火）～ 18 日（火）メール会議　出席者 21 名（未返信 1 名）
　第 101 回：12 月 2 日（火）出席者 19 名（委任状 7 名）
　第 102 回： 1 月 13 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
　第 103 回： 2 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 7 名）
　第 104 回： 3 月 10 日（火）出席者 21 名（委任状 4 名）
◇開催回数
　定期開催：11 回　出席者平均　約 21 名（委任状平均 5 名）
　※但し，第 98 回・第 100 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 9 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 104 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
れることはない．

本学における研究のすそ野拡充を目的に，平成25年度及び平成26年度に新設した学長裁量による二つの異なる「研
究マインド」を広く学内へ周知していく．

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．

川越キャンパスや日高キャンパスの構成員も多いため，今年度も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．
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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　 田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31）
副委員長 魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：講師（任期：H28.3.31） 
委員 朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科：教授（任期：H28.3.31）
 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科：教授（任期：H28.3.31）
 石原　理（ISHIHARA, Osamu）：産科・婦人科：教授（任期：H28.3.31）
 石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H28.3.31）
 市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H28.3.31）
 奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）
 佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H28.3.31） 
 笹島　茂（SASAJIMA, Shigeru）：教養教育：教授（任期：H28.3.31）
 篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授（任期：H28.3.31）
 田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H28.3.31）
 藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：脳神経外科：教授（任期：H28.3.31）
 三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授（任期：H28.3.31）
 村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H28.3.31）
 井上　勉（INOUE, Tsutomu）：腎臓内科：准教授（任期：H28.3.31）
 乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）：保健医療学部理学療法学科：准教授（任期：H28.3.31）
 茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：病理学：准教授（任期：H28.3.31）
 小澤栄人（KOZAWA, Eito）：国際医療センター放射線科：准教授（任期：H28.3.31）
 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H28.3.31）
 辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：医学教育センター：准教授（任期：H28.3.31）
 飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：総合診療内科 : 講師（任期：H28.3.31）
 ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：教養教育：講師（任期：H28.3.31）
 菅　理江（SUGE, Rie）：医学部生理学：講師（任期：H28.3.31）
 内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部教務課：次長（任期：H28.3.31）
 劉文甫（LIU, Wenfu）：顧問（任期：H28.3.31）
オブザーバー 小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H28.3.31）
 野村正彦（NOMURA, Masahiko）：顧問（任期：H28.3.31）
 松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：教授（任期：H28.3.31）
 丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：理事長（任期：H28.3.31）

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 26 年 4 月 22 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 17 人
②第 2 回（平成 26 年 5 月 20 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人
③第 3 回（平成 26 年 6 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
④第 4 回（平成 26 年 7 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人
⑤第 5 回（平成 26 年 9 月 10 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 13 人
⑥第 6 回（平成 26 年 10 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 
⑦第 7 回（平成 26 年 11 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人 
⑧第 8 回（平成 26 年 12 月 9 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人
⑨第 9 回（平成 27 年 1 月 21 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人 
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⑩第 10 回（平成 27 年 2 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人
⑪第 11 回（平成 27 年 3 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人
その他，種々の課題の検討と解決を進める上で，各委員を「小委員会」のグループに分けて作業を行なった．

4．評価と次年度目標
毎月 1 回開催してきた委員会では，主に「学生相互交換留学制度」，「春季語学研修制度」，「教員短期留学制度」

などに関する年間行事を的確に把握して，実行するために協議して来た．年間を通じて滞りなく業務が遂行されてい
る事を委員全員にはかり，合意に達する迄議論ができている．また，これらの中で反省項目があればそれを取り上げ，
次年度に向けて改良の方向に向かって討議をしている．
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5．4）アドミッションセンター運営委員会

1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）：センター長，医学部ブランチ長（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）：保健医療学部 学部長，保健医療学部ブランチ長（任期：平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日）
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：広報部門長，専務理事　（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
田島賢司（TAJIMA, Kenji）：事務部門長，常務理事 　　　（任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）
山川修一郎（YAMAKAWA, Shu-ichirou）：保健医療学部事務室長（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）

【その他センター長が必要と認めた者】
所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）：短期大学教授学科長　　（任期 : 平成 28 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（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）

（中村　美智子（NAKAMURA, Michiko）：総合医療センター看護専門学校教務主任）（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
館　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 28 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 28 年 3 月 31 日）
渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi） ：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 28 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 28 年 3 月 31 日）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：医学部科目出題責任者・生物（任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）
向田寿光（MUKAIDA, Toshimithu）：医学部科目出題責任者・物理（任期 : 平成 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日）
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：保健医療学部（任期：平成 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日）
横田政行（YOKOTA, Masayuki）：短期大学事務担当（任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
井上しず江（INOUE, Shizue）：短期大学事務担当（任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）

【オブザーバー】
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長
三澤善道（MISAWA, Yoshimichi）：特任講師・生物
長戸康孝（NAGATO, Yasutaka）：特任講師・国語
池田　豊（IKEDA, Yutaka）：特任講師・化学
齋藤直樹（SAITOU, Naoki）：特任講師・英語
丸山光夫（MARUYAMA, Mitsuo）：特任講師・数学
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，
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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，年度当初，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と部門】
　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．アドミッションセンターの業務目的達成のため，
調査・研究・解析部門，入試問題統括部門，広報部門，事務部門を置く．

3．活動報告
平成 26 年 5 月 7 日（水）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 26 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 27 年度入試の実施計画等（日程，募
集人数等）が報告された．

会議終了後，各学校別に入試問題作成者等との顔合わせを行い，情報共有と情報交換が実施した．

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．
　平成 26 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，各学校のアドミッ
ションポリシーに即した学生を受け入れられるよう当委員会の役割を担っていきたい．



237

委員会・会議報告（各種センター）

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

（平成 26 年 12 月 1 日から教授，任期：H28.3.31）
委　員　　永井正規　（NAGAI, Masaki）：基礎医学部門公衆衛生学：教授（任期：H28.3.31）
委　員　　丸山　敬　（MARAUYAMA, Kei）：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H28.3.31）
委　員　　依田哲也　（YODA, Tetsuya）：大学病院口腔外科：教授（任期：H28.3.31）
委　員　　藤原恵一　（FUJIWARA, Keiichi）：国際医療センター産婦人科：教授（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
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：H28.3.31）
オブザーバ　別所正美　（BESSHO, Masami）：学長（任期：H28.3.31）

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：H28.3.31）
委員　加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）：保健医療学部：教授（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, Tokushi）：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　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：同上）
委員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：同上）
学外委員　小林明弘（KOBAYASHI, Akihiro）：薫風園：事務長（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）
委員　高橋幸子　（TAKAHASHI, Sachiko）：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 27 年 2 月 2 日に委員会会議を開催し以下の事項について検討された．（出席者 12 名）
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究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．

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，保健医療学部看護学科，理学療法学科と協力し地域の健康づくりのリーダーの育成のためのプロジェクトを実
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：H28.3.31）
委員　森　茂久（MORI，Shigehisa）：医学教育センター：教授（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　足立雅樹（ADACHI, Masaki）：健康管理センター：准教授（任期：同上）
委員　椎橋実智男（SHIIBASHI， Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：同上）
委員　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：医学教育センター：准教授（任期：同上）
学外委員　稲葉宗通（INABA, Munemichi）：毛呂病院：院長補佐（任期：同上）
学外委員　鈴木郁子（SUZUKI, Ikuko）：光の家療育センター：施設長（任期：同上）
委員　久保かおる（KUBO, Kaoru）：埼玉医科大学短期大学：看護学科長（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）
委員　高橋幸子　（TAKAHASHI, Sachiko）：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）
委員　冨永信子（TOMINAGA, Nobuko）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

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 27 年 2 月 2 日に委員会会議を開催し以下の事項について検討された．（出席者 14 名）
1）卒前教育に関しては，臨床前教育において，地域医療機関での実習等を実施すべく計画した．具体的には，埼

玉県立大学が実施する IP 演習に本学 4 年生希望者 30 名を参加させるのと同時に，そのほか 50 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
35 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）文部科学省大学間連携共同教育推進事業も順調に進み，IPW 実習，IPW 演習，ヒューマンケア論 DVD の作成
等大学間の連携によるカリキュラム開発が進んでいる． 

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，また，専門職連携教育の学内への導入について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 : -H28.3.31）
委　員：椎橋実智男（SHIIBASHI,  Michio）：情報技術支援推進 センター：教授（任期：同上）
委　員：石原　理（ISHIHARA,  Osamu）：大学病院産科・婦人科：教授（任期：同上）
委　員：依田哲也（YODA,  Tetsuya）：大学病院歯科・口腔外科：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）
委　員：高橋幸子（TAKAHASHI,  Sachiko）：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
平成 27 年 2 月 2 日に委員会会議を開催し以下の事項について検討された．（出席者 8 名）
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，
対象地域の拡大やユーザビリティの改善を実施した．

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 26 年度は支援件数 92 件（再依頼を含む），論文 6 件 （共著 5 件，
謝辞 1 件） ，学会発表 3 件，学位論文での統計解析指導・支援 3 件であった．支援対象はいずれも臨床研究で，
後ろ向き症例対照研究，多施設共同研究での診断基準値策定等の他，学内研究者の依頼により，日本産科婦人科
学会，大腸癌研究会等の学会主導の大規模調査研究にも解析担当者，データ解析責任者（荒木）として参画した．
また学内研究者の紹介・共同研究を経て国立成育医療研究センター不妊治療科，埼玉県立循環器・呼吸器病セン
ター呼吸器内科などの学外研究機関からの依頼にも対応している．

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．感染症 GIS ネットワークシステムによ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
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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：H28.3.31）
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, Tokushi）：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）
学外委員　小山　格（KOYAMA, Itaru）：毛呂山町：副町長（任期：同上）
学外委員　粟田　博（AWATA, Hiroshi）：毛呂山町教育委員会：教育長（任期：同上）
学外委員　小林明弘（KOBAYASHI, Akihiro）：薫風園：事務長（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）
委員　高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）：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
　平成 27 年 2 月 2 日に委員会会議を開催し以下の事項について検討された．（出席者 11 名）

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．毛呂山町の健康づ
くりに関する助言を行った．

2）毛呂山町健康づくりプロジェクトを高齢者支援課，教育委員会との連携で公民館生涯学習事業として実施した．
3）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）毛呂山町教育委員会との連携のもと，小中学生のキャリア教育と本学医学部学生の早期体験実習を目標とした

実習を計画し，医学部1年生の必修の実習を実施した．その他，学生が地域で学ぶ機会についての意見交換を行っ
た．

5）埼玉県内初等中等教育の現場において，思春期を迎える児童生徒，その保護者を対象とする性教育講演会なら
びに，ネットワークつくりを開始した．

6）埼玉県福祉部との連携事業の窓口として，サポーター事業に学生ボランティアを 1 名派遣した．

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，地域住民の健康意識の向上のための取り組みを開始したことは，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，毛呂山町，埼玉県の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　真 （NAGATA, Makoto）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H27.3.31）
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：H27.3.31）
委員　　　松下　祥 （MATSUSHITA, Sho）：埼玉医科大学免疫学：教授（任期：H27.3.31）
　　　　　中村晃一郎 （NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：H27.3.31）
　　　　　徳山研一 （TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H27.3.31）
　　　　　上條篤（KAMIJYO, Atushi）: 埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　　森圭介 （MORI, Keisuke）：埼玉医科大学病院眼科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　　植松和嗣 （UEMATSU, Kazutsugu）：総合医療センター呼吸器内科：准教授（任期：H27.3.31）
　　　　　和合治久 （WAGO, Haruhisa）：国際医療センター保健医療学部：教授（任期：H27.3.31）
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：H27.3.31）

2．目的
　本センターは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いる．委員は，埼玉医科大学毛呂山キャンパス，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，複数基盤学科が連携しての共同研究の可能性を討議し
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 48 回　定例会議（平成 26 年 4 月 4 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
②第 49 回　定例会議（平成 26 年 6 月 13 日）於：本部棟 3 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
③第 50 回　定例会議（平成 26 年 7 月 11 日）於：本館 12 階会議室　出席 10 名
　議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
④第 51 回　定例会議（平成 26 年 9 月 12 日）於：本部棟 3 階会議室　出席 11 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 52 回　定例会議（平成 26 年 11 月 7 日）於：基礎医学棟 3 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 53 回　定例会議（平成 27 年 1 月 9 日）於：基礎医学棟 3 階会議室　出席 11 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 54 回　定例会議（平成 27 年 3 月 13 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）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
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などを随時審議，決定した．
②センター関連 2 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．



委員会・会議報告（各種センター）

244

（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．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．
　なお次年度からは大学病院組織となり毛呂山キャンパスに限定しての活動となるが，引き続き本センター事業を発
展させていきたい．
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5．8）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） 初期臨床研修部門 総合医療センター
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio） 初期臨床研修部門 国際医療センター
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi） キャリア形成支援部門
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki） キャリア形成支援部門
坂口 浩三（SAKAGUCHI, Hirozo） キャリア形成支援部門
加藤 仁（KATO, Hitoshi） キャリア形成支援部門
稲葉 宗通（INABA, Munemichi） 生涯学習部門 部門長 
名越 澄子（NAGOSHI, Sumiko） 女性医師支援部門 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（任期 26.5.31）
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
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 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教
員代表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 45 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 4 月 21 日　出席者 10 名
　埼玉県地域枠奨学金アンケート実施について，本学における本年度採用研修医数についてなど

（2）第 46 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 5 月 19 日　出席者 9 名
　本学 6 年生対象プログラム説明会開催について，第 1 回病院群臨床研修センター運営会議開催について，基本
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的臨床能力評価試験についてなど
（3）第 47 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 6 月 16 日　出席者 8 名
　腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナー日程について，医療人育成支援センターホームページについてなど

（4）第 48 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 7 月 14 日　出席者 8 名
　埼玉県地域枠，埼玉医科大学地域枠奨学金受給者の応募状況について，臨床研修病院合同説明会「e レジフェア」

について，臨床研修指導医講習会日程についてなど
（5）第 49 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 9 月 22 日　出席者 8 名
　埼玉県地域枠，埼玉医科大学地域枠奨学金受給者の決定について，今年度のマッチング状況について，埼玉医科

大学病院群研修医教育助成申請についてなど
（6）第 50 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 10 月 20 日　出席者 6 名
　埼玉県総合医局主催見学会「高校生の志」開催について，マッチングに関するアンケート調査についてなど

（7）第 51 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 11 月 10 日　出席者 5 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，3 病院マッチング結果状況について，シニアレジデン

ト帰学者対象アンケート調査についてなど
（8）第 52 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 12 月 15 日　出席者 6 名
　埼玉県地域枠奨学金貸与制度の説明会・意見交換会について，臨床研修指導医講習会の開催報告について，マッ

チングに関するアンケート調査結果報告についてなど
（9）第 53 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 1 月 19 日　出席者 7 名
　埼玉県地域枠奨学金貸与者研修先の見学について，Up To Date についてなど

（10）第 54 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 2 月 16 日　出席者 4 名
　Up To Date 説明会開催について，医師国試対策 月刊誌「KOKUTAI」への掲載についてなど

（11）第 55 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 3 月 16 日　出席者 7 名
　埼玉県地域枠奨学金受給者の病院見学先について，女性医学生対象「女医トーク」開催について，第 4 回

JMECC 開催の報告についてなど
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 26 年 11 月 1 日（土）参加者 4 名

（大学病院 3 名，総合医療センター 1 名）
　平成 26 年 11 月 15 日（土）参加者 4 名
　（大学病院 3 名，さいたま赤十字病院 1 名）

4．評価と次年度目標
　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 1 日と 11 月 15 日にスキルスラボにて ”「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－」“ 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，シニアレジ
デントおよび埼玉県医療整備課にも情報提供し，2 日間で 8 名の研修医が参加した．
　次年度も，好評であったシミュレーターを用いたセミナーを引き続き開催し，多くの地域医療機関の先生方の参加
も促していきたい．
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1．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27年3月末現在1283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 27 年 3 月末現在 40 件の学位 ( 修士 ) を授与した．

平成 26 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（大学院）：成人看護学：博士
湯沢八江（YUZAWA, Yae）：教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学・看護管理学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）：教授：指導教員（大学院）：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（大学院）：地域活動看護学：博士
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（9 月まで）
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）：准教授：大学院教員（大学院）：成人看護学：修士
大森智美（OOMORI, Tomomi）：准教授：指導教員（大学院）：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（大学院）：地域活動看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）：准教授：指導教員（大学院）：地域活動看護学：博士
小倉邦子（OGURA, Kuniko）：准教授：大学院教員（大学院）：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（大学院）：基礎看護学・看護管理学：修士
大賀淳子（OGA, Junko）：准教授：代表指導教員（大学院）：精神保健看護学：修士
辻脇邦彦（TSUJIWAKI, Kunihiko）：准教授：指導教員（大学院）：精神保健看護学：修士
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）：客員教授：大学院教員（大学院）：小児看護学：博士

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．看護管理学特論Ⅰでは看護管理の歴史を考察し，
看護管理の役割と機能について学修する．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し，各人の課題についての資源や方法を科学
的に探究する．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．

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
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）
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・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）
・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 （大賀淳子）
・看護情報処理論：1 年生，2 単位 30 時間 （椎橋実智男）
・人体統合機能論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木正彦，金子優子，小糸寿美，江連和久，北村邦男）
・看護政策論：1 年生，2 単位 30 時間（湯澤八江）

【専門科目】
・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Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（古地順子）
・クリティカルケア学演習Ⅱ：2 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）
・成人看護学課題研究：2 年生，4 単位 120 時間 （古地順子）
・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）
・精神保健看護学課題研究：2 年生，4 単位 120 時間　（大賀淳子）
・看護技術学特論Ⅰ：1 年生 ,2 単位 45 時間（冨田幸江 , 小倉邦子）
・看護技術学演習Ⅰ：1 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江）
・看護技術学演習Ⅱ：2 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江）
・看護管理学特論Ⅰ：1 年生 ,2 単位 45 時間（湯澤八江 , 大堀昇）
・看護管理学特論Ⅱ：1 年生 ,2 単位 45 時間（湯沢八江 , 大堀昇）
・看護管理学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間 （湯沢八江 , 大堀昇）
・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により，研究的取り組みに効果的に反映することができた．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．演習Ⅱ
ではより高度実践に向けた臨床的課題について検討し，特別研究に反映することができた．また今年は特別研究およ
び課題研究に関する学修および論文作成に力を入れ，効果的に進行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，2 名の学生の研究指導であった．学生は自らの課題
に取り組み，基本的な研究プロセスをたどることで看護研究の基礎を習得できたと考える．

精神保健看護学領域：精神保健看護学特論Ⅰ・Ⅱ，精神保健看護学演習Ⅰ・Ⅱおよ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．精神保健看護学課題研究では，1 名の学生（最終学年）に研究指導を行った．
研究計画の作成および倫理委員会への申請が遅れ，調査および論文作成のための期間を十分に確保することができな
かったものの，学生は真摯に取り組み，論文を作成した．特に審査会での審査委員からの助言は，学生のモチベーショ
ンを高めるものとなり，これまでにも増して意欲的に修正作業に臨み，修士論文を完成させた．学生からは達成感を
得ることができたという感想が聞かれた．

基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学特論Ⅰでは，1 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
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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
術学演習Ⅰ（後期）とⅡ（前期）は，1 年生 1 名，2 年生 3 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，科目目標は十分に
達成できた．看護技術学特別研究では，3 名の学生に研究指導を実施し，修了することができた．看護管理学特論Ⅰ
では看護管理の歴史を学修し，看護管理特有の課題について討議した．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，2 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，今年度無事に修了となった．1 年生 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．特別
講師による保健福祉行政の現状と課題の講義を計画し，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．1 年次生は積極的に準備をして各授業に臨んでいた．演習Ⅱは，2 名の
2 年次生が発表・討議を通してそれぞれの課題を明確にし，演習施設にもフィードバックできた．特別研究は，修了
予定の学生の研究において，分析に十分なデータ数が回収できず，データ収集方法を変更したため，倫理審査の再受
審をすることになり，年度内に学位論文を完成できなかった．2 年次生 1 名は倫理審査が承認され，現在はデータ収
集中である．別の 2 年次生と 1 年次生には，研究計画書作成を指導中である．
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
化に向けた活動の展開を継続する．クリティカルケア学では，これまでどおり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：小児看護学特別研究は，研究指導教員の退職により，同教員を客員教授として修士論文の指導を
依頼した．その結果修了予定者2名が学位論文として研究論文を提出できた．次年度は新任の指導教員を迎えるので，
当該領域の学生確保に努めていく．

精神保健看護学領域：昨年度，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．今年度
の在学生は最終学年の 1 名だけであったため，今後は学生の確保と教育課程の充実が課題である．また，昨年度実
施したフォローアップ研修は，今年度実施がかなわなかったため，次年度は年度当初より計画的に取り組む予定であ
る．

基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学では，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 3 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，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 2 名が学
位を取得することができた．

地域活動看護学領域：3 名は社会人学生のため，研究指導の日程調整が難しかった．次年度は，学生と細かい時間
調整をしながら全員が学位論文を提出できるよう進めたい．演習Ⅱにおいては，演習施設との調整を図り学生の演習
目的が達成できるよう支援する．学生が主体的に取り組めるよう計画的に進める．

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
　現在，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が認定されているが，教員の退
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職により，今年度はがん看護学専門看護師教育課程が開講できなかった．がん看護学専門看護師教育課程は最も志願
者の多い領域であるが，この領域で学生が確保できないこともあり，次年度入学者は全体で 3 名となった．次年度は，
まず，教員の確保，そして学生確保が課題である．今年度は看護学研究科の広報活動用パンフレットを作製したので，
次年度はこれを活用して広報に力を入れていきたい．また，幅広い領域であることを示す科目名とすることで入学生
を確保することを目的に，看護技術学を基礎看護学と改めた．これにより，看護技術だけでなく，看護教育や看護倫
理などの研究テーマを持つ学生も応募しやすくなると考える．在学生に対しては，入学及び新学期のオリエンテーショ
ンを入学式当日に実施する事により，早期に授業が開講できるようにした．また，「学位論文作成・提出・審査の手引き」
を見直し，学生が混乱なく学位論文に取り組めるよう配慮した．さらに，科目名の英語表記を決定し，外国の大学院
等での単位認定等の希望に対応できるようにした．学生による授業評価は，昨年度より提出数が多く自由欄への記入
もあったので，この結果を参考にして，教育の質の向上を図っていきたい．専門看護師教育課程は現在 26 単位制の
認可を受けているが，共通科目とがん看護は 2020 年度まで，精神看護は 2021 年度までで期限が切れ，次回申請分
から 38 単位制となるため，認定期限の切れる前に更新できるよう準備を進めていく．
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3．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：
　　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：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）：
　　本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）：准教授（保健医療学部看護学科）
　がん指導薬剤師養成コース（インテンシブコース）：
　　佐伯俊昭（同上）
　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）
　以下の第 1 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）
　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）
　秋山典子（AKIYAMA, Noriko）：非常勤特任研究補助員（国際医療センター・乳腺腫瘍科）

2．概要
　本学は，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）に採択された．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
て平成 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．
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　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．

3．活動報告
　平成 26 年度入学者は，「腫瘍外科学指導者コース」選択者 1 名，「包括的がん治療・ケア　医療者・指導者コース」
選択者 3 名の計 4 名であった．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．第 1 期がん
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，平成 26 年度は 1 名の大学院生が医学博士の学位を取得している．ま
た，平成 26 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 26 年 9 月には，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」をシンポジウム形式
にて開講し，県内の医療施設等から 26 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できた．
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，リハビリテーショ
ンセンター，薬剤部，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
の更なる強化に貢献できたと考えられる．
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1．教養教育（英語，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＞
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
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：名誉教授：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）：客員准教授：物理教育：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：研究主任：無機化学，有機化学 , 博士
土田敦子（TUCHIDA, Noriko）：講師：教育副主任：量子化学 , 博士
鈴木　勝　（SUZUKI, Masaru）：教授：医学研究センター（教養教育兼担）, 神経化学 , 博士
磯部正良 （ISOBE, Masayoshi）：非常勤講師：有機化学 , 修士

＜生物学＞
山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito）：准教授：教育主任・研究員：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
＜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
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
＜総合教育＞
中平健祐（NAKAHIRA，Kensuke）：准教授：教育副主任：研究員：分子神経生物学：博士
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）：講師，研究員，教育員，生涯学習論，（今年度は産休）

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，H25 年度に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，
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．活動報告
＜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．
＜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 3 回，開催した．
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いずれも場所は 7 号館 1 階会議室
第 8 回（通算）：7 月 23 日（水）15：00 ～ 16：00
魚住 尚紀　「生化学は絶滅するか？」
第 9 回：10 月 22 日（水）16：00 ～ 17：00
赤間 啓一　「素粒子論　宇宙の模型　情報の集積の研究」
第 10 回：1 月 21 日（水）16：30 ～ 17：30
森口武史　「ヒドロキシアパタイトの分子吸着性と触媒への応用」

＜研究活動＞
3-1．各グループの研究目的・目標
＜物理学＞

1）医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査
2）物理学史（明治期における物理学受容過程）：わが国が西洋型自然科学（物理学）を建設時（明治期）におけ

る物理学受容過程を明らかにする．
3）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．
4）レプリカ対称性の破れと有効ポテンシャルの解析性の関係
5）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．
6）量子アニーリングの性質を解明する．
7）量子相転移近傍における状態の時間発展に関する理論を作る．
8）複合体の競合選択による自然情報の自己集積について，研究を進める．
以下，3-2 ～ 3-4 の 1）～ 6）は本節の 1）～ 6）の研究に対応します．

＜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 3-2 ～ 3-4 に，教員個々について記載する．
＜英語＞
　英語教室の専任は，昨年より 1 名減となった .3 人の専門が異なるため , 統一した研究テーマの設定は難しいが , 医
療分野における英語教育のあり方について，各自の専門や関心領域に応じて課題を追究し，情報交換をおこなって，
より効果的な英語教育を目指している.また，研究成果に関しては学内外の紀要・学会機関誌などに発表するとともに，
授業実践や教材作成に反映させている .
＜総合教育＞

中平健祐：K チャネルの局在と機能の解明
米岡裕美：専門職が連携するために必要な能力及びその育成方法を明らかにすること，教育政策形成への参加につ

いて，その意味や適切な方法を明らかにすることを目的とする．（本年度は育児休業）
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜物理学＞

1）医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査：赤羽明，渡辺修一，森茂久，柴崎智美，鈴木健之，飯塚裕幸，
荒木信夫（埼玉医大）．

2）物理学史（明治期における物理学受容過程）：赤羽明 （埼玉医大），玉置豊美（㈱数理設計研），高橋浩（群馬大
院理工），所澤潤（東京未来大こども心理学部）

3）6 角格子ランダムイジング模型の研究：鈴木　正（埼玉医大），森田悟史（東京大学物性研究所）
4）レプリカ対称性の破れ：向田寿光，鈴木　正（埼玉医大）
5）磁気秩序を有する強誘電体：西脇洋一（埼玉医大）
6）量子アニーリング：鈴木　正（埼玉医大）
7）量子相転移近傍のダイナミクス：鈴木　正（埼玉医大），Amit Dutta，Shraddha Sharma，Tanay Nag（IIT 

Kanpur）
8）複合体の競合選択による自然情報の自己集積について：赤間啓一（埼玉医大）

＜化学＞
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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）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：ポリアラニン伸長疾患の研究（医学部生化学で研究を行っている．また，広島大学，東京大学との

共同研究である．）
3-3．研究内容と達成度
＜物理学＞

1）医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査を本学医学部 1 年，保健医療学部，群馬大，大妻女子大，
東京電機大等の学生を対象に実施した．

2）明治期における物理学受容過程の研究―実験教育に着目し，1882（明治 15）年頃，後藤牧太とその弟子たち
により推進された簡易物理器械（実験具）の教育実践について，1884 年群馬県師範学校開催の簡易器械講習会
を中心に調査研究・検討を行い，簡易物理器械が講習会参加教員によって自製されていたことを明らかにした．

3）層状な乱れの入った 6 角格子，正方格子ランダムイジング模型を解析的に調べ，絶対零度における乱れの濃度
に関する転移点を厳密に求めた．さらに，リアプノフ指数を数値的に精度よく計算することで，有限温度の相図
を精度よく求めた．

4）ランダムエネルギー模型の低温相において，レプリカ対称性が破れることと，有効ポテンシャルが非解析的に
なることが同時に起こることを，厳密に示した．

5） RbCoBr3 の磁場中誘電率測定を行い，磁気相転移点の変化に伴い構造・強誘電相転移が協力的に変化していく
様子を観測した．また，ACoX3 系物質のスピン運動が熱伝導を引き起こす様子を観測した．

6）量子アニーリングを量子力学を用いて最適化問題を解く手法の一つである．近年著しいこの分野の研究に関し
て論文誌で特集号を編集した．

7）系を特徴づけるパラメターを量子相転移をまたぐように時間変化させた時に，状態がどのように時間発展する
か，という問題に対して，これまでにほとんど注目されてこなかった不連続量子相転移に注目して新たな普遍的
理論を作った．またその理論を具体的な模型に対する数値計算で確かめた．また，パラメターを瞬間的に変化さ
せた時にロシュミットオーバーラップと呼ばれる物理量に現れる特異性（動的相転移）に関して新たな知見を得
た．

8）自然界における情報集積は，原子，分子から，生命など，すべての複合体の複合性維持のための競合選択に起
因するという考えを傍証するため，原子，分子，結晶など，簡単な複合体の持つ情報，情報量を導出し，その特
徴を検討した．熱力学第 2 法則との関係を論じた．

＜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：第9族遷移金属錯体によるC-H活性化機構の解明と新規触媒の構築. （中央大学・石井研究室との研究）.達
成度 80 %,
＜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．それと同時に，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，こ
の抗体が標識するタンパク質についての解析を進めている．

2）川村勇樹：動物界の筋細胞に広く存在する巨大タンパク質コネクチンに注目し，それが微細形態において，ど
のように組込まれて機能しているか，透過型電子顕微鏡を使って研究を進めている．平成 22 年からクラゲ筋組
織コネクチン様タンパク質に注目し，そ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．

＜英語＞
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　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
究している . 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学問分野において，大学英語教育学会では言語教師認知研究
会を主宰し，探究を続けている．
　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．また国際交流センターの仕事において留学生
プログラムの企画・運営などにおいて中心的な役割を果たしている . 
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 .
＜総合教育＞
　中平健祐：培養小脳顆粒細胞においては Kv4.2 はグルタミン酸刺激により ER から樹状突起へと移行する．この分
子メカニズムを改変タンパクを用いて解析するために，Kv4.2 チャネルと蛍光タンパクとの融合タンパクを強制発現
させる系の検出感度上昇を試みた．
3-4．自己評価と次年度計画
＜物理学＞

1）医学系学生に対する放射線調査の継続調査を実施し，学生の意識．理解度の変遷を確認している．次年度調査
とその分析を引続き行う予定である．

2）物理学史（明治期における物理学受容過程）：物理実験教育の始まりと考えられる簡易物理器械（実験具）が
当時の物理教師及び現場の小学校教員によって自製され教育展開に使用されていたことが分かった．次年度は学
習者の簡易器械自製の実態を明らかにする．

3）層状な乱れのある 6 角格子および正方格子ランダムイジング模型の相図については 2014 年度の研究により問
題は解決した．今後は，臨界現象について研究を進める必要がある．

4）2013 年度の続きとして，有効ポテンシャルの解析性が，レプリカ対称性と関係していることが，ランダムエ
ネルギー模型について明らかになった．今後は他の模型でも同様に成り立つか考察する．

5）三角格子ハロゲン化物質の磁気相転移と誘電相転移が協力的に起こることを明らかにした．またスピン系が熱
伝導を引き起こすことを明らかにした．次年度は，引き続き観測を行い，理論モデルとの比較をする．

6）量子アニーリング専用の量子計算機（D-Wave マシン）の登場により，量子アニーリングの研究は活況を帯び
ている．D-Wave マシンは現在でも実際に量子アニーリングを行っているか不明であり，今後基礎研究によりそ
れを明らかにする必要がある．単純な模型を使った研究により D-Wave マシンの本質に迫りたいと考えている．

7）不連続転移近傍の時間発展に関する論文は投稿済みである．動的相転移に関する論文は準備中である．今後は
準備中の論文を仕上げるとともに，デコヒーレンスの時間発展に関する普遍的性質の解明など，他の問題に取り
組んでいく．

8）より深い理解に向けて，引き続き研究を進める．
＜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 : 着実に進展している . 次年度も引き続き反応機構の解明に注力する．また新たな課題にも取り組む予定で
ある．
＜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．大間は事情により今年度の途中から研究を一時中断したため，研究は当初
の計画よりも遅れているが，次年度に再開され次第，計画内容の通りに進めていく予定である．また，上記研究中断
により，科研費の研究期間は平成 28 年度までに延長された．
＜英語＞
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　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いて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.また，基礎医学系教員との連携による医学専門書読解力の向上には，
専門的知識と英語的知識がどのように関連しているかについて，教育心理学的に追究するとともに，医学専門的知識
の習得と英語運用技能の育成とを目指した医学英語教育カリキュラムの開発研究を進めることが課題である .
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 , 国際交流事業などの
あり方も含め，実践的な授業研究に取り組んでいる．
＜総合教育＞

中平健祐：Kv4.2 チャネルの局在制御について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. 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＞

Euro. Phys. J. ST Guest Editor（鈴木正）
日本物理教育学会誌編集委員，査読（赤羽明）
日本物理教育学会会誌検討委員会委員（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）

＜化学＞
森口武史：Phosphorus Letter（日本無機リン化学会）編集委員． J. Colloid Interface Sci. （Elsevier）3 件を査読 .
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＞

学習院大学非常勤講師（数学）（向田寿光）
群馬大学非常勤講師（物理学）（赤羽明）
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）
日本物理学会代議員（鈴木正）
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解説論文　Sei Suzuki, Performance of quantum annealing in solving optimization problems: a review, Euro. Phys. 
J. ST 224 51-61 （2015） 査読有

② 国 際 会 議 発 表　Sei Suzuki, Quantum annealing: a base of quantum computation, 招 待 講 演 , International 
Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, 2014 年 9 月 23 日 , Rodos Palace Hotel, 
Rhodes, Greece

③学会発表　鈴木正，不連続転移における連続的な量子クエンチの普遍的理論，日本物理学会第 70 回年次大会，
2015 年 3 月 21 日，早稲田大学

④学会発表　鈴木正，向田寿光 , ランダムエネルギー模型における厳密なレプリカ対称性の破れ - 強磁性相互作用
の効果 -，日本物理学会　2014 年秋季大会，2014 年 9 月 7 日，中部大学

⑤原著　Y. Nishiwaki, T. Yamaguchi, M. Takashige, H. Kuroe, M. Akaki, H. Kuwahara, T. Kato, and K. Iio, Interplay 
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Between Ferroelectric and Antiferromagnetic Phase Transitions in RbCoBr3 , J. Phys. Soc. Jpn. 83 （2014） 
114708. 査読有

⑥原著　Y. Matsuoka, T. Kawamata,, K. Naruse, M. Ohno, Y. Nishiwaki, T. Kato, T. Sasaki, and Y. Koike , Observation 
of the Thermal Conductivity due to Spins in the One-Dimensional Antiferromagnetic Ising-Like Spin System 
ACoX3 （A = Rb, Cs; X = Cl, Br） , J. Phys. Soc. Jpn. 83 （2014） 064603. 査読有

⑦学会発表 赤間啓一 ,「複合体の情報集積機構とエントロヒ ? ー増大」, 2015 年 3 月 24 日 , 日本物理学会 第 70
回年次大会，2015 年 3 月 21 日，早稲田大学

⑧原著 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 
ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings　p.223-234,2014. 査読有

⑨学会発表 赤羽明；「放射線」学習の始まりとその後の放射線教育史― 3.11 以後の医学系学生の放射線に対する
意識・理解度調査―，The history of the learning of the first "radiation" in our country and the later radiation 
education, 日本応用物理学会秋分科会 2014 年 9 月 18 日，ポスターセッション 18a-PB2-2（概要 CD-ROM）．

⑩原著 赤羽明；物理実験機器の自作，大学の物理教育，21 巻，No.1，p.41，2015.3 査読有
【総数：論文 8 件，学会発表 13 件】

＜化学＞
① Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa. Adsorbability and Photo-Fenton Reactivity of Aquatic Humic Substances 

with Fe（III）-treated Hydroxyapatites in Water. Phosphorus Res. Bull. vol.29, p.11-20 （2014）
② 矢野一行 , 森口武史 , 廣澤成美 , 坂本 安 .「大学講義 放射線医学 : 原子・分子から被曝・がん」丸善 （2014）
③ 森口武史 , 有田和恵 , 大西京子 , 土田敦子 , 川村勇樹 , 魚住尚紀 , 村越隆之 , 森茂久 , 渡辺修一 , 荒木信夫 . 医学部

2年生におけるプレゼンテーション実習の実施と評価 . 第46回日本医学教育学会大会 . 平成26年7月18-19日 , 
和歌山

④ 有田和恵 , 森茂久 , 有田彰 , 大西京子 , 柴崎智美 , 辻美隆 , 森口武史 , 川村勇樹 , 荒木隆一郎 , 渡辺修一 , 間嶋満 ,
荒木信夫 , 別所正美 . 埼玉医科大学医学部における SP 参加型コミュニケーション実習におけるポストアンケー
トの分析 . 第 46 回日本医学教育学会大会 . 平成 26 年 7 月 18-19 日 , 和歌山

⑤ 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光フェントン反応に
おける速度論的検討．第 24 回無機リン化学討論会．平成 26 年 9 月 25-26 日 , 高知

⑥　森口武史，中川草平．光フェントン反応における鉄処理型ヒドロキシアパタイト触媒の表面修飾の効果．日本
化学会第 95 春季年会．平成 27 年 3 月 26-29 日，船橋

⑦　Shinichi Yamabe, Noriko Tsuchida, Shoko Yamazaki and Shigeyoshi Sakaki, Frontier orbitals and transition 
states in the oxidation and degradation of L-ascorbic acid: a DFT study, Org. Biomol. Chem., vol.13, 
pp.4002-4015, 2015

⑧ Noriko Tsuchida, Maiko Waragai, Yousuke Ikeda, Koichi Takano, Shintaro Kodama, Youichi Ishii, Keiko Takano, 
DFT Study on Reaction Mechanism of Selective 1,4-Rh Migration at Rh（III） Complex, 錯体化学会第 64 回討論会，
平成 26 年 9 月 18 日 -9 月 20 日，東京

⑨ Noriko Tsuchida, Maiko Waragai, Yousuke Ikeda, Koichi Takano, Shintaro Kodama, Youichi Ishii, Keiko Takano, 
DFT study on 1,4-Rh migration in Cp*Rh（III） complex, 第 8 回分子科学討論会 , 平成 26 年 9 月 21-24, 東広島

【総数：論文 2 件 , 著書 1 件，学会発表 6 件】
＜生物学＞

① Kino Y, Washizu C, Kurosawa M, Oma Y, Hattori N, Ishiura S, Nukina N （2015） Nuclear localization of MBNL1: 
splicing-mediated autoregulation and repression of repeat-derived aberrant proteins. Human Molecular Genetics, 
24, 740-756

doi: 10.1093/hmg/ddu492.
② S Yamamoto, M Gotoh, Y Kawamura, K Yamashina, S Yagishita, T Awaji. （2014）　Cyclic phosphatidic acid 

treatment suppress cuprizone-induced demyelination and motor dysfunction in mice. European journal of 
pharmacology 741, 17-24

学会発表
③山崎芳仁 , 川村勇樹 . 日本産アカハライモリ脳で発現している GFAP 様遺伝子，第 120 回 日本解剖学会総会・全

国学術集会・第 92 回日本生理学会大会　合同大会 ,2015 年 3 月 , 神戸
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④川村勇樹 . 環形動物の心臓に存在するコネクチン様タンパク質，日本動物学会第 85 回大会 ,2014 年 9 月 , 仙台
⑤川村勇樹 , 辻美隆 , 大西京子 , 佐藤義文 , 山田泰子 , 森茂久 , 荒木信夫 . 医学部 2 年次に行う BLS 演習の改善．第

2 回日本シミュレーション医療教育学会学術大会，2014 年 6 月，宮崎
⑥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 , , 間島　満，荒木信夫 .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 2 報），第 46 回日本医学教育学会
大会，2014 年 7 月，和歌山

⑦中本千里菜 , 大間陽子 , 三橋弘明 , 石浦章一 . グルタミン酸・グルタミンリピートの長さがタンパク質の安定性に
与える影響 . 第 87 回日本生化学会大会 , 2014 年 10 月 , 京都

【総数：論文　2 件，学会発表　5 件】
＜英語＞

①秋田喜代美・斎藤兆史・藤江康彦・藤森千尋・柾木貴之・王林峰・三瓶ゆき「文法学習に関わる要因の教科横断
的検討―文法課題遂行と有用感・好意度・学習方略間の関連―」2014 年　東京大学大学院教育学研究科紀要　
第 53 巻　（pp. 173 － 180）

②斎藤兆史・秋田喜代美・藤江康彦・藤森千尋・柾木貴之・王林峰・三瓶ゆき「メタ文法カリキュラムの開発：中
等教育における国語科と英語科を繋ぐ教科横断カリキュラムの試み」2014 年　東京大学大学院教育学研究科紀
要　第 53 巻　（pp. 255 － 272）

③藤森千尋「イングランド初等・中等教育学校訪問に関する報告」新井浅浩『英国の学校における人格・価値教
育の実施状況に関する研究調査報告書』（平成 22 年度～平成 25 年度　科学研究費補助金基盤研究 C　課題番号
22531027）2014 年（pp. 95 － 112）

④藤森千尋「イングランド初等・中等教育における自律的学習者の育成：形成的自己評価につながる「学習の自己
モニタリング」に着目した授業分析」『自律した学習者を育てる英語教育の探求⑧－小中高大を接続することば
の教育として』2014　No. 82　（pp.63 － 77）　中央教育研究所　

⑤藤森千尋「ピア・フィードバックによる大学生ライティング授業における自己効力感・学習意欲・パフォーマン
スの変化」（全国英語教育学会　第 40 回徳島研究大会　発表予稿集 pp. 38-39　2014 年 8 月 9 日　徳島大学）

⑥藤森千尋「英語ライティング授業における学習意欲・自己効力感・学習方略及びテストスコアの関連」（日本教
育心理学会　第 56 回総会神戸大会　神戸国際会議場　発表論文集　p.379　2014 年 11 月 7 日）　

⑦藤森千尋 『英語授業における話しことばの学習過程 ---正確さ・流暢さ・複雑さに基づく検討 ---』（2014年12月）
風間書房　総ページ数　337 ページ

⑧ Godfrey, Chad. Comics, Gender, and English Language Teaching in Japan: Using Manga to Connect with 
Gendered Speech and Attitudes. 17th JASMEE Academic Meeting. Tokyo, Japan （July 19, 2014）

⑨ Godfrey, Chad. Input-Output Tasks in the CLIL Classroom: Developing Better Communication in a Medical 
Context. JACET 41st Annual Summer Seminar. Kusatsu, Japan （August 20, 2014）

【総数 : 論文　4 件 , 学会発表 4 件 ,　著書 1 件】
6-2．獲得研究費
＜物理学＞

1） 文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）），「クエンチダイナミクスによる乱れた系のグリフィス特異性」，
課題番号 26400402，鈴木正（研究代表者） 120 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） 1,400 千円

＜生物学＞
1）平成 25 ～ 28 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

＜英語＞
藤森千尋 , 文部科学省科学術研究助成金　基盤研究（C）（平成 26 年度～平成 30 年度）「医学部におけるリベラル
アーツとしての言語教育カリキュラム研究：自律的学習者の育成」（課題番号：26381283）研究代表者
平成 26 年度分　1,9000 千円
藤森千尋 , 文部科学省科学研究費補助金　研究成果公開促進費　種目：学術図書　課題番号：265217

『英語授業における話しことばの学習過程』　1,500 千円
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6-3．受賞　　該当なし
6-4．特許，実用新案　　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
＜物理学＞

鈴木が世話人となり，2014 年 5 月 20 日に東京大学において研究会 Mini-workshop on real-time dynamics of 
quantum many-body systems を開催した．

7．自己点検・評価
＜物理学＞

例年，教育と研究のバランスのとれた業務を目指しているが，今年度もその目標は達せられたと考える．
＜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4件 , 学術論文1報 , 
著書 1 件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．
配布資料は WebClass に事前にアップし，課題等を事前に与えることで学生の予習を促した．WebClass のアクセス
記録から，事前資料はある程度有効に活用されたのではないかと考える . 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努力を続けている．
＜英語＞
　今年度はスタッフが昨年より一名減となったが , 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
クラスをこれまで通り，維持した．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，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．
＜総合教育＞
　総合教育は中平と米岡の 2 名で本年度より発足した新しいグループであり，本年度は米岡が育児休業のためグルー
プとしての活動はできなかったが，次年度からはまったく背景の異なるメンバーによる共同作業を通じて新しいもの
をつくっていきたいと考えている．
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医学部（基礎医学部門）

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・医学英
語・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，栗崎が細胞生物学 1-3 のユニットディレクターを務めたほか，17 章「細胞骨格」および 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，
医学英語，選択必修の各ユニットを担当した．
　2 年生の「人体の構造と機能 2」では，「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委員を務めた．教育実務では博士課程「実用実
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験医学特別講義」および「実用実験医学特別実験」の科目責任者を永島が務めた．また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
　担当のコース，ユニットは円滑に運営された．
　教育用研究用遺体収集：平成 26 年度収集遺体数 72 体（通算収集遺体数 2,043 体），解剖学実習使用遺体数 33 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数27体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成27年 3月末の登録者総数2,847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
　「人体の構造と機能 2」コースでは「調節系」ユニットおよび「構造系実習」ユニットを円滑に運営した．引き続き，
教育成果と問題点について担当者間で相互評価しつつ，改善を図る．
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，大学院教育に貢献できた．

3．研究
3-1．目的・目標
　主要な研究課題は，1）臨床解剖学，2）血管の器官形成，3）大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス，4）骨格筋形成，
5）初期発生および原腸胚形成機構の分子細胞生物学的研究，6）組織学・発生学の電子教材の開発である．
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，手術に関連した局所解剖学
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．骨格筋形成：筋融合を制御する分子機構の解明
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．組織学・発生学の電子教材の開発：バーチャルスライドおよび 3 次元モデルの作成と医学教育への応用

3-3．研究内容と達成度
臨床解剖学では，内頚動脈周囲の局所解剖等，脳神経外科との共同研究を継続した（永島）．発生・細胞生物学では，

原腸胚形成や神経胚形成に関連する分子細胞生物学的なメカニズムの解明（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

解剖学雑誌（Acta Anatomica Nipponica）編集委員（永島）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

○コメディカル非常勤講師：毛呂病院看護専門学校・埼玉医科大学医療センター看護専門学校（矢部，青地）
○学会役員：日本解剖学会代議員（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）
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6．業績
①永島雅文．正常と異常の境界：解剖学の立場から．第 21 回 日本 SIDS・乳幼児突然死予防学会学術集会（招待

講演）．2015 年 3 月．長野県松本市． 
②駒崎伸二（著）, 猪股玲子，亀澤一（協力）．フリーソフトで作るバーチャルスライドと 3D モデルの作成法．裳

華房．2014．
③ Yamamoto S, Yamazaki T, Komazaki S, Yamashita T, Osaki M, Matsubayashi M, Kidoya H, Takakura N, Yamazaki 

D, Kakizawa S. Contribution of calumin to embryogenesis through participation in the ER-associated degradation 
activity. Dev. Biol. 2014; 393,33-43.

④ Akita M, Matsumoto S, Murai N, Komatsu K, Fujita K. Subcellular Localization of CD133 and Interleukin-6 
Receptor （IL-6R） in Human Hepatoblastoma Cell-Line （HuH-6 Clone-5）. J Stem Cell Res Dev Ther. 2014;1,1-6.

⑤ Fujita K, Matsumoto S, Fujita K, Komatsu K, Murai N, Akita M, Nagashima M. Critical role of human 
hepatoblastoma stem cells in tumor angiogenesis. 第 120 回日本解剖学会総会・全国学術集会 第 92 回日本生理
学会大会 合同大会．2015 年 3 月 兵庫県神戸市．

⑥ Takano K, Obata S, Masumoto M, Asashima M, Nagashima M. Mechanisms and roles of autonomous cell 
movements in embryonic cells during amphibian gastrulation．第 120 回日本解剖学会総会・全国学術集会 第
92 回日本生理学会大会 合同大会．2015 年 3 月 兵庫県神戸市．

⑦ Kurisaki T, Nakai Y, Nagashima M. Searching the genes regulating myoblast fusion by using prefusion marker. 
第 120 回 日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2015 年 3 月 兵庫県神戸市．

⑧松本英子，永島雅文 . 大脳皮質ニューロンでみられるネトリン -1/DCC による軸索伸長と軸索分岐形成 （Netrin-1/
DCC-mediated axon outgrowth and branching in cerebral cortical neurons）. 第 37 回日本分子生物学会年会 . 
2014 年 11 月 神奈川 .

⑨Inomata R, Kamezawa H, Komazaki S. Creating electronic materials for the effective teaching of anatomy courses. 
第 120 回 日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2015 年 3 月 兵庫県神戸市．

⑩ Akita M，Fujita K．Detection of the hematopoietic stem and progenitor cell marker CD133 during angiogenesis 
in vitro．The 18th International Vascular Biology Meeting．2014.4 Kyoto.

【総数：論文 6 件，学会発表 11 件，著書 2 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費

1．駒崎伸二（代表），猪股玲子，亀澤一：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 25461653，91 万円．

2．駒崎伸二（代表），猪股玲子，亀澤一：公益財団法人 文教協会，「理科教育や生命科学教育における経済的な
電子教材の作製法の開発と，それらの教材をアクティブ・ラーニングで効果的に活用する方法の確立」，82 万 7
千円．

3．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 25462779，104 万円．

4．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, 130 万円．

5．松本英子（代表）：日本学術振興会･科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C）「大気圧走査電
子顕微鏡を利用したニューロン微細構造観察のための新技法の確立」課題番号 26460282, 182 万円．

6．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, 期間延長．

7．猪股玲子（代表），共同研究者：亀澤一・駒崎伸二：26 年度埼玉医科大学学内グラント；「医学教育における
デジタル教材システムの開発とその効果的な活用法の検討」採択番号：26- Ｂ -1-18，50 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
　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．
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　高野和敬講師が教員短期留学制度を活用し，5 月 2 日から 7 月 21 日までの期間，イタリアのサピエンザ・ローマ
大学の人体解剖学部門（ステファニア・ノットラ准教授）に留学した．研究課題は生殖生物学（受精過程の形態変化）
である．
　構造系実習で遭遇した重複下大静脈の破格例を，担当の学生が全国学会の学生セッションで報告した．（Suzuki H, 
Sutou S, Sugimoto S, Suga R, Kurisaki T, Aochi H, Takano K, Fujita K, Nagashima M. A case of Duplicated Inferior Vena 
Cava．第120回日本解剖学会総会・全国学術集会 第92回日本生理学会大会 合同大会．2015年3月．兵庫県神戸市．）
　前年に「人体の構造と機能 2」コースの 14 ユニットを「エネルギー系」「調節系」「情報系」の 3 ユニットに再編した．
能動的学習の促進支援を意図したカリキュラムであり，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．一方，講義時間を圧縮し演習の機会を増やしたことで，学生の間の学力格
差がやや拡大した印象があり，今後の対応を要する．
　「医学概論」ユニットのキャリアデザイン演習では，昨年同様の 1 年生のインタビューと発表のほか，2 年生との
合同演習を実施した．学年をまたいで，共通のテーマで小グループの討論と発表を行うことで，互いに刺激を与える
とともに成長を実感する機会になったようである．医学教育における「縦の統合」が小規模ながら達成されたと評価
している．
　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
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞

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
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
菅　理江（SUGE，Rie）：助教（1 月より講師）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：行動神経科学：博士
田丸文信（TAMALU，Fuminobu）：助教：教育員：研究員：大学院教員（大学院）：博士
平沢　統（HIRASAWA，Hajime）：助教 （11 月 1 日より）：教育員：研究員：大学院教員（大学院）：博士
藤牧 - 青葉香代（FUJIMAKI-AOBA，Kayo）：助手
吉川郁子（YOSHIKAWA，Ikuko）：事務員
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：指導教員（大学院）：博士
椎橋実智男（SHIIBASHI，Michio）：教授（情報技術支援推進センター教授，兼担）：教育員：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　医学教育：博士
中平健祐（NAKAHIRA，Kensuke）：准教授（教養教育准教授 , 兼担）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：分子
　　　　　　　　　　　　　　　　神経生物学：博士
金子優子（KANEKO，Yuko）：講師（保健医療学部看護学科講師，兼担）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　   神経生理学：博士
山田雅弘（YAMADA, Masahiro）：客員教授
吉村和法（YOSHIMURA，Kazunori）：非常勤講師
高田眞理（TAKADA，Makoto）：非常勤講師
長根光男（NAGANE，Mitsuo）：非常勤講師
小泉周（KOIZUMI, Amane）：非常勤講師

＜神経科学グループ＞
池田正明（IKEDA，Masaaki）：教授（国立精神神経医療研究センター客員研究員，福島県立医科大学医学部非常勤
　　　　　　　　　　　　　　講師）：指導教員（大学院）：生体リズムの分子生物学：博士
中尾啓子（NAKAO，Keiko）：講師（埼玉大学非常勤講師）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経発生生物学・
　　　　　　　　　　　　　再生医学：博士
熊谷　恵（KUMAGAI，Megumi）：助手
千葉　康（CHIBA，Yasushi）：大学院
糸川昌成（ITOKAWA，Masanari）：非常勤講師
今井貴雄（TAKAO, Imai）：非常勤講師
岡野栄之（OKANO, Hideyuki）: 非常勤講師
小川哲郎（OGAWA, Tetsuo）: 非常勤講師
高橋清久（TAKAHASHI, Kiyohisa）: 非常勤講師
内匠　透（TAKUMI, Toru）: 非常勤講師
服部信孝（HATTORI，Nobutaka）：非常勤講師
福田公子（FUKUTA, Kimiko）: 非常勤講師
原　朱美（HARA, Akemi） : 非常勤講師
藤谷与士夫（FUJITANI, Yoshio）: 非常勤講師
藤田健一（FUJITA, Ken-Ichi）: 非常勤講師
宮下俊之（MIYASHITA, Toshiyuki）: 非常勤講師
矢部博興（YABE，Hirooki）：非常勤講師
横田恭子（YOKOTA，Yasuko）：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
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小泉恵太（Keita Koizumi）：特別協力研究員

2．教育
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞
2-1．目的･目標

【卒前教育】
人体の構造と機能2コースの機能系の内容をおもに担当している．機能系の内容は生理学であり，学習すべき点は，

各臓器・機能系の機能の各論のみならず，機能の「調節」の土台である「統合」が大切である．統合は，臓器相互，
内分泌系・神経系によるものが大切である．

また，学習は，暗記のみではなく，物理学，化学，細胞生物学，生化学，分子生物学，遺伝学の基礎の上に臓器別
の多面的機能を統合的に理解することが求められる．さらに，機能・調節の異常としての「病態生理学」という統合
も大切である．このような「統合」を学生自身が築けるような講義，演習，実習を目標とした．

【大学院教育】
講義においては，研究における論理，実験の計画・手技の実際が分かり，興味が一層湧くようになることを目標と

した．
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，伊丹）．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）,
調節系（中平，伊丹）, 情報系（渡辺，池田，中平，伊丹）．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，熊谷），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）（中平）6）心電図（心臓の電気的興奮，
心電図）（田丸，平沢）．実習終了後レポートの提出を求め，採点・添削後，返却した．本年度より電子版レポートの
Web Class を使っての提出が導入された．

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 , 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，平沢），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，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．

【大学院教育】
大学院教育については，実用実験医学入門（博士課程）（渡辺，田丸），生体・病態医科学特論（修士課程）（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（博士課程）（坂本），研究方法特論（坂
本）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），日本医療科学大学保健医療学部（生理
学実習：田丸，金子），大阪教育大学（比較行動学：菅）

【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），
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，については今後も課題である．
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育】
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全体として各教員の改善に向けて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，課外学習
プログラムの学生受入れにおいても，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．

【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．

＜神経科学グループ＞
2-1．目的･目標

【卒前教育】
【大学院教育】
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
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，藤田，服部），選択必修『（科学英語）

Science English を使いこなす！（基礎編）』『（科学英語）Science English を使いこなす！（実践編）』（中尾）の講義
を行い，米国ジョージワシントン大学現役教授らによる英語講義を実施した．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プログラム及びその発展型である課外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 - 医学部共通夏季プログラムを実施
した．参加した学生（2 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．また，『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 6 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．この通年プロに参加した ESS 所属の学生 4 名は ,JIMSA BMC 大会でこの研究成果を英語で口頭発表し優勝
した．さらに「第 1 回学生による研究発表会」ではポスター発表を行い，敢闘賞を受賞した．また，同発表会で「時
計遺伝子 Bmal1 のスプライスバリアントの細胞局在と機能」というタイトルで同じく通年プロに参加した医学部 5
年生 1 名がポスター発表を行った．さらに，本年度から新たに通年プロ「宇宙医学の最先端研究を探る」を開始し 1
名が研究に取り組んだ．本年度より始まった選択必修「（医学研究）基礎医学研究室紹介」サブユニットを選択した
2 年生 4 名がゲノム医学研究センタープロジェクト研究部門（分子時計プロジェクト）を訪問し概日リズムと最新の
ゲノム医学研究について学習した．

中尾は，Science English を使いこなす！と言う課外プログラムを実施し，2 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，学生どうしで 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，大学院医学研究科大学院生指導（池田）を，また，大学院生を対象とした学術集会として，

神経科学セミナーとして，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），服部信孝教授（順天堂
大学医学部脳神経内科），太田英伸室長（国立精神神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部），ゲノム医
学研究センター承認学術集会として，Coleen McClung 准教授（University of Pittsburgh, Department of Psychiatry）
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】

埼玉県立大学保健医療福祉学部（生理学特論：池田）
2-3．達成度

【卒前教育】
　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
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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．本年度から学生発表の時間を 1 時間から 2 時間に延長したことにより，発表内容
の充実と質疑応答の時間を十分に取ることができるようになった．
　選択必修の ｢Science English を使いこなす！（基礎編）｣｢Science English を使いこなす！（実践編）｣ 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，米国ジョージワシントン
大学の現役の分子生物学教授らを招いて肝炎ウイルス感染が肝癌発症引き起こすメカニズムについての講義をしても
らい，学生と一緒に discussion を行うという挑戦的な試みを実施したが，学生からの講義後アンケートで，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．今年から研究マインド育成プログラムの一環と
して開始された選択必修「基礎医学研究室紹介」では，4 名の学生がゲノム医学研究センターにあるプロジェクト研
究室を訪問し，概日リズムの研究と疾患について解説を受け，さらにゲノム医学研究センターに設置されている遺伝
子解析機器を利用して展開しているゲノム医学の動向について熱心に聴講した．
 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】
　講義では，担当者が上記目標に向かって十分努力をしたと考える．
　研究指導においても，大学院生自身が困難な課題に自ら取り組み，解決手段としての実験手法も改良を加えた結果，
成果を上げさせることができたと考える．（池田）
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育】
　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，
2 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
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．発表時間が 1 時間と限られていた昨年度までと比べ，2 時間となった今年度は，発表内
容が格段と充実し，質疑応答の時間も十分に設定することができるようになった．

【大学院教育】
　当初の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
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞
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，平沢，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）ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞，マウス ES 細胞，マウス iPS 細胞を用いた網膜・視神経細胞への分化誘導および創薬，

再生医学研究への応用（田丸，渡辺）
4）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）
5）遺伝子導入法を活用した哺乳類網膜神経節細胞の形態・機能解析（平沢）

2．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
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3．神経 - グリアの機能連関の解明（田丸）
4．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
5．上皮の形態と機能分化の機構（菅，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
6．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
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
しようと試みていたが，時間がとれず進展していない．

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のグルタミン酸放出が温度依存的に増大し，L-AP4 で抑制されることを
見出した．この温度依存性グルタミン酸放出は杆体入力型双極細胞から入力を受けている AII アマクリン細胞か
ら記録できる．perforated patch-clamp mode を用いて細胞内のセカンドメッセンジャーなどが流出しない環境
下で，L-AP4 の灌流投与中に杆体入力型双極細胞の膜電位を直接測定すると，灌流液の温度を上げても杆体入力
型双極細胞は脱分極しなかった．この現象は whole-cell patch-clamp mode では見られなかった．このことから，
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と結論づけた．

3）国立成育医療研究センター眼科・視覚科学研究室（東範行部長）との共同研究
ヒト iPS 細胞由来の視神経細胞では軸索流が観察され，電気刺激によって生ずるテトロドトキシン感受性の活動
電位が見られた．

4）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．

5）遺伝子導入法を活用した哺乳類網膜神経節細胞の形態・機能解析
研究内容：遺伝子導入法・組織培養法・電気生理学的手法を組み合わせることにより，色光応答を示す網膜神経
節細胞の形態学的特徴を把握する．このことにより，色覚を形成する網膜神経回路について理解を深める．
達成度：当研究の遂行に必要な実験装置類を平沢の前任地（生理学研究所）から移設した．

2．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明
1）糖尿病モデルラットの学習障害と脳内抗酸化酵素の変化

昨年度までに採取したサンプルの検討をすすめ，海馬内の細胞新生数の減少と行動の変化を検討している．
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

昨年度までケンブリッジ大学で行っていたサンプルを移送し，免疫組織化学実験およびデータ解析を行った．記
憶の固着にあたって，睡眠中に神経細胞活性が部位特異的に上昇する，刻印づけの必須脳部位である IMM と周
囲の関連脳部位の活性について検討し，情報入力にかかわる部位とは独立に固着化のプロセスが進んでいること
がわかった．International congress of Neuroethology において発表した．また本学においてヒヨコの行動実験
を行う準備をすすめた．

3．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（柴崎貢志准教授）との共同研究．TRPV4 を発現している一

部（約 30％）のアストロサイトが，ATP を放出することで周囲のアストロサイトを活性化させ，それがギャップ結
合を介して広がることにより，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ていることを明らかにした．
4．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）．
5．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
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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），
の発生過程における分子局在を研究した．この結果とこれまでの結果をまとめ，学会発表した．また，ウシガエ
ル（Rana）に加え，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した． 
6．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．

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（渡辺）
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
に成功したが，その段階で時間がとれず停滞している．プロジェクトの中止も含めて今後検討する．

2）網膜杆体経路の解析（田丸）
定性的評価は終了したので，次年度は実験データの数を増やし，これまでに得られた結果をまとめたい．

3）ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞，マウス ES 細胞，マウス iPS 細胞を用いた網膜・視神経細胞への分化誘導および創薬，
再生医学への応用（田丸，渡辺）
ヒト iPS 細胞から，機能する神経繊維（軸索）を持つ視神経細胞の作製に世界で初めて成功した．次年度は，今
年度と同様，ヒト ES 細胞やマウス iPS 細胞，マウス ES 細胞からも視神経細胞へ分化誘導させる技術を確立させ，
最終的には創薬や再生医学研究への応用に発展させたい．

4）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）
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．

5）遺伝子導入法を活用した哺乳類網膜神経節細胞の形態・機能解析（平沢）
色光応答を示す網膜神経節細胞の形態学的特徴を大まかに把握できた（論文投稿中）ものの，その詳細を追求す
るのは当研究手法では困難だということも明らかとなった．したがって，当研究はある程度のところで切り上げ，
次年度においては新たなテーマ（策定中）で研究を行う予定である．

2．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

引き続き海馬の組織的検討による細胞新生と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

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．また行動実験を本学で本格的にスタートさせたい．
3．神経 - グリアの機能連関の解明（田丸）

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．研究結果は The Journal of Biological Chemistry
に掲載された．この共同研究は今年度で終了である．
4．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）

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．
5．上皮の形態と機能分化の機構（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
　これまでの実験から幼生皮膚でα -ENaC の上皮輸送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．このENaC蛋白を同定し，タンパク修飾等を解析したい．行動実験によっ
て Na 存在下での行動変容が観察されたので，詳細を検討したい． 

6．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
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　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．

＜神経科学グループ＞
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）

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 *　* 神経内科学教室）
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）

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課外プロ（通年）参加の学生とともに検討した．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）の腎癌由来腫瘍細胞の時計遺伝子発現についての研究を進展させ，この成果は PLoSONE に
発表した．富山大学理学部と 10 年来共同研究として行ってきた視交叉上核のカルシウムオシレーションと時計遺伝
子 Bmal1 の役割に関する研究成果は，J. Neuroscience 誌上で公表した．本学糖尿病・内分泌内科との共同研究の成
果は，Eukaryot Cell（13:1181-1190, 2014）にて公表した．
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
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 RBPjk 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 RBPjk 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 *，　* 神経内科学
　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
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上にある 306 アミノ酸からなる RNA 結合型タンパク質 PABPN1 （poly（A）-Bindinig  Protein Nuclear I）をコード
する主として骨格筋に多く発現する遺伝子で，正常では 6 ～ 7 回繰り返される N 末近傍のアラニン GCG の半復配
列が OPMD の患者では 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，今井 **，堀永 *，丹羽 *，平澤 *，
　朝倉 *,　** 慶應義塾大学医学部，* 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．
3-4．自己評価と次年度計画
　Ⅰ～Ⅵ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り，成果の一部は論文として公表することができた．次年度は，さらに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．



275

生理学

4．診療：該当なし

5．その他
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞
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），
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，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），医療系大学間共用試
験実施評価機構共用試験 CBT モニター委員（椎橋）， Visiting Assistant Professor, Dept. of Pediatrics, Baylor College 
of Medicine （伊丹）
＜神経科学グループ＞
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
5-3．その他，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（池田），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
公開シンポジウム委員（池田），第 92 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）

6．業績
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書
論文

① Shibasaki, K., Ikenaka, K., Tamalu, F., Tominaga, M., Ishizaki, Y. A novel subtype of astrocytes expressing TRPV4 
regulates neuronal excitability via release of gliotransmitters. The Journal of Biological Chemistry 2014; 289: 
14470-14480.

② Tanaka, T., Yokoi, T., Tamalu, F., Watanabe, S-I., Nishina, S., Azuma, N. Generation of retinal ganglion cells with 
functional axons from human induced pluripotent stem cells. Scientific Reports 2015; 5: 8344.

③Mizui, T., Ishikawa, Y., Kumanogoh, H., Lume, M., Matsumoto, T., Hara, T., Yamawaki, S., Takahashi, M., Shiosaka, S., 
Itami, C., Uegaki, K., Saarma, M., Kojima, M. BDNF pro-peptide actions facilitate hippocampal LTD and are altered 
by the common BDNF polymorphism Val66Met. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015; 112: E3067-E3074.

学会発表
④田丸文信 , 渡辺修一 , 網膜杆体入力型双極細胞における TRPM1 チャネルを介したグルタミン酸放出の制御 , TRP

研究会 , 岡崎 , 2014, 6 月
⑤ Suge, R, Nicol, AU, McCabe, BJ，Sleep and Fos-like immunoreactivity in a chick forebrain memory system after 

filial imprinting，2014 International Congress of Neuroethology, 札幌 , 2014，7 月
⑥金子優子，青葉―藤牧香代，渡辺修一 . ドパミン作動性アマクリン細胞に発現する電位依存性 Na チャネル .　第

37 回日本神経科学大会，横浜，2014，9 月
著書

⑦日本医学教育学会広報・情報基盤開発委員会（椎橋実智男 , 大西弘高 , 丹羽雅之 , 臼井いずみ , 川崎勝 , 菅沼太陽 , 
杉本なおみ , 鶴田潤守 , 屋利佳）編 . 医学教育白書　2014 年版（'11 ～ '14）. 2014 篠原出版新社 , 東京 .

【総数：論文 3 件，学会発表 10 件，著書 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

菅　理江（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「記憶と干渉の脳内表象と臨界期終了に伴う変化」
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」
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伊丹千晶（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「発達期バレル皮質の神経回路形成におけるカンナビノ
イド依存性シナプス可塑性の役割」

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　沼川忠広）

金子優子：平成 26 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト「網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの
発現様式の同定」

椎橋実智男（研究分担者）：厚生労働科学研究費「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」（研究代表者　荒
木信夫）

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

椎橋実智男 , 丹羽雅之 , 菅沼太陽 . 第 53 回医学教育セミナーとワークショップ , WS-2 量的データを用いた医学教
育研究のための統計解析 , 岐阜大学 , 2014, 8 月
＜神経科学グループ＞
6-1．論文・学会発表
論文：

① Okabe T, Kumagai M, Nakajima Y, Shirotake S, Kodaira K, Oyama M, Ueno M, Ikeda M: 
The impact of HIF1 α on the Per2 circadian rhythm in renal cancer cell lines. 
PLoSONE. 10.1371/journal.pone.0109693.g004,2014

② Ikeda M, Ikeda M:
Bmal1 is an essential regulator for circadian cytosolic Ca2+ rhythms in suprachiasmatic nucleus neurons.
J Neurosci, 34:12029- 12038, 2014

③ Hori K, Nagai T, Shan W, Sakamoto A, Taya S, Hashimoto R, Hayashi T, Abe M, Yamazaki M, Nakao K, Nishioka T, 
Sakimura K, Yamada K, Kaibuchi K, Hoshino M:
Cytoskeletal regulation by AUTS2 in neuronal migration and neuritogenesis.
Cell Rep, 9:2166-2179, 2014

【総数：論文 8 件，学会発表：8 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費

中尾啓子 （研究代表者）：「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」科学研
究費助成事業　基盤研究（C）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

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）神経科学セミナー 企画・司会　2014.5
服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）神経科学セミナー 企画・司会　2014.9 太田英伸室長（国立精神神

経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部）神経科学セミナー企画・司会　2014.10
Coleen McClung 准教授（University of Pittsburgh, Department of Psychiatry）ゲノム医学研究センター承認学術集

会企画・司会　2015.3

7．自己点検・評価
＜感覚・イオンチャネル研究グループ＞

教育においては，十分に努力がはらわれたと考えるが，一層の改善を目指したい．研究については，より多くの成
果を上げられるように一層努力していきたい．
＜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．
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　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．



医学部（基礎医学部門）

278

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
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」を村越，小谷，橋爪，また「人体の科学入門 2（医
学セミナー）」では魚住がユニットディレクターを務め，テュータを村越，小谷，魚住，中野，橋爪が担当した．「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，
小谷がコースディレクター補佐および第 2 ユニットのユニットディレクターを務め，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，荒木が 5 コマ担当した．第 3 ユニットでは魚住が 3 コマの講義を担当
した．さらに「細胞生物学 1 実習」では，魚住がユニットディレクターを務め，6 日間の実習を村越，小谷，魚住，
荒木，中野，瀬尾，橋爪，篠崎，井田の 9 名で受け持った．「良医への道 1」コース「臨床入門 1」のユニットの病
院見学では，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，荒木がユニットディレクターを務め，5 日間の実習を村越，小谷，魚住，荒木，
中野，瀬尾，橋爪，篠崎，井田の 9 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
トディレクターを務め 11 コマの講義と口頭試問 2 日，小谷が 5 コマ，魚住が 9 コマと口頭試問 2 日，中野が 3 コ
マ，荒木が 2 コマ，瀬尾が 1 コマの講義を担当した． 村越，小谷，荒木，魚住，中野，瀬尾，橋爪が「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．「良医への道 2」コース「臨床入門 2」のユニットでは，魚住がテュータとして 3 コマ担当した．
魚住が細胞生物学 2 実習の補講を 3 名に対し行った．「医学英語 2」では，村越，小谷，魚住，中野がそれぞれ 2 コ
マずつ担当した．
　その他，4 年生の共用試験 OSCE，5 年生の BSL 後 OSCE，6 年生の卒業時 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，魚住，荒木が担当した．夏期・通年プログラムにおいては，瀬尾，村越，橋爪，篠
崎が 5 名，荒木が 3 名，小谷が 1 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の第 1 学科は瀬尾が 15 コマ，第二学科の代謝栄養学 （生化学分野）については，橋爪が
7 コマの講義を担当した．
2-3．達成度
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　教室全体の教育における達成度は教員の 1 名減員を加味して，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．
実習に関してはユニットディレクターが変更になった関係で，教室会議において毎回議論を行い，効果の高い実習項
目を優先して内容の変更等を実施した．また，従来どおり学生からの意見を取り入れつつ評価の改善を目指している．
これらの改善により，その効果は年々現れつつあり，学生の満足度などの手応えを感じている． 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．一方十分
な内容に達した者には賞を与え，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，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．自然免疫受容体 TLR の活性化機構の生化学・分子生物学的解明（研究員：魚住）
4．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）
5．消化管が繰り広げる代謝制御（研究員：中野）
6．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（オシレーション）活動の変化を電気生理・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．Toll-like Receptor （TLR）は，病原体構成成分を感知して自然免疫系を活性化する生体防御の受容体であり，今
日では生体恒常性にも重要であることが知られている．細胞内情報伝達経路や，生体での機能解析の研究は進展
したが，受容体活性化機序には未解明課題がいくつも残されている．現在，1）TLR が活性化型に変換される機序，
2）活性化 TLR が細胞内情報伝達分子と複合体形成する機序を，生化学・分子生物学的手法を駆使して解析・解
明を進めている．こうした研究を通して，生体レベルでの TLR・自然免疫系の活性化水準の検出や人為的介入調
節が可能となると考えられる．

4．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．

5．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．
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6．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） として，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 名の人員減があったが，各人の研究テーマに進展が見られているため，教室全体としては，成果が出
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，
細胞生物学や分子生物学的技術の導入により，研究の幅が広がりつつある．一部の学生は課外プロなどを通じて，研
究医制度への興味も深まっていることから，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
　瀬尾：仙台みそ健康セミナー 講師 「みそでストレスに克つ！・・・仙台みそパワー」

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Araki T, Toh-e A, Kikuchi Y, Watanabe CK, Hachiya T, Noguchi K, Terashima I, Uesono Y.; Tetracaine, a 
local anesthetic, preferentially induces translational inhibition with processing body formation rather than 
phosphorylation of eIF2 α in yeast. Curr Genet. 2015 Feb;61（1）:43-53

② Miyagawa-Yamaguchi A, Kotani N, Honke K. Expressed glycosylphosphatidylinositol-anchored horseradish 
peroxidase identifies co-clustering molecules in individual lipid raft domains. PLoS ONE 2014; 9:e93054, 2014

③ Miyagawa-Yamaguchi A, Kotani N, Honke K; Segregation of lipid rafts revealed by the EMARS method using GPI-
anchored HRP fusion proteins. Trends Glycosci. Glycotechnol. 26, 59-69, 2014 （review）

④ Takenaka Y, Haga N, Inoue I, Nakano T, Ikeda M, Katayama S, Awata T.  Identification of two nickel ion-induced 
genes, NCI16 and PcGST1, in Paramecium caudatum. Eukaryotic Cell 13（9）:1181-1190, 2014.

⑤魚住尚紀，村越隆之 : 「マウス TLR4, 5 キメラ受容体の機能解析」（第 87 回日本生化学会大会 , 京都）
⑥金子慶，大川祐樹，橋本登，大海雄介，小川光貴，山内祥生，小谷典弘，本家孝一，古川圭子，古川鋼一：「GD3

発現メラノーマにおける Neogenin の悪性形質創出メカニズム」（第 87 回日本生化学会大会，京都）
⑦篠崎吏那， 橋爪幹， 向井秀夫，村越隆之：「前部帯状回スライス標本においてカイニン酸により誘発される神経

回路オシレーションの解析」（神経オシレーションカンファレンス 2014，愛知）
⑧瀬尾誠，荒木智之，村越隆之：「慢性拘束ストレスによる脳機能低下に対する味噌摂取による改善効果」（第 87

回日本生化学会大会 , 京都）
⑨中野貴成，井上郁夫，竹中康浩，片山茂裕，粟田卓也，村越隆之：「腸管吸収におけるステロール種選別と

ABCG5/G8 の役割」（第 87 回日本生化学会，京都）
⑩橋爪幹，篠崎吏那，向井秀夫，村越隆之：「ラット扁桃体基底外側核における遅い抑制性神経回路オシレーション」
（神経オシレーションカンファレンス 2014, 愛知）

【総数：論文 6 件，学会発表 14 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費

1．魚住尚紀：薬力学研究会　研究助成金　30 万円
2．小谷典弘：平成 26 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　1,200 千円
3．瀬尾誠：平成 26-28 年度 農林水産省 革新的技術創造促進事業 （異分野融合共同研究）「医学・栄養学との連携

による日本食の評価」（分担者）平成 26 年度研究費：6,200 千円
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4．瀬尾誠：平成 26 年度 研究助成 （一般社団法人 中央味噌研究所）「in vitro ストレス環境下における神経幹細胞
の生存および増殖・分化障害に対する味噌による改善効果の検証」（代表：瀬尾，分担者：荒木智之，村越隆之） 
1,000 千円

5．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：瀬尾誠）総額 4,290 千円

6．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の形態異常を
引き起こすリスク因子の解析」（分担者：瀬尾誠）総額 5,070 千円

7．瀬尾誠：平成 26 年度 奨学寄付金 （マルサンアイ株式会社）「SOY BE UP 摂取による一過性持久運動負荷に対す
る筋肉疲労回復効果と運動機能向上効果の検証」（代表：瀬尾誠）600 千円

8．中野貴成：公益財団法人三越厚生事業団　第 42 回 三越医学研究助成「植物ステロール吸収制限 - 排出促進機
序と心疾患リスクの関連 」1,516 千円

9．中野貴成：平成 26 年度　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）910 千円

10．中野貴成：平成 26 年度　科研費（基盤（C））「PPARgamma1 特異的プロモータのみの欠失による小人症マウ
ス発症因子探索」（分担者）1,170 千円

11．中野貴成：平成 26 年度　科研費（基盤（C））「新規スプライシングバリアント PPAR γ 3 のマウス後期胚にお
ける発現と機能解析」（分担者）1,170 千円

12．中野貴成：MSD 社奨学寄付金 500 千円
13．橋爪幹：埼玉医科大学平成 26 年度学内グラント「扁桃体オシレーション活動の発生原理と生理的意義」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
　本年は村越の赴任 5 年目にあたり，人員の減少はあったものの，教室の体制は安定したと言える．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．人員の減少をカバーできるように，これまで以上に教室員スタッフの協力と，大学事務，基
礎系関係教室の方々との連携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，「エネルギー系」
の演習等では，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
進展など教育効果はかなり上がったと考えてよい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． 



医学部（基礎医学部門）

282

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
淡路健雄（AWAJI, Takeo）：准教授（平成 26 年 4 月より）：研究主任：指導教員（大学院）：分子画像解析学：　
　　　　　　　　　　　　　博士
吉川圭介（YOSIKAWA, 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
山本梓司（YAMAMOTO, Shinji）：保健医療学部大学院生（博士）（平成 26 年 4 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．数年来評価を続けて来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．大学当局のご尽力により，本年度は全面的に移行できた．また，循環器系の実習
は MacLab システムをやはり更新することができ，効率良く実習を行うことができた．臨床に直結した実習となるよ
うに努力している．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（元
薬理学特別協力研究員）にもご協力いただいた．さらに平成 25 年 12 月に退職して沖縄で薬剤師としての責務を担っ
ている田中求前講師にも参加いただいた．これらの外部スタッフの協力により実習を遂行することができた．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 6 名を預かり，卒業論文研究・
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）
＜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 1 名は薬理学
教室で研究を行い，修士取得後に博士課程（薬理学）に進学した．社会人大学院生 1 名を千本松が指導し学位が授
与された．
＜他大学教育＞
　薬理学教員の不足により他教育機関からしばしば講義の要請がある．医療人育成のために社会貢献として，他大学
の講義を積極的に行うこととしている．
　毛呂病院看護専門学校：薬理学・系統講義（淡路，吉川，栁下）
　上福岡高等看護学院：薬理学・系統講義（淡路，吉川，栁下）
　熊谷医師会看護専門学校：生化学・系統講義（吉川，山本）
　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）
2-3．達成度
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＜卒前教育＞限られた時間と人員の条件下で最低限必要な知識を習得させている．
＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
＜大学院教育＞実験手技の適切な習得ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞講義については，教員が専門領域以外も十分な準備をして一定の成果を得ることが出来た．臨床関連型
実習の充実を引き続き模索する．
＜卒後教育＞適切な学位審査ができたが，さらなる厳正な評価を目指す．
＜大学院教育＞基本的な実験手技は習得させることができたので，独立した研究活動ができるようにする．

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 
　b．脂肪酸受容体の薬理学的研究 淡路
　c．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）
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，A βの産生を増加させるある天然生理活性成分に着目
して研究を実施している．タウに関しては，既に特許出願を済ませているタウのリン酸化亢進モデルマウスを用いた
解析を継続している．現在は，主に，網羅的な遺伝子発現解析により，タウのリン酸化に関与する遺伝子群の同定，
他のモデルとの比較を実施している．
b．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．
c．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．
3-4．自己評価と次年度計画
　循環や呼吸という動物レベルでの生理機構からアミロイド代謝やシグナル伝達という細胞レベルの観点と幅広い薬
理学の分野と対象として研究を行っている．残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成果は得られていな
いが，学生教育については幅広い観点からの授業を行うことができよう．今後とも各個人の興味を尊重した研究活動
を遂行する．

4．診療：該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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　吉川　論文査読（BMC Complementary and Alternative Medicine）
　丸山　論文査読（International Journal of Molecular Sciences）
　丸山　論文査読（Neurobiology of Aging）
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 Iwasa K, Yamamoto S, Takahashi M, Suzuki S, Yagishita S, Awaji T, Maruyama K, Yoshikawa K. Prostaglandin 
F2 α FP receptor inhibitor reduces demyelination and motor dysfunction in a cuprizone-induced multiple 
sclerosis mouse model. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 91. 175-182 （2014）（査読有）

② Yamamoto S, Gotoh M, Kawamura Y, Yamashina K, Yagishita S, Awaji T, Tanaka M, Maruyama K, Murakami-
Murofushi K, Yoshikawa K., Cyclic phosphatidic acid treatment suppress cuprizone-induced demyelination and 
motor dysfunction in mice. European Journal of Pharmacology 741. 17-24 （2014）（査読有）

③丸山敬，休み時間の薬理学 第 2 版 講談社， （2015/3/17）
④丸山敬，松岡耕二　医薬系のための 生物学 [Kindle 版 ]，裳華房 （2015/3/27）
⑤ Yoshikawa K, Iwasa K, Yamamoto S, Maruyama K. Prostaglandin F2? FP receptor inhibitor suppress 

demyelination and motor dysfunction in a cuprizone-induced multiple sclerosis mouse model. NEUROSCIENCE （ポ
スター）Washington DC, USA, 2014 年 10 月

⑥ Yagishita S, Suzuki S, Awaji T, Yoshikawa K, Suzuki M, Hirasawa A, Maruyama K. Establishment of a non-
transgenic mouse model of neurodegenerative diseases with accelerated phosphorylation of endogenous tau. 第
12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム（ポスター），埼玉，2014 年 10 月

⑦ Iwasa K, Yamamoto S, Takahashi M, Suzuki S, Yagishita S, Awaji T, Maruyama K, Yoshikawa K. Prostaglandin 
F2 α FP receptor inhibitor reduce demyelination and motor dysfunction in a cuprizone-induced multiple 
sclerosis mouse model. PLM2015 （Phospholipase and other lipid mediators） （ポスター）東京 , 2015 年 2 月

⑧ Yamamoto S, Gotoh M, Kawamura Y, Yamashina K, Yagishita S, Awaji T, Tanaka M, Maruyama K, Murakami-
Murofushi K, Yoshikawa K. Cyclic phosphatidic acid treatment suppress cuprizone-induced demyelination and 
motor dysfunction. PLM2015 （Phospholipase and other lipid mediators） （ポスター）東京 , 2015 年 2 月

⑨山本 梓司，後藤 真里，川村 勇樹，岩佐 健介，丸山 敬，室伏 きみ子，吉川 圭介．環状ホスファチジン酸は多発
性硬化症モデルマウスの神経脱髄と運動障害を改善する．第 56 回日本脂質生化学会（口頭発表），2014 年 6 月

⑩栁下聡介，鈴木星也，淡路健雄，平澤明，鈴木正彦，丸山敬 .「リン酸化タウが増加する新規モデルマウスの作
製及びその解析」日本薬理学会関東部会（口頭発表），横浜，2014 年 10 月

【総数：論文 3 編，学会発表 8 編，著作 2 編】
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）研究種目：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（104 万円）：研究代表者　吉川圭介

2）科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究種目：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（143 万円）：研究代表者　田中求

3）科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究種目：挑戦的萌芽研究：A β蛋白質クリアランス促進を
基軸としたアルツハイマー病の新規治療戦略（130 万円）：研究代表者岩佐健介

4）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（60 万円）：研究代表者　丸山敬

5）川野小児医学奨励財団：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（100 万
円）：研究代表者　吉川圭介

6）公益財団法人永尾武難病研究基金：環状ホスファチジン酸による多発性硬化症治療薬開発（50 万円）：研究代
表者：吉川圭介

6-3．受賞
　栁下聡介，若手優秀発表賞，2014 年 10 月 11 日，第 131 回日本薬理学会関東部会
6-4．特許，実用新案
　該当無し
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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．脂質受容体ノックアウトマウ
スを多面的に解析している．（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．
　本年度は論文発表や学会報告および，獲得研究費は平年並みであった．平成 27 年度は本年度の研究成果の発表件
数がさらに増加できるように努力する．
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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：教育主任・研究主任 :代表指導教員（大学院）：神経病理学 :博士
山田健人（YAMADA, Taketo）：教授：研究副主任：腫瘍病理学：博士
茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu）: 准教授 : 教育副主任 : 指導教員（大学院）：血液病理学 : 博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）: 講師（神経内科兼担）: 神経病理学 : 博士
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
本間　琢（HOMMA, Taku）: 客員講師 : 神経病理学 : 博士
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，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野），
皮膚・運動器 2 時間（藤野，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〉総合学習（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， 
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
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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』『腫瘍病理学』『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と FISH 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・腫瘍・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

16 編の英文論文， 4 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 10,000 件を超える外科病理診断，約 8,000 件を超える細胞診，32 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　佐々木　惇
Pathology International: 査読　佐々木　惇，編集委員査読　山田　健人
BRAIN and NERVE : 査読　佐々木　惇
Brain Tumor Pathology ：編集委員査読　佐々木　惇
Japanese Journal Clinical Oncology：編集委員査読　山田　健人
Cancer Science：査読　山田　健人
Hepatology Reserch：査読　山田　健人
Diagnostic Pathology：査読　山田　健人
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読　茅野　秀一，佐々木　惇

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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　惇
日本臨床細胞学会細胞診ワーキンググループ　中枢神経・脊髄液　小委員会委員長：佐々木　惇
日本神経病理学会理事・評議員資格審査委員長・将来計画委員会委員長・学会員選考委員：佐々木　惇
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　秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野秀一

（社）医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT モニタ委員，ブラッシュアップ作業部会委員：茅野　秀一
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書・講演・講習会

①Kato Y, Hayashi T, Kawai-Masaoka A, Ichimura T, Sasaki A, Uchino A, Nagamine Y, Tanahashi N：Primary central 
nervous system cyototoxic T-cell lymphoma mimicking demyelinating disease. Inter Med 53:1197-1200, 2014

② Komiya E, Yamazaki H, Hatano R, Iwata S, Okamoto T, Dang NH, Yamada T, Morimoto C: CD26-mediated 
regulation of periostin expression contributes to migration and invasion of malignant pleural mesothelioma cells. 
Biochem Biophys Res Commun. 447（4）:609-615, 2014

③ Fukuoka K, Yanagisawa T, Watanabe Y, Suzuki T, Shirahata M, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M, 
Wada S, Sasaki A, Nishikawa R: Brainstem oligodendroglial tumors in children: two case reports and revies of 
literatures.  Childs Nerv Syst 1:449-455, 2015.

④ Nakamura Y, Kayano H, Kakegawa E, Miyazaki H, Nagai T, Uchida Y, Ito Y, Wakimoto N, Mori S, Bessho M：
Identification of SUPT3H as a novel 8q24/MYC partner in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm with t（6;8）

（p21;q24） translocation.　Blood Cancer J. 2015 Apr 10;5:e301. doi: 10.1038/bcj.2015.26. 
⑤望野唯明，市村隆也，茅野秀一，安田政実，清水道生，佐々木惇：術中腹水細胞診に上皮様結合を示す異型細胞

が認められた未分化子宮内膜肉腫の 1 例．日臨細胞誌　53:482-487,2014.
⑥ Sasaki A, Ishizawa K, Shimizu M, Nishikawa R, Honma T: Clinicopathologic features of pineal parenchymal 

tumors in a single institutional study. 18th International Congress of Neuropathology, Rio de Janeiro, 2014.9.15.
⑦金野美年子，本間琢，政岡秀彦，瀬山幸子，土居美枝子，望野唯明，清水道生，佐々木惇：乏突起膠腫成分を伴

う膠芽腫の細胞像．第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会，下関，2014.11.8.
⑧石澤圭介，小森隆司：肉眼観察と標準的な切り出し法．病理と臨床．33: 226-233, 2015
⑨茅野秀一：有毛細胞白血病，森茂郎監修　リンパ腫アトラス　改訂改題第 4 版，pp80-83, 文光堂，2014．
⑩山田健人：悪性中皮腫・肺がんにおける CD26 の発現と機能　アスベスト関連疾患研究会　がん研究会がん研究

所・吉田富三記念講堂　2014.12.27
【総数：論文 20 件・学会発表 34 件・著書 4 冊・講演・講習会 3 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」
　山田　健人：厚生労働科学研究費補助金　課題番号　H24- バイオ - 一般 -003

「悪性中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法の確立及び化学療法剤の有効性評価に有用な新規疾患関連バイオマーカー
の開発」

　山田　健人：文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 13243445
「難治性溶骨性骨転移のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発」

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

彩の国さいたま病理診断セミナーの共催
2014 年 6 月 14 － 15 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 12 回彩の国さいたま病理診断セミナー」を

さいたま市のラフレさいたまで国際医療センター病理診断科とともに共催したよりレベルの高い病理医を育成するこ
とを目標としたこのセミナーでは，類似のセミナーにはない特徴を多く有しており，きわめて好評であった．セミナー
の運営，ハンドアウトの作成については教室員が一致協力して当たり，このことも今回のセミナーが好評であった一
因と思われた．

7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部

の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う．2）病理のわかる
「良き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる．3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接し
た研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては，1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーショ
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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　4）生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用　5）診断体制の確立とマンパワーの充実　6）症例報告の症例（医
師は自ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後は
マンパワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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7．微生物学

1．構成員
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：教授：運営責任者：研究主任：代表指導教員（大学院）：ウイルス学，免疫学：
　　　　　　　　　　　　　　　　博士
松井政則（MATSUI, Masanori）：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：ウイルス学，免疫学：博士
小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）：講師：教育副主任：大学院教員（大学院）：細菌学：博士
堀内　大（HORIUCHI, Yutaka）：助教：教育主任：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
蒲池麻衣子（KAMACHI, Maiko）：客員准教授：博士
増田道明（MASUDA, Michiaki）：非常勤講師：博士
藤澤隆一（FUJISAWA, Ryuichi）：非常勤講師：博士
石川知弘（ISHIKAW, Tomohiro）：非常勤講師：博士
Ajit Kumar：非常勤講師：博士
Joan R. Kumar：非常勤講師：博士
守屋　修 准教授が定年退職した．教育主任を小林から堀内が引き継いだ．

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」コース第 5 章（内田）「医学セミナー」（堀内 15 時間），選択必修「ヒトに親しい微生物」（小
林 16 時間）「コミュニケーション能力とマナーを養う」（赤塚 8 間）

2 学年 選択必修「Science English を使いこなす！（基礎編）」（赤塚 8 時間），「Science English を使いこなす！（応
用編）」（赤塚 8 時間，A.Kumar 2 時間，J.R.Kumar 2 時間）

3 学年「感染」ユニット 35 コマ（赤塚 14，松井 5，小林 7，堀内 5，内田 1，増田 2，藤澤 1），「感染」実習 3 日間（赤
塚，松井，小林，堀内，高木，内田，石川），3 学年「免疫」ユニット 1 コマ（松井）

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），学生アドバイザー（1 学年 :
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，小林）
2-3．達成度
　教育の目標は全て達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　守屋准教授が抜けた分の教育を残る室員全員でカバーした．「感染」ユニット実習には獨協医大から石川氏が非常
勤講師として参加してくれ，新しい実習指導法を注いでいただいた．内田特任教授も実習指導に参加し，レポートの
評価も行った．2 学年選択必修では G. Washington 大学の現役教授・A.Kumar 博士とご夫人の J.R.Kumar 博士が英語
による講義を行い，時間外の交流会も含めて学生を指導していただき，大いに学生を刺激していただいた．この英語
講義は次年度も引き続き行いたいと考えている．このように本年度は例年以上に教育活動が活発であったといえる．

3．研究
3-1．目的・目標
　感染症の病因・病態の解明と，その予防・治療法の研究を行う．その対象として，日本の国民病ともいわれる C
型肝炎と，感染予防が特に緊急課題となっている新型インフルエンザに焦点を当てて行う．またウイルスワクチンの
研究成果をがんワクチン開発にも応用する．
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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，小林，堀内，高木，赤塚博江）
（2）インフルエンザワクチンの研究（内田，蒲池，高木，赤塚）
（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，エーディア（株）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）ペプチド結合リポソーム，細胞傷害性 T リンパ球活性化剤，及び抗腫瘍ワクチン（堀内，赤塚，内田，高木，

赤塚博江）
（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）前年度までは抗原ペプチドをリポソーム表面に結合させたワクチンによる HCV 特異的細胞傷害性 T 細胞の誘

導を中心に研究を進めてきたが，本年度から結合抗原として HCV タンパクを用いることにより，ヒトの MHC
型の制限を受けずに効果が期待できるユニバーサルワクチンの開発を手がけている．達成度 10%

（2）インフルエンザウイルス M1 タンパク質を合成してリポソームに結合したものをマウスに免疫することによ
り，抗原特異的な CTL が誘導されてウイルス感染防御が行われることが確かめられた．このタンパク - リポソー
ムワクチンは HLA 拘束性のあるペプチドワクチンとは異なり，HLA-A2 および HLA-A24 トランスジェニックマ
ウスのほか，C57BL/6 マウスにおいても感染防御効果が見られたことから，HLA 遺伝子型を超えてグローバル
に奏功するワクチンとなることが期待された．達成度 100%

（3）エーディア（株）との共同で，抗mEHモノクローナル抗体を用いてPre-neoplastic antigen （PNA）を検出するアッ
セイ系の開発に着手した．達成度 10%

（4）SV40 のウイルス様粒子（VLP）を使って，効率の高い CTL 誘導型ワクチンプラットフォームの開発を行って
いる．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る．達成度 50％

（5）今まで免疫誘導の報告の無い新規の低免疫原性 hTERT 由来抗原のアミノ酸配列を改変し，HLA-A2 への結合
性を高めた改変エピトープペプチドを表面に結合したリポソームワクチンを作成した．HLA-A2 トランスジェ
ニックマウス（HHD マウス）を用いた免疫実験及び腫瘍移植実験により，本ワクチンが抗腫瘍免疫誘導能と，
腫瘍生育抑制効果を有することを見いだし，国内特許を出願した．達成度 60%

（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 30％
3-4．自己評価と次年度計画
　リポソーム表面に結合したタンパクがクロスプレゼンテーションにより CTL を誘導できることを利用し，様々な
HLA タイプのヒトに効果を発揮するリユニバーサルワクチンの開発を進めている．その有効性は内田によるインフ
ルエンザワクチンで実証されつつあり，それを HCV その他のワクチン開発へ応用することに期待が蹴られる．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．
　mEH という薬物代謝酵素が，新たな抗原性を持った形で前癌状態の細胞から放出されて血中に出現することが知
られていて PNA と呼ばれている．これの高感度検出系が開発できれば発がんリスクの高い患者を早期に診断し，我々
が開発をすすめるがんワクチンを用いて発症を予防することが可能になるので次年度の成果が期待される．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　“Vaccine” “Toxicology and Applied Pharmacology” “Journal of Viral Hepatitis” “Human Immunology” 査 読： 赤 塚，
“Cellular Immunology”“BMC Immunology”“Virology Journal”“Microbiology & Immunology” 査読（2回）：松井，“Veterinary 
Nursing” 査読：堀内，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
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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：436 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：30 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，獨協医科大学非常勤講師（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 Matsui, M., M. Kawano, S. Matsushita, and T. Akatsuka. Introduction of a point mutation into an HLA class I 
single-chain trimer induces enhancement of CTL priming and antitumor immunity. Molecular Therapy - Methods 
& Clinical Development （2014）1, 14027. doi: 10.1038/mtm.2014.27

② Horiuchi Y., Takagi A., Uchida T., Akatsuka T. Identification of new hTERT-derived HLA-A*0201 restricted CTL 
epitopes for tumor vaccine with antigen chemically coupled to the surface of liposomes.　第 43 回　日本免疫学
会　国立京都国際会館（京都市）　2014 年 12 月 10‐12 日 .

③岩間達章，内田哲也，下村真菜美，吉川聡明，中面哲也，Glypican-3 由来エピトープペプチド結合リポソームの
CTL 誘導能の評価，第 18 回日本がん免疫学会総会（松山）2014 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日 . 

④岩間達章，内田哲也，下村真菜美，吉川聡明，中面哲也，Evaluation of peptide-specific CTL-inducible ability of 
glypican-3-derived peptide-coupled liposome vaccine.（Glypican-3 由来ペプチドを結合したリポソームワクチン
のペプチド特異的 CTL 誘導能評価），第 73 回日本癌学会学術総会（横浜）2014 年 9 月 25 日～ 27 日 .

⑤松井政則，川野雅章，松下祥，赤塚俊隆 HLA-A2 mutant からなる Single-chain trimer による抗腫瘍免疫誘導の
増強 第 18 回日本がん免疫学会（愛媛）2014 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日 .

⑥川野雅章，松下祥，赤塚俊隆，半田宏，松井政則　細胞傷害性 T 細胞誘導剤によるがん CTL エピトープに対す
る CTL の誘導　第 18 回日本がん免疫学会（愛媛）2014 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日 .

⑦ Masanori Matsui, Masaaki Kawano, Sho Matsushita, and Toshitaka Akatsuka Characterization of an HLA class 
I molecule with a point mutation that enhances the presentation of an exogenously loaded peptide but fails to 
present an endogenous peptide. 第 43 回　日本免疫学会　国立京都国際会館（京都）　2014 年 12 月 10‐12 日 .

【総数：論文発表 1 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費

1．H26 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）210 万円

2．H26 年度科学研究費補助金　基盤研究（C）（一般）「セルフ・アジュバント機能を持つ，革新的ワクチンプラッ
トフォーム技術の確立」（松井）100 万円

3．H26 年度科学研究費補助金　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
基盤研究」（松井）分担金　100 万円

4．エーディア（株）受託研究費 . Microsomal Epoxide Hydrolase 測定の診断的有用性の検討 . （赤塚）100 万円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

1．ペプチド結合リポソーム，細胞傷害性Tリンパ球活性化剤，及び抗腫瘍ワクチン 特願2014-196454 （堀内，赤塚，
内田）

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．卒後教育委員会後援学術集会 ”Molecular Mechanisms of HCV Infection-Associated Hepatocellular Carcinoma” 

Ajit Kumar, Ph.D., Biochemistry & Molecular Biology, George Washington University School of Medicine

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．



293

医学部（基礎医学部門）

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：指導教員（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 ,6 時間（曽根・町田（医学研究センター）），人体の科学入門 1：40 時間（川野），人体の科

学入門 2（医学セミナー）,18 時間（曽根），2 時間（川野），22 時間（町田（医学研究センター））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：夏期「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）, 通年「ヒ
ト免疫応答の解析」,288 時間（松下・川野・高木）
「卒後教育」該当なし「大学院教育」大学院生指導
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・西澤（院）・板野（院（小児科学））・松枝（院（救急医学））
医動物学研究：曽根

3-3．研究内容と達成度
「基本学科」

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％）

「大学院生」：上記システムを用いて研究進行中である．（達成度：30％）
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％）
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クルーズトリパノソーマの遺伝的多型性の解析：シャーガス病の原因原虫であるクルーズトリパノソーマには遺伝
的に多型性がある．タンパク質中に見出される変異をプロテオーム解析により網羅的に同定することを試み，検出で
きたタンパク質の中で 30％を越えるタンパク質に変異を検出した．本年度はアミノ酸置換を伴うペプチドを対象と
して，質量分析の 1 測定手法である Post Source Decay 法を試み， de novo sequencing を試みた．35 種類のペプチ
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　センター長 
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
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6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なもの 10 編

① Kawano, M., Morikawa, K., Suda, T., Ohno, N., Matsushita, S., Akatsuka, T.,Handa, H., and Matsui, M. Chimeric 
SV40 virus-like particles induce specific cytotoxicity and protective immunity against influenza A virus without 
the need of adjuvants. Virology448： 159-167, 2014. 

② Takagi, R., Kawano, M., Nakagome, K., Hashimoto, K., Higashi, T., Ohbuchi, K., Kaneko, A. and Matsushita, 
S. Wogonin attenuates ovalbumin antigen-induced neutrophilic airway inflammation by inhibiting Th17 
differentiation. Int. J. Inflamm., Vol. 2014, Article ID 571508, 8 pages.
http：//dx.doi.org/10.1155/2014/571508 

③ Matsui, M., Kawano, M., Matsushita, S. and Akatsuka, T. Introduction of a point mutation into an HLA class I 
single-chain trimer induces enhancement of CTL priming and antitumor immunity. Mol. Ther. Methods Clin. Dev.

（2014） 1, 14027. 
④ Rie Takagi, Masaaki Kawano and Sho Matsushita. Dopamine modulates Th17-mediated autoimmunity via 

dopamine receptors expressed on dendritic cells and naive CD4 T cells. Current Trends in Immunology. 15： 
9-17, 2014. 

⑤松下　祥：妊娠と免疫．アレルギー 63：1-5, 2014. 
⑥高木理英，川野雅章，金子　篤，松下　祥：黄連解毒湯の Th17 選択的な抑制作用と好中球性気道炎症モデルに

おける改善作用．アレルギーの臨床 34：66-68, 2014 
⑦松下祥第 5 回東京千葉免疫研究会（TACI）
「自然免疫と獲得免疫からみた抗原提示」
平成 26 年 6 月 13 日，市川グランドホテル

⑧松井政則，川野雅章，松下祥，赤塚俊隆
HLA-A2 mutant からなる Single-chain trimer による抗腫瘍免疫誘導の増強
第 18 回日本がん免疫学会　平成 26 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日

⑨川野雅章，松下祥，赤塚俊隆，半田宏，松井政則
細胞障害性 T 細胞誘導剤を用いたがん CTL エピトープ特異的 CTL の誘導
第 18 回日本がん免疫学会　平成 26 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日

⑩曽根敏雄，松下祥
プロテオーム解析による Trypanosoma cruz の種内変異率の評価
第 87 回日本生化学会大会　平成 26 年 10 月 15 日～ 18 日

【総数：論文 8 件，学会発表 3 件，講演 1 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
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」

6-3．受賞：該当なし　
6-4．特許，実用新案：名称：免疫応答を誘導するための薬剤

特願 2014-261988　出願日：平成 26 年 12 月 25 日
出願人：埼玉医大（50％）, （有）イムノ（50％）

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・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・研究副主任：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）：准教授：教育副主任・研究主任：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，土屋 久幸，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「医学の数学 3」（永井 1 コマ），臨床推論（永井 4 コマ，太田 4 コマ）「人体の科学入門」（高橋 20 コマ），
2 学年　選択必修（医学研究）　基礎医学研究室紹介（永井 1 コマ），3 学年「病気の基礎－ 2」コ－ス・「疫学」ユ
ニット（永井 6 コマ，太田 6 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 7 コマ，太田 13 コマ，渕上 2 コマ，丸木 2 コマ，土屋 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 26 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 2 日間）
　大学院医学研究科博士課程「最新医学特別講義」（感染症サ－ベイランス）（永井 1 回）
2-3．達成度
　3 年生「疫学ユニット」では 135 名中 40 名再試験を行い 37 名合格，3 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 17 名再試験を行い，1 名不合格であった．
2-4．自己評価と次年度計画
　学生への個別指導に多くの時間をかけ，成果をあげた . 今後もひきつづき実践する .

3．研究
3-1．目的・目標
　疫学，公衆衛生学として，社会・我が国の健康問題に積極的に関わり，提言にむすびつく科学的事実を明らかにする .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．平成 26 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（新興・再興感染
症及び予防接種政策推進研究事業））「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 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「自己免疫
疾患に関する調査研究」

3．平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「特発性造
血障害に関する調査研究」

4．平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）「科学的根拠に基づく病原体サ－ベイラ
ンス手法の標準化に関する緊急研究」
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3-3．研究内容と達成度
　厚生労働省新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業の発生動向調査に関する研究班に参加し , 発生動向調
査における警報・注意報発生システムについての検討を行った． 
　厚生労働省難治性疾患政策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）に参加し , 医療受給者デ－タベ－スの利用可能性ついて検討し , 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．
　厚生労働省特別研究事業（科学的根拠に基づく病原体サ－ベイランス手法の標準化に関する緊急研究）班に参加し，
病原体サ－ベイランス手法について提案した．
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　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委員会委員（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　難治性疾患等実用化研究事業（難
治性疾患実用化研究事業）事前・事後評価委員会委員（永井）, 厚生労働科学研究費補助金　統計情報総合研究　中
間･事後評価委員会委員（永井）, 毛呂山町健康づくり推進協議会委員（永井）, 厚生労働省 HIV-1 推進協議会委員（永
井）, 日本疫学会評議員（太田） 
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　編集委員（永井）：The Scientific World Journal（Editorial Board：Epidemiology）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　平成 26 年度日本公衆衛生学会モニタリンググル－プ委員（疫学・保健医療情報，保健行動･健康教育）（高橋）,
相模女子大学管理栄養学部栄養学科非常勤講師（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Akiko ohta, Masaki Nagai, Motoko Nishina, Hiroyuki Tomimitsu, Hitoshi Kohsaka. Prevalence and Incidence of 
Polymyositis and Dermatomyositis in Japan. Mod Rheumatol 2014.05; 24（3）:477-480.

② S.Hashimoto, M.Kawado, Y.Murakami, A.Ohta, M.Shigematsu, Y.Tada, K.Taniguchi, and M.Nagai. Number of 
Sentinel Medical Institutions Needed for Estimating Prefectural Incidence in Influenza Surveillance in Japan. J 
Epidemiol 2014.05; 24（3）:183-192.

③ 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 2014.05; 24（3）:464-470.

④ Akiko Ohta, Shuji Hashimoto, Yoshitaka Murakami, Miyuki Kawado,Kiyosu Taniguchi, Yuki Tada, Mika 
Shigematsu, Masaki Nagai. Characteristics of Geographical Spread and Temporal Accumulation of the 2009 
Influenza A（H1N1） Epidemic in Japan Based on National Surveillance Data. Japanese Journal of Infectious 
Diseases 2014.09; 67（5）:368-373.

⑤永井正規 , 太田晶子 , 川戸美由紀 , 橋本修二 , 村上義孝 . 風しん・麻しん全数報告に伴う報告患者数の変化－感染
症発生動向調査－ 厚生の指標 2014.05; 61（5）：1-4.

⑥永井正規 . 疫学からみた難病対策 公衆衛生情報 2014.10; （1074）：9-11.
⑦永井正規 , 橋本修二 , 川戸美由紀 , 村上義孝 , 太田晶子 , 谷口清州 , 重松美加 , 砂川富正 . 疫学的・統計学的なサ－

ベイランスの評価と改善グル－プ研究の概要 自然災害時を含めた感染症サ－ベイランスの強化・向上に関する
研究　平成 26 年度　総括･分担研究報告書 2015.03; 51-52.

⑧上阪　等 , 太田晶子 , 三森経世 , 川口鎮司 , 神田 隆 , 藤本 学 , 室　慶直 , 神人 正寿 , 砂田芳秀 . 多発性筋炎／皮膚
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筋炎に関する研究 自己免疫疾患に関する調査研究　平成 26 年度　総括・分担研究報告書 2015.03; 26-69.
⑨太田晶子 , 島田直樹 . 再生不良性貧血の受給継続率の把握－臨床調査個人票の解析－ 特発性造血障害に関する調

査研究　平成 26 年度総括・分担研究報告書 2015.03; 82-85.
⑩ Ohta A, Nagai M, Nishina M, Shimada N, Nakao S, Kurokawa M.Incidence of aplastic anemia in Japan： analysis 

of data from a nationwide registration system.The 20th International Epidemiological Association （IEA） World 
Congress of Epidemiology. 2014.08; Anchorage, Alaska, USA

【総数：論文 17 件 , 学会発表　6 件】
6-2．獲得研究費

1）永井正規：厚生労働科学研究費補助金 （新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業（新興・再興感染症及
び予防接種政策推進研究事業））「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 難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）「自己免疫疾患
に関する調査研究」50 万円

3）太田晶子：厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）「特発性造血障
害に関する調査研究」20 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 , 臨床推論と人体の科学入門ユニット実習 ,2 学年では選択必修講義 1 コマのみと比較的少
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合格レ
ベルに向上した . 学習すべき内容に対してカリキュラムに割かれた時間が必ずしも十分でないために , 学生に自己学
習を求める部分が多くなっていることが , 定期試験で合格評価を受けられない学生が比較的多くなっている理由の一
つとなっている .

「感染症発生動向調査の方法論」「自己免疫疾患調査」「特発性造血障害調査」についての研究はいずれも厚生労働省
からの研究補助を受けての研究である .
　政府関連 , 地方自治体関連の各種委員会等の委員として , 国 , 地域の公衆衛生の向上に寄与したことも , 評価視点で
ある .
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10．法医学

1．構成員
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：髙田，講義担当：齋藤，髙田，高橋
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，高橋
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 26 年度に当教室で行った解剖は 195 体（司法 173 例・行政 2 例・
調査 20 体）であった．従来の司法解剖，行政解剖に加えて，昨年度より，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．26 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，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 Nagai T, Mukai T, Takahashi S, Takada A, Saito K, Harada K, Mori S, Abe N. Anomalous origin of the right 
coronary artery from the pulmonary artery: An autopsied sudde death case with severe atherosclerotic disease of 
the left coronary artery. Leg Med 2014; 16: 84-88.

② Nakanishi H, Hara M, Takahashi S, Takada A, Saito K. Evaluation of forensic examination of extremely aged 
seminal stains. Leg Med 2014; 16: 303-307.

③ Takahashi S, Takada A, Saito K, Hamamatsu A, Nagai T, Mori S, Hara M, Nakanishi H, Fukunaga T. The utility and 
limitations of blood smear examinations for the autopsy diagnosis of fulminant infection: Three autopsy cases 
and review of the literature. Res Pract Forensic Med 2014; 57: 197-203.

④高橋識志，髙田　綾，原　正昭，米山克美，中西宏明，齋藤一之，黒須　明．法医連続剖検例における血性ケト
ン体値の統計的観察．法医学の実際と研究　2014；57：109-118．

⑤高橋識志，黒須勝美，黒崎久仁彦，髙田　綾，齋藤一之，福永龍繁 . 死後変化の進行した髄膜炎剖検例に対する
塗抹検査の有用性　－迅速診断のために－．法医学の実際と研究　2014；57：219-220.

⑥髙田　綾，齋藤一之，高橋識志，黒須　明，米山克美，原　正昭，中西宏明．脳出血の出血源について　－連続
切片標本に基づく再認識－．法医学の実際と研究　2014；57：97-108．

⑦ Hara M, Nakanishi H, Nagai A, Takahashi S, Yoneyama K, Saito K, Takada A. Y-STR　genotyping of 32-56-year-
old semen stains. DNA in Forensics Brussels 2014.5, Brussels.

⑧ Nakanishi H, Hara M, Takahashi S, Takada A, Saito K. Forensic examinations of extremely old seminal stains. 9th 
International Symposium on Advances in Legal Medicine (ISALM). 2014.6, Fukuoka.

⑨ Takahashi S, Takada A, Saito K, Hara M, Yoneyama K, Arai M, Tomiyama N, Nakanishi H, Moriya T, Funayama 
M. Sudden death of a child from myocardial infarction by arteritis of the left coronary trunk. 9th International 
Symposium on Advances in Legal Medicine (ISALM). 2014.6, Fukuoka.

⑩ Takada A, Takahashi S, Saito K, Kurihara K, Kurosaki K, Murai T, Hara M, Nakanishi H. Right ventricular free wall 
dissection (RVFWD) with cardiac rupture during acute myocardial infarction. 9th International Symposium on 
Advances in Legal Medicine (ISALM). 2014.6, Fukuoka.

【総数：論文 7 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費

原正昭（代表）：文部科学省・科学研究助成金，基盤研究（C）；「ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定
及び個人識別」課題番号 26460885．182 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- βファミリーに



法医学

302

よる骨格・筋組織の調節機構の解明」課題番号 24592278．78 万円．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
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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11．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」
　毛呂看護専門学校：第一学科　「医療概論」
　　　　　　　　　：第二学科　「総合医療論」
2-3．達成度

医療における 2025 年問題を見据え，地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律が成立し，それに伴って医療法，介護保険法，健康保険法の改正が続いた．これらは，社会保障制度
成立の背景が激変する中で，新たな仕組みを生み出していこうとするものである．そこで，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，少産多死
から人口減へと移行する社会の姿に対応できる姿勢を持つように働きかけた．学生は，社会における出来事と制度の
関連，そして，自らが中核となって社会を担う時代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）
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　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
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 4 回学会学術集会を所属の医療者及び県内の医療者を対
象に開催した．テーマは「医療安全」である．（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．

6．業績
6-1．論文・学会発表　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-2．獲得研究費　　　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-3．受賞　　　　　　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　「該当なし」

7．自己点検・評価
医学部，保健医療学部，短期大学，毛呂看護専門学校及び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努めた．
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12．1）中央研究施設　機能部門

1．構成員
　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：教授：運営責任者：施設長：機能生物化学：博士
　廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）：助教：研究員 教育員：博士
　鈴木悠子（SUZUKI, Yuko）： 実験助手

2．教育
2-1．目的･目標

主要な血液疾患の症候や病態生理を学習するための基盤として，血球成分，造血組織，免疫系の構造と機能に関す
る基礎的な知識を修得させること，体液のホメオスターシスに関する血液の多様な役割を理解させることを目的とす
る．

基礎的な実験操作に用いられる器具，機器に関する正しい知識と操作方法を身につける．環境問題をテーマとした
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 Word を用いてレポートを作
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
　血液ユニットの講義内容を可能な範囲で重複部分を削除した．結果として，講義の進行は一部ゆったりとし好評で
あった．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，Word によるレポートを作成した．レポートついては授業時間内に簡単に作成できるよ
うに予め雛形を用意し，実験結果を Excel から Word に貼り込みができるようにした．レポートの正しい作成形式を
学ぶために雛形を利用したが，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新規設置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
　国家試験，医療環境の動向をとらえて講義内容に変更を加えたが，まだ不十分と思われる点があり，次年度に向け
て更に検討を加えたい．選択必修ユニットでは，レポートの作成がスムーズに行える様に，今年度より Word のレポー
ト雛形を利用したが，Excel から Word への図・表の貼り込み操作でさえ苦手とする学生が多く見られた．作成マニュ
アルを見ながらの作業であったが，1 限のみでは時間不足であり，来年度は時間数を増やすことが望ましい．
　大学院教育においては，歯科・口腔外科の大学院生1名が「咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析」の研究を行っ
ており，新規設置機器の Auto2D を用いてヒト咀嚼筋腱膜の 2 次元電気泳動から，発現蛋白の差異解析を行う．

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．今後も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．
　2012 年より開始した，埼玉県庁，東洋大学，東京電機大学，県内企業と連携した，産官学連携プロジェクト「次
世代産業プロジェクト」が最終年度となり，「医療機器開発プロジェクト」の最終報告書を作成した．プロジェクト
の終了後も東洋大学と共同実験を行うことで合意した．昨年同様に2015ビジネスアリーナ（2015年1月28～29日）
に出展し発表を行った．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教授　Dr. Kumar 研究チーム（イ
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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」の共同研究を今年度も引き続き遂行中である．
　新規に，城西大学薬学部と「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとしたプロテオーム解析の
検討」について共同研究を行うこととなった．
3-3．研究内容と達成度
　城西大学との共同研究を行い「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとしたプロテオーム解析
の検討」28th Annual Symposium of The Protein Society　San Diego, CA, USA（業績⑥）国際学会で報告を行った．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研究会（業績⑤）で発表した．また，東洋
大学とセミナーを共同開催し中央研究施設の職員が参加した．
3-4．自己評価と次年度計画

今年度は，城西大学，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矢野一行　森口武史　廣澤成美　坂本安 「大学講義　放射線医学　原子・分子から被曝・がん」 丸善出版 単行本 
2014

②張エイ，劉天懿，鈴木元晴，廣澤成美，坂本安，葛島清隆，植村靖史 . 「NKT 細胞と樹状細胞の相互作用による
IL-27/osteopontin 産生制御」 Clinical Immunology & Allergology. 2014 61（2）, 158-163

③ 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. 2014 43（1）.113-119

④新規フェルラ酸誘導体をマトリックスに用いるタンパク質及びペプチドの MALDI-TOF-MS 解析　加藤　洋介 , 
福田　護 , 玄　美燕 , 高山　淳 , 岡﨑　真理 , 坂本　武史 , 広澤　成美 , 坂本　安　2015 年 3 月 25 日　日本薬学
会　第 135 年会　神戸

⑤ Histopathological Analysis of Tissue Distribution and Toxicity of Mesoporous Silica Nanoparticles in Mice 
Veeranarayanan S, Mohamed MS, Poulose AC, Hirosawa N, Sakamoto Y, Yoshida y, Maekawa T, Sakthi Kumar D.　
2014 年 11 月 14 日　The 12th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology　埼玉

⑥ The examination of the MALDI-TOF-MS analysis of the proteins and the peptides by use of the sinapic acid 
derivatives as the new matrix.　Narumi Hirosawa, Takeshi Sakamoto, Yasushi Uemura, Yasushi Sakamoto　2014
年 7 月 27 日　The 28th Annual Symposium of The Protein Society　San Diego, CA, USA

書籍 1 件・論文 1 件・総説 1 件・学会発表（国際学会を含む）3 件
6-2．獲得研究費
　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」平成 24 ～ 26（分担者：坂本　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 JEOL マイクロ CT 使用説明会　平成 26 年（2014）6 月 18・24・25・26 日　基礎棟 3F 機器室　
②東洋大学・埼玉医科大学共同開催セミナー　2td Medical Engineering Collaborative Seminar"Near Infrared 

Opical Imaging and Electron Probe Micro Analysis for Medicine"　平成 27 年（2015）2 月 25 日　14:00-16:50
東洋大学　バイオナノエレクトロニクスリサーチセンター　4 階　セミナールーム
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7．自己点検・評価
　機能部門の利用登録者数は，平成 26 年度は 182 名であった．昨年度の 210 人比較しやや減少したが，前年度
同様に実質的な利用率は殆ど変化してはいない．今年度は，私学助成金にて，マイクロ CT 装置，教育機器として
Auto2D 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．



医学部（基礎医学部門）

308

12．2）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 の内容と関連性を
持たせ興味深い実習となるように努めた．次年次は，解剖体を通して臨床的事項との関連性をより深めたい．「大学
院教育」基本的な研究方法の解説に努めた．次年次は，より受講生の研究テーマに添った解説をしたい． 

大島；「卒前教育」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，
疾患発生と老化との密接な関係を認識することができるよう努めた．「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努めた．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

穐田；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．
大島；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．
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ならびに血管新生），
本学保健医療学部（糖尿病モデルラットを用いた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・
腱膜過形成症における筋腱周囲組織の電顕による微細構造の解析，元素分析），本学産婦人科学（子宮内膜に関する
電顕的解析），本学皮膚科学教室（悪性メラノーマに関する電顕的解析），ゲノム医学研究センター；ゲノム科学部門

（Tysnd1 遺伝子ノックアウトマウスに関する形態学的解析），ゲノム医学研究センター；病態生理部門（進行性骨化
性線維異形成症 FOP に関する形態学的解析），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，これまでの成果を単行本 Anti-Angiogenesis Drug Discovery and Development. Volume 2， 
Atta-ur-Rahman et al. 編の第 2 章を分担執筆した．本学保健医療学部との共同研究；糖尿病モデルラットの膵臓にお
いて，幹細胞マーカー CD133, Nestin，Bmi-1 と mTOR の発現を解析し，その成果は J Stem Cells Res, Rev & Rep に
掲載された．

大島；テロメラーゼ遺伝子導入で不死化した正常ヒト線維芽細胞より 4 倍体細胞を作製し，種々の解析を行なった．
成果は国内外の学会に発表した． 
3-4．自己評価と次年度計画

穐田；血管新生関連では，これまでの成果をまとめ，単行本として出版することができ，世界に広く発信できたと
評価している．次年度計画；研究グループ（研究プロジェクト）の共同研究をさらに推進したい． 

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，発癌機構の一部を解析する為の実験
モデルを確立できたと評価している．次年度もこの細胞を有効活用したい．
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4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

穐田；The Scientific World Journal 編集委員
　　　Stem Cells Research, Development & Therapy （STRDT） 編集委員
　　　Journal of Stem Cells Research, Reviews & Reports 編集委員
　　　The Scientific World Journal 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・著書

論文
①Akita M, Matsumoto S, Murai N, Komatsu K, Fujita K. （2014） Subcellular localization of CD133 and interleukin-6 

receptor （IL-6R） in human hepatoblastoma cell-line （HuH-6 Clone-5）. J Stem Cell Res Dev & Ther, 1: 001. 
② Murata E, Matsumoto S, Shuto M, Akita M. （2014） Immunohistochemical localization of stem cell-related 

markers （CD133, Nestin and Bmi-1） and mTOR in the pancreas of rat models of Type 1 and Type 2 diabetes 
mellitus. J Stem Cells Res, Rev & Rep, 1 （1）.

学会発表
③藤田恵子，松本幸子，小松久美子，村井則子，穐田真澄．肝芽腫幹細胞からの CD133 陽性腫瘍血管内皮細胞へ

の分化と血管新生．第 46 回日本臨床分子形態学会，2014 年 9 月，東京． 
④ Thanyarat Wongwananuruk，佐藤知美，梶原健，松本幸子，穐田真澄，石原理．Androgen promotes 

trophoblast invasion into endometriaｌ stromal cells in an in vitro model system. 第46回日本臨床分子形態学会，
2014 年 9 月，東京 .

⑤ Ohshima S, Seyama A. Establishment of Proliferative near-tetraploid cells from immortalized normal human 
fibroblasts. 20th International Chromosome Conference （ICCXX）, September 2-4, 2014, University of Kent, 
Canterbury, UK.

⑥大島　晋．Establishment of proliferative tetraploid cells from telomerase-immortalized normal human fibroblasts，
第 73回日本癌学会学術総会，2014年 9月，横浜 .

⑦水野由美 , 水野洋介 , 仲地豊 , 二宮裕一 , 洞井康 , 渡辺光博 , 下澤伸行 , 若菜茂晴 , 穐田真澄 , Kurochkin Igor V, 
Schonbach Christian, 岡崎康司 . ペルオキシソーム局在プロテアーゼ , Tysnd1 欠損マウスの高脂肪食投与による
脂肪肝と耐糖能異常についての解析 . 第 87 回生化学会大会 , 2014 年 10 月，京都 . 

⑧藤田恵子，松本幸子，藤田一正，小松久美子，村井則子，穐田真澄，永島雅文．腫瘍血管新生におけるヒト肝芽
腫幹細胞の重要な役割 .? 第 120 回日本解剖学会， 第 92 回日本生理学会合同大会 .　2015 年 3 月 ,　神戸 .

⑨村田栄子，松本幸子，周東真代，穐田真澄．免疫組織化学による 1 型・2 型糖尿病モデルラット膵臓の CD133, 
Nestin, Bmi-1, mTOR の発現 .　第 120 回日本解剖学会， 第 92 回日本生理学会合同大会 .　2015 年 3 月，神戸 .

著書
⑩ Akita M. （2014） Development of In Vitro Method for Assaying Anti-Angiogenic Effect of Drugs, pp. 63-111. 

Anti-Angiogenesis Drug Discovery and Development, Volume 2. Editors: Atta-ur-Rahman & M. Iqbal Choudhary. 
Bentham Science Publishers Ltd.

［総数：原著論文 2 件，学会発表 8 件，著書 1 件］
6-2．獲得研究費

1．穐田（分担）；科学研究費（基盤研究 C）；咀嚼筋腱・腱膜過形成症におけるプロテオミクスと元素分析（代表；
歯科・口腔外科；依田）
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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　
　平成 26 年度の形態部門への登録者数は 193 名であった．年度により多少の増減はあるが，毎年 200 名前後が登
録し，種々の研究器機を利用している．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 12 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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12．3）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，教育員
石原由夏（ISHIHARA Yuka）：助手：研究員，教育員
萩原克美（飼育業務係長：保健医療学部実験動物施設担当），堀切一美（飼育業務係長）
大久保，池田，塩野，佐藤，齋藤，青島（飼育業務），鈴木，山﨑，（飼育業務・非常勤）
秋田，（業務員・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，現代の医学研究に必要不可欠であり，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『動物の愛護及び管理に関する法律』の法改正において「3R」が盛り込まれ，同時に各省庁から飼養保
管基準および基本指針が告示され，日本学術会議において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して動物実験を実施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 1 年：臨床推論（冨永）
・医学部 2 年：機能系実習：動物福祉と実験動物施設の利用方法（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）
・夏期プログラム：実験動物施設見学と動物実験手技を学ぶ（仁科，冨永，石原，堀切）

【卒後教育】
・動物実験実施者のための教育訓練（冨永，石原）

【大学院教育】
・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）

2-3．達成度
　教育目的の動物福祉の理念などを理解・習得できたと考えられるため達成度は約 70％である．
【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）
・医学部 1 年生 2 コマを担当した（臨床推論）
・医学部 2 年生 129 名の学生が受講した（機能系実習）
・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 8 名を担当した．（地域社会と健康）
・［見学と実験手技］保健医療学部看護科学生 1 名が参加した．（夏期プログラム）

【卒後教育】
・動物実験実施者のための教育訓練を 14 回実施し，計 40 名が受講した．

2-4．自己評価と次年度計画
　実験動物部関連する教育および教育訓練については，① 動物実験に関わる法令・指針・規程，② 動物福祉の理念，
③ 実験動物の飼養保管，④ 安全確保，⑤ 動物実験の方法，⑥ 適切な動物実験の説明を行い，受講者の理解が得ら
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れたと考えられる．次年度は今年度の教育内容を見直し，持続的に教育訓練を実施する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標

①睡眠時無呼吸症候群における脳の glucose 代謝について磁気共鳴装置を用いて解析する．
②栄養補助食品のスピルリナおよびスピルリナの青色色素であるフィコシアニンの癌細胞発育抑制を検討する

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の検討（女子栄養大学共同研究）
3-3．研究内容と達成度

① [1-13C]glucose と [1,2-13C]acetate を用いた睡眠時無呼吸症候群モデルマウスの脳 Glucose 代謝
②スピルリナ長期飲用におけるマウス固形癌形成抑制効果の検討
③フィコシアニンにおける癌細胞抑制効果の検討

　睡眠時無呼吸症候群は 90％の達成度，スピルリナおよびフィコシアニンの癌抑制効果は 50％の達成度であり，
いずれも第 24 回体力・栄養・免疫学会発表において口述発表した．

3-4．自己評価と次年度計画
スピルリナの青色色素であるフィコシアニンの経口投与による固形癌の発育抑制およびフィコシアニンの癌細胞に

対する発育抑制の機序を検討する予定である．

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・著書

① [1-13C]glucose と [1,2-13C]acetate を用いた睡眠時無呼吸症候群モデルマウスの脳 Glucose 代謝：○仁科正実，
鈴木正彦，冨永信子，石原由夏，松下和弘：第 24 回体力・栄養・免疫学会（2014）

② 1H-NMR 法による毛髪の状態分析：○仁科正実，松下和弘：第 24 回体力・栄養・免疫学会（2014）
③スピルリナ長期飲用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 24

回体力・栄養・免疫学会（2014）
④フィコシアニンにおける癌細胞抑制効果の検討：：○石原由夏，冨永信子，仁科正実他：第 24 回体力・栄養・

免疫学会（2014）
【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，130 件（継続 105 件，新規 25 件）が承認され，組換え DNA 承認実験お
よび感染実験は 68 件であり全体の約 52％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 143



313

中央研究施設　実験動物部門

匹を含む合計 2,280 匹の実験動物が導入され，マウスが約 84％を占めた．また，一年間の延べ飼養匹数は，1,271,998
匹であり，一日平均 3,485 匹を飼養した．
7-3．実験動物施設利用状況

平成 26 年度の利用登録者数は 253 名，年間の施設利用者数は約 6,000 人である．
7-4．慰霊祭

平成 26 年 11 月 8 日（土）に実験動物慰霊祭を主催および執り行い，59 名が参列した．
7-5．利用者協議会

平成 27 年 3 月 30 日（月）に利用者協議会を開催し，30 名が参加した．
実験動物部門の利用方法の変更点および施設利用時のお願いについて説明し，利用者からの質問や意見へ回答した．
7-6．検査

年 4 回の微生物モニタリング検査および年 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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12．4）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）
・医学部 2 年生後期：人体の構造と機能 2  機能系実習（飯塚）

（大学院教育）
・大学院講義：研究方法特論（飯塚）

（その他）
・課外学習プログラム：環境放射線の測定と放射線の飛跡を見る（飯塚・宮下）
・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，実習においては概ね目的を達成できた．（達成度 85％）大学院教育は工

夫の余地がある．（達成度 65％）
新規放射線安全教育訓練は5月と10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，講義内で小テストを毎回行い，学生の知識の定着を図った．次年度は，
小テストを学生のレベルに応じたものに改訂し，講義内容の充実を図りたい．医学部の講義ではスライド作成から発
表までの指導をした．スライド作成が遅れることから次年度は早期にスライドを完成し，より良いプレゼンテーショ
ンができるように指導を行いたい．実習は，学生にとっては不慣れな実験動物を取扱うことから丁寧な指導をしてい
きたい．

大学院教育：放射性同位元素を用いた実験手法，研究の実際について講義をした．次年度は RI 施設の見学を含め
たり，最新の実験内容を伝えていく．

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．さらに，広島大学の医学部 4 年生を 3 か月間，研究留学生として受け入れた．
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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，次年度も広島大学の医学生の研究留学の受け入れ

を計画している．

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

・公益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」，
「鶴見大学」，「東京医科歯科大学」，「物質材料研究機構」，「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：埼玉県立不動岡高等学校，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（飯塚）
・東京都三鷹市教育委員会「放射線の人体への影響」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 26 年度のアイソト - プ（RI）利用状況は以下のとおりである．

1）利用登録講座：16 講座（基礎系 8，臨床系 8）
2）実験計画：21
3）実験者数：31 名（基礎系 20 名，臨床系 11 名）
4）延べ実験立ち入り者数：3573 名
5）放射線教育訓練 :45 名 /3 回（再教育含む）
6）RI 入庫量（MB ｑ）： 3H （55.5）

  51Cr （185.0）
  125I （74.0）
  35S （166.5）
  14C （111.0）

7） RI 廃棄量（MB ｑ）： 可燃物 （14.75）
  難燃物 （154.95）
  不燃物 （31.10）
  動物 （759.50）
  無機液体 （67.82）
  有機廃液 （31.56）
  排気 （10.69）
  排水 （1.51）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①飯塚裕幸 , 宮下由美 , 小野啓「課外学習プログラムによる医療系学生への放射線教育の紹介」（平成 26 年度放射
線安全取扱部会年次大会（第 55 回放射線管理研修会））

②飯塚裕幸  第 1 種放射線取扱主任者試験（法令）の解説 埼玉放射線 62 巻 第 3 号 74‐79（2014）
③飯塚裕幸他　放射線安全に関する法体系『原子力・量子・核融合事典』2014 丸善出版
④Sumita T, Ono H, Suzuki T, Sakai G, Inukai K, Katagiri H, Asano T, Katayama S, Awata T. Mediobasal hypothalamic 

PTEN modulates hepatic insulin resistance independently of food intake in rats. Am J Physiol Endocrinol Metab. 
2014 Jul 1;307（1）:E47-60
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【総数：学会発表  1 件 , 論文　2 件，著書　1 件】
6-2．獲得研究費

小野 啓，平成 26 年度若手医師育成研究費，「視床下部における Pin1 および Tfg の摂食と糖代謝における役割の研
究」，研究代表者，40 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
　平成 27 年 3 月 24 日に東京医療保健大学の小野孝二先生をお招きし，再教育訓練を開催した．

7．自己点検・評価
施設の運営は順調である．教育訓練は滞りなく施行されており，ＲＩが必須である実験は着実に遂行されている．

安全に放射性同位元素を利用できるよう施設の老朽化に伴う不具合箇所に対しての修繕も順次行っている．今後は，
放射線測定装置の更新や，放射線業務従事者からの意見を安全に配慮しながら取り入れ，施設の利便性の向上を図り
たい．
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13．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
　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）
　青木志津子（AOKI, Shizuko）：助手
共同利用研究施設（第一研究棟 3F）
　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，4 回の新規教育および訓練（受講
人数：6 人）・2 回の再教育および訓練（受講人数：31 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，
学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよう日々努力することであり，利用書類・手続きのペーパーレス化およ
び情報活動推進の一環として学内向けにホームページを開示している．
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3-2．研究グループ　該当なし．
3-3．研究内容と達成度

本項目では共同利用研究施設として各施設の利用実績・遂行実験件数を記載する．
動物実験施設：ラット 7 科 20 件，マウス 5 科 17 件，ウサギ 1 科 1 件，ブタ 1 科 2 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：4 科 11 件，共同利用研究施設：10 科 20 件の実験計画書の提出があった．
動物実験施設で遂行される全ての動物実験計画書は，動物実験委員会審査・承認を受けた．その内訳は，動物実験計
画書 41 件 [ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：7 件）]，動物実験計画書の追加変更承認
申請書 6 件，動物実験結果報告書 14 件，動物実験（終了・中止）報告書 14 件，中間報告書 33 件，実験室設置承
認申請書 1 件であった．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：156,622 匹，ラッ
ト：20,959 匹，スンクス：10,661 匹であった．飼育室稼働率は，年平均でマウス（59.6%），ラット（11%）で推
移した．施設利用頻度は，日に平均 1-2 グループ（5-6 人）が利用した．各科利用頻度の高い順に，年間で小児科（737
回），消化器・肝臓内科（177 回），腎・高血圧内科（142 回），消化管外科・一般外科（117 回），呼吸器内科（79 回），
胆肝膵外科・小児外科（75 回），形成外科（44 回），脳神経外科（10 回）であった．研究部の研究支援も行なわれ，
年間で（347 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：周産期母子医療センター新生児科（355
回），研究部（149 回），小児科（125 回），胆肝膵外科・小児外科（56 回），産婦人科（5 回），呼吸器内科（2 回），
電子顕微鏡施設：病理部（231 回 :90 パラッフィンブロック薄切支援），消化管外科・一般外科（92 回：1574 パラッフィ
ンブロック薄切支援），腎・高血圧内科（14 回），呼吸器外科（7 回：72 パラッフィンブロック薄切支援），共同利
用研究施設：小児科（200 回），リウマチ・膠原病内科（116 回），産婦人科（31 回），研究部（18 回），胆肝膵外科・
小児外科（14 回），脳神経外科（11 回），呼吸器内科（11 回），血液内科（9 回），消化管・一般外科（8 回），麻酔
科（5 回），病理部（4 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 Naomi Shimizu, Chiaki Nakaseko, Meizi Jiang, Keigo Nishii, Koutaro Yokote, Tohru Iseki, Morihiro Higashi, 
Junichi Tamaru, Wolfgang Johann Schneider, Hideaki Bujo.  G-CSF induces the release of the soluble form of 
LR11, a regulator of myeloid cell mobilization in bone marrow. Ann Hematol, 93: 1111-1122, 2014.

② Takeharu Kawaguchi, Chikako Ohwada, Masahiro Takeuchi, Naomi Shimizu, Emiko Sakaida, Yusuke Takeda, 
Shio Sakai, Shokichi Tsukamoto, Atsuko Yamazaki, Yasumasa Sugita, Morihiro Higashi, Kazuhisa Fujikawa, Kosei 
Matsue, Koutaro Yokote, Jun-Ichi Tamaru, Hideaki Bujo, Chiaki Nakaseko. Potential utility of serum soluble LR11 
as a diagnostic biomarker for intravascular large B-cell lymphoma.  Leuk Lymphoma, 55: 2391-2394, 2014.

③ Johnathon Alex Grizzell, Alexandre Iarkov, Rosalee Holmes, Takashi Mori, Valentina Echeverria.  Cotinine 
reduces depressive-like behavior, working memory deficits, and synaptic loss associated with chronic stress in 
mice.  Behav Brain Res, 268: 55-65, 2014.

④ 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.

⑤ Sagar Patel, Johnathon Alex Grizzel, Rosalee Holmes, Ross Zeitlin, Rosalynn Solomon, Thomas Sutton, Adeeb 
Rohani, Laura C. Charry, Alexandre Iarkov, Takashi Mori, Valentina Echeverria Moran.  Cotinine halts the advance 
of Alzheimer's disease-like pathology and associated depressive-like behavior in Tg6799 mice.  Front Aging 
Neurosci, 6: 162, 2014.

⑥ Song Li, Juan Deng, Huayan Hou, Jun Tian, Brian Giunta, Yanjiang Wang, Darrell Sawmiller, Adam Smith, Paul 
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R. Sanberg, Demian Obregon, Takashi Mori, Jun Tan.  Specific antibody binding to the APP672-699 region shifts 
APP processing from α - to β -cleavage.  Cell Death Dis, 5: e1374, 2014.

⑦ Takashi Mori, Naoki Koyama, Tatsuya Segawa, Masahiro Maeda, Nobuhiro Maruyama, Noriaki Kinoshita, 
Huayan Hou, Jun Tan, Terrence Town.  Methylene blue modulates β -secretase, reverses cerebral amyloidosis, 
and improves cognition in transgenic mice.  J Biol Chem, 289: 30303-30317, 2014.

⑧ Kazunori Kinoshita, Jun Takeda, Kikumi Matsuoka, Satoru Takeda, Yutaka Eguchi, Hiroshi Oda, Naomi Eguchi, 
Yoshihiro Urade.  Expression of lipocalin-type prostagrand D synthase in preeclampsia patients: a novel marker 
for preeclampsia.  Hypertens Res Pregnancy 2: 1-6, 2014.

⑨ Yukiko Mikami, Tatsuya Narita, Yasushi Takai, Kazunori Baba, Hiroyuki Seki, Kikumi Matsuoka.  The Progression 
of serum prorenin concentration during pregnancy.  J Hypertens, 3: 1000166, 2014.

学会発表 5 件
6-2．獲得研究費

①㈱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）．

②独立行政法人日本学術振興会　科学研究費補助金（基盤研究（C））研究代表者（森　隆）「アルツハイマー病：
食物由来のアミロイド - β蛋白抑制物質の併用療法と環境療法の探索」（2014-2018）．

6-3．受賞　該当なし．
6-4．特許，実用新案　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．





321

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．1）消化器内科・肝臓内科

1．構成員
持田　智（MOCHIDA, Satoshi） 教授：運営責任者：診療科長：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，ウイルス性慢性肝炎・肝硬変・
 肝癌，難治性肝疾患，肝移植：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） 准教授：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，
 消化器病学：博士
菅原通子（SUGAWARA, Kayoko） 講師：病棟医長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，
 消化器病学：博士
本谷大介（MOTOYA, Daisuke） 助教：医員：教育員：研究員 
中尾将光（NAKAO, Masamitsu） 助教（国際医療センター兼担）：医員：教育員：研究員
安藤さつき（ANDOU, Satsuki） 助教：医員：教育員：研究員 
近山　琢（CHIKAYAMA, Taku） 助教：医員：教育員：研究員
中澤　学（NAKAZAWA, Manabu） 助教：医員：教育員：研究員
打矢　紘（UCHIYA, Hiroshi） 助教：医員：教育員：研究員
平原和紀（HIRAHARA, Kazunori） 助教：医員：教育員：研究員
繁田貴博（HANDA, Takahiro） 助教：医員：教育員：研究員
内田義人（UCHIDA, Yoshihito） 助教：医員：教育員：研究員 
藤井庸平（FUJII, Youhei） 助教：医員：教育員：研究員
塩川慶典（SHIOKAWA, Keisuke） 助教：医員：教育員：研究員
浅見麻衣子（ASAMI, Maiko） 助教：医員：教育員：研究員
齊藤陽一（SAITOU, Youichi） 助教：医員：教育員：研究員
鷹野雅史（TAKANO, Masashi） 助教：医員：教育員：研究員
渕上　彰（FUCHIGAMI, Akira） 助教：医員：教育員：研究員
印藤佳織（INDOU, Kaori） 助教：医員：教育員：研究員
鈴木隆信（SUZUKI, Takanobu） 助教：医員：教育員：研究員
植村隼人（UEMURA, Hayato） 社会人大学院
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
山岡　稔（YAMAOKA, Minoru） 助教（総合診療内科兼担）：教育員：研究員：医員
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
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2．教育
①「卒前教育」
2-1．目的・目標　
　3 年生の「ヒトの病気コース」と 6 年生の「総合学習コース」で消化器疾患（肝，胆，膵および消化管）の講義を
担当した．3 年生では「消化器ユニット」の約 60% を担当しており，5 年生以降の臨床実習に際して必要な基礎知
識の習得，論理的な診療能力の背景となる病態生理の理解に主眼をおいた講義を行った．講義には，当科で独自に作
成した「消化器病学」テキストを中心に，各教員がスライド，プリントなどの配布資料も利用した．6 年生の総合学
習では，3 年生の講義で扱った内容を医師国家試験に向けて切り口を変えて，症例を提示する演習形式も取り入れて
講義を行った．なお，消化器病学，肝臓病学の領域は進歩が著しいため，3 年生の時点では講義の対象とならなかっ
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 4~5 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（真下由美，新井　晋）
　肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，肝腫瘍（持田　智）
　肝腫瘍（菅原通子）
　胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
　肝胆道疾患，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 27 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　
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　当院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，研修医，医局員の消化器病領域における専門医
を目指した卒後教育を実施するとともに，埼玉県における消化器病，肝臓病に関する生涯教育の中枢として活動して
いる．専門医を目指した卒後教育としては，人口 120 万人を上まわる医療圏から集まる豊富な症例を対象に，プラ
イマリケアから先進医療まで広範な医療行為の研修が可能であり，上下部消化管内視鏡，腹部超音波，血管造影など
の各種手技を獲得するとともに，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的
知識を習得し，消化器・肝臓疾患はもとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している．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，安藤さつき，近山　琢，中澤　学）
　腹部超音波検査及び肝・腫瘍生検（中山伸朗，安藤さつき，近山　琢，中澤　学）
　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，中尾将光）
　平成 26 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，菅原通子，中尾将光，内田義人）
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 26 年度は 11 月 2 日に肝疾患に関する医療研修会を開催し，全県下から医師 277 名，医師以外の医療
従事者51名が出席した．同研究会を受講することで，同年度までに埼玉県認定肝疾患診療医1381名，肝疾患コーディ
ネーター 105 名が誕生している．同事業では 5 年ごとの更新を求めており，埼玉県認定肝疾患診療医 352 名が研修
会を再履修して更新している．
2-4．自己評価と次年度計画　
　消化器および肝疾患に関して，プライマリケアから緊急性，重症度の高い症例および専門性の高い症例まで幅広く
経験できる当院において卒後教育を実施することで，質の高いオールラウンドの消化器病専門医を育成している．今
後は，より充実した卒後教育に発展すべく，病棟回診およびカンファランスを中心に，各領域の専門医が効率的に指
導できる環境を整えていきたい．また，卒後 10 年前後の医師による後期研修医に対する指導を強化し，消化器病専
門医を目指す若き医師をさらに増加させることも課題となる．生涯教育に関しては，埼玉県および各種メーカーとの
協力で研修会，講演会を継続して実施し，県下の消化器・肝疾患に関する診療レベルを向上させることが求められて
いる．
③「大学院教育」
2-1．目的・目標　
　大学院生の教育は消化器領域全般に精通した高度専門医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
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4．門脈圧亢進症の病態解明と新規治療法の開発を目指した臨床研究
5．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　智）
消化管疾患（岡　政志）
分子生物学実技，動物実験（神山淳一，内木佳代子）

2-3．達成度　
　消化器内科・肝臓内科の豊富な症例から単離した B，C，E 型肝炎ウイルスの全塩基配列を解析し，また，塩基配
列の異なる肝炎ウイルスを培養細胞に感染させる実験を行うことで，肝病態の成立に関与するウイルス要因を検討し
た．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　
　25 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，中山，中尾が事務局として 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・化学療法での再活性化の現況をまとめ，その対策法確立に向けた研究を行ってい
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る．ウイルス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関しては，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因に関する検
討を行っており，特に肝病態の性差を規定する要因に注目して，臨床的，基礎的研究を行っている．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，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し（埼
医 25-012，特願 2013-255748），これを用いて効率的な治療体系の確立に向けた研究を進めている．B 型肝炎ウイ
ルスでは新規 genotype を発見した後，ウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の意義を解明するなど独創的な
研究を展開中である（平成 26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」B 型肝炎ウイルスの
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，研究代表者：持田　智）．
　さらに，肝癌では RFA 治療の治療効果を向上させる工夫に関する研究，進行癌症例に対して IVR 手技を駆使した
各種抗癌薬の使用基準を確立する目的での研究を実施しており，これらによって難治性肝癌症例に対する治療体系の
確立を目指した．消化管疾患に関しては，食道胃静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法確立を目指し
た臨床研究を進めている．これら疾患には内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に
応じた個別化治療に結びつけることを目指している．また，消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバ
ルーン内視鏡検査と併用することで，従来は診断が不可能であった症例の病態を解析することも試みている．さらに，
胃食道逆流症，NSAID 潰瘍，炎症性腸疾患などに関しても，最新の検査，治療手技を導入し，その有用性を評価す
るとともに，症例に応じて治療法を個別化する試みを行っている．
　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，門脈血栓症
に対する抗凝固療法と B-RTO の併用，肝再生を目指した B-RTO による血行改変術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）難治性の腹水および肝性脳症の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（18）門脈血栓症における抗凝固療法の有用性に関する臨床研究
（19）非アルコール性脂肪性肝疾患における線維化予防，肝機能悪化予防の為の治療法に関する研究
（20）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
（21）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
（22）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
（23）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
（24）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
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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 ～ 13 年に発症した
急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした．また，2009 年まで
の劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解析を利用したスコアリングシステムによる予後予
測法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial basis function（RBF）法，neural network 法に相当する back 
propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立したが，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリッ
ト型統合モデルも開発し，平成 26 年度はその有用性を評価した．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
を確立したが，平成 26 年度がこれをブラウザーサーバー・システムにする検討を行った．平成 25 年 3 月から劇症
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する検討も続けている．
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．また，新規研究とし
て，平成24年度以降に免疫抑制療法を実施しているが，まだ再活性化していないB型既往感染例の登録も勧めている．
平成 26 年度末までに 265 例が登録され，治療が長期間に亘った場合の再活性化率も評価している．これらの検討で，
血清 HBV-DNA 量が 2.1 Log copies/mL 以上になる累積頻度は治療開始 6 ヶ月後で 3.2% であり，その後の再活性化
リスクは低下することが明らかになった．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訂され，さらに経済的効率を考慮したシステムの確立を目指して検討が進められている．
3）ウイルス性肝疾患の治療
　C 型肝炎は Direct Acting Antivirals（DAAs）が登場し，経口剤のみによる IFN-free の治療が行われるようになった．
この効果を規定するのは，NS5A 領域のアミノ酸変異であるが，その簡易迅速測定法を開発した（埼医 25-012，特
願 2013-255748）．これを用いて，Y93H/C，L31M/V などのアミノ酸変異の肝疾患病態における意義を検討した．
また，同領域の変異株の IFN 治療感受性が高いこと，第 2 世代 NS3/4A プロテアーゼ阻害薬を用いた 3 剤併用療法
の virologic failure 例はダクラタスビル，アスナプレビルの併用療法後に稀な高度耐性変異を生じることを見出した． 
その後，NS5B 領域のアミノ酸変異に関しても研究範囲を進めて，抗ウイルス療法との関連を研究している．
4）ウイルス性肝疾患，肝癌の個体差を規定する要因に関する検討
　厚生労働省研究班における共同研究では，C 型慢性肝炎に対するリバビリン併用ペグインターフェロン治療の効果
を規定する宿主要因として，IL28B 遺伝子の SNPs が発見されたが，引き続き同研究班に協力して，好中球減少，血
小板減少，うつ症状の発症などの副作用の出現に関わる宿主要因の検討を進めている．一方，以前から当科で研究し
ている osteopontin 遺伝子の promoter SNPs に関しては，雄性細胞と雌性細胞では転写調節の差異があることを明ら
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，HBV-DNA のポリメラーゼ領域 aa15-17 のアミノ酸
に変異を加えたクローンを作成し，in vitro 系にてこれら変異の意義を更に明らかにするための実験を進めている．
6）肝細胞癌の診断と治療
　肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している．一方，治療法に関しては，展開針を用
いたラジオ波焼灼療法（RFA）で多段階焼灼法および最小幅展開法を利用して，通常は RFA 療法が困難である部位の
肝細胞癌への適応拡大を推進している．また，進行肝癌に対しては，新たな動注抗癌薬であるミリプラチンは用いた
肝動注化学塞栓療法の有用性と安全性を評価し，同様の白金製剤であるシスプラチンとの有用性の差異を明らかにす
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るための臨床試験を進めている．また，平成 26 年以降に用いられるようになったビーズ製剤を用いた TACE，バルー
ン閉塞下 TACE などに関しても検討を開始した．
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．症例数を増やして，その有
用性を検証中である．
8）門脈圧亢進症とその治療
　門脈圧亢進症に伴う合併症には食道胃静脈瘤，異所性静脈瘤，門脈圧亢進性胃腸症，腹水，肝性脳症などの治療体
系を確立する臨床研究を行っている．また，門脈・体循環シャントは肝予備能の低下にも繋がるため，B-RTO を用
いた血行改変術で肝血流量を増加させて，肝機能の向上，肝再生を促す臨床研究を実施している．また，門脈宇血栓
症に関しては，抗凝固療法と血行改変術を併用する新規治療法の開発を進めている．
9）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．
10）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 が有用であり，止血効果を得ている．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
　新たに作成した診断基準に準拠して，急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を進めている．成因の診断基準も新た
に改変した．これら症例を基に，肝移植適応ガイドラインを検証し，また，内科的集学的治療の体系を改訂すること
が，今後の課題になっている．特に予後予測に用いる統合ハイブリットモデルに関しては，ブラウザーサーバー・シ
ステムを普及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，我々が開発した NS5A 領域のアミノ酸変異の測定法を，SRL に委託し
て全国で測定する体制が確立し，すでに 4 万人が検査を受けている．これによって，DAA 治療の効率的な治療が全
国で一律に可能になった．今後はDAA治療のfailure例の対策を確立することが課題である．一方，ウイルス性肝疾患，
肝細胞癌の病態を規定する宿主要因として，osteopontin 遺伝子の promoter SNPs を中心とした遺伝子発現の調節機
構に関する研究では，エストロゲン依存性の未知転写因子を同定が課題となっている．
　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，その増殖能を規定する可能性がある遺伝子変異を同定したが，組替え実験をさらに進めて，その
意義をより確固たるものにすることが，平成 27 年度以降の課題である．
　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）
　当大学病院は県下全域における肝疾患患者の診療連携を円滑にする事業の窓口になるとともに，他の専門施設では
診療が困難な難治例，重症例を受け入れている．肝疾患では急性肝不全，ウイルス性慢性肝疾患，肝癌，自己免疫
性肝疾患の治療に力を入れている．劇症肝炎に対しては基礎的検討の成果と厚生労働省研究班による全国調査の結果
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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．C 型肝疾患では
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，この結果に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，症例毎の薬剤効果や 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しは，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，これら門脈圧亢進症状を有する患者に実施している．自己免疫性肝疾患などの難病にも全
国調査の結果を基に治療を行っている．
　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，micro-
balloon カテーテルを用いることで通常は治療が困難な胃静脈瘤や十二指腸，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，胃静脈瘤からの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，止血に成功している．
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，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
のパルス投与と顆粒球除去療法の 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，B-RTO による血行改変術による肝再生医療など新規考案した治療法，C 型慢性肝炎に対する NS5A
領域のアミノ酸変異に基づいた個別化医療等，高度先進医療への移行を念頭に置いた治療を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：平成 26 年 11 月まで）

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）

　　　　　脳死肝移植適応評価委員会（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：Journal of Gastroenterology 誌（日本消化器病学会：編集委員）
　　　　　日本門脈圧亢進症学会雑誌（日本門脈圧亢進症学会：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. 国民病であるB型，C型肝炎：わが国における対策. ローソン店舗オーナー講演会. 2014年4月21日，

与野 .
2．持田　智 . ランチョンセミナー「免疫抑制薬による B 型肝炎の再活性化：厚労省研究班の成果と死亡した自験
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例の総括」. 第 58 回日本リウマチ学会学術講演・講演会 . 2014 年 4 月 24 日，高輪 .
3．持田　智 . ポストグラデュエイトコース「急性肝不全」. 第 100回日本消化器病学会 . 2014年 4月 26日，丸の内 .
4．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 . 中外製薬社内講演会 . 2014 年 5

月 8 日，日本橋
5．持田　智. わが国における急性肝不全：肝移植の実態と問題点. 第5回京滋肝移植・肝不全治療カンファレンス. 

2014 年 5 月 10 日，京都 .
6．持田　智 . 急性肝不全と DIC. 消化器疾患における DIC を考える会 . 2014 年 5 月 16 日，新宿 .
7．持田　智. 国民病であるB型，C型肝炎：わが国における対策. ローソン店舗オーナー講演会. 2014年5月21日，

越谷 .
8．持田　智 . B 型，C 型肝炎の治療 . 平成 26 年度市民公開講座 in 春日部「放っておくと怖い！ B 型肝炎，C 型肝

炎，脂肪肝：肝がんにならないために」. 2014 年 5 月 25 日，春日部 .
9．持田　智 . 特別企画 -1：肝臓研究 50 年の変遷「肝硬変・肝不全のこれまでと今後の展望」. 第 50 回日本肝臓

学会総会 . 2014 年 5 月 29 日，永田町 .
10．持田　智 . C 型肝炎の治療：目覚ましい進歩と新たな展開 . 第 20 回入間肝臓懇話会 . 2014 年 6 月 6 日，川越 .
11．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 . 上越地区ソブリアード発売記念講演会 . 2014 年 6 月

12 日，高田 .
12．持田　智 . B 型，C 型肝炎の治療：最新の話題 . 第 21 回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢

免疫セミナー）. 2014 年 6 月 14 日，軽井沢 .
13．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. 第7回びんご肝疾患診療ネットワー

ク学術講演会 . 2014 年 6 月 20 日，福山 .
14．持田　智 . B型肝炎の治療と再活性化・重症化の予防 .　第16回関西B型肝炎研究会 . 2014年6月28日，大阪 .
15．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：病診連携の意義 . 第 3 回豊明肝胆膵セミナー . 2014 年

6 月 28 日，名古屋 .
16．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . ダクルインザ・スンベプラ併用療法製造販売承認記念講演会 . 

2014 年 7 月 11 日，和歌山 .
17．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . 埼玉県 C 型肝炎セミナー . 2014 年 7 月 15 日，浦和 .
18．持田　智 . B 型，C 型肝炎の治療 . 東レメディカル社内 MR 勉強会 . 2014 年 7 月 17 日，浦安 .
19．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . 両毛肝炎学術講演会 . 2014 年 7 月 18 日，足利 .
20．持田　智 . B 型，C 型肝炎の治療：最新の話題 . 第 31 回加古川肝疾患懇話会 . 2014 年 7 月 19 日，加古川 .
21．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . Hepatitis C Meeting in Gunma「HCV 治療における新規経口

2 剤併用療法の治療戦略」. 2014 年 7 月 24 日，前橋 .
22．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . ダクルインザ・スンベプラ併用療法製造販売承認記念講演会 . 

2014 年 7 月 25 日，静岡 .
23．持田　智 . 特別講演「DAA 時代における肝疾患の診療：新たな問題となる性差」. 第 10 回消化器病における性

差医学・医療研究会 . 2014 年 7 月 26 日，品川 .
24．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN-? の位置付け . 第 79 回倉敷肝臓臨床懇話会 . 2014

年 7 月 29 日，倉敷 .
25．持田　智 . 免疫抑制薬による B 型肝炎の再活性化：厚労省研究班の成果と死亡した自験例の総括 . リウマチ

WEB セミナー . 2014 年 7 月 31 日，日比谷 .
26．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 治療の位置付け . ヤンセン社内講演会 . 2014 年 8

月 5 日，西神田 .
27．持田　智 . NS5A 領域 Y93H 変異の簡易迅速定量法を用いた C 型慢性肝疾患の治療戦略 . 第 30 回犬山シンポジ

ウム . 2014 年 8 月 7 日，犬山 .
28．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAAs 時代を迎えて . ダクルインザ・スンベプラ併用療法製造販売承認記念講演会 

in Gifu. 2014 年 8 月 29 日，岐阜 .
29．持田　智 . C 型肝炎の治療：Direct-acting Antiviral Agents の時代を迎えて . Medical Tribune ウイルス肝炎セミ

ナー：進化しつづける慢性肝炎・肝硬変の治療 . 2014 年 8 月 30 日，新潟 .
30．持田　智 . B 型，C 型肝炎：最新の治療とは ? 肝癌撲滅へ，目覚ましい進歩 . 市民公開講座：進歩しつづけるウ

イルス性肝炎治療，放置しないで早めに受診，肝癌の予防へ . 2014 年 8 月 31 日，新潟 .
31．持田　智 . C 型肝炎の治療：Direct-acting Antiviral Agents の時代を迎えて . 埼玉県主催：経口 2 剤（ダクラタ
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スビル塩酸塩錠・アスナプレビルカプセル）を用いた肝炎治療に関する研修会（1）. 2014 年 9 月 2 日，浦和 .
32．持田　智 . C 型肝炎の治療：Direct-acting Antiviral Agents の時代を迎えて . 埼玉県主催：経口 2 剤（ダクラタ

スビル塩酸塩錠・アスナプレビルカプセル）を用いた肝炎治療に関する研修会（2）. 2014 年 9 月 3 日，浦和 .
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 .　第 31 回愛媛大学腫瘍センター講演会 . 

2014 年 9 月 5 日，松山 .
34．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 治療の位置付け . 第 66 回秩医クリニカルカンファ

レンス . 2014 年 9 月 12 日，秩父 .
35．持田　智 . B 型，C 型肝炎は治る時代：どう治療するか . 市民公開講座 in 坂戸「ほおっておかないで C 型肝炎：

高まる肝がんのリスクと最新の C 型肝炎の治療」. 2014 年 9 月 13 日，坂戸 .
36．持田　智 . ランチョンセミナー 7「B 型肝炎の再活性化：予防のための臨床検査部門の役割」. 平成 26 年度日

本臨床衛生検査技師会　中四国支部医学検査学会（第 47 回）. 2014 年 9 月 14 日，松山 .
37．持田　智 . B 型，C 型肝炎の治療 . 東レメディカル社内 MR 勉強会（2）. 2014 年 9 月 18 日，日本橋 .
38．持田　智 . 免疫抑制・化学療法による B 型肝炎の再活性化：厚労省研究班の最新成果をまじえて . 肝炎領域

WEB セミナー . 2014 年 9 月 24 日，湯島 .
39．持田　智 . B 型，C 型肝炎の最新治療 . 東京三菱 UFJ 銀行健康センター講演会 . 2014 年 9 月 25 日，丸の内 .
40．持田　智. C型肝炎の治療：DAA時代を迎えて. 第29回南阪神肝疾患病診連携セミナー. 2014年10月2日，西宮.
41．持田　智 . 肝疾患診療における病診連携・助成金制度：問題点と今後の課題（埼玉県）. 第 8 回茨城・埼玉肝疾

患研究会 2014 年 10 月 4 日，さいたま新都心 .
42．持田　智 . B型，C型肝炎は治る時代：どう治療するか . 市民公開講座「放っておくと怖い！　B型肝炎，C型肝炎，

脂肪肝：肝がんにならない為に」. 2014 年 10 月 5 日，浦和 .
43．持田　智 . ランチョンセミナー 2「B 型肝炎の再活性化：予防のための臨床検査部門の役割」. 日本臨床検査自

動化学会　第 46 大会 . 2014 年 10 月 10 日，神戸 .
44．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：病診連携の重要性 . 京都消化器医定例学術講演会 . 

2014 年 10 月 10 日，京都 .
45. 持田　智 . C 型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性 . 埼玉肝臓病研究会 . 2014 年 10 月 14 日，さいた

ま新都心 .
46．持田　智 . 最新の C 型肝炎治療とガイドライン . C 型肝炎セミナー . 2014 年 10 月 16 日，新橋 .
47．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の位置付け . 行田市肝疾患連携

セミナー . 2014 年 10 月 17 日，熊谷 .
48．持田　智 . C 型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性 . 城北内科フォーラム 2014 年 10 月 27 日，熊谷 .
49．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の重要性 . 第 2 回北大 HCV-

Conference . 2014 年 10 月 30 日，札幌 .
50．持田　智 . C 型肝炎の治療：DAA 時代を迎えて . Nagoya Hepatitis Seminar. 2014 年 10 月 31 日，名古屋 .
51．持田　智 . C 型肝炎の最新治療と今後の展望 . 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」. 2014 年 11 月 2 日，浦和 .
52．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の重要性 . 島根県 C 型肝炎撲滅

講演会「今後の C 型肝炎治療を考える」. 2014 年 11 月 13 日，出雲 .
53．持田　智 .　わが国における急性肝不全の実態：肝移植医療の問題点 . 第 10 回いわて肝移植適応研究会 . 2014

年 11 月 14 日，盛岡 .
54．持田　智 .　肝疾患の診療における漢方製剤の意義：DAA 時代を迎えて . 日本東洋医学会　第 71 回関東甲信越

支部学術総：シンポジウム「西洋医学と漢方医学の癒合」. 2014 年 11 月 16 日，つくば .
55．持田　智 .　わが国における急性肝不全の実態と肝移植医療の問題点 . 第 9 回大分 HBV 研究会学術講演会 . 

2014 年 11 月 21 日，大分 .
56．持田　智 .　ワークショップ -1「急性肝不全の内科的治療と肝移植の up-to-date」特別発現 . 第 40 回日本肝臓

学会東部会 . 2014 年 11 月 27 日，新宿 .
57．持田　智 . 急性肝不全，劇症肝炎 . 第 40 回日本肝臓学会東部会　後期教育講演会 . 2014 年 11 月 28 日，新宿 .
58．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：病診連携の重要性 . 戸田・川口 Hepatitis セミナー . 

2014 年 12 月 2 日，川口 .
59．持田　智 . わが国における急性肝不全の実態 . 桜山ウイルス研究会 . 2014 年 12 月 4 日，名古屋 .
60．持田　智 . 肝癌撲滅のためのアプローチ「受診アプローチ：潜在 HCV 患者の掘り起し」. バニヘップ ? 発売記
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念講演会「新たな 3 剤併用療法による C 型肝炎治療の幕開け」. 2014 年 12 月 6 日，東京 .
61．持田　智 . 免疫抑制・化学療法による B 型肝炎の再活性化：厚労省研究班の最新成果をまじえて . 第 18 回徳島

リウマチ医の会「リウマチ領域：肝炎再活性化予防セミナー」. 2014 年 12 月 9 日，徳島 .
62．持田　智 . 肝硬変の治療 . 東レメディカル社内 MR 勉強会（3）. 2014 年 12 月 11 日，日本橋 .
63．持田　智 . C型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性 . 第 14回Y-PERS学術研究会 . 2014年12月12日，

甲府 .
64．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：埼玉医科大学の取り組み . 医工連携セミナー . 2014 年

12 月 16 日，日高 .
65．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN-? の役割 . 第一三共株式会社講演会 . 2014 年 12 月

16 日，日本橋 .
66．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の重要性 . C 型肝炎セミナー . 

2014 年 12 月 17 日，平塚 .
67．持田　智 . C 型肝炎の最新治療：全例が治癒する時代を迎えて . Medical Tribune ウイルス肝炎セミナー . 2015

年 1 月 17 日，盛岡 .
68．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 26 年度）. 2015 年 1 月 18 日，浦和 .
69．持田　智 . 免疫抑制・化学療法による B 型肝炎の再活性化と重症化 . 水戸消化器セミナー . 2015 年 1 月 20 日，

水戸 .
70．持田　智 . C 型肝炎の治療：パラダイムシフトを迎えて . 二水会「冬の講演会」. 2015 年 1 月 21 日，九段 .
71．持田　智. C型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性. 城北肝疾患Meeting 2015. 2015年1月30日，池袋.
72．持田　智 . C 型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性 . バニップ発売記念講演会 in Osaka. 2015 年 1 月

31 日，大阪 .
73．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 . 山口 DAA 研究会 . 2015 年 2 月 9 日，山口 .
74．持田　智 . 急性肝不全と DIC. 東葛消化器セミナー .2015 年 2 月 12 日，市川 .
75．持田　智 . C 型肝炎の治療と NASH. 東レメディカル社内 MR 勉強会（4）. 2014 年 2 月 12 日，日本橋 .
76．持田　智 . 急性肝不全：わが国における実態と肝移植医療の問題点 . 第 11 回神戸肝臓病研究会 . 2014 年 2 月

13 日，神戸 .
77．持田　智. C型肝炎の治療：バニプレビル併用療法の有用性. バニップ発売記念講演会. 2015年2月20日，新潟.
78．持田　智 . 免疫抑制療法による B 型肝炎の再活性化 . 滋賀 RA シンポジウム . 2015 年 2 月 21 日，大津 .
79．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 . 大阪市立大学「ウイルス肝炎治療カンファレンス」. 

2015 年 2 月 24 日，大阪 .
80．持田　智 . 劇症肝炎 . 平成26年度　厚生労働科研究費肝炎等克服緊急対策研究公開報告会 . 2015年2月28日，

三田 .
81．持田　智 . 進歩する C 型肝炎治療：私の治療戦略 . 肝炎インターネット講演会 . 2015 年 3 月 2 日，九段 . 
82．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の位置付け . 消化器疾患フォー

ラム . 2015 年 3 月 17 日，吉祥寺 . 
83．持田　智 . 免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による de novo B 型肝炎 . 第 13 回嶺南リウマチ研究会学術講演会 . 2015

年 3 月 24 日，敦賀 .
84．持田　智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：インターフェロン治療の意義 . 函館消化器病懇談会 . 

2015 年 3 月 26 日，函館 .

6．業績
6-1．論文・学会発表（10 編）

① Mizuno Y, Nakayama N, Inao M, Funyu J, Asabe S, Tomita K, Nishikawa K, Hosoda Y, Tanaka M, Hashimoto Y, 
Yakabi K, Koshima Y, Mochida S. A randomized study comparing vitamin D3 and 1a (OH) D3 in combination 
with pegylated interferon/ribavirin therapy for chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol, 2015 Mar 16: doi: 
10.111/jgh.12949 [Epub ahead of print].

② Sugawara K, Koushima Y, Inao M, Nakayama N, Nagoshi S, Yakabi K, Tamano M, Asabe S, Mishikawa K, Harada 
Y, Sekine C, Fukuya Y, Funtny J, Hashimoto Y, Mochida S. Multicenter prospective study to optimize the efficacy 
of triple therapy with telaprevir in patients with genotype 1b HCV infection according to an algorithm based 
on the drug adherence, IL28B gene allele and viral response: the AG & RGT Trial. Hepatol Res, 2015 Jan 9. doi: 
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10.1111/hepr.12475. [Epub ahead of print].
③ Fujii Y, Uchida Y, Mochida-S. Drug-induced immunoallergic hepatitis during combination therapy with 

daclatasvir and asunaprevir. Hepatology, 2015 Jan; 61 (1): 400-401.
④ Uchida Y, Kouyama J-I, Naiki K, Mochida-S. A novel simple assay system to quantify the percent HCV-RNA 

Levels of NS5A Y93H mutant strains and Y93 wild-type strains relative to the total HCV-RNA levels to determine 
the indication for antiviral therapy with NS5A inhibitors. PloS One, 9 (11): e112647. doi: 10.101371/journal.
pone.0112647.

⑤ 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 Apr; 44 (4): 365-367.

⑥ 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; 19 (5): 491- 499.

⑦Ge X, Leung TM, Arriazu E, Lu Y, Urtasun R, Christensen B, Fiel MI, Mochida S, S?rensen ES, Nieto N. Osteopontin 
binding to lipopolysaccharide lowers tumor necrosis factor- α and prevents early alcohol-induced liver injury in 
mice. Hepatology, 2014 Apr; 59 (4): 1600- 1616.

⑧ Yoshino K, Imai Y, Nakazawa M, Chikayama T, Ando S, Sugawara K, Hamaoka K, Inao M, Oka M, Mochida S. 
Therapeutic strategy for patients with bleeding rectal varices complicating liver cirrhosis. Hepatol Res, 2014 Oct; 
44 (11): 1088-1094.

⑨ Uchida Y, Kouyama JI, Naiki K, Sugawara K, Inao M, Nakayama N, Mochida S. Novel hepatitis B virus strain 
developing due to recombination between genotypes H and B strains isolated from a Japanese patient. Hepatol 
Res, 2014 Oct; 44 (11): 1130-1141.

⑩ Handa T, Imai Y, Sugawara K, Chikayama T, Nakazawa M, Ando S, Hamaoka K, Inao M, Nakayama N, Mochida S. 
Transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: Comparison of the therapeutic efficacies 
between miriplatin and epirubicin. Hepatol Res, 2014 Oct: 44 (11): 1072-1080.

【総数：論文（総説，報告書を含む）68 件（国外 11 件，国内　57 件），学会発表 46 件（国外 10 件，国内 36 件），
講演 84 件】

6-2．獲得研究費
1．平成 26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」　B 型肝炎ウイルスの増殖能を規定す

る要因：ポリメラーゼ蛋白アミノ酸変異の意義，研究代表者（平成 25 年度から）
2．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患調査研究事業）「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班：「劇症

肝炎分科会」分科会長（平成 23 年度から）
3．厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）「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 年度から）

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）「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 年度から）

5．厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシ
ステムの構築のための研究」班，分担研究者（平成 26 年度から）

6．国立研究開発法人日本医療研究開発機構　肝炎等克服実用化研究事業（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（平成 26 年度から）

6-3．受　賞
　特記すべき事項なし
6-4．特許，実用新案
　特記すべき事項なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　「5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務」を参照

7．自己点検・評価
　埼玉医科大学病院の消化器内科・肝臓内科は，埼玉県西北部地区（人口約 120 万人）の 2 次医療機関であるとともに，
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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 27 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．また，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：内分泌内科・糖尿病内科兼担（10 月より）：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）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を習得できたが，
さらに習熟する余地がある．
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充実・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，肺高血圧，心房細動．
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や NOAC の有用性を検討する．
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，今後も検討を続ける．
　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，さらに心ファブリ―病に関する研究を行う．

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．心臓内科外来初診患者数は
1327 名，入院患者数は 154 例（前年度より 30 例増）であった．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 876 件，経胸壁心エコー 5719 件，経食道心エコー 33 件を施行・判
読した．冠動脈 CT 検査は 85 件，薬物負荷心筋シンチ検査は 46 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 9 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
ことができた．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 Kikuchi A, Sujino T, Yamaoka M, Ohgo H, Takagi M, Morioka S, Hirooka E, Yamamoto K, Shinozuka N, Honma 
T, Kayano S, Nakamoto H, Imaeda H. Pyogenic granuloma of ileum diagnosed by double-balloon enteroscopy, a 
case report. Internal Medicine. 53:2057-2059, 2014.

②芦谷啓吾，米野和明，山岡稔　筋野智久，大庫秀樹，菅野　龍，野口　哲，小林威仁，有馬　博，木下俊介，飯
田慎一郎，井上清彰，山本啓二，中元秀友，今枝博之．早期血中トラフを達成し得た潰瘍性大腸炎の 2 例． Prog 
Dig Endosc. 84:154-155, 2014.

③平沼俊亮，大庫秀樹，山岡　稔，村田宏子，林　泰樹，坂本博史，茅野秀一，宮川義隆，山本啓二，中元秀友，
朝倉博孝，今枝博之．前立腺癌の胃転移を認めた 1 例．　Prog Dig Endosc. 85:94-95, 2014.

④大庫秀樹，山岡　稔，安武優一，村田宏子，渡辺知佳子，木下俊介，小林威仁，金　玲，茅野秀一，宮川義隆，
山本啓二，中元秀友，穂苅量太，三浦総一郎，今枝博之．ESD にて診断しえた大腸リンパ管腫の一例．日本大腸
検査学会雑誌 . 31:29-33, 2015.

⑤山本啓二．心エコー検査の実際．基本をおさえる心エコー：改訂 . 39‐66, 2014.
⑥山本啓二．心房細動診療の最前線（企画編集）．循環器内科 . 75, 2014.
⑦草野武，山本啓二．浮腫の原因と鑑別診断－特に心不全患者を念頭に－． Heart View. 18:1104-1109, 2014.

【総数：論文他　7 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
　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
永田　真（Makoto, Nagata）：教授：運営責任者，診療部長，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，びまん性肺疾患：博士
金澤 實（Minoru, Kanazawa）：教授：診療副部長，病院長：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，診療副部長：代表指導教員（大学院）：肺癌，遺伝子，先進医療：
　　　　　　　　　　　　　　博士
臼井　裕（Yutaka, Usui）：准教授：外来医長，教育主任：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，睡眠呼吸障害：
　　　　　　　　　　　　　　　 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 
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
内田義孝（Yoshitaka, Uchida）：助教
嶺崎祥平（Shohei, Minezaki）：助教
山崎　進（Susumu, Yamazaki）：助教
三尾友彦 （Tomohiko, Mio）：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
　医学部卒前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，医師国家試験合格率の向上に寄与すること
を念頭に置いて，また臨床実習学生の呼吸器疾患への関心を喚起することを目標として行った．
2-2．教育内容
卒前教育：
　各学年とも講師以上の教員を中心にユニット講義，臨床総論，臨床実習クルズス等を実施した．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指導において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．
　3 年生ではユニット講義を中心に，呼吸器疾患が多様な病因・病態・病変部位の広がりに基づいて構成されている
ことの理解を深めてもらい，基本的な診断・治療法を明確に教えることを目標に掲げた．なお免疫ユニットにおいて
もアレルギー診療の講義を担当した．　　　
　5 年の BSL およびクリニカルクラークシップでは，検査や侵襲的治療における実技の見学及び，可能なものにつ
いては体験，また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．
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．特に週 1 回の全体
カンファランスに加えて各診療チームでの小規模カンファランスを毎週行って補足し，かつ新患・問題症例等につい
ては毎朝ミニ・カンファランスをおこなって臨床教育の補足に努めた．
　学内あるいは近隣医療圏などで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
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について専門医のみならず，研修医，開業医，メディカルスタッフの積極的な参加をいただいており，呼吸器臨床の
専門的知識についての講演がなされた．実施された卒後教育講演会は呼吸器セミナー，アレルギーフォーラム，埼玉
喘息アレルギー研究会，埼玉呼吸療法研究会，埼玉膠原病肺研究会，などである．なお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：
　総合診療内科あるいは小児科との連携によって，これらの基本学科の大学院生を当科研究室において主として免疫・
アレルギー学的研究指導を行った．主として好酸球あるいは好中球等の免疫担当細胞の浸潤機構あるいは活性化機序
についての実験指導を行った．肺癌関係では新規治療標的としての癌関連遺伝子の同定・解析，また間質性肺炎の発
症・増悪因子の解析などの研究を行った．
2-3．達成度
　各学年の講義内容について見直しを行い，必要な部分についての強化と同時に不必要な部分を整理し，講義のバー
ジョンアップを図った．BSL，臨床講義，クリニカルクラークシップについては，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 : 講義内容に特に医師国家試験の動向を反映させて，必要部分を強化し，より一層理解しやすい講義と
なるように工夫した．

・BSL: プログラムを再構築し，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 : 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．

3．研究
3-1．目的・目標
　呼吸器の免疫・アレルギー領域，とくに気管支喘息の基礎・臨床研究，COPD ならびに睡眠無呼吸症候群の臨床研
究，感染症の新規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．免疫・アレルギー（永田，杣，中込ら）
　小児科ならびに総合診療内科の社会人大学院生を研究室にお迎えし，アレルギー疾患における代表的なエフェク
ター細胞である好酸球の，組織浸潤と活性化機序の新規メカニズムについて，in vitro システムでの研究を行った．
加えて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寄与分子の解析，また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改良アプ
ローチなどの基礎的・臨床的研究を行った． なおこの領域に関しては，アレルゲン免疫療法のなかでとくにダニアレ
ルギーによる喘息に対する免疫療法が日本でも健康保険適用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「ダニアレルギー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（永
田），これは公的な貢献であったものと考えている． 
2．COPD・感染症（仲村，嶺崎，塩野ら）
　COPD 患者の急性増悪時の起因菌同定などの臨床研究において，起炎菌同定法 HIRA-TAN の有用性の検討を行った．
また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，太田，小宮山ら）
　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，北東日本研究機構（NEJSG）が主導となり非小細胞肺癌における新規化学療法の多施設共同臨床試験を行った．
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，の原因遺伝子の同定などを
行った．
5．睡眠時無呼吸症候群（仲村，宮下，三尾ら）
　睡眠時無呼吸症候群と気管支喘息の発症，治療内容，重症度，合併症との連関性についての臨床研究を行った．
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3-3．研究内容と達成度
　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．
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％と判断する．次年度は原著論文，とくに英
文論文数の増加をめざしたい．

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た．
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た．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た．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た．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たと考える．今年度は入院および外来における稼働率，稼働額はやや病院側の設
定目標を下回ったが，当院での放射線治療設備のリニューワルに伴う稼働中止なども寄与したと考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

厚生労働省医療技術参与（保険局），厚生労働省「薬事・食品衛生審議会臨時委員」要指導・一般用医薬品部会員，
医薬品等安全対策部会員，医薬品医療機器総合機構　未承認・適応外薬検討会議 ? 専門作業班座長　抗菌・抗炎症分
野（以上金沢），埼玉県坂戸保健所感染症診査協議会委員，入間北部地区結核対策合同委員会委員（以上仲村）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

編集委員
喘息：永田　
　International Journal of Immunology and Immunotherapy：中込
　The Scientific World Journal （Allergy）：中込
査読委員
　Respiratory Investigation：金澤
　Internal Medicine：金澤，仲村
　結核：金澤
　Allergology International：永田
　喘息：永田
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease：仲村

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本アレルギー学会「ダニアレルギーにおけるアレルゲン免疫療法の手引き」代表作成者：永田
　日本アレルギー学会：「アナフィラキシー・ガイドライン作成委員」：永田
　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
論文発表数：
　英文（原著） 9 件
　英文（症例報告） 0 件
　邦文（原著） 2 件
　邦文（症例報告） 1 件
　著書 8 件
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　総説 22 件
学会発表：
　国内総会　　28 件（うち招待演者 4 件）
　国際学会　　2 件
　国内地方会　3 件
主な原著論文：

① Quanjer PH, Kubota M, Kobayashi H, Omori H, Tatsumi K, Kanazawa M, Stanojevic S, Stocks J, Cole TJ: Secular 
changes in relative leg length confound height-based spirometric reference values. 　Chest 2015;147（3）: 
792-797

② Soma T, Kobayashi T, Yokote A,?Nagata M. Theophylline attenuates the adhesiveness of endothelial cells 
augmented with interferon- γ in the presence of TNF- α for blood eosinophils. Allergol Int. 63 Suppl 1:63-5　
2014

③小林威仁，光藤尚，中元秀友，永田真，田村直俊，荒木信人．気管支喘息と片頭痛の関連性について．日本頭痛
学雑誌 40；429‐433．2014

④高井敏明，岡本美孝，大久保公浩，永田真，阪口雅弘，福富友馬，斉藤明美，安枝浩，増山敬祐．ダニアレルゲ
ン標準化に関する日本アレルギー 学会タスクフォース報告．アレルギー 64;1229-1240,2014

⑤ Griggs TF, Bochkov YA, Nakagome K, Palmenberg AC, Gern JE. Production, purification, and capsid stability of 
rhinovirus C types. J Virol Methods. 2015;217:18-23.

⑥ Takagi R, Kawano M, Nakagome K, Hashimoto K, Higashi T, Ohbuchi K, Kaneko A, Matsushita S. Wogonin 
attenuates ovalbumin antigen-induced neutrophilic airway inflammation by inhibiting th17 differentiation. Int J 
Inflam. 2014;2014:571508.

⑦ Nakagome K, Bochkov YA, Ashraf S, Brockman-Schneider RA, Evans MD, Pasic TR, Gern JE. Effects of rhinovirus 
species on viral replication and cytokine production. J Allergy Clin Immunol. 2014;134:332-41.

⑧ Imamura M, Sasaki O, Okunishi K, Nakagome K, Harada H, Kawahata K, Tanaka R, Yamamoto K, Dohi M. 
Perillyl alcohol suppresses antigen-induced immune responses in the lung. Biochem Biophys Res Commun. 
2014;443:266-71.

⑨ Nakamura M, Nakamura H, Minematsu N, Chubachi S, Miyazaki M, Yoshida S, Tsuduki K, Shirahata T, Mashimo 
S, Takahashi S, Nakajima T, Tateno H, Fujishima S, Betsuyaku T. Plasma cytokine profiles related to smoking-
sensitivity and phenotypes of chronic obstructive pulmonary disease. Biomarkers. 2014;19（5）:368-77. 

⑩ Chubachi S, Nakamura H, Sasaki M, Haraguchi M, Miyazaki M, Takahashi S, Tanaka K, Funatsu Y, Asano K, 
Betsuyaku T; Keio COPD Comorbidity Research （K-CCR） Group. Polymorphism of LRP5 gene and emphysema 
severity are associated with osteoporosis in Japanese patients with or at risk for COPD. Respirology. 2015; 20

（2）:286-95.
6-2．獲得研究費

文部科学省科学研究費補助金 5 件
厚生労働省科学研究費補助金 4 件
その他：内藤記念科学振興財団研究助成　1 件，埼玉医科大学学内グラント 1 件，アストラゼネカ奨励研究グラン
　　　　ト 1 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
　セミナー　10 件　研究会　13 件　

7．自己点検・評価
　本年度，教育面では医学部，短期大学，毛呂病院看護専門学校等での講義，また臨床推論，臨床入門，OSCE の担
当などを行った．医学部 5 年生の BSL ではプログラムを再構築して，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．続くクリニカルクラークシップではより実地的な臨床実
習を行い，学生にはカンファランスでのプレゼンテーションなどを含めより卒後の初期診療研修対応に即した指導を
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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．
　研究面では免疫・アレルギー部門が中心的となり，加えて肺癌の分子標的，遺伝子研究の基礎研究から，睡眠無呼
吸症候群の臨床研究，COPD 急性増悪の感染症補助診断手法をもちいての臨床研究まで，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
が作成・発刊したガイドラインのひとつである「ダニアレルギー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（永田），公的な貢献をしたと考えている．
　診療面では県内外の重症呼吸器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，当院としても外来化学療法がうまく作動し，包括的な入院・外来診療を構築することができたと考える．全
体として一定のベッド稼動率を維持し，診療実績は前年度に比較して遜色ないものであった．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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．4）内分泌・糖尿病内科

1．構成員
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：教授，理事・名誉教授，かわごえクリニック院長：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　 内分泌代謝学（特に高血圧，糖尿病）：博士
粟田卓也（AWATA, Takuya）：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に糖尿病）：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：診療副部長：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）：准教授（国際医療センター内分泌・糖尿病内科兼担）：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
安田重光（YASUDA, Shigemitsu）：講師，医局長：内分泌学（特に甲状腺，副甲状腺）：博士
保川信行（YSUKAWA, Nobuyuki）：助教，内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士，平成 27 年 3 月 31 日に退職（国際
　　　　　　　　　　　　　　　　医療福祉大学病院　糖尿病内分泌代謝科　講師）
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
波多野 雅子（HATANO, Masako）：助教，外来医長：内分泌学
池上裕一（IKEGAMI, Yuichi）：助教：博士
住田　崇（SUMITA, Takashi）：助教，病棟医長：博士
井内卓次郎（IUCHI, Takujiro）：助教（シニアレジデント）：博士
中島理津子（NAKAJIMA, Ritsuko）：助教（国際医療センター内分泌・糖尿病内科兼担）
酒井豪太（SAKAI, Gota）：助教（シニアレジデント），社会人大学院生（博士課程）
井上和之（INOUE, Kazuyuki）：助教（国際医療センター内分泌・糖尿病内科兼担）
水谷　元（MIZUTANI,Gen）：助教（シニアレジデント）
矢野裕也（YANO,Yuya） ：助教（シニアレジデント）
大竹啓之（OHTAKE, Hiroyuki）：助教：博士
諏訪絵美（SUWA, Emi）：助教（地域医学・医療センター，当科兼担）
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）
横田健介（YOKOTA, Kensuke）：非常勤講師：博士
竹中康浩（TAKENAKA, Yasuhiro）：特任研究員（平成 23 年 4 月から）：博士（農学），平成 26 年 12 月に退職
　　　　　　　　　　　　　　　　（山形大学大学院理工学研究科助教に転出）

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
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，①肥満，口渇・多飲，多尿，②高血圧，以上各々 2 時間，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，学内の OSCE のみならず学外
の OSCE 認定評価者としても参加した．5 年生の BSL（bedside learning）は，毎週 5 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 4 時間の問題中心の講義（①糖尿病，②脂質異常症・肥満症・高尿酸血症・
痛風，③ Cushing 症候群，④甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症）を行った．6 年生に対しては，内分泌代謝学 
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12 時間，心臓・脈管疾患（高血圧） 1 時間，内科総論（栄養管理と輸液）1 時間，医療総論（加齢・老化による構造
変化） 1 時間，臨床実習の再チェックとして主に内分泌負荷試験 1 時間，及び内分泌・代謝疾患の身体所見，画像を
中心に 1 時間行った．また，教育ワークショップにも参加した．さらに，教育活動実績記録によれば，医師 1 人あ
たり 158.35 ポイントと本院 39 科のうち 4 番目の貢献であった．

「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，毎週 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
最新論文 2 編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」
　1 名の大学院生（博士課程）に対して，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，学位審査にも主査，副査
として多数の審査にあたった．
2-3．達成度

「卒前教育」
　3 年生の期末試験では受験者 129 人中 55 人が再試で，6 人追試，計 61 人再・追試を受け，4 人が不合格であった．

「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，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
生からの評価も良好であったが，当科の内分泌・代謝学という学問の性格上，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「6 年生が 5 年生を教える」という形態を取り入れた．両学年からの評価は高く，今後も
引き続き，取り入れる予定としている．さらに，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で
きることは有益であった．
　深い医学知識を身につけるための向学心，さらに医療人としての心構え，立ち振る舞いなど，知識を超えた部分で
の教育というものを意識して，学生達と向き合っていきたい．加えて，平成 27 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である．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．週 1 回の症例検討会および
抄読会は，最新の臨床のみならず，研究面での topics を含めた知識を深めさせ，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，指導教員のもとで，指導を行ったが，今後も研究マインドを育みたい．大学院に入る学生
が激減しているなか，研究に興味のある若い学生達を育成し，研究テクニックなど確かな技術を身につけさせたい．
臨床だけでなく学問として医学をとらえることのできる学生を多く育てていきたい．特に，特任研究員による専門的
指導も再度考慮したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　内分泌代謝学の基礎的・臨床的研究を行い，国内外での学会発表と論文発表に努め，臨床応用を図る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．糖尿病グループ
2．高血圧グループ
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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，インスリン作用機序の解明，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．特にスプラィシングバリアント

PPARgamma1（svPPARgamma1）のプロモータ（exon C）ノックアウトマウスの胎生における解析．
4．内分泌グループ：内分泌疾患の臨床研究．
それぞれのグループの学会発表に関しては引き続き活発に行われた．
3-4．自己評価と次年度計画

本年度は共著者による英文誌を含めた論文発表がやや増加した．医局員の筆頭論文をより多く提出し，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，平成 26 年度も外来患者数はやや減少傾向であった．しかし，10 年前の約 1.5 倍以上の糖尿病患者が注射
薬を使用しているなど，当科の専門性は向上し続けている．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：医薬品医療機器総合機構専門委員，埼玉医科大学医師会会長，埼玉県糖尿病対策推進協議会副会長
・井上郁夫：内閣府　消費者委員会　新開発食品評価第一調査会　委員（平成21年4月1日～平成26年3月31日）

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，治療ガイド
ライン委員会執筆委員等；日本肥満学会ガイドライン執筆；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，日本糖尿病学会，日本病態栄養学会など 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：日本糖尿病学会　学術評議員 ; 日本病態栄養学会　評議員 ; 日本臨床栄養学会　評議員 ; 日本肥満症
治療学会　評議員，学術集会プログラム委員会委員，教育委員会委員，メンタルヘルス部会委員 ; 日本動脈硬化
学会　評議員・指導医，肥満・糖代謝・栄養部会委員 ; 特定非営利活動法人（NPO）ヒューマンセンター 21（平
成 27 年理事予定）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Awata T, Yamashita H, Kurihara S, Morita-Ohkubo T, Miyashita Y, Katayama S, Mori K, Yoneya S, Kohda M, 
Okazaki Y, Maruyama T, Shimada A, Yasuda K, Nishida N, Tokunaga K, Koike A. A genome-wide association study 
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for diabetic retinopathy in a Japanese population: potential association with a long intergenic non-coding RNA.  
PLoS One 9:e111715, 2014.

② Takenaka Y, Haga N, Inoue I, Nakano T, Ikeda M, Katayama S, Awata T: Identification of two nickel ion-induced 
genes, NCI16 and PcGST1, in paramecium caudatum. Eukaryot Cell 13:1181-1190, 2014.

③Sumita T, Ono H, Suzuki T, Sakai G, Inukai K, Katagiri H, Asano T, Katayama S, Awata T. Mediobasal hypothalamic 
PTEN modulates hepatic insulin resistance independently of food intake in rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 
307:E46-E60, 2014.

④ Tanaka S, Tanaka S, Iimuro S, Yamashita H, Katayama S, Ohashi Y, Akanuma Y, Yamada N, Sone D, on behalf of 
the Japan Diabetes Complications Study Group: Cohort profile: The Japan Diabetes Complications Study: a long-
term follow-up of a randomised lifestyle intervention study of type 2 diabetes. Intern J Epidemiol 43:1054-1062, 
2014.

⑤ Ogihara T, Saruta T, Rakugi H, Saito I, Shimamoto K, Matsuoka H, Shimada K, Ito S, Horiuchi M, Imaizumi T, 
Takishita S, Higaki J, Katayama S, Kimura G, Umemura S, Ura N, Hayashi K, Odawara M, Tanahashi N, Ishimitsu 
T, Kashihara N, Morita S, Teramukai S for the COLM Investigators: Combination of olmesartan and a calcium 
channel blocker or a diuretic in elderly hypertensive patients: a randomized, controlled trial. J Hypertens 
32:2054-2063, 2014.

⑥ 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 233:253-9, 2014.

⑦Ohye H, Minagawa A, Noh JY, Mukasa K, Kunii Y, Watanabe N, Matsumoto M, Suzuki M, Yoshihara A, Ito K, Ito K. 
Antithyroid drug treatment for Graves' disease in children: A long-term retrospective study at a single institution. 
Thyroid 24:200-207, 2014.

⑧ Sato S, Noh JY, Sato S, Suzuki M, Yasuda S, Matsumoto M, Kunii Y, Mukasa K, Sugino K, Ito K, Nagataki S, 
Taniyama M. Comparison of efficacy and adverse effects between methimazole 15 mg+inorganic iodine 38 
mg/day and methimazole 30 mg/day as initial therapy for Graves' disease patients with moderate to severe 
hyperthyroidism. Thyroid 25:43-50, 2015.

⑨ Iuchi T, Hosaka T, Shiroishi M, Ono H, Inukai K, Sumita T, Sakai G, Katayama S, Awata T. Influence of treatment 
with extracts of hypsyzigus marmoreus mushroom on body composition during obesity development in KK-A（y）
Mice. J Nutr Sci Vitaminol （Tokyo） 61:96-100, 2015.

⑩ Ito D, Iuchi T, Kurihara S, Inoue I, Katayama S, Inukai K. Efficacy and clinical characteristics of liraglutide in 
japanese patients with type 2 diabetes. J Clin Med Res 7: 694?699, 2015.

【総数：論文　15 件，学会発表　70 件以上】
6-2．獲得研究費

・片山茂裕：平成 26 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，70 万円
・片山茂裕：平成 26 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 26 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

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 26 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C），「PPARgamma1 特異的プロモータのみの欠

失による小人症マウス発症因子探索」，研究代表者，250 万円
・井上郁夫 : 平成 26 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
・小野啓：平成 26 年度若手医師育成研究費，「視床下部における Pin1 および Tfg の摂食と糖代謝における役割の

研究」，研究代表者，40 万円
・粟田卓也：平成 26 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C），「エクソーム解析による 1 型糖尿病感受性

バリアントの同定」，研究代表者，70 万円
6-3．受賞
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・片山茂裕：日本高血圧学会学会賞（第 36 回日本高血圧学会）
・井上郁夫：ポスター発表優秀賞受賞（第 32 回日本肥満症治療学会学術集会）

6-4．特許，実用新案
・発明者 : 井上郁夫，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，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
　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．教育現場
で，医師，医学者として培ってきたものを，医局員皆，次世代をになう若い学生達，若い医師達に真剣に伝えていか
なければならない．深い医学知識を身につけるための向学心，さらに医療人としての心構え，立ち振る舞いなど，知
識を超えた部分での教育というものを意識して，若い学生達，若い医師達と向き合っていく必要性を感じる．
　診療に関しては，前年度と比べて，外来患者数，入院患者数はやや減少傾向である．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．今後，団塊の世代がすべて後期高齢者になる 2025 年に向け，外来治療
を希望する生活習慣病患者は，今後もさらに著しく増加していくことが予想される．特に軽症患者の取り込みを図り，
教育入院，体重コントロールなど，軽症患者受け入れの姿勢をより徹底させ，患者様の症状悪化を初期段階で止めて
いくことも当科の任務と考え，若手からベテランまで医師スタッフの士気を高め，一丸となって日常業務に勤めてい
きたい．当科は，日本糖尿病学会，日本内分泌学会，日本肥満学会，日本高血圧学会のそれぞれの認定施設になって
いる．今後さらに増加が予想される生活習慣病患者を取り込み，外来患者を増やすことが急務と考えている．外来患
者をより多く診療するために，外来担当出来る専門性の高い中堅医師を早く育成していける体制を作っていく必要が
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，十分ではない．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，医局員全体の研究マインドの向上に寄与し，当大学が我が国の
医学の発展に貢献できることを望むところである．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．
　尚，平成 26 年度の当科におけるスタッフの入局，退職については次の通り．平成 26 年 4 月 1 日付けで，水谷　
元君と矢野裕也君が後期研修終了後，助教（シニアレジデント）で入局．平成 26 年 4 月 1 日付けで，井上和之君，
中島理津子君の 2 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，井上君は 2 か月に 1 回，中島君は
1 週間に 1 回，栗原　進准教授とともに国際医療センターの診療にあたり，兼担で主に当科の診療をすることとなっ
た．平成 27 年 3 月 31 日付けで，粟田卓也教授，保川信行助教の 2 名が退職した．
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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ている．臨床実習の主旨を生かすためには，知識の伝授で
はなく，実地に即して自ら考え，体験する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」にあらたに 5 例登録し，前年度までの 3 例とあわせ，治療・解析中である．また，移植非適応症例に対し
ては「BROAD-J2 study」に参加し，1 例を登録した．前研究である「BROAD-J study」に登録した 2 症例とあわ
せ，引き続き治療・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 Akizawa T, Saito A, Geiyo F, Suzuki M, Nishizawa Y, Tomino Y, Tsubakihara Y, Akiba T, Hirakata, Watanabe 
Y, Kawanishi H, Bessho M, Udagawa Y, Aoki K, Uemura Y, Ohashi Y, the Co-JET study group. Impacts of 
recombinant human erythropoietin treatment during predialysis periods on the progression of chronic kidney 
disease in a large-scale cohort study (Co-JET study）. Tehrapeutic Apheresis and Dialysis 18; 140-148, 2014

② Akizawa T, Saito A, Geiyo F, Suzuki M, Nishizawa Y, Tomino Y, Tsubakihara Y, Akiba T, Hirakata, Watanabe Y, 
Kawanishi H, Bessho M, Udagawa Y, Aoki K, Uemura Y, Ohashi Y, the JET study group. Low hemoglobin levels 
and hypo-responsiveness to erythropoiesis-stimulating agent associated with poor survival in incident Japanese 
Hemodialysis patients. Tehrapeutic Apheresis and Dialysis 18; 404-413, 2014.

③ Nakamura Y, Ito Y, v Wakimoto N, Kakegawa E, Uchida Y, Bessho. A novel fusion of SQSTM1 and FGFR1 in a 
patient with acute myelomonocytic leukemia with t(5;8）(q35;p11） translocation. Blood Cancer Journal 4 e265, 



血液内科

348

2014.
学会

④中村裕一，伊藤善啓，脇本直樹，内田優美子，森茂久，別所正美，菅野龍，飯田慎一郎，山本啓二，茅野秀一 .　
ボルテゾミブ投与中に高度房室ブロックを併発した POEMS 症候群の 1 例 .　第 1 回日本血液学会関東甲信越地
方会，川越市，2014.

⑤中村裕一，脇本直樹，伊藤善啓，茅野秀一，掛川絵美，内田優美子，森茂久，別所正美 .　血液腫瘍における
PVT1 キメラ遺伝子形成の解析 .　第 30 回日本骨髄腫学会学術集会，掛川市，2014.

⑥Wakimoto N, Akuzawa Y, Shimada T, Ito Y, Nakamura Y, Mori S, Bessho M. Immune thrombocytopenia preceding 
diffuse large B cell lymphoma. 第 76 回日本血液学会学術集会，大阪市，2014.

⑦ Nakamura Y, Akuzawa Y, Ito Y, Wakimoto N, Kakegawa E, Uchida Y, Kayano H, Miyazaki H, Mori S, Bessho M. 
Establishment of a triple hit B-lymphoma cell line, displaying BCL2, MYC and BCL6 rearrangements. 第 76 回日
本血液学会学術集会，大阪市，2014.

⑧ Akuzawa Y, Itoh Y, Wakimoto N, Uchida Y, Shimada T, Mori S, Bessho M, Nakamura Y, Kayano H. 第 76 回日本血
液学会学術集会，大阪市，2014.

⑨阿久澤有，伊藤善啓，脇本直樹，内田優美子，森茂久，別所正美，中村裕一，高橋直樹，石澤圭介，茅野秀一 .　
化学療法が奏効し全身の溶骨性病変が改善した骨原発 ALK 陰性身分か大細胞リンパ腫 .　 第 2 回日本血液学会
関東甲信越地方会，東京都，2015.

【総数：論文 3 件・学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　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
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）教授：運営責任者：診療部長：教育主任：指導教員（大学院）：自律神経学，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パーキンソン病・神経変性疾患：博士
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）教授：代表指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
高橋一司（TAKAHASHI，Kazushi）教授：指導教員（大学院）：パーキンソン病・運動障害疾患，神経変性疾患：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）：脳循環代謝，認知症：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
木村俊紀（KIMURA，Toshinori）助教
田中　愛（TANAKA, Ai）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る．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．
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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
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）パーキンソン病における臨床研究
　　　　　5）発汗障害に関する研究
　　　　　6）認知症に関する研究
　　　　　7）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 の咀嚼運動の解析してきた．現在，PD の四肢
随意運動に及ぼす dual 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）パーキンソン病における臨床研究（高橋）：今年度は，若手医局員の臨床研究指導の一環として，日本医療機
能評価機構 医療事故情報収集等事業の公開事例データベースを用いて，「パーキンソン病（PD）入院患者の医
療事故，ヒヤリ・ハット事例の特徴」を解析する臨床研究を実施した．その成果は，来年度の日本神経学会，国
際 Movement Disorders Society の年次集会にて発表する（古谷）．さらに今年度より，大学病院眼科との共同研
究プロジェクトとして「PD における網膜イメージングの有用性に関する臨床研究」の準備を開始した．研究費は，
来年度以降 3 年間，文科省の科研費基盤研究（C）にて獲得しており，PD の診断的画像バイオマーカーとして，
網膜イメージング（スペクトラルドメイン光干渉断層計）の有用性に関する検討を進めている．また今年度より，
日本神経学会の「パーキンソン病診療ガイドライン」の改訂・策定作業が開始され，ガイドライン作成委員とし
て高橋が参加している．

5）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．

6）認知症に関する研究（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 を用いアルツハイマー病（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
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している．
7）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 466 人で脳卒中患者が約 1/3 におよぶ．国際医療センターと密
接な関係を保ち，重症・専門的治療を要する脳卒中患者は直ちに脳卒中センターに搬送，治療を依頼できる体制にあ
る．当院では変性疾患，脱髄疾患などの慢性疾患を中心に診療を行い，チームリーダー，指導医，研修医によるチー
ム診療を行っている．また，専門的診療を要する患者については，チームの垣根を越えて診療が行われる．また，週
1 回の新入院カンファレンス，症例カンファレンスで研修医を含めた医局員全員での検討が行われている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

さいたま地方裁判所専門委員，埼玉県公安委員会指定医師，埼玉県社保審査委員，埼玉県難病協議会委員など．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　荒木は，日本神経治療学会の学会誌「神経治療学」の編集委員，日本脳卒中学会の学会誌「脳卒中」の編集委員，
Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease の編集委員日本頭痛学会の学会誌「日本頭痛学会誌」の編集委員とし
て多くの論文の査読を行っている．その他，日本神経学会，日本脳卒中学会，日本内科学会，日本頭痛学会，日本自
律神経学会などの査読，プログラム委員などを行っている．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

国際疾病分類委員会委員，日本医師会認定産業医，日本老年医学会指導医，日本内科学会指導医 , 日本神経学会指
導医が多数．

6．業績
6-1．論文・学会発表

①荒木信夫．頭痛の病態生理と治療．日本内科学会誌．104:502-507,2015
②荒木信夫．自律神経系の病態と治療　脳血管障害における自律神経系 .Clinical Neuroscience 32:1376-1378
③山元敏正．自律神経の臨床 圧受容器反射をもちいた自律神経機能の評価 . 臨床神経学 . 54:1034-1037,2014
④山元敏正．自律神経疾患の治療と進歩 . 神経治療学．31：421-425,2014
⑤ Nakazato Y, Tamura N, Ninomiya M, Yoshimaru K, Araki N. Yamamoto T. Acquired idiopathic cold-induced 

hyperhidrosis in a case of dementia with Lewy bodies．Neurol Clin Pract 10.1212/CPJ.126
⑥中里良彦，二宮充喜子，田中　愛，岡田真里子，田村直俊，荒木信夫，戸倉新樹．コリン性蕁麻疹および

idiopathic pure sudomotor failure の病態．- とくに汗腺 AChM3 受容体発現と無汗部位の分布について - 自律神
経 51：115-120,2014

⑦佐々木貴浩．DAT scan．Annual Review 神経 2015 57-65,2015
⑧ 伊 藤 康 男， 荒 木 信 夫． 脳 卒 中 専 門 医 に 必 要 な 基 本 的 知 識 脳 静 脈 洞 血 栓 症．Neurological Surgery 

43:259-268,2015
⑨三宅晃史．針先瞳孔．神経内科 82:53-56,2015
⑩光藤 尚 , 山元 敏正 , 三宅 晃史 , 伊藤 康男 , 溝井 令一 , 中里 良彦 , 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（第 2 報）　抑肝散は単独で薬物乱用頭痛に有効である可能性がある．日本東洋心身医学研究 
29:84-87,2014

【総数：論文　33 件，学会発表　52 件，講演　22 件】
6-2．獲得研究費
　厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患克服事業　無汗性外胚葉形成不全症の病態解析及び治療指針の確立班（中
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里）
　厚生労働科学研究費補助金　薬物乱用頭痛に対する抑肝散の効果の検討（荒木，光藤，伊藤，三宅）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．7）リウマチ膠原病科

1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：教授：運営責任者：診療科長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　　   リウマチ・膠原病学，臨床免疫学，臓器障害を有するリウマチ・膠原病の治療：博士
秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）：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
佐藤浩二郎（SATO, Kojiro）：准教授：専門医員（病棟医長）：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
舟久保ゆう（FUNAKUBO, Yu）：客員准教授：専門医員：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
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：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
島田祐樹（SHIMADA, Yuki）：助教：医員：博士
和田琢（WADA, Takuma）：助教：医員：博士
立花秀介（TACHIBANA, Hideyuki）: 大学院生
丸山　崇（MARUYAMA, Takashi）：助教：医員
柳澤麻依子（YANAGISAWA, Maiko）：大学院生
井熊大輔（IKUMA, Daisuke）：大学院生
國分昭紀（KUNIBU, Akinori）：助教：医員
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
神津教倫（KOUDU, Noritune）：非常勤講師
神田浩子（KANDA, Hiroko）：非常勤講師
村島温子（MURASHIMA, Atsuko）：非常勤講師
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
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
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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，6）国際的な場での発表とともに人

間的にも交流を図るための英語力を有する．
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）／診療の基本：総論 -8　アレルギー・自己免疫疾患について当科作成のプリン
ト及びスライドにて講義した（秋山）

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）．

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，村島）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．

臨床推論：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．

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，佐藤，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）
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シニアレジ
デント（後期臨床研修医）に発表の機会を与えた（佐藤）．

シニアレジデント達が，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，梶山，荒木）．週に 1 回，
基礎系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
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＜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＞
構成員の絶対的な人数不足から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．資格を満たすシニアレジデント達は，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集中して研究を行い，自ら考案することにも慣れてきた．研究

結果が期待したものではない場合に行き詰まりを感じている者もいたが，コミュニケーションを密にすることで回復
を図った．1 名の大学院生が無事に学位を取得した．
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 での学びを活かして，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，その他の病棟医達

の負担が増しているが頑張っている．最終学年の大学院生は学位を取得すべく研究のまとめを行い，実際に 1 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．生物学的製剤を用いた RA 治療に関した臨床的検討
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
8．新規破骨細胞様細胞の同定と臨床的意義に関する研究

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
舟久保：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化．
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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：臨床検体を用いた Th 応答の解析．
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
　秋山雄次：「関節リウマチに対する Bio 治療～国内外のエビデンスから～」ブリストルマイヤーズ社内研修会
　　　　　　2014.5.15
　三村俊英：「」第 4 回埼玉西南地区リウマチ研究会　2014.5.28

横田和浩：「関節リウマチにおける骨破壊について－炎症性サイトカインにより誘導される破骨細胞の働き－」第
　　　　4 回　T-Cell Camp 2014.5.31

秋山雄次：「関節リウマチにおける生物学的製剤～自験例の解析を中心に～」関節リウマチの最前線　2014.6.13
秋山雄次：「最新の関節リウマチ薬物治療」第 7 回毛呂山リウマチ性疾患病診連携の会　2014.7.16
三村俊英：「関節リウマチの合併症　Ｂ型肝炎について」Focus on New Biologics 2014.7.18
秋山雄次：「関節リウマチに対する Bio 治療－国内外のエビデンスから－」ＭＲ向け勉強会　2014.7.30
Kazuhiro Yokota: Bone destruction in rheumatoid arthritis: the function of osteoclast-like cells induced by a combination 

　　　　　　  of the proinflammatory cytokines TNFα and IL-6, JCR International School in Karuizawa  2014.8.1
秋山雄次：「RA の最新薬物治療」埼玉西部地区リウマチセミナ－　2014.8.2
秋山雄次：「関節リウマチにおけるタクロリムスの位置づけと展望」埼玉タクロリムスカンファレンス　2014.8.29
三村俊英：「自己免疫疾患と血液疾患の話」自分の身体を自分の免疫が攻撃する，膠原病 - その見方と最近の話題 -,

　　　　埼玉医科大学公開講座　2014.9.20
三村俊英：「State of the Art Lecture」第 9 回埼玉成人肺高血圧症フォーラム　2014.10.3
三村俊英：「DMARDs 治療と副作用リスクマネジメント [6][14]R」JOR リウマチ診療：DMARDs 適正使用セミナー

　　　　in Sapporo　2014.10.25
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

　　　　PART Ⅱ 2014.12.11
　　三村俊英：「関節リウマチの最新の薬物治療」埼玉北部リウマチ研究会　2014.11.20
秋山雄次：「関節リウマチ治療の最新の見地」第 5 回地域医療連携リウマチセミナー 2014.11.26
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秋山雄次：「エタネルセプト・トファシチニブの最近の話題」行田リウマチミーティング　2014.12.10
秋山雄次：「関節リウマチ」関節リウマチに関する研修会　2015.1.28
秋山雄次：「間質性肺炎・肺高血圧症を合併した（限局性皮膚硬化型）全身性強皮症・多発性筋炎の一例」PAH に

　　　　伴う心肺病変について考えるシンポジウム　2015.2.11
秋山雄次：「エタネルセプト ? 最近の話題と当科成績 ?」リウマチ関連疾患・研究会 Meeting　2015.3.18　キング

　　　　アンバサダーホテル熊谷

6．業績
6-1．論文・学会発表

① 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

② Nishimoto N, Amano K, Hirabayashi Y, Horiuchi T, Ishii T, Iwahashi M, Iwamoto M, Kohsaka H, Kondo M, 
Matsubara T, Mimura T, Miyahara H, Ohta S, Saeki Y, Saito K, Sano H, Takasugi K, Takeuchi T, Tohma S, Tsuru T, 
Ueki Y, Yamana J, Hashimoto J, Matsutani T, Murakami M, Takagi N.
Retreatment efficacy and safety of tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis in recurrence （RESTORE） 
study.Mod Rheumatol. 2014 Jan;24（1）:26-32

③ 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

④ 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. 2014;53（3）:263-7

⑤ Wada TT, Araki Y, Sato K, Aizaki Y, Yokota K, Kim YT, Oda H, Kurokawa R, Mimura T.
Aberrant histone acetylation contributes to elevated interleukin-6 production in rheumatoid arthritis synovial 
fibroblasts.
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2014 Feb 21;444（4）:682-6. Epub Feb.7 2014

⑥ Akiyama Y, Sakurai Y, Kato Y, Furuta E, Mimura T.
Retrospective study of salazosulfapyridine in eight patients with rheumatoid arthritis on hemodialysis.
Mod Rheumatol. 2014 24（2）:285-290

⑦ Harigai M, Mochida S, Mimura T, Koike T, Miyasaka N.
A proposal for management of rheumatic disease patients with hepatitis B virus infection receiving 
Immunosuppressive therapy. Mod Rheumatol. 2014 24（1）:1-7

⑧ Terai C, Tsutsumi T, Sakurai T, Moriguchi M, Azuma T, Kaneko M, Kawagoe M, Hoshi K, Yoshida H, Matsui 
T, Nakajima K, Okuyama A, Nishi E, Amano K, Ota M, Mimura T, Chino K, Aoki K, Handa Y, Hirose T, Kida I, 
Kobayashi S, Suzuki K, Matsuzaki T, Kuga Y.
The efficacy of mizoribine for the treatment of rheumatoid arthritis and its correlation with renal function.
Modern Rheumatol. 2014 Nov;24（6）:892-896

⑨ Kazuhiro Yokota, Kojiro Sato, Yoshimi Aizaki, Yuji Akiyama and Toshihide Mimura：
 "Human CD14+ Monocytes Stimulated with a Combination of TNF α and IL-6 Differentiate
 into Osteoclast-like Cells with Bone-Resorption Activity" 2014 ACR/RHP Annual
 Meeting, November16, 2014（Boston, USA）

⑩ Hiroshi Kajiyama, Keiju Hiromura, Daisuke Ikuma, Hidekazu Ikeuchi, Hiroyuki
 Kurosawa, Yoshiaki Hirayama, Fumio Gondaira, Masanori Hara, Yoshihisa Nojima and
 Toshihide Mimura： "The Relevance of Urinary Podocyte Number and Urinary Podocalyxin
 Level with Response to Treatment and 1 Year Renal Prognosis in Systemic Lupus
 Erythematosus"2014 ACR/RHP Annual Meeting, November17, 2014（Boston, USA

【総数：論文 9 件，学会発表 22 件，講演 20 件】
6-2．獲得研究費

1．厚生労働省科学研究費補助金：
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　三村俊英（研究協力者）：
　がん化学療法及び免疫抑制療法中の B 型肝炎再活性化予防策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 250,000 円（直接経費）
　（平成 24 年度から 3 年間：3 年目）
2．厚生労働省科学研究費補助金：
　三村俊英（研究分担者）：難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）
　自己免疫疾患に関する調査研究　1,000,000 円
3．厚生労働省科学研究委託業務：
　三村俊英（研究分担者）：難治性疾患等実用化研究事業（難治性疾患実用化研究事業）
　自己免疫疾患のイノベーション研究　1,000,000 円
4．科学研究費補助金
　基盤研究（Ｃ）三村　俊英（代表）
　Behcet 病に関与するエピゲノム制御の解析
　1,600,000 円（直接経費）480,000（間接経費）
　（平成 25 年度から 3 年間：2 年目）（2 年目：1,600,000 円　直接経費）
5．科学研究費補助金
　基盤研究（Ｃ）荒木　靖人（代表）
　関節炎疾患特異的な MMP 分子による軟骨破壊機序の解明
　1,500,000 円（直接経費）, 450,000（間接経費）
　（平成 25 年度から 3 年間：2 年目）（2 年目：1,500,000 円　直接経費）
6．平成 26 年度（第 33 回）先進医薬研究振興財団　血液医学分野一般研究助成金
　荒木　靖人
　CD8 陽性 T 細胞記憶における転写因子とエピゲノムによる制御機構の統合的理解 .
　（1,000,000 円）
7．科学研究費補助金
　若手研究（Ｂ）横田和浩
　「末梢血由来の骨芽細胞系細胞の機能解析」
　1,500,000 円（直接経費），450,000 円（関節経費）
　（平成 26 年・27 年：1 年間）（1 年目 700,000 円　直接経費）
8．平成 26 年度学内グラント　（一般）
　相崎良美
　「自己免疫性炎症性疾患におけるエピジェネティクス制御の解明」800,000 円
9．平成 26 年度若手医師育成研究費
　佐藤浩二郎
　「滑膜由来線維芽細胞の遊走を制御する液性因子の解析」1,200,000 円
10．公益財団法人東京生化学研究会
　横田和浩
　「関節リウマチ患者由来滑膜組織における炎症性サイトカイン誘導性破骨細胞様細胞の解析」1,500,000 円
11．第 25 回落合記念賞研究助成金
　柳澤麻依子
　「転写因子 RAR-related orphan receptor alpha（RoR）」800,000 円

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

1．第　6 回　埼玉大膠原病研究会　主催：三村俊英
2．第 63 回　埼玉リウマチ研究会　代表世話人：三村俊英
3．第 11 回　CTD/PH Seminar 　世話人：三村俊英
4．第 63 回　埼玉リウマチ研究会　事務局：三村俊英
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5．第 10 回　腎・膠原病治療研究会　代表世話人：三村俊英

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
岡田浩一（OKADA, Hirokazu，総合診療内科兼担）：教授 , 診療科長：代表指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博士
井上　勉（INOUE, Tsutomu）：准教授 , 副診療科長 , 外来医長：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：大学院教員：腎臓病学，透析療法：博士
友利浩司（TOMORI, Koji）：講師 , 病棟医長：大学院教員：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
小野　淳（Ono, Atsushi）: 助教 : 腎臓病学，透析療法
瀬戸　建（Seto, Takeru）: 助教 : 腎臓病学，透析療法
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）：准教授：腎臓病学，高血圧：博士
＜客員教授＞
　菅原壮一
＜非常勤講師＞
　青木宏明，根本博徳 , 小林竜也

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：1）Total Nephrology の確立 -Total nephrology とは , 鈴木洋通前教授が提唱された概念で , リス
ク管理から腎疾患の専門的治療 , そして末期腎不全に到達した後の腎代替療法 , さらに患者の全人的ケアまでを含む
包括的な腎臓病学という意味である．この Total nephrology を実践するためには , Generalist であることが必要であ
り，かつ Specialist となる必要がある．当教室は , 連携する埼玉医科大学病院群に様々な分野の専門家・指導医が揃っ
ており , また埼玉西部地域の基幹病院として多彩な症例を経験できることから , Total Nephrology を率先する腎臓専
門医を育てる研修環境としてたいへん [ 友利浩司 1] 恵まれた環境にある．最低限の目標として , 当教室に入局した若
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．2）Evidence based 
medicine?（EBM）とNarrative-based medicineの両立 -昨今，医療現場においてEBMの実践が求められている．しかし , 
当教室では , 単にガイドラインに沿って ” 標準治療 ” を実践する医師ではなく , patient-oriented な総合的臨床能力を
有し , 増え続ける disease-oriented な医学情報を適切に取り込み , 自分の担当患者に責任感を持ってトータルケアを
目指す医師を育成することを目標としている．3）Specialty の確立 -Total Nephrology を実践に加えて , 自分の興味
をもった分野については , 「一芸に秀でる」べく , 主体性と自己学習能力をもって研鑽していくことが望まれる．この
ような腎臓専門医を本教室から輩出したいと思っている．
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 , 岡田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」の講義が岡田教授を中心として行われる．
5 年生では BSL（Bed Side Learning）として , 患者に直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．

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．各スタッフは医師国家試験の既出問題を十分に分析し , 
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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 5 回 , 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医療スタッフ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

腎疾患の臨床における疑問点，問題点の検証と解決こそが，臨床医学教室における研究の目的である．研究は全て
の医師に求められるべき知識活動であり，卒後年数に関わらず医局員全員が何らかの研究発表おこなう．腎疾患に関
わる課題が中心であるが，重点領域は「高齢者慢性腎臓病（CKD）」「血管炎症候群と難治性ネフローゼ症候群に対す
る生物製剤を用いた治療」「CCN2 と尿細管間質連関に注目した慢性腎臓病，急性腎障害の治療法に関する基礎的検討」
および「機能的核磁気共鳴画像（fMRI）をもちいた慢性腎臓病の評価」の 4 つである．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

卒後 10 年目前後の助教と大学院生が各プロジェクトリーダーを務める（高齢者 CKD：小野，生物製剤：瀬戸，
CCN2：草野，fMRI：杉山）．4 つの主要課題は数年以上の研究期間を見込んでいる．その他，単年度の研究テーマ
を複数設定し学会・論文発表を目標に各医局員が取り組む．講師以上は自分のテーマを持ち独自に研究を進める．教
授，准教授は研究主任・副主任であり全てのプロジェクトに関与し実施，発表までの指導責任を負う．
3-3．研究内容と達成度

①高齢者 CKD：生命予後のみではなく，QOL までを考慮した高齢者 CKD 患者の治療選択に関する検討を行う．今
後，高齢者医療が益々重要になることに疑問は無い．また，非高齢者を対象に体系づけられた evidence を重視
した治療選択は，本人の QOL や医療経済を加味したとき，必ずしも正しいとは言えない．高齢者の慢性腎臓病
について，生命予後だけではなく幸福度や QOL，更には医療経済的視点も十分に考慮した場合，適した内科的
治療および腎代替療法の種類，開始時期を検討する必要がある．本研究は高齢者にとって真に必要な医療を効率
よく提供するための基礎資料とする．

②血管炎症候群と難治性ネフローゼ症候群に対する生物製剤を用いた治療：近年，急速に対象疾患が拡大しつつあ
る分子標的薬や免疫抑制剤の中でも，特にネフローゼ症候群や血管炎症候群に短期的な効果が確認されている抗
体製剤について，長期的な安全性および有効性の検証が必要である．既に保険適応でガイドラインでも使用が推
奨されている幾つかの対象薬剤に関して，長期的な疾患予後や副作用・安全性に関して前向きに臨床経過を追う．
今後は更に使用件数が増加することが確実な同種の薬剤について，高度先進医療機関として積極的に情報発信す
ることで，腎臓病分野における治療法の発展に貢献する．

③ CCN2 と尿細管間質連関に注目した慢性腎臓病，急性腎障害の治療法に関する基礎的検討：CCN2 は TGF
（Transforming growth factor）?beta で発現誘導され，細胞外基質産生を亢進することで慢性腎臓病の進展に関
与することが知られている．腎線維化を特異的かつ長期安全に阻害する治療薬の開発を最終目標に研究を進めて



腎臓内科

362

いる．他研究室から譲渡を受けたコンディショナル CCN2 ノックアウトマウスを用いて慢性腎臓病モデルを作
成すると，慢性腎臓病の進展が遅延する事を既に突き止めている．CCN2 を対象にしたデコイペプチドを複数デ
ザインして，実際に慢性投与し，間質線維化の進行を抑制して，且つ，生理的な腎機能維持に影響が少ない箇所
を同定する試みを始める．本研究成果は腎臓分野における初の小分子化合物を用いた治療薬の開発に直結する．

④ fMRI をもちいた慢性腎臓病の評価：放射線科，医用生体工学科との共同研究で，腎臓病の非侵襲的評価手段と
して MRI を用いた方法を研究している．

⑤単年度の研究課題：
　・マウス片側尿管結紮モデルを用いた腎線維化に対する遺伝的適応：片側尿管結紮マウスモデルを用いた検討

で，病気腎の親から得た仔マウスでは線維化抵抗性の形質が獲得される可能性を示唆する実験結果を得た．エ
ピジェネティックな制御が腎線維化に影響している可能性が示唆された．

　・CKD 患者におけるバソプレシン 2 型受容体拮抗薬トルバプタンの利尿効果の指標：腎性浮腫に対するトルバ
プタンの臨床的有効性は症例毎に大きな差違があることが知られている．尿中アクアポリンや血中抗利尿ホル
モン濃度など特殊な検査ではなく，一般的な検査項目の中から反応性の指標を検討した．結果，BUN/Cr が最
も良い指標で有り，ループ利尿薬との併用がトルバプタンの効果を高める可能性が示唆された．

　・高齢者腎生検施行症例の臨床的特徴（当院における 100 症例の検討）：高齢者 CKD 調査の一環として腎生検
リスクに関する調査を行った．少なくとも当施設においては高齢者，非高齢者の比較で腎生検の合併症発症率
に差違は無く，年齢を問わず必要に応じて腎生検が考慮されるべきとの結論になった．

　・IgA 腎症における 2 種類の全節性糸球体硬化像に関する検討：糸球体硬化は組織学的に 2 種類に分類されるが
その臨床的意義は不明であった．主要な糸球体腎炎であるIgA腎症に関して2種類の硬化病変を別々に評価し，
加齢による硬化と腎炎の進行による硬化を分けて評価できる可能性を発表した．

　・年齢による半月体形成性糸球体腎炎の臨床経過の差異について：高齢者 CKD 調査の一環として，高齢者に多
く生命予後不良である壊死性血管炎の腎機能，生命予後を調査した．70 歳以上では 3 年間の生存率が 6 割と
低く，主な死因は感染症であり，免疫抑制剤の使用が一因である可能性が示唆された．

3-4．自己評価と次年度計画
運営責任者の交代によって研究テーマも大きく変化し，プロジェクトチームが一新した．主要 4 テーマは始まっ

たばかりであり，具体的な成果は得られていない．しかし小テーマの幾つかは予定通り終了し，特に有意義と考えら
れる複数のテーマを学会発表とした．今年度の目標は概ね達成されたと自己評価している．来年度も主要 4 テーマ
を進めるとともに複数の短期的研究課題を掲げ，学会・論文での発表を継続する予定である．

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
　埼玉県身体障害者福祉法指定医師
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本腎臓学会　Clin Exp Nephrol ＆ CEN Case Report Associate Editor，日腎会誌編集委員　日本透析医学会　日透
医会誌 編集委員　American Society of Nephrology J Am Soc Nephrol Editorial Board
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　厚生労働省難治性疾患等実用化研究事業　慢性腎不全診療最適化による新規透析導入減少実現のための診療システ
ム構築に関する研究　研究分担者
　厚生労働省難治性疾患政策研究事業　難治性腎疾患に関する調査研究　研究分担者

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Watanabe Y, Ohno Y, Inoue T, Takane H, Okada H, Suzuki H. Home hemodialysis　and conventional in-center 
hemodialysis in Japan: a comparison of health-related quality of life. Hemodial Int. 2014 Oct;18 Suppl 1:S32-8. 
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doi: 10.1111/hdi.12221. PubMed PMID: 25330829.
② Inoue T, Umezawa A, Takenaka T, Suzuki H, Okada H. The contribution of epithelial-mesenchymal transition 

to renal fibrosis differs among kidney disease models. Kidney Int. 2015 Jan;87（1）:233-8. doi: 10.1038/
ki.2014.235. Epub 2014 Jul 9. PubMed PMID: 25007169.

③ Suzuki H, Inoue T, Dogi M, Kikuta T, Takenaka T, Okada H. Decline of Renal　Function and Progression of Left 
Ventricular Hypertrophy Are Independently　Determined in Chronic Kidney Disease Stages 3-5. Pulse （Basel）. 
2014　May;2（1-4）:29-37. doi: 10.1159/000368678. Epub 2014 Oct 31. PubMed PMID: 26587441; PubMed 
Central PMCID: PMC4646155.

④ Suzuki H, Inoue T, Dogi M, Kikuta T, Takenaka T, Okada H. Role of Pulse Wave Velocity in Patients with 
Chronic Kidney Disease Stages 3-5 on Long-Term Follow-Up. Pulse （Basel）. 2014 May;2（1-4）:1-10. doi: 
10.1159/000365834. Epub 2014 Aug 14. PubMed PMID: 26587438; PubMed Central PMCID: PMC4646146.

⑤ Suzuki H, Kobayashi K, Okada H. Combination of Echocardiography and Pulse Wave　Velocity Provides Clues 
for the Differentiation between White Coat Hypertension　and Hypertension in Postmenopausal Women. Pulse 

（Basel）. 2014 May;1（3-4）:131-8.　doi: 10.1159/000360977. Epub 2014 Apr 9. PubMed PMID: 26587432; 
PubMed Central PMCID: PMC4315353.

【総数：論文　　5 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
　平成 26 年　日本腎臓学会東部学術大会優秀演題大会長賞
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
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
樽本憲人（TARUMOTO, Norihito）：講師：感染症学，感染制御，真菌感染症学

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から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

3-3．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．

3-4．自己評価と次年度計画
　研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている．しかし，今年度から大学院生がいない
こともあり，より基礎的な研究成果の期待が少ない．そのため，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などよ
り実践的な研究課題に取り組む必要がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　感染症科・感染制御科は大学病院の全入院患者を対象として，横断的に感染症の診療にあたる診療科である．その
大きな責務は①院内感染対策によって患者を院内感染から守り，また院内感染の事例は発生した際には速やかにその
蔓延を防ぐための適切な対応を図る．②外来診療において感染症の診断・治療に関する専門的な診療を行うとともに，
他の診療科の感染症の診断・治療に対するコンサルテーションに応じる．③第 1 種感染症指定医療機関として，1 類
感染症の診療に携わる．④埼玉県内の HIV 診療拠点病院の一つとして，HIV 診療の中止的な役割を担うなどがある．
まだ，スタッフは限られているが，わが国において感染症診療を標榜する診療科は極めて限られており，その存在意
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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会　医薬品第 2 部会委員（前崎）
　厚生労働省薬事審議会　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
　日本感染症学会評議員・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・理事（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 14 篇
　学会発表総数 12 篇

① Tarumoto N, Kinjo Y, Kitano N, Sasai D, Ueno K, Okawara A, Izawa Y, Shinozaki M, Watarai H, Taniguchi 
M, Takeyama H, Maesaki S, Shibuya K, Miyazaki Y : Exacerbation of Invasive Candida albicans Infection by 
Commensal Bacteria or a Glycolipid Through IFN-gamma Produced in Part by iNKT Cells. J Infect Dis 209（5）: 
799-810, 2014

②樽本　憲人 , 渡辺 典之 , 橋北 義一 , 高橋　俊 , 結城 篤 , 廣瀬 米志 , 関根 進 , 叶 一乃 , 霜島 正浩 , 金田 光稔 , 山口 
敏行 , 前崎 繁文 . 埼玉県における無菌材料から分離されたカンジダ属の薬剤感受性 . Jpn J Antibiot. 2014; 67（4）: 
215-21

③樽本　憲人 , 金城　雄樹 , 北野　尚樹 , 渋谷　和俊 , 前﨑　繁文 , 宮﨑　義継 . 全身性カンジダ症の増悪における
iNKT 細胞の関与 .　日本医真菌学会雑誌 . 2014; 55（3）: 115-22.

④樽本 憲人 , 野部 雅子 , 内田 昌嗣 , 前﨑 繁文 , 田中 政彦 . 市中病院における cefotaxime 耐性大腸菌の分離頻度な
らびにExtended-spectrum β -lactamase産生大腸菌による血流感染症の臨床的検討. Jpn J Antibiot 2014; 67（6）: 
385-393．

⑤前﨑　繁文 . 呼吸器真菌症とその病態 . 日本胸部臨床 2014; 73: 561-7.
⑥前﨑　繁文 . テトラサイクリン系抗菌薬 . Pocket drug 2014. 2014; p672-5.
⑦前﨑　繁文 . 緑膿菌感染症（多剤耐性菌を含む）. 今日の治療指針　2015. 2014; p244-5.
⑧樽本 憲人 , 前﨑　繁文 . カンジダ血症 . 侵襲性カンジダ症 , p53-6, 医薬ジャーナル社 , 東京 , 2014.
⑨樽本 憲人 , 前﨑　繁文 . キャンディン系抗真菌薬 . 小児内科 2014; 46（12）.
⑩樽本 憲人 , 前﨑 繁文：抗真菌薬の PK/PD．呼吸器内科 2014; 25（1）: 70-5.

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（NAKAMOTO, Hidetomo）診療部長，代表指導教員（大学院），教授，腎臓・透析，博士
山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）心臓内科診療部長，指導教員（大学院），教授，循環器，博士
今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）副診療部長，指導教員（大学院），教授，消化器，博士
宮川義隆（MIYAGAWA, Yoshitaka）指導教員（大学院），教授，血液，博士
大庫秀樹（OOKO, Hideki）講師，大学院教員，消化器，博士
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）准教授（11 月より），循環器，博士
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）外来医長，講師，内分泌・糖尿病，博士
小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）病棟医長，講師，呼吸器，博士
木下俊介（KINOSHITA, Syunsuke）医局長，大学院教員，助教，神経（12 月より東松山市民病院へ出向）
野口　哲（NOGUCHI, Toru）助教，大学院生，呼吸器
菅野　龍（KANNO, Ryu）助教，循環器
山岡　稔（YAMAOKA, Minoru）助教，消化器
村田宏子（MURATA, Hiroko）助教，消化器（4 月より 8 月）
芦谷啓吾（ASHITANI, Keigo）助教
白崎文隆（SHIRASAKI, Fumitaka）助教（9 月より）
草野　武（KUSANO, Takeru）助教，大学院生
日々紀文（HIBI, Norifumi）客員教授，消化器，博士
中嶋美智子（NAKAJIMA, Michiko）非常勤講師，超音波，博士
竜崎崇和（RYUUZAKI, Tunekazu）非常勤講師，腎臓・透析，博士
内藤真礼生（NAITOH, Mareo）非常勤講師，腎臓・透析，博士
天谷礼子（AMAYA, Reiko）非常勤講師，超音波

2．教育
2-1．目的

2017 年（H29 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として 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．「（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，患者を単一臓器ではなく全身から診療できること．（総合診療専
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．さらに総合診療内科として「内科全般を診療でき，全身管理ができること（総
合内科専門医）」，このような医師を目指している．これらの二つの専門医（総合診療専門医と総合内科専門医）は広
く重なり合う専門医像であるが，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，6 つの Core Competency に基づき診療を行う事ができる医師
を目指す．簡単に言えば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，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．また重
要な点として地域を守る医師，多職種と連携し社会を守る医師の育成にある．

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
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，
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「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．教育内容：（中元秀友）
卒後教育：
　総合診療内科発足 9 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．患者への初期診療として診断能力，鑑別診断，さらに適切なトリアージ
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受け入れをを積極的に行った．
　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，実習は総合診療内科が中心に
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 9 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
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
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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 85％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 85％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．
また平成 25 年には血液内科を担当する宮川教授が赴任している．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・目標
　研究主任：岡田浩一
　臨床研究：総合診療内科開設 9 年目であり，一昨年前より 2 名の大学院生（野口　哲，草野　武）の入学もあり
新たな研究体制の確立を目指した．野口　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昨年より継続して行った．一方草野　武は岡田浩一准教授の指導の
元，間質性腎炎の発症機序の検討を継続して行った．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である．
　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．さらに透析医療に関して，貧血の治療状況，
CKD-MBD に関する研究，腹膜透析（PD）の管理方法に関する研究を行った．また Telemedicine（遠隔診療）に関す
る臨床研究を行った．特に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として Telemedicine を利用した患者管理に関する研究，PD の貧血治療に関する他施設共同研究
を開始した．
　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が中心となり，心臓内科，消化管内科，さら
に腎臓内科に関する臨床研究を前年より継続して行った．
基礎研究：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 PD 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 PD 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，家庭血圧の測定方法等
の研究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
する影響の研究等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
　PD ネットワークの運営（中元秀友）
　PD 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．PD 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
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ている．
　その臨床実績の一つとして，インターネット上に埼玉腹膜透析ネットワークというサイトをオープンしている．こ
れは埼玉県内全域を対象としたインターネット上のネットワークであり，総合診療内科が中心となってサイトの運営
を行っている．現在埼玉医科大学，所沢腎クリニック，防衛医科大学，さくら記念病院，武蔵嵐山病院，埼玉中央病
院など多数の透析関連施設がこのネットワークに参加しており，医療施設，医師，看護師，栄養士，患者，さらにメー
カーなどと一体となった埼玉県中心の地域ネットワークシステムを構築している．このネットワークの事務局は埼玉
医科大学総合診療内科にある．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．
　本年度は昨年より継続して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，岡田浩一教授の指導の元，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．
消化管内科プロジェクト（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継続して報告した．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た．新たな内視鏡機器の開発や内視
鏡手技の開発を継続して行った．
　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た．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行った．
　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．特に好酸球のア
レルギー発症における役割に関する検討を積極的に行った．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．
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3-4．自己評価と次年度計画
　現在の総合診療内科開設後人員の増員に努力し，乏しい人材と資金力で可能な限りの基礎ならびに臨床研究を行っ
ている．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 26 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 26 年度（2014 年）業績記録

1．Nakamoto H, Fujita T, Origasa H, Isono M, Kurumatani H, Okada K, Kanoh H, Kiriyama T, Yamada S: A 
multinational phase IIb/III trial of berprost sodium, orally active prostacyclin analogue, in patients with primary 
glomerular disease and nephrosclerosis （CASSIOPEIR trial）, Rationale and study design. BMC Nephrol. 2014 
Sep 19;15:153. doi: 10.1186/1471-2369-15-153.

2．Kinoshita S, Ryuzaki M, Sone M, Nishida M, Nakamoto H on behalf of FUJIYAMA study group: Effectiveness 
of using long-acting angiotensin II type1 receptor blocker in Japanese obese patients with metabolic syndrome 
on morning hypertension monitoring by using telemedicine system （FUJIYAMA Study）. Clin Exp Hypertens. 
36:508-516, 2014. 

3．Nakayama M, Miyazaki M, Honda K, Kasai K, Tomo T, Nakamoto H, Kawanishi H: Encapsulating peritoneal 
sclerosis in the era of multi-disciplinary approach based on biocompatible solutions: the NEXT-PD study. Perit 
Dial Int. 34: 766-774, 2014.
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4．Inoue T, Kusano T, Tomori K, Nakamoto H, Suzuki H, Okada H: Effects of cell-type-specific expression of a pan-
caspase inhibitor on renal fibrogenesis. Clin Exp Nephrol 19: 350-358, 2014. 

5．Kikuchi A, Sujino T, Yamaoka M, Yoneno K, Ohgo H, Takagi M, Morioka S, Hirooka E, Yamamoto K, Shinozuka 
N, Honma T, Kayano H, Nakamoto H, Imaeda H:  Pyogenic Granuloma of the Ileum Diagnosed by Double-balloon 
Enteroscopy.  Intern Med. 2014; 53（18）: 2057-2059. 

6．Nakai S, Hanafusa N, Masakane I, Taniguchi M, Hamano T, Shoji T, Hasegawa T, Itami N, Yamagata K, Shinoda 
T, Kazama JJ, Watanabe Y, Shigematsu T, Marubayashi S, Morita O, Wada A, Hashimoto S, Suzuki K, Nakamoto H, 
Kimata N, Wakai K, Fujii N, Ogata S, Tsuchida K, Nishi H, Iseki K, Tsubakihara Y: An Overview of Regular Dialysis 
Treatment in Japan （as of 31 December 2012）. Ther. Apher. Dial. 18（6）: 535-602, 2014.

7．中井　滋，花房規男，政金生人，谷口正智，濱野高行，庄司哲雄，長谷川　毅，伊丹儀友，山縣邦彦，篠田俊雄，
風間順一郎，渡邊有三，重松　隆，丸林誠二，守田　治，和田篤志，橋本整司，鈴木一之，中元秀友，木全直樹，
若井健志，藤井直彦，尾形　聡，土田健司，西　裕志，井関邦敏，椿原美治：わが国の慢性透析療法の現況（2012
年 12 月 31 日現在）　透析会誌　47：1-56，2014（原著）

8．長谷川　毅，中井　滋，森石みさき，伊藤恭彦，伊丹儀友，政金生人，花房規男，谷口正智，濱野高行，庄司哲雄，
山縣邦彦，篠田俊雄，風間順一郎，渡邊有三，重松　隆，丸林誠二，守田　治，和田篤志，橋本整司，鈴木一之，
木全直樹，若井健志，藤井直彦，尾形　聡，土田健司，西　裕志，井関邦敏，椿原美治，中元秀友：腹膜透析（PD）
レジストリ 2012 年末調査報告　透析会誌　47：107-117，2014（原著）

9．小林威仁，光藤尚，野口哲，中元秀友，永田真，田村直俊，荒木信夫：気管支喘息と片頭痛の関連性について
　日本頭痛学会誌　2014 年 第 40 巻 3 号 , 429-433

10．中元秀友：【透析患者の褥瘡ケア・フットケア，そして出口部ケア - 創傷治癒のメカニズムから -】 腹膜透析患
者における出口部ケアのポイント　創傷ケアを基にした出口部の管理と治療（解説 / 特集）　透析スタッフ　2

（2）: 36-46, 204.
11．中元秀友：【透析患者の褥瘡ケア・フットケア，そして出口部ケア - 創傷治癒のメカニズムから -】特集にあたっ

て　In: 透析スタッフ 2014 NO.2　企画編集：中元秀友，市岡滋　医学出版　pp3，2014
12．中元秀友：総合診療医が日本の医療を救うー本邦における総合診療医の未来 ?　DOCTOR’S MAGAZINE 2014

年 2 月号 :1，2014
13．中元秀友：7-7 腹膜透析　In: 血液浄化ハンドブック 2014 企画・編集：透析療法合同委員会　pp162-182，

2014.
14．中元秀友：【血管生物学の進歩と血液内科】 全身性毛細血管漏出症候群（解説 / 特集）　血液内科　69 巻 3 号；

328-335（2014.09），2014
15．草野 武（埼玉医科大学 総合診療内科）, 菅野 龍 , 小林 威仁 , 有馬 博 , 岡田 浩一 , 中元 秀友：【腹膜透析 2014】 

腹膜透析（PD）患者における家庭血圧の季節変動に関する検討　Telemedicine を用いた検討（原著論文 / 特集）
In: 内藤秀宗監修　腹膜透析 2014（腎と透析 Vol.77 別冊）; P289-290，2014，東京医学社，東京

16．古堅 聡（武蔵嵐山病院 内科）, 菅野 龍 , 小林 威彦 , 有馬 博 , 松村 治 , 菅野 龍彦 , 中元 秀友：【腹膜透析 2014】 
ESA をエポエチンベータペゴル（C.E.R.A.）に変更後 erythropoietin の自己産生の増加により ESA の投与が不
要となった PD 患者の 1 症例（原著論文 / 症例報告 / 特集）　 In:　内藤秀宗監修　腹膜透析 2014（腎と透析
Vol.77 別冊）; P179-180，2014，東京医学社，東京

17．中元 秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）, 松田 昭彦 , 栗原 怜 , 古堅 聡 , 小原 功裕 , 逸見 憲秋：【腹膜透析
2014】 2 週ごとのエポエチンベータペゴル投与では ESA 必要量の減量が可能となる　埼玉 PD-ESAM 研究会（原
著論文 / 特集） In:　内藤秀宗監修　腹膜透析 2014（腎と透析 Vol.77 別冊）; P177-178，2014，東京医学社，
東京

18．中元秀友：【腹膜透析2014】　中性液の価値を問う　形態と機能へのインパクト 中性透析液の生体適合性　オー
バービュー（解説 / 特集） In:　内藤秀宗監修　腹膜透析 2014（腎と透析 Vol.77 別冊），pp49-51，2014，東京
医学社，東京　

19．中元秀友，西山　強：第 4 章　透析医療の社会経済　3 腹膜透析の医療経済性　In: 平方秀樹監修 全人力科学
力透析力 for the people 透析医学　pp296-pp306，2014，医薬ジャーナル社　

20．中元秀友：第 2 章　3. 腹膜透析　2. わが国の腹膜透析療法（PD）の現状－わが国の PD 患者数ならびに PD
＋ HD 併用患者数の推移－　In: 平方秀樹監修 全人力科学力透析力 for the people 透析医学　pp144-pp151，
2014，医薬ジャーナル社

21．共同執筆者　椿原美治編者　中井　滋執筆責任者　透析医学会　統計調査がわかる逆引き事典　2014 年 12 月
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10 日初版　医薬ジャーナル社
22．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その他国際学会発表ならびに国内学会での招請講演，学会発表を多数行っ
ている．

7．自己点検・評価
　教育：90 点
　研究：70 点
　診療：80 点
　本年度は「総合診療内科」開設後 9 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，
一致団結して総合診療内科運営を行った一年であった．中央棟 2 階病棟も順調に稼働した．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：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：消化器一
　　　　　　　　　　　　　　　　般外科：博士
淺野　博（ASANO，Hiroshi）講師：病棟医長：大学院教員：消化器一般外科：博士
小川展二（OGAWA Nobuji）客員教授：消化器一般外科
助教：大原泰宏，深野敬之，荻野直己，小島和人，守麻理子，伏島雄輔，髙山哲嘉，森岡真吾，矢島沙織
後期研修：宇治亮佑

2．教育
2-1．目的･目標
　25 年度の年間の新規入院患者数は 1321 人，年間手術件数は 921 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，数人のスタッフおよびシニアレジデント（卒後 3 ～ 6 年目）とジュニアレジデント
によってチームとなり受け持ち体制をとっている．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．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，手術手技の教育及び技術向上のため模型を使った皮膚縫合と腸管吻合や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している．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，初期研修医に多くの症例を経験してもらい外科
学の全般的な知識の理解を促す．さらに，外科後期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者
治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実させることである．
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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）

①大腸癌患者における尿中プロスタグランディン測定の意義
②消化器外科手術における SSI 発生の予防と対策
③敗血症治療における栄養管理
④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

①大腸癌患者における術後再発の予測因子の検索
② SSI はひとたび発症すると入院期間の延長や医療費の増加など医療に及ぼす影響は大きく，その予防のためさま

ざまな対策が講じられている．術前のリスクごとの SSI 発生率やその対策を明確にする．
③消化器外科領域の敗血症患者は術後感染が遷延することが多く，栄養管理は難渋する．消化器の術後であるため

経腸栄養は敬遠される傾向にあったが近年は積極的に経腸栄養を導入している．経腸栄養管理の優越性について
検討する．

④重症感染症における血中 IgG 値と重症度との関連性が示唆されているが免疫グロブリン投与による予後改善効果
および効果的な投与方法について検討している．

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 26 年度の新規入院患者総数は 1321 人，外来患者数は 11076 人，新
患数 593 人，手術総数 921 件であった．
　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消化器外科における特定看護師の役割
　荻野康崇（特定看護師），大原泰宏，菅野優貴，山寺彩，矢島沙織，高山哲嘉，森岡真吾，加藤琢也，小島和人，

荻野直己，和田将栄，深野敬之，多賀誠，淺野博，篠塚望
　日本外科学会雑誌　第 115 巻　第 2 号 :105-108,2014
②下部消化管穿孔における術前血清 IgG 値と術後経過についての検討
　淺野　博，高山哲嘉，森岡真吾，浅野彩，深野敬之，大原泰宏，多賀誠，篠塚望
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　日本腹部救急医学会雑誌　第 34 巻　第 7 号 :1253-1257,2014
　大腸・直腸穿孔に対するメシル酸ガベキサート製剤とトロンボモジュリン製剤との比較
　多賀　誠，深野敬之，大原泰宏，淺野博，篠塚望　　第 50 回日本腹部救急医学会
③ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography（ERCP）using a wide lumen colonnnnnnoscpe for patients 

with gastrectomy
　篠塚　望　IHPBA　
④下部消化管穿孔手術症例における血清Ｉ g Ｇ値および IVIG 製剤投与の効果
　淺野　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　第 114 回日本外科学会定期学術集会
⑤当院における特定看護師導入後の労働の変化と今後の課題
　大原　泰宏，森岡真吾，高山哲嘉，菅野優貴，加藤琢也，小島和人，荻野直己，和田将栄，深野敬之，多賀誠，淺野博，

篠塚望，荻野康崇　第 114 回日本外科学会定期学術集会
⑥腹腔内遊離ガスを伴った壊死性胆嚢炎に伴う胆嚢穿孔の 1 例
　宇治亮佑　第 17 回埼玉県外科医会外科臨床問題検討会
⑦消化器・一般外科にご紹介いただいた症例報告
　小島和人　第 5 回埼玉医科大学病院　シンフォニー
⑧原因疾患からみた下部消化管穿孔の検討
　淺野　博，宇治亮佑，高山哲嘉，森岡真吾，矢島沙織，菅野優貴，小島和人，荻野直己，深野敬之，大原泰宏，

篠塚望　第 6 回日本 Acute　Care　Surgery 学会
⑨非外傷性小腸穿孔 62 例原因疾患別の特徴
　深野　敬之，宇治亮佑，高山哲嘉，森岡真吾，菅野優貴，小島和人，荻野直己，大原泰宏，淺野博，篠塚望　第

6 回日本 Acute　Care　Surgery 学会
【総数：論文 2 件，学会発表 18 件，講演 4 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
竹内英樹（TAKEUCHI, Hideki）：講師：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員：乳癌：博士
淺野　彩（SANO, Hiroshi）：助教：乳癌
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）*：教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：代表指導教員（大学院）：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．
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
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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（J Nucl Med. 2016 Mar 3. pii: jnumed.115.167320.）．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，新たな因子の臨床的意義について論文
化した（Sci Rep. 2015 Aug 10;5:13170.）．
　また，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 委員として制吐薬適正使用ガ
イドライン初版（2010）を英語論文化した（Int J Clin Onco. 2015 Jun 17.）．
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 Journal of breast Cancer Research. 2014 Sep;2（1）:1-7.）．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 Shigekawa T, Osaki A, Sekine H, Sato N, Kanbayashi C, Sano H, Takeuchi H, Ueda S, Nakamiya N, Sugitani I, 
Sugiyama M, Shimada H, Hirokawa E, Takahashi T, Saeki T. Safety and feasibility of adjuvant chemotherapy with 
S-1 in Japanese breast cancer patients after primary systemic chemotherapy: a feasibility study. BMC Cancer. 
2015 Apr 10;15:253.

② Sugiyama M, Hasebe T, Shimada H, Takeuchi H, Shimizu K, Shimizu M, Yasuda M, Ueda S, Shigekawa T, Osaki A, 
Saeki T. Grading system for blood vessel tumor emboli of invasive ductal carcinoma of the breast. Hum Pathol. 
2015 Jun;46（6）:906-16.

③ Shigekawa T, Osaki A, Saeki T. [Progress in second-line therapies for metastatic breast cancer]. Gan To Kagaku 
Ryoho. 2015 Apr;42（4）:408-15. Japanese.

④ Shimada H, Ueda S, Saeki T, Shigekawa T, Takeuchi H, Hirokawa E, Sugitani I, Sugiyama M, Takahashi T, 
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Matsuura K, Yamane T, Kuji I, Hasebe T, Osaki A. Neoadjuvant triweekly nanoparticle albumin-bound paclitaxel 
followed by epirubicin and cyclophosphamide for Stage II/III HER2-negative breast cancer: evaluation of efficacy 
and safety. Jpn J Clin Oncol. 2015 Jul;45（7）:642-9.

⑤ Ikeda K, Horie-Inoue K, Ueno T, Suzuki T, Sato W, Shigekawa T, Osaki A, Saeki T, Berezikov E, Mano H, Inoue S. 
miR-378a-3p modulates tamoxifen sensitivity in breast cancer MCF-7 cells through targeting GOLT1A. Sci Rep. 
2015 Aug 10;5:13170.

⑥ Ueda S, Yoshizawa N, Shigekawa T, Takeuchi H, Ogura H, Osaki A, Saeki T, Ueda Y, Yamane T, Kuji I, Sakahara 
H. Near-infrared diffuse optical imaging for early prediction of breast cancer response to neoadjuvant 
chemotherapy: a comparative study using FDG-PET/CT. J Nucl Med. 2016 Mar 3. pii: jnumed.115.167320. [Epub 
ahead of print]

⑦ Hideki Takeuchi, Toshiaki Saeki, Keisuke Aiba, et al. Japanese Society of Clinical Oncology clinical practice 
guidelines 2010 for antiemesis in oncology: executive summary. Int J Clin Onco. 2015 Jun 17. [Epub ahead of 
print]

⑧竹内英樹 , 佐伯俊昭．外科医が知っておくべき　がん薬物療法の副作用とその対策　
症例別対策マニュアル　悪心・嘔吐・食欲不振．臨床外科 2015 May;70（5）:558-563.
⑨大崎昭彦 , ほか．70 歳以上の手術可能高齢者乳癌の治療戦略と予後に関する検討 . 乳癌の臨床 2015 Jul;30
（1）:51-56. 

⑩竹内英樹 , ほか . がん外来化学療法チームマネジメント 埼玉医科大学国際医療センターでの検証と未来像 . 2015 
Aug.

【総数：論文　10 件，学会発表　5 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：H26- がん政策 - 指定 -001　研究代表者　平田公一　研究分担者　佐伯俊昭
　900 千円
6-3．受賞：平成 27 年度　日本癌治療学会　研究奨励賞受賞
　Takuchi H, et al. A multicenter prospective study to evaluate bone fracture related to adjuvant anastrozole in 
Japanese postmenopausal women with breast cancer: two-year interim analysis of Saitama Breast Cancer Clinical 
Study Group （SBCCSG-06）. Int J Clin Oncol. 2014 Feb;19（1）:68-73.
6-4．特許，実用新案：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
　高見向平（TAKAMI,Syohei） ：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
　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 では，受け持ち患者の病態・治療方針が理解
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，カンファレンスで受け持ち患者のプレゼンを行い，上
級医との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，
術者・助手として手術を行い，学会発表，論文発表を行う．
　大学院教育：研究を行う上で必要な文献検索，文献の読み方，問題点の把握，仮説の立て方を指導する．研究の基
本手技を学び，実践できるようにする．また，仮説を実証するための研究法について，院生が考え，それを組み立て
ることができるようにする．また，研究費獲得の為の基本的な考え方，研究費応募法について学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育：小児外科の授業は，古村　眞，寺脇　幹，佐竹亮介，中野美和子が担当した．BSL の学生は，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，受け持ちの患
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った．
　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，高見　向平が担当した．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，以前当科で作成されたテキストブックに準拠して授業を行い，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，患者のプレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるように発現をそくし意見を求めた．患者管理の為の診断
方法，治療方針について自身で組み立てさせ，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．学生が十分な知識を得たか，試験にて確認した．限られた講義時間内で効率的
に授業を行うために，授業内容をさらに吟味し，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，
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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．科学研究費が助成されている腸管，横隔膜の再生，キメラ化した細胞による
細胞療法・組織再生プロジェクトをスタートさせた．
　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している
3-3．研究内容と達成度
　気道再生の前臨床研究が行われた．また，チューブ型の気道再生の為のプロジェクトによって，海外特許出願が共
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，研究を開始した．
3-4．自己評価と次年度計画
　ヒトへの気道再生の為に前臨床研究をさらに追加する．チューブ型気道の再生と移植長期の実験を継続する．新た
にスタートしたプロジェクトを充実させる．また，臨床研究の症例を蓄積する．

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 338 件の手術を施行した．小児外科にお
ける疾患の中で最も多い鼠径ヘルニアに対して，臍のみの傷となる単孔式の手術法を導入している．また，急性虫垂
炎に対して，臍から手術器械用のポートを挿入し，臍だけの傷で虫垂切除術を施行する単孔式の手術を行っている．
その他の手術も，整容性の高い術式を採用しており好評を得ている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　古村　眞
　　International Journal of Nanomedicine　　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．埼玉帝京医会北ブロック講演会　
　　2014 年 11 月 6 日　　埼玉グランドホテル本庄（本庄市）
　　演題：日常診療における小児外科疾患のプライマリ・ケアと up to date
　2．第 23 回埼玉西北部小児科症例検討会
　　2014 年 11 月 26 日　　埼玉（坂戸グランドホテル　WIN）
　　演題：日常診療における小児外科疾患のプライマリ・ケアと up to date
　3．地域小児医療勉強会　特別講演
　　2014 年 1 月 16 日　　津田沼中央総合病院 3 階会議室（習志野市）
　　演題：整容性を考慮した小児外科診療
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ishimaru T, Komura M, Sugiyama M, Komura H, Arai M, Fujishiro J, Uotani C, Miyakawa K, Kakihara T, 
Hoshi K, Takato T, Tabata Y, Komuro H, Iwanaka T. Slow　release of basic fibroblast growth factor （b-FGF） 
enhances mechanical properties of rat trachea. J Pediatr Surg. 2015 Feb;50（2）:255-9. doi: 10.1016/
j.jpedsurg.2014.11.012. Epub 2014 Nov 11. PubMed PMID: 25638613.

② Otani Y, Komura M, Komura H, Ishimaru T, Konishi K, Komuro H, Hoshi K, Takato T, Tabata Y, Iwanaka T. 
Optimal amount of basic fibroblast growth factor in gelatin sponges incorporating β -tricalcium phosphate with 
chondrocytes. Tissue Eng Part A. 2015 Feb;21（3-4）:627-36. doi: 10.1089/ten.TEA.2013.0655. Epub 2015 
Jan 20. PubMed PMID: 25287675; PubMed Central PMCID: PMC4334093.

③ Terawaki K, Satake R, Takano N, Yonekawa H, Ikebukuro K, Komuro H, Honma T, Sasaki A, Komura M. A rare 
case of duplicated vas deferens and epididymis. J Ped Surg Case Reports 2 （2014） 541-543

④古村 眞 . 精巣・精索水瘤，停留精巣 . 小児科（0037-4121）55 巻 13 号 Page1947-1952（2014.12）
⑤鈴木 啓介 , 古村 眞 , 寺脇 幹 , 小高 哲郎 , 佐竹 亮介 , 池袋 賢一 , 米川 浩伸 , 菊地 淳 , 佐々木 惇 , 川嶋 寛 . 腹

腔鏡による検索が有用であった小腸 Peutz-Jeghers 型ポリープによる腸重積の 1 例 . 日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）50 巻 6 号 Page1048-1052（2014.10）

⑥古村　眞，佐竹亮介，古村浩子，西澤　悟，浅輪幸世，二藤隆春，星　和人，山岨　達也，高戸　毅，岩中　督
　小児気道再生の基礎的研究から前臨床研究　第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014 年 4 月 3 日～ 5 日　
　国立京都国際会館（京都市）

⑦ Komura M, Suzuki K, Satake R, Kodaka T, Terawaki K, Komuro H, Iwanaka T　Trasheoplasty with cartilage 
engineered outside the esophagus PAPS2014 2014年5月25日～29日 FAIRMONT　BANFF　SPRINGS（カナダ）

⑧ Komura M, Suzuki K, Satake R, Kodaka T, Terawaki K. PROMOTION OF TRACHEAL CARTILAGE GROWTH BY 
INTRA-TRACHEAL ADMINISTRATION Of BASIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR（b-FGF） IPEG'S 23rd Annual 
Congress for Endosurgery in Children BAPS 61st Annual Meeting 2014 年 7 月 22 日～ 26 日エジンバラ国際会
議場（イギリス）　

⑨ Komura M, Otani Y, Komura H, Tabata Y. Optimal Amount Of Basic Fibroblast Growth Factor（b-fgf） In Gelatin 
Sponges Incorporating β -tricalcium Phosphate（tcp） With Chondrocytes. TERMIS-AM 2014 Renaissance 
Washington, DC Downtown Hotel

⑩ Terawaki K, Komura M, Satake R, Ando Satuki, Imai Yukinori, Nakajima M. Long Term and Administretion of 
Dexamethasone Prevents Severe Esophgeal Stricture; A Report of Lithium Battery Ingestion Case. 7th World 
Congress on Pediatric Intensive and Critical Care.  Istanbul Congress Center（トルコ）

【総数：論文 5 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
　平成 26 年度新規として
　　主任研究者　小高哲郎
　　川野小児医学奨学財団助成金研究　平成 26 年度
　　『肝外胆管前駆細胞に注目した胆道閉鎖症の病態解明のための基礎研究』
　　　文部科学省科学研究補助金　平成 26 年～平成 28 年　基盤研究 C
　　主任研究者　寺脇　幹
　　『biotube を足場とした自己再生能力を用いた機能的小腸再生の研究』
　　主任研究者　小高哲郎
　　『分子生物学的キメラ誘導と抑制性サイトカインを併用した組織再生法の開発』
　　主任研究者　鈴木啓介
　　『細胞放出性鋳型を用いた同種生体内 biosheet による機能的横隔膜の再生研究』
　　平成 26 年度継続
　　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　佐竹亮介
　　『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』
　　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　高戸　毅
　　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　高戸　毅
　　分担研究者　古村　眞
　　『軟骨と粘膜上皮の複合再建を実現する再生気管軟骨の臨床展開』
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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
杉山聡宏（SUGIYAMA，Toshihiro）：講師：骨粗鬆症，骨代謝：博士
坂口勝信（SAKAGUCHI，Katsunobu）：講師：肩関節外科，スポーツ整形外科：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
助教：田中啓仁（TANAKA，Hirohito），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），神成文裕（KANNARI, Humihiro），
菅野温子（KANNO, Atsuko），堀越隆二（HORIKOSHI，Ryuji）
正木　博（MASAKI，Hiroshi）
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や症候を理解して的確な診断を下し，適切な治療法を
選択できる能力を備えさせ，臨床実習を通じて整形外科診療の基本を習得することを目的とする．

4 年生は，講義で病態，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，整形外科分野の知識と技
術を学び，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．
卒後教育
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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
対する診断能力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，適切な診断能力と治療の手技を身につけ，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　潤澤），
脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（齊藤文則），脊椎疾患（2）腰椎（丸山　徹），
外傷（1）総論（酒井宏哉），外傷（2）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，金潤澤，吉岡浩之，河野慎次郎，田中伸哉，釘宮典孝，坂口勝信，田中啓仁，織田徹也，岡野良知，
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，神成文裕）

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（釘宮典孝），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（釘宮典孝），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1，2，4，5月曜日の午後7時から各回2名の担当医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，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）
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2-3．達成度
卒前教育

4 年生の講義の授業評価は平均よりやや良かった．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．

BSL に対する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，すべて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，目標通り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，専門医の指導の下に医員として十分な活動できる

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

講義は，スタッフの専門性を考慮して担当者を決定した．授業評価では学習内容が濃密すぎるという意見もあるが，
担当者の講義資料で判断する限り，疾患や治療法の理解のためには必要な量であると判断している．

BSL の評価はおおむね好評である．臨床推論は助教以上のすべての教員が担当しているが，それぞれの教え方に多
少の相違はあるが，目的は達成されていると自己評価している．クリニカル・クラークシップでは，診療チームの一
員として参加し，受け持ち患者の処置や簡単な手術手技を指導下に行うとともに，カンファでの報告を義務付けている．

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はスタッフ全員が教育にあたり，処置や手術においては外科系の基本手技が身に付くように指
導している．

専攻医に対しては，一年を通じてクルズスを行った．専門医試験受験者に対しては，受験前にクルズスを行ってお
り，受験者は全員合格した．

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

臨床成績の向上を目指す研究を行うことを目的とし，日本整形外科学会学術集会や各関連領域の学会での発表や専
門誌への論文投稿を目標とした．
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：リウマチ性疾患，股関節疾患の病態解明と治療成績改善
脊椎グループ：脊椎疾患の病態解明と治療成績改善
スポーツ整形外科グループ：膝・肩・肘関節疾患とスポーツ外傷の病態解明と成績改善
外傷グループ：骨折や外傷患者の治療成績改善
骨代謝グループ：骨代謝研究，代謝性骨疾患の治療成績改善
手外科グループ：手の疾患や外傷の治療成績改善

3-3．研究内容と達成度
リウマチ・股関節グループ
・関節唇骨化症の臨床像と治療成績について学会発表
・Talbot-lau 干渉装置を用いた新しい X 線装置の有用性について学会報告
・人工関節置換術後の深部静脈血栓症の予防について学会報告
・関節リウマチ患者に行った人工股関節全置換術の中期成績を学会報告
・Talbot-lau 干渉装置を用いた新しい X 線装置の臨床応用について論文発表
・関節リウマチ患者における生物学的製剤と人工膝関節手術後の感染率について論文発表
脊椎グループ
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・腰部脊柱管狭窄症患者の MRI と脊髄造影像の対比について学会報告
・脊椎手術後の血清プロカルシトニン値について学会報告
・転移性脊椎腫瘍に対する Balloon kyphoplasty の術後成績を学会報告
スポーツ整形外科グループ
・FasT-Fix を用いた半月縫合術の治療成績と使用上の問題点について学会報告
・鏡視下バンカート修復術後の骨孔変化について学会報告　
・腱付着部障害に対する対外衝撃波療法の治療効果について学会報告
・FasT-Fix を用いた半月縫合術の治療経験を論文発表
・Jugger Knot を用いた鏡視下バンカート修復術後の骨孔変開口径の変化を論文発表
外傷グループ
・中下位頸椎脱臼骨折に対する緊急手術について学会発表
・不安定型骨盤輪骨折の治療成績について学会発表
・足関節粉砕骨折（Pilon 骨折）に対する治療戦略について論文発表
・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論文発表
・一時的創外固定を使用した下腿開放骨折に対する治療法について論文発表
・Targon FN を用いた大腿骨頸部骨折の治療経験について論文発表

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．国際医療センターの救急救命センターにスタッ

フ 4 名を派遣し高度外傷に対応した．急患センター（ER）に助教一名を兼担として配置し，救急患者の積極的な受
け入れを行った．このため，中央手術室における手術件数は昨年度の 1,070 件から 1,188 件と大幅に増加し，新入
院患者数は 115 名，延入院患者数も 1,356 名増加した．

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）
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），
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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 4 編，和文原著 12 編・総説 6 編・症例報告 3 編：25 編
代表的論文

① Sugiyama T, Tanaka S, Miyajima T, Kim YT, Oda H: Vitamin D supplementation and fracture risk in adults: a new 
insight.  Osteoporosis Int 25:2497 － 2098, 2014.

②中山太郎，鳥尾哲矢，吉川　淳，織田徹也，織田弘美：Pilon 骨折（AO 分類 43-C3）に対する治療戦略－一時
的創外固定の有用性－．骨折 36：378-382, 2014.

③関端浩士，鳥尾哲矢，織田徹也，吉川　淳，河野義彦，織田弘美：Targon FN を用いた大腿骨頸部骨折に対する
治療経験．骨折 36：896-899, 2014.

④田中伸哉，宮島　剛，石井正明，河野義彦，足立義博，齊藤文則，織田弘 Japan 美：副甲状腺ホルモン誘導
物資テリパラチド連日投与製剤および週 1 回製剤の椎体骨折治癒期の疼痛抑制および QOL 改善効果の検討．
Osteoporosis Japan 23：72-77, 2014.

⑤坂口勝信，立花陽明，杉田直樹，織田弘美：Jugger Knot を用いた鏡視下バンカート修復術後の骨孔開口径の検討．
JOSKAS　39:631-634, 2014.

学会発表：国外 1 件，国内 121 件（うち講演 49 件）：計 122 件
代表的な発表

⑥ Tanaka S, Moriwaki S, Tanaka K, Ikeda Y, Uenishi K, Niida S: The 10-year probability of major osteoporotic 
fracture of FRAX is useful as a screening item for osteoporosis patients. A cross sectional study of Japanese 
women. The 36 Annual Meeting of American Society for Bone and Mineral Research, Houston, Texas, U.S.A., 
2014.9.

⑦木村文彦，田中伸哉，野原広明，河野義彦，織田徹也，金　潤澤，織田弘美：人工関節置換術後の深部静脈血栓
症予防に用いたエノキサパリンナトリウムとエドキサバンの比較．第 87 回日本整形外科学会学術総会，神戸，
2014.5.

⑧坂口勝信，立花陽明，杉田直樹，織田弘美：鏡視下 Bankart 修復術後の骨孔変化．第 87 回日本整形外科学会学
術総会，神戸，2014.5.

⑨杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，後藤　建，織田弘美：Fast-Fix 半月縫合システムの治療経験－治療成績と使用
上の問題点について－．第 87 回日本整形外科学会学術総会，神戸，2014.5.

⑩吉岡浩之，織田弘美，金　潤澤，田中伸哉，丸山　崇，三村俊英，秋山雄次，田中淳司：Talbot-lau 干渉計装置
を利用した画像診断についての検討－早期関節リウマチ患者の画像診断を中心に－．第 58 回日本リウマチ学会
学術総会，東京，2014.4．

6-2．獲得研究費
1） 織田弘美：平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患等克服研究事業（免疫アレルギー疾患等予防・

治療研究事業）　「多関節障害重症 RA 患者に対する総合的関節機能再建治療法の検討と治療ガイドライン確立」
2） 田中伸哉：第 7 回（平成 25 年度）旭化成研究助成　「ステロイド投与により骨折を起こす危険性の高い骨粗

鬆症（重度 GIO）を合併している関節リウマチ（RA）患者にビスホスホネートもしくはテリパラチドを投与し，
いずれの製剤が QOL の維持・改善に有用であるか明らかにすること」

3）渡曾恵介：平成 26 年度埼玉医科大学病院若手医師育成研究費　「人工股関節全置換術後の骨に対するデノスマ
ブの効果」

6-3．受賞 
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）第 32 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会　2014.05.31
2）第 7 回彩の国骨フォーラム　2014.07.11
3）第 11 回埼玉オルソペディクスセミナー　2014.08.02
4）第 12 回 Ortho Seminar in Saitama　2014.09.04
5）第 33 回日本運動器移植・再生医学研究会　2014.09.27
6）第 12 回埼玉股関節を語る会　2014.10.17
7）第 42 回日本関節病学会　2014.11.06 ～ 11.07
8）第 9 回埼玉骨折治療研究会　2014.12.11
9）第 8 回彩の国骨フォーラム　2015.01.30

10）第 13 回 Ortho Seminar in Saitama　2015.02.19
11）第 9 回毛呂山リウマチセミナー　2015.03.19
12）第 55 回関東整形災害外科学会　2015.03.27 ～ 03.28

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たが，学生からの評価は必ずしも高くないため，今後はさ

らに工夫を加える必要があると考えている．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 では症例を割り付け，手洗いをして見学し，その症例につ
いてレポートを作成することを義務づけた．クリニカル・クラークシップでは，診療チームの一員として位
置づけ，手術や病棟回診においては可能な限りを様々な手技を実際に行わせた．BSL に関する学生の評価は
満足できるものであった，と考えている．

研究：論文発表は 25 編と昨年より 8 編多く，学会発表も 122 件と昨年より 17 件多かった．研究費は昨年度と同
様に 3 件獲得した．以前にも増して研究活動が活発化し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 1,356 人，新入院患者数が 115 人増加した．中央手術部における手術
件数は 1,188 件と昨年度（1,070 件）より 118 件増加した．外来では，総患者数，一日平均患者数とも昨
年度よりやや増加した．手術内容は多彩であり，外傷手術も大幅に増加している．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）：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
寺野成彦（TERANO, Naruhiko）：助教：一般脳神経外科
河島真理子（KAWASHIMA, Mariko）：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．

卒後教育としては後期研修医（脳神経外科専攻）を国際医療センター脳神経外科とともに教育を担当している．具
体的には通常 3 ヶ月のローテーションで，機能的脳神経外科分野の基礎を指導している．本年度は，柳川太郎，内
田栄太，寺西亮雄の 3 名を指導した．また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 . 
講義は主として教授が , 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，第二学科の講義も教員が分担して担当した．

卒後教育では後期研修医および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」を通年開講で担当しており，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
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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．

また脇谷が脳腫瘍の分子生物学的解析研究の体制を整備し，特に胚細胞腫瘍について研究を行っている．さらに基
礎研究として神経再生を目的とした研究が当院で行われている .
3-2．研究グループ

1）機能的脳神経外科臨床研究グループ（責任者 : 藤巻高光）
2）脳腫瘍基礎研究グループ（責任者：脇谷健司）
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，術前画像および手術所見より神経圧迫症
候群の病態発生に関する研究，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
論文や第 73 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，免疫組織化学や 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（プラスときに後期研

修医 1 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．

また日本の脳腫瘍の基礎，臨床を含めもっとも重要な学会と位置付けられる日本脳腫瘍学会学術総会（第 32 回）
を主催し，日本の脳腫瘍治療の推進に寄与した．当科のスタッフを含む関係各位の貢献は大なるものであった．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
神経減圧術は，大学病院としては日本一の症例数を手術しており確実な手術が行われた．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着実に行われ学会より認定施設として認められている．疼痛に対する刺激療法，
小児先天奇形といった高度医療機関ならではの診療も施行している．一般脳神経外科臨床も，昨年度同様，確実な診
療を行う事が出来た．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
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 :　
藤巻高光　日本医師会男女共同参画委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 編）
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① 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

② Fujimaki T, Kobayashi M, Wakiya K, Terano N, Kawashima M, Nishikawa R. Surgical techniques for safe and 
confident stereotactic biopsy in the eloquent areas and brain stem. Neuro Oncol. Nov; 16（Suppl 5）: v144. 
2014

③藤巻高光　らくらく理解！三叉神経痛＆顔面けいれん Brain Nursing 30 （6）  81-96, 2014
④藤巻高光　　松果体部腫瘍，松果体腫瘍　　in 神経症候群（第 2 版）別冊日本臨床 pp511-516  2014.6.20
⑤藤巻高光　Q75 顔面けいれんはなぜ起きるのですか？　治療法は？　in 森田明夫編　これだけは知っておきた

い脳神経外科ナーシング Q and A 第 2 版　pp 178-179 総合医学社（千代田区）2014.11.19
⑥藤巻高光　Q76 三叉神経痛はなぜ起きるのですか？　治療法は？　in 森田明夫編　これだけは知っておきたい

脳神経外科ナーシング Q and A 第 2 版　pp 180-181 総合医学社（千代田区）2014.11.19
⑦藤巻高光，松谷雅生　　　悪性胚細胞腫瘍（高度悪性群）      脳 21　17: 86-89,   2014
⑧藤巻高光　これだけは知っておきたい非心臓外科手術の基礎知識　脳腫瘍　in 吉野秀朗，杉山政則編　循環器

内内科医のための非心臓手術必須知識　2015.1.1 Medical View（東京）pp234-244
⑨藤巻高光　片側顔面痙攣の神経減圧術　術式の変遷とアプローチのバリエーション
　第 73 回日本脳神経外科学会総会ビデオシンポジウム　2014. 10. 9
⑩藤巻高光　女性医師の働く環境を考える　パネルディスカッション　第 39 回日本外科系連合学会学術集会　

2018.6.26
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 :　第 32 回日本脳腫瘍学会学術集会　（2014.11.30 - 2014.12.2，千葉県舞浜市，会長，藤巻高光）

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．

5 名の少ない人数での臨床はなかなかきびしいが，「機能的脳神経外科なら埼玉医科大学病院」の一般の評価を維持
するべく努力した一年であると総括できる．
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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
寺部雄太（TERABA, Yuta） ：助教：修士
河内沙織（KAWAUCHI, 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
吉田有希（YOSHIDA, Yuki）：助教：修士
池　大官（CHI, Daekwan）：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 は限られた時間数でも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に対しては，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得するための指導
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が適切に実施された．今後は形成外科研修を行った者だけでなく，広く研修医に対して形成外科領域に関する基礎的
臨床知識を指導するために，臨時講義などを行いたいと考えている

｢ 大学院教育 ｣　大学院生において研究が進展した．今後はできるだけ早期に研究成果を論文としてまとめ，発表
す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 26 年度の新患数は 1222 人，入院患者数 464 人，手術数 1361 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
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日本創傷外科学会理事 中塚貴志
日本癌治療学会代議員　　　　　　　　 中塚貴志
日本頭蓋顎顔面外科学会監事　　　 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
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 Tomoya Sato, Shigeru Ichioka. Chronic cheek ulcer caused by odontogenic cutaneous sinus tract. JPRAS Open 
2015;4:22-25

② Hitomi Sano, Shigeru Ichioka Topical wound oxygen therapy for chronic diabetic lower limb ulcers and sacral 
pressure ulcers in Japan Wounds International 6 （1） 20-24, 2015

③ Hiromi Hasegawa and Shigeru Ichioka,The Acute Effects of Lipo-Prostaglandin E1 on Wound Bed 
MicrocirculationJ Wound Care. 2015 Jul;24（7）:293-4, 296, 298-9.

④Hitomi Sano, Shigeru Ichioka, Influence of oxygen on wound healing dynamics in healing-impaired diabetic mice. 
J Plast Surg Hand Surg. 2015 Jun;49（3）:135-40..

⑤ Ai Minamimura, Shigeru Ichioka, Hitomi Sano, Comparison of collagen matrix treatment impregnated with 
platelet rich plasma vs. bone marrow. J Plast Surg Hand Surg. 2014;48（1）:15-20

⑥ Sano H, Ichioka S.Great toe necrosis predicts an unfavorable limb salvage prognosis.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2014 Oct 7;2（9）:e216.

⑦ Sano H, Ichioka S.Influence of oxygen on wound healing dynamics in healing-impaired diabetic mice.J Plast Surg 
Hand Surg. 2015 Jun;49（3）:135-40.

⑧ Minamimura A, Ichioka S, Sano H, Sekiya N.Comparison of collagen matrix treatment impregnated with platelet 
rich plasma vs bone marrow.J Plast Surg Hand Surg. 2014 Feb;48（1）:15-20. 

⑨ 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. 2014 Oct;48（5）:344-6.

⑩関谷 直美（埼玉医科大学 形成外科）, 市岡 滋 下肢潰瘍に対する足関節レベルの血管超音波検査の有用性　皮膚
微小循環血流との比較 脈管学 （0387-1126）54 巻 4 号 Page45-50（2014.04） 

【総数：論文・著書　30 件　学会発表・講演 70 件】
6-2．獲得研究費



397

形成外科・美容外科

文部科学省　科学研究費助成事業
基盤研究（C）
研究課題名「バイオフィジカルテクノロジーを基盤としたハイブリッド創傷治療システムの構築」
研究代表者：市岡　滋
期間：2014-2016 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
　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を含む近
隣の施設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（小児科・新生児科・未熟児科）

1．構成員
大竹　明（OHTAKE, Akira） ：教授 : 運営責任者：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：小児科学，
 代謝・遺伝病学，分子生物学：博士
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi） ：教授：小児科診療部長：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
山内 秀雄（YAMANOUCHI, Hideo） ：教授：小児科診療副部長：研究主任：指導教員（大学院）：小児科学，小児神経学：
 博士
國方徹也 （KUNIKATA, Tetsuya）  ：教授：新生児科診療部長，小児科学，新生児学：博士
菊池　透（KIKUCHI, Toru） ：教授 : 教育主任，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
雨宮　伸（AMEMIYA, Shin） ：教授：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
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
山崎太郎（YAMAZAKI, Taro） ：講師：病棟医長（小児科）：研究員：小児科学，代謝・遺伝病学：博士
石井佐織（ISHII, Saori） ：助教：外来医長：研究員：小児科学
本多正和（HONDA, Masakazu） ：助教：病棟医長（新生児）：研究員：小児科学：博士
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
板野篤志（ITANO, Atsushi） ：助教：小児科学
武者育麻（MUSHA, Ikuma）  ：助教：小児科学
荒尾正人（ARAO, Masato）  ：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
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
味原さや香（AJIHARA, Sayaka）  ：助教：小児科学
太田充彦（OHTA, Atsuhiko）  ：助教：小児科学
川名　宏（KAWANA, Hiroshi） ：助教：小児科学
飛田和えりか（HIDAWA，Erika） ：助教：小児科学
堀田奈緒美（HOTTA，Naomi） ：助教：小児科学
南川優輝（MINAMIKAWA，Yuki） ：助教：小児科学
原嶋宏子（HARASHIMA Hiroko） ：助手：臨床検査技師
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） ：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） ：名誉教授：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
宮路　太（MIYAJI,Tooru） ：客員教授：小児科学，新生児学：博士
森野正明（MORINO, Masaaki） ：客員教授：小児腎臓病学：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】
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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, Kouji）　佐藤吉壮（SATO, Yoshitake） 
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）　松永　保（MATSUNAGA，Tamotsu）
赤塚淳弥（AKATSUKA, Jyunya）　皆川 孝子（MINAGAWA，Takako）　秋岡 祐子（AKIOKA，Yuko）

【新生児科常勤心理士】
田中順子（TANAKA, Junko）

【非常勤講師：臨床心理士】
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）　加藤哲司（KATO, Tetsuji）

【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】
　講義では，4 年生までは，正常小児の成長発達および小児疾患の病態生理を中心に，小児科学の基本的知識の習得
を目標にしている．6 年生では，医師国家試験での小児科関連の問題に対応および研修医に必要な小児科学の知識の
習得を目標にしている．

【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を目標とする．小児科診療における基礎能力を集中的に養い，同時に一般初期研修必須科
目を効率よく習得することを目標とする．後期小児科研修では各種サブスペシャルティや地域連携小児医療などの幅
広い選択を行い，卒後 5 年で小児科専門医の取得．さらにサブスペシャリティの選択により規定年数後に各々の専
門医の取得を目標とする．

【大学院教育】
筧助教・・NICU に入院となる異常新生児に対して，その神経学的スクリーニング法の一つとして退院時に MRI が

施行されている．後方視的に施行された MRI について最近数年間の MRI を再度検討したところ頭蓋内出血をきたす
新生児が予想外に多いことが判明した．本研究においては過去 5 年間の MRI 画像約 500 例をすべて再検討し NICU
入院に適応となる新生児の疾患別内訳と出血の有無とそれらの所見を比較検討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．現在学位取得のための論文作成中である（指導；山内）

植田助教・・環境アレルゲンによる好酸球の直接的活性化について研究を開始した．アトピー素因のない健常成人
の好酸球の環境アレルゲンに対する反応性を検討している．（指導；徳山，永田教授（呼吸器内科））

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）と気道可逆性試験を測定し明らかにすることを目標とする．（指導；徳山）

武者助教・・血糖管理指標である HbA1c とグリコアルブミンの比は長期的個人別一貫性があることを基本に，短
期の変動は血糖管理の良否の指標として治療効果判定への応用を検討する．（指導；雨宮）

板野助教・・本学免疫学教室との共同研究でヒト樹状細胞の細胞表面受容体の特徴について検討中である（指導；
徳山，松下教授（免疫学））

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，
その臨床的有用性について論文化した．（指導；徳山）
2-2．教育内容

【卒前教育】
　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
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生に分かるように工夫している．講義は，原則として教授，講師が担当している．ただし，小児科学の広範囲な講義
内容の全てを在任中の教官で担当するのは困難であり，他科の学内教官，非常勤教官にも担当していただいている．
　5 年生の臨床実習（BSL）は，外来および病棟で行い，小児病棟（南館 4 階），新生児センター（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，国際医療センターで，小児心臓および小児血液腫瘍の実習も行っている．
カンファレンスに参加し，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
も行っている．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．
　5，6 年生のクリニカルクラークシップ（CC）は，原則として研修医とともに行動し，研修医の業務を見学体験さ
せている．臨床医として，実際の診療には，どのような知識，技術および，患者さんやメディカルスタッフとのコミュ
ニケーション能力が必要であるか，を認識させ，学習意欲の向上を図っている．

【卒後教育】
　小児科を 1 か月ないし 2 か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，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るが，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部長，診療副部長，研修担当医長，病棟医長らを中心
に行っている．小児科総合回診は火曜日に開催され，診療部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は毎日夕刻に開催され，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 2 人の医長をトップとする 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・・環境アレルゲンによる好酸球の直接的活性化について研究する（指導；徳山，永田教授（呼吸器内科））
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・ヒト樹状細胞（DC）の細胞表面受容体の特徴を研究する（指導；徳山，松下教授（免疫学））
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】
　講義に対する学生の評価は，概ね高い．5 年生 BSL に対する学生の評価は極めて高く，ほぼ満足のできる実習が行
われた．その結果，CC での小児科希望者が多い．募集定員いっぱいの 20 名程度の学生が小児科で CC を行い，ほぼ
満足できる実習が行われた．（達成度 80％）

【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かったが，結果として後期研修医になるにいたらなかった．しかし研修医に対する教育の成果が
上がっていると考えられ，今後も努力してゆく．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の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】
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赤塚助教・・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非血糖
指標としての代換指標となり，患者個人別一定性があり，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，筆頭著者として Endocrine Journal に掲載された（達成度 100％）（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，最終的なな結果
を出すことができたため，論文を作成中である．（達成度 85％）（指導；山内）

植田助教・・環境アレルゲンによる好酸球の直接的活性化について研究する．アトピー素因のない健常成人の例数
を増加させる予定である．（達成度 60％）（指導；徳山，永田教授（呼吸器内科））

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，論文作
成中である．（達成度 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した．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 80％）（指
導 ; 雨宮）

板野助教・・ヒト樹状細胞（DC）の細胞表面受容体の免疫学的特徴を解析している．（達成度 60％）（指導；徳山，
松下教授（免疫学））

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．（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，実習とも概ね満足できる教育ができた．特に 5 年生 BSL での助教を中心に行われた学生指導は，極めて評
価が高かった．
　次年度も，今年度の同様の方針，計画で行う予定である．CC では，クルズクを徐々に減らし，研修医と共に過ご
す時間を増やす予定である．

【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．また，今後小児腎臓専門医が常勤医

（准教授）として診療教育に参加するよていとなっており，さらなる卒後教育の充実が期待される．
【大学院教育】

筧助教・・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・・好酸球活性化のメカニズムについてさらに検討する．　（指導；徳山，永田教授（呼吸器内科））
盛田助教・・すでにデータの大半は集積が終わっており，原著論文を作成中である．　（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・・樹状細胞活性化のメカニズムについてさらに検討する．（指導；徳山，松下教授（免疫学））
古賀助教・・英文誌に掲載された（Allergology International）．　（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．科研費の取得は重要であり，専門医を取得した助教以上の申請と受理を目指
す．研究結果として論文の出版を最重要課題の一つと考え年間 110 本以上の英語論文を目指す．
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．小児期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．
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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．SGA 低身長における成長ホルモン大量投与における代謝・内分泌学的継時的変化に関する検討
G．MODY2 における病態解析法の検討と指摘治療に関する研究
H．先天性高乳酸血症・ミトコンドリア病の診断と病因および病態解明に関する次世代シークエンス法を用いた研

究．
I．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
J．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．
K．進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎 （Fibrodysplasia Ossificans Progressiva; FOP） の遺伝子診断と

新薬の開発についての研究．
●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．毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．
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（多施設研究）
D．環境アレルゲンによる好酸球の直接的活性化についての研究
E．ヒト樹状細胞の細胞表面受容体の特徴
F．アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討
G．気管支喘息における気道炎症バイオマーカー（FeNO，モストグラフなど）測定の意義
H．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究．

●神経　
A．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究
B．ハイリスク新生児の発達行動学的研究
C．サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究
D．サルを用いた低酸素性虚血性脳障害の成因と治療に関する研究

●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．新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討
F．MRI を用いた新生児における脳結合性（connectivity）の検討
G．新生児の CoQ の動態に関する検討
H．SGA 児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整
I．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討
J．新生児仮死における aEEG の検討
K．出生直後の正期産新生児の SpO2 の検討
L．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 80%）．
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D．CGM の臨床適応と解析法の拡大（達成度 80％）．
E．新たな血糖管理指標の確立（達成度 70％）．
H．今年までに日本全国およびアジアの一部の国から合計 1400 例余りの検体を受け付け，420 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 142 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%）．

I．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用いた医師主導治験（探索試験）を開始した（達
成度 30％）．

J．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％）．

K．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．毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．（達成度80 ％）
B．食物アレルギー児に対する食物経口負荷試験における誘発陽性例の背景因子の検討（達成度 50％）
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（多施設研究）（達成度 20％）
D．環境アレルゲンによる好酸球の直接的活性化についての研究（達成度 70％）
E．ヒト樹状細胞の細胞表面受容体の特徴（達成度 70％）
F．アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討（達成度 50％）
G．気管支喘息における気道炎症バイオマーカー（FeNO，モストグラフなど）測定の意義（達成度 30％）
H．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究．（達成度 60％）

●神　経
A．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究：脳出血についてはほぼ終了した（達成度 90％）．新生児 fcMRI，

DKI ついての検討を行っている（達成度 20％）
B．ハイリスク新生児の発達行動学的研究：行動学的な見地からフランスレンヌ大学との共同研究を検討中（達成

度 10％）
C．サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：行動学的な見地からフランスレンヌ大学との共同研究を検討中
（達成度 20％）

D．サルを用いた低酸素性虚血性脳障害の成因と治療に関する研究；低酸素性脳症モデルを作成中（達成度 20％）
●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 （30%）
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後 （20%）
C．新生児血糖測定方法の検討 （20%）
D．高インスリン血症の児での持続血糖測定（CGM）（20%）
E．新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討 （30%）
F．MRI を用いた新生児における脳結合性（connectivity）の検討 （10%）
G．新生児の CoQ の動態に関する検討 （10%）
H．SGA 児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整 （10%）
I．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討 （20%）
J．新生児仮死における aEEG の検討 （50%）
K．出生直後の正期産新生児の SpO2 の検討 （100%）
L．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（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 10% ～ 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
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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） 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．是非科研費の採択
に努力してゆきたい．

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・糖尿病（菊池），先
天代謝・内分泌・遺伝病（大竹），小児神経（山内），アレルギー・呼吸（徳山），新生児（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　伸
環境省：エコチル学術専門委員：雨宮　伸
自治体；埼玉県およびさいたま市小児慢性疾患対策事業委員：雨宮　伸，宮路　太
自治体；埼玉県指定難病審査専門委員：大竹　明
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　明
自治体；埼玉県新生児救急受け入れ協議会委員：宮路　太
自治体；埼玉県母子保健委員会委員：宮路　太
自治体；埼玉県母子保健運営協議会　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　明
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
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
自治体：埼玉県学校保健会　常任理事：菊池透　
自治体：埼玉県学校糖尿病検診委員会委員：菊池透

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
雨宮　伸：日本糖尿病学会・日本小児内分泌学会：小児・思春期糖尿病コンセンサスガイドライン編集責任者
　　　　　国際小児・思春期糖尿病学会機関紙 Pediatric Diabetes 編集委員　
　　　　　科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン・日本糖尿病学会編集員
　　　　　先進糖尿病治療研究会雑誌編集・査読委員
　　　　　Endocrine Journal　査読委員
　　　　　Diabetes International 査読委員
　　　　　査読；Diabetes Care，J Pediatrics, Pediatric Diabetes，Pediatrics International, 糖尿病と妊娠
大竹　明：日本小児科学会雑誌編集委員
　　　　　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等
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
　　　　　日本アレルギー学会喘息ガイドライン専門部会作成委員
　　　　　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
　　　　　"Frontiers in Pediatric Pulmonology" : Review Editor 
　　　　　“International Review of Asthma & COPD” 編集アドバイザー　
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菊池　透：日本肥満学会学術誌「肥満研究」編集委員
　　　　　糖尿病・妊娠学会学術誌「糖尿病と妊娠」編集委員
　　　　　査読：Hypertension Research, Endocrine Journal, J Artherosclerosis Thorombosis, Pediatrics 
　　　　　　　　International, Annals of Nutrition and Metabolism, Clinical Pediatric Endocrinology, 日本小児科
　　　　　　　　学会雑誌，小児保健研究 , 
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：査読 Pediatric international, Brain development, 日本成育新生児学会，日本周産期新生児学会　

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　雨宮　伸：日本小児科学会埼玉地方会会長（6 月まで）
　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　理事長
　雨宮　伸：日本糖尿病・妊娠学会　常務理事
　雨宮　伸：日本小児内分泌学会　監事
　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：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：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）
　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
　菊池　透：日本糖尿病学会，学術評議員，専門医試験員
　菊池　透：日本内分泌学会，評議員
　菊池　透：日本肥満学会，評議員，小児肥満症ガイドライン委員
　菊池　透：日本小児内分泌学会，評議員，薬事委員，ガイドライン作成委員，糖代謝委員（小児思春期糖尿病コン
　　　　　　センサスガイドライン委員）
　菊池　透：日本高血圧学会，高血圧治療ガイドライン査読委員
　菊池　透：日本糖尿病・妊娠学会　評議員，
　菊池　透：日本小児・思春期糖尿病研究会　理事
　菊池　透：日本成長学会　理事
　菊池　透：日本小児脂質研究会　運営委員
　菊池　透：日本小児高血圧研究会　世話人
　菊池　透：日本 DOHaD 研究会　幹事　　
　菊池　透：小児インスリン治療研究会　世話人幹事
　菊池　透：埼玉糖尿病協会小児糖尿病対策委員長
　國方徹也：埼玉周産期協議会運営委員

6．業績　　　　　　　
6-1．論文・学会発表

① Yamazaki T, Murayama K, Compton AG, Sugiana C, Harashima H, Amemiya S, Ajima M, Tsuruoka T, Fujinami 
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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.　

② 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
③ Izumi Y, Musha I, Suzuki E, Iso M, Jinno T, Horikawa R, Amemiya S, Ogata T, Fukami M, Ohtake A: 

Hypogonadotropic Hypogonadism in a Female Patient Previously Diagnosed as Having Waardenburg Syndrome 
Due to a SOX10 Mutation. Endocrine 49 （2）: 553-6, 2015

④ Koshiba M, Kakei H, Honda M, Karino G, Niitsu M, Miyaji T, Kishino H, Nakamura S, Kunikata T, Yamanouchi 
H. Early-infant diagnostic predictors of the neuro-behavioral development after neonatal care. Behav Brain Res. 
2015 Jan 1;276:143-50.

⑤Koshiba M, Senoo A, Karino G, Ozawa S, Tanaka I, Honda Y, Usui S, Kodama T, Mimura K, Nakamura S, Kunikata T, 
Yamanouchi H, Tokuno H. Susceptible period of socio-emotional development affected by constant exposure to 
daylight. Neurosci Res. 2015 Apr;93:91-98. doi: 10.1016/j.neures.2014.09.011. Epub 2014 Oct 8.

⑥ Matsunaga K, Tanabe K, Inoue H, Okuya S, Ohta Y, Akiyama M, Taguchi A, Kora Y, Okayama N, Yamada Y, 
Wada Y Amemiya S, Sugihara S, Nakao Y, Oka Y, Tanizawa Y: Wolfram syndrome in the Japanese Population; 
Molecular Analysis of WFS1 gene and Characterization of Clinical Features.  2014: PLoS ONE 9（9）: e106906. 
doi:10.1371/journal.pone.0106906 

⑦ Akatsuka J, Mochizuki M, Musha I, Ohtake A, Kobayashi K, Kikuchi T, Kikuchi N, Kawamura T, Urakami T, 
Sugihara S, Hoshino T, Amemiya S.:The ratio of glycated albumin to hemoglobin A1c measured in IFCC units 
accurately represents the glycation gap.Endocr J. 62（2） 161-172,2015 

⑧ Nakashima S, Kato F, Kosho T, Nagasaki K, Kikuchi T, Kagami M, Fukami M, Ogata
Silver-Russell syndrome without body asymmetry in three patients with
duplications of maternally derived chromosome 11p15 involving CDKN1C. J Hum
Genet. 2015 Feb;60（2）:91-5. doi: 10.1038/jhg.2014.100. Epub 2014 Nov 27. PubMed
PMID: 25427884.

⑨ Koga T, Tokuyama K, Itano A, Ueda Y, Morita E, Katsunuma T. Usefulness of modified Pulmonary Index Score 
（mPIS） as a quantitative tool for the evaluation of severe acute exacerbation in asthmatic children.

Allergol Int 64:139-144, 2015
⑩ Hamasaki Y, Kohno Y, Ebisawa M, Kondo N, Nishima S, Nishimuta T, Morikawa A, Aihara Y, Akasawa A, Adachi 

Y, Arakawa H, Ikebe T, Ichikawa K, Inoue T, Iwata T, Urisu A, Ohya Y, Okada K, Odajima H, Katsunuma T, Kameda 
M, Kurihara K, Sakamoto T, Shimojo N, Suehiro Y, Tokuyama K, Nambu M, Fujisawa T, Matsui T, Matsubara 
T, Mayumi M, Mochizuki H, Yamaguchi K, Yoshihara S.. Japanese pediatric guideline for the treatment and 
management of bronchial asthma 2012.. Pediatr Int. 56（4）:441-50, 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　

●平成 24-26 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：古賀靖敏，研究分担者：大竹　明，村山　圭，森　雅人，戸川雅美，石崎義人，内藤悦雄，斎藤伸治，藤井
克則，但馬　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

●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　明，研究分担者：岡崎康司，村山　圭，北
　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 x 2 年）

●平成 26-28 年度厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）研究代表者：
後藤雄一，研究分担者：大竹　明，小坂　仁，北風政史，古賀靖 ?，小牧宏文，佐野　輝，末岡　浩，田中雅嗣，
三牧正和，山岨達也，米田　誠．研究課題：ミトコンドリア病の調査研究（H26- 難治等（難）- 一般 -053）．分
担研究費 H26, 200 千円，H27, ?? 千円
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●平成 26-28 年度厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）研究代表者：
遠藤文夫，研究分担者：新宅治夫，呉　繁夫，小国弘量，大浦敏博，高柳正樹，大竹　明，山口清次，杉江秀夫，
深尾敏幸，奥山虎之，羽田　明，西野一三，青天目　信，中村　公俊．研究課題：新しい先天代謝異常症スクリー
ニング時代に適応した治療ガイドラインの作成および生涯にわたる診療体制の確立に向けた調査研究（H26- 難
治等（難）- 一般 -047）．分担研究費 H26, 400 千円，H27, ?? 千円

●平成 26-28 年度厚生労働科学研究委託費（難治性疾患実用化研究事業）研究代表者：村山　圭，研究分担者：
大竹　明，古賀靖敏，中川正法，米田　誠，髙島　博，飯塚高浩，金田大太，小坂　仁，奧山虎之，長友太郎，
三牧正和，小牧宏文．研究課題：ミトコンドリア病診療の質を高める，レジストリシステムの構築，診断基準・
診療ガイドラインの策定および診断システムの整備を行う臨床研究（H26- 委託（難）- 一般 -072）．分担研究費
H26, 500 千円，H27, ?? 千円

●平成26- 年度治験推進研究事業（治験調整管理）研究代表者：大竹　明，研究分担者：岡崎康司，村山　圭，北　潔，
濱崎　俊光．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-B-2602）（33401 千円 x   年）

●平成 26- 年度治験推進研究事業（治験実施）研究代表者：大竹　明，研究分担者：阿部裕一，山崎太郎，植田　穣，
荒尾正人，武者育麻．研究課題名：治験の実施に関する研究 [5ALA・SFC]（課題番号：CCT-C-2671）（500 千
円 x   年）

●平成 25-26 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政策研究事業　研究代表者　
田嶼尚子，分担研究者，雨宮伸，菊池透，研究課題名：1 型糖尿病の疫学と生活実態に関する調査研究  課題番
号　H26- 循環器等（政策）- 一般 -003　分担研究費 200 千円

●平成 26 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　4,310 千円

●平成 26 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

6-3．受賞　各自お願いします．　　
　菊池　透　新潟市医師会功労賞　2014 年 11 月 29 日　
6-4．特許，実用新案　各自お願いします．　
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　　　
　第 10 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局，代表世話人：大竹）

　日　時：2014 年 11 月 27 日（木）18：40 ～ 20：50
　場　所：大宮パレスホテル（さいたま市）
第 9 回埼玉酵素補充療法研究会（事務局：大竹）
　日　時：2015 年 3 月 12 日（木）18:30 ～ 20:50
　場　所：パレスホテル大宮（さいたま市）
埼玉西北部小児科症例検討会　（代表世話人：大竹　明）
　第 22 回 2014 年 7 月 30 日（当番幹事：山内　秀雄）
　第 23 回 2014 年 11 月 26 日（当番幹事：國方　徹也），
　第 24 回 2015 年 3 月 11 日（当番幹事：菊池　透）
徳山研一：埼玉県食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会 2014 講師（埼玉県教育局　主催）計 5 回開催
　　2014.7.30，越生町
　　2014.8.1，東松山市
　　2014.8.18，さいたま市
　　2014.8.25，熊谷市
　　2014.10.3，越谷市

7．自己点検・評価
　教育，診療，研究の業務の中にあって，私を含む5人の教授で役割を分担し（徳山診療部長（小児科），國方診療部長（新
生児科），山内研究主任，菊池教育主任），今年度も引き続き安全で良質の医療の提供につとめた．学生，研修医教育
により多く関わり，今後も教育効果を高めていく努力が必要である．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今後も配慮していきたい．（文責：大竹）
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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：診療部長：指導教員（大学院）膠原病，皮膚腫瘍：博士．
倉持　朗（KURAMOCHI, Akira）：教授：副部長，教育主任，外来医長：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：副部長，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）：病棟医長，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）, 里村（成井）英恵（NARII, Hanae）, 外間
ゆひ（HOKAMA, Yuhi）, 村上拓生（MURAKAMI, Takuo）, 竹治真明（TAKEJI, Masaaki）, 中村由紀（NAKAMURA, 
Yuki）, 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 26 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」 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 8 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
オリエンテーション－倉持朗

＜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
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7．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
8．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―清原祥夫
9．性感染症，動物性皮膚疾患―鈴木正

10．薬疹―中村晃一郎
11．母斑・母斑症―倉持　朗
12．角化症―倉持　朗
13．母斑・母斑症―倉持　朗
14．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
15．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（ウイルス性発疹症を除く）―倉持　朗
2．皮膚腫瘍―倉持　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・膿疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎

6 年生＜外科総論＞
6．外科総論　熱傷―田口理史

＜必須の症候と疾患＞
7．薬疹―中村晃一郎
8．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．臨床実習（BSL, 
CC）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
などを総合して判定した．
≪大学院教育≫

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
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　教育について，BSL 指導，講義を中心に施行した．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，様々な皮膚疾患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，ならびに全身
性皮膚疾患の病態と治療，および研究を行なっている．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，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．乾癬などの炎症性皮膚疾患の病態，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
（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」：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
（5）厚生労働科学研究費補助金：難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患について

の調査研究班
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）神経皮膚症候群に関する調査研究班
　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）ベーチェット病研究班
　ベーチェット病の治療指針に関わるガイドライン作成を中心に標準治療の確立に向けて検討し報告している．
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．

（4）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．

（5）難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患についての調査研究班
　該当疾患の新たなガイドラインの作成に従事した．今年度は，乳児血管腫に対するプロプラノロールの安全性
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と有効性，また青色ゴムまり様母斑症候群を疑う患児に対する消化管検査の有用性に関する検討を行った．
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）ベーチェット病の治療ガイドラインの作成に向けて検討する．
（4）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．
（5）難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症についての臨床研究をすすめ，ガイドラインの作成に

あたる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　膠原病，母斑・母斑症，皮膚悪性腫瘍，皮膚アレルギー疾患などを中心に，専門的診療を行っている．これら諸疾
患は皮膚科独特の見地から，注意深く診療をすすめるものであるが，それと同時に，皮膚に症状を生じる疾患は，全
身的な視野から，内科的，外科的に総合的な診療をしていくことが必要で，そのように努めている．したがって，他
科とも十分協力しあって診療にあたっている．
　臨床上の有用性をめざして，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断，また腫瘍性病変に
対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断を行い，悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについて，
詳細に検討している．また，膠原病の皮疹と全身症状との関連性については，充分注意深く，種々の観点から検討を
加えており，また母斑・母斑症，血管腫・脈管形成異常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）
　日本レックリングハウゼン病学会雑誌　編集委員（倉持　朗）
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責任者
 （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．論文・学会発表・著書

（おもな原著・雑誌）
①緒方大，宮野恭平，柳沢宏人，中村晃一郎，倉持　朗，土田哲也 . Gluteal fold flap で再建した外陰部 Paget 病の

2 例 . 日本皮膚外科学会誌 18（1）,72-73, 2014（7）
②緒方大 . その他の上皮系，間葉系病変．特集主題：理路整然 体系化ダーモスコピー．Derma. No223 , 2014（10
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増大号）.
③倉持　朗 . 神経線維腫症1型（Von Recklinghausen病）別冊日本臨床 :神経症候群（第2版）Ⅳ , 785-796, 2014（9）.
④倉持　朗 . Neurofibromatosis type1（NF1）をめぐって―真の NF1-ology の構築を目指して― . 日本皮膚科学会

雑誌 .124（13）,2833-2840,2014（12）
⑤倉持　朗 . Von Recklinghausen 病の neurofibroma と mast cell. Visual Dermatology.14（1）,80-89,2015（1）
⑥新井康介，中村晃一郎，倉持朗，土田哲也．骨欠損を伴った皮様嚢腫．皮膚病診療．36 （11）, 1045 -1048 （2014.11）
⑦ Muroka R, Takenouchi T, Torii C, Shimizu A, Misu K, Higasa K, Matsuda F, Ota A, Tanito K, Kuramochi A, Arima 

Y, Otsuka F, Yoshida Y, Moriyama K, Niimura M, Saya H, Kosaki K. The use of next-generation sequencing in 
molecular diagnosis of neurofibromatosis type 1: a validation study. Genet Test Mol Biomarkers 18 （11）, 
722-35, 2014

⑧ Kobayashi D, Hirayama M, Komohara Y, Mizuguchi S, Wilson Morifuji M, Ihn H, Takeya M, Kuramochi A, Araki 
N.Translationally controlled tumoe protein is a novel biological target for neurofibromatosis type 1- associated 
tumors. J Biol Chem. 2014 Sep 19;289（38）:26314-26.

　Katayama I, Kohono Y, Akiyama K, Aihara M, Kondo N, Saeki H, Shoji S, Yamada H, Nakamura K, Saito H, 
Japanese Society for Allergy.  Japanese guideline fo

⑨ r atopic dermatitis, updated 2014.  Allergy International 63: 1-30, 2014.
⑩土田哲也：皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン（メラノーマ，有棘細胞癌，基底細胞癌，乳房外パジェット病）改訂

の概要，癌と化学療法 , 41 （4）, 445-8, 2014 
【総数：論文発表　28 件，学会発表　33 件，講演　5 件】
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
（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」：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
（5）厚生労働科学研究費補助金：難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患について

の調査研究班：研究協力者　倉持　朗
6-3．受賞　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　「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，
血管腫，および悪性腫瘍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
矢澤　聰（Yazawa, Satoshi） 助教：尿路感染症：泌尿器科全般
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
香久山裕史（Kaguyama, Hirofumi） 助教：泌尿器科全般
林　泰樹（Hayashi,Taiki） 助教：泌尿器科全般
松田　香（Matsuda, Kaoru） 非常勤医師
青沼佳代（Aonuma, Kayo） 非常勤医師
飯田正弘（Iida, Mashiro） 実験助手

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：期間は 1 週間で，担当医師が指導する．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
電子カルテから収集し，検査内容や診断に至る手順を修得する．手術や検査を見学し，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する．
　系統講義：臨床に沿った講義を行う．
2-3．達成度
　実習期間は 1 週間で手術見学が中心である．担当症例を割り当て，内容の充実に努めている．大学病院の特質上，
良性疾患の占める割合が比較的多いが，泌尿器科領域の悪性腫瘍もカバーするようにクルズスを行っている．
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，熱意をもって学生教育の現場で臨
床の魅力を伝えるように努力する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床な基礎研究と新たな evidence を示すような臨床研究をおこなう．
3-2．研究プロジェクト

A：前立腺肥大症
Diode laser 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的研究

B：腎腫瘍
　1）腹腔鏡下無阻血腎部分切除術の臨床導入
　2）結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫（TSC-AML:tuberous sclerosis complex ?angiomyolipoma）に対する

エベロリムスの有用性
C：過活動膀胱 
　過活動膀胱患者に対する薬物療法
D：排尿機能
　排尿障害患者に対する尿流動態検査
E：尿路結石症における Dual Energy CT の有用性
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3-3．研究内容と達成度
A：前立腺肥大症に対する Diode laser を用いた経尿道的前立腺蒸散術については，出血量の低下など merit も多い

が，現在，保険適応になっていない．自費診療が問題なっており，手術実施に至っていないのが実情である．
B：腎腫瘍
1）腹腔鏡下無阻血腎部分切除術にていては，10数例の症例について実施しており，手術時間の短縮化が可能となり，

癌の根治性についても従来の阻血腎部分切除術と比較しても同等レベルであった．今後とも，この方法を進めて
ゆく方針である．

2）TSC-AML 患者 6 症例についてエベロリムスを投与しており，1 年以上投与している症例もある．エベロリムス
の腫瘍縮小効果を示したのは，約 60% であったが，縮小効果はないものの，てんかん発作の頻度の低下する症
例も認められた．基本的には初期投与量は 10mg であったが，重篤なアレルギー反応，口内炎，全身倦怠感な
どより中止に至った症例が半数にのぼり，継続して症例も 2.5mg ～ 5mg と減量している症例が殆どである．日
本人にあった適切な投与量や投与期間の確定が待たれる．

C：過活動膀胱に対する薬物療法として抗コリン剤とβ3アドレナリン受容体刺激剤（ミラベグロン）が使用される．
ミラベグロンは抗コリン剤に比較して，口内乾燥症や便秘などの有害事象が少なく，継続率が有意に長いことが
示され，過活動膀胱の薬物療法を考慮する上での有用な情報提供となった．

D：排尿機能：下部尿路症状を呈した排尿障害患者に尿流動態検査を行い，蓄尿排尿状態を客観的に評価している．
特に，性器脱を有し排尿障害を認める症例についても，尿流動態検査を施行してデータ集積中であるが，女性患
者の排尿障害の診断に役立つノモグラムの作成についても検討中である．

E：DECT は，尿路結石の成分（カルシウム含有結石や尿酸結石）が確認できることが有効であり，特に，単純Ｘ
線写真では確認できない尿酸結石の同定には有効である．その情報をもとに，適切な尿酸結石の溶解療法を開始，
経過観察する上での有用性を検討している．

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，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（排尿機能外来，前立腺精査外来）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や手術を
行っている．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

朝倉：排尿機能学会評議委員
　　　International Journal of Urology
　　　LUTS 
矢内原：International Journal of Urology
　　　　Internal Medicine
　　　　日本泌尿器科学会雑誌査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特になし

6．業績
6-1．著書・論文・学術発表

著書：欧文 0 編，和文 1 編，計 1 編
論文数：欧文 3 編，和文 1 編，計 4 編
学会発表数：国際 6，国内 12，計 18 回
著書
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①武田正之，横山修，後藤百万，本間之夫，朝倉博孝，山西友典，吉田正貴，柿崎秀宏，三井貴彦，井川靖彦，小
島祥敬，関戸哲利 . 過活動膀胱診療ガイドライン [ 第 2 版 ]　平成 27 年 3 月，リッチヒルメデイカル

論文
和文
②坂本博史，朝倉博孝

危機的出血に対する遺伝子組み換え活性型血液凝固第 VII 因子製剤の使用に関して . 泌尿器科外科 2015,28, 
303-306

英文
③ Hitoshi Yanaihara

Laparoscopic nephrectomy for atrophic kidney due to serious infection: A review of 15 cases. International 
Journal of Urology and Nephrology. 2014.08. 2（2）:048-051

④ Hiroshi Sakamoto, Kazuhiro Matsumoto, Mozomi Hayakaa, Takahiro Maeda, Atsuko Sato, Akiharu Ninomiya, 
Kiyoshi Mukai, So Nakamura
Preoperative parameters to predict incidental （T1a and T1b） prostate cancer. Can Urol Assoc J. 2014 Nov;8

（11-12）:E815-20. 
⑤ Hiroaka Asakura

Editorial Comment to Midurethral autologous fascial sling surgery with reconstrauction of the lower abdominal 
wall using the tensor fascia lata muscle flap for post-hemipelvectomy stress urinary incontinence. Int J Urol. 
2014 Sep;21（9）:952. 

学会発表
海外
⑥ Kohichiro.Ogihara,

Persistence with mirabegron in female patients with overactive bladder: A comparative study of mirabegron and 
antimuscarinics.  AUGS/IUGA 2014, July 22-26 2014, Washington DC

⑦ Hitoshi Yanaihara
Complete off-clamp zero ischemia partial nephrectomy without the exposure of renal artery under normal blood 
pressure: initial experiences revealed short operation time. World congress of endourology. 2014.09. Taipei

⑧ Hitoshi Yanaihara
Complete off-clamp zero ischemia partial nephrectomy without the exposure of renal artery under normal blood 
pressure: initial experiences revealed short operation time. World congress of endourology. 2014.09. Taipei

⑨ Kohichiro.Ogihara
Persistence with mirabegron in patients with overactive bladder: A comparative study of mirabegron and 
antimuscarinics. 44th Annual Meeting of the International Continence Society. 22-24 October, 2014. Rio De 
Janeiro, Brazil

⑩ Hitoshi Yanaihara, Kaguyama Hiroshi, Sakamoto Hiroshi, Hanashima Fuminari, Aonuma Kayo, Matsuda Kaori, 
Nakahira Youko, Asakura Hirotaka
Complete off-clamp Zero ischemia partial nephrectomy without the exposure of renal artery under normal blood 
pressure:  Initial experiences have revealed short operation time.
SIU. 2014.10. Glasgow, Scottland

【総数：論文 4 件，学会発表 18 件，著書 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　特になし
6-3．受賞
　特になし
6-4．特許・実用新案
　特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
　第 16 回埼玉老年泌尿器科研究会　平成 26 年 8 月 2 日　大宮，埼玉



泌尿器科

416

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（KATSUMOTO, 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
木村　友剛（KIMURA, Yugo）：助教
横佐古加奈子（YOKOSAKO, Kanako）：助教
八子恵子（YAGO, Keiko）：客員教授：小児眼科：斜視，弱視：眼形成：博士
村山耕一郎（MURAYAMA, Kouichirou）：客員教授：電気生理学，緑内障：博士
新家　眞（ARAIE, Makoto）：客員教授：博士
大木隆太郎（OHKI, Ryutarou） ：非常勤講師：糖尿病網膜症，ぶどう膜炎，涙道疾患
野寄　忍（NOYORI, Shinobu） ：非常勤講師：糖尿病網膜症
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
魵澤知子（EBISAWA, Tomoko）：：非常勤医師：岡村記念病院に出向中

2．教育
2-1．目的・目標

一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために，眼科の主要な疾患の病態，症候，診断に関
する基礎的な知識を習得する．
　具体的な目標：
（1）眼器官の局所解剖が具体的にイメージすることができ，生理機能について説明ができる．
（2）眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ，その病態を説明できる．
（3）主要疾患の原因，病態別の分類が列挙できる
（4）主要疾患の病態生理を理解し，説明できる．
（5）主要疾患の診断の手順，検査法の理解と診断における必要性を理解し，説明できる．
（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
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　眼科学（感覚器・視覚）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義
を担当した．4 年生に対しては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

（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．
　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，樺澤　，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）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　拓平，米谷　新，黒田　寛人（先端レーザー医学センター）
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（3）公益信託　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

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．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．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：100%

（2）（3）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：85％

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．
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　新）
　日本レーザー医学会　理事・監事（米谷　新）
　埼玉県眼科医会名誉顧問（米谷　新）
　手術談話会世話人（森　圭介）
　埼玉県眼科医会（森　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　圭介）
　Japanese journal of Ophthalmology（村山　耕一郎）
　Editorial Board Member, Journal of Ocular Biology, Diseases and Informatics（森　圭介）
　神経眼科（村山　耕一郎）
　JJO review（森　圭介）
　日本眼科学会雑誌査読（米谷　新）
　Documenta Ophthalmologica（村山　耕一郎）
　Jpn J Ophthalmol 査読（米谷　新）
　Invest Ophthalmol Vis Sci 査読（米谷　新）
　日本眼科学会雑誌（村山　耕一郎）
　日本眼科手術学会（板谷　政紀）
　Ophtalmology（庄司　拓平）
　Acta  ophtalmologica scandinavica（庄司　拓平）
　Ophthalmologica（庄司　拓平）
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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
　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．主な論文・学会発表

① TakuheiShoji, Masayuki Suzuki, Hiroto Kuroda, Masanori Hangai, Makoto Araie, （Shin Yoneya）：Correlation 
between Myopia, Glaucoma and Lamina Cribrosa Tilt Angle Using Broad Wavelength Laser Optical Coherence 
Tomography. 2014.05. Orland, FA, USA

②尾股秀和，上山数弘，庄司拓平：加齢黄斑変性に硝子体出血を併発した患者の視力予後と背景因子 . 『眼科臨床
紀要』. 2014.05. 7（5）:343-345　

③土橋　尊志，森圭介，堀江公仁子，井上聡，粟田卓也，（米谷新） : 網膜血管腫様増殖の表現型と HTRA1 遺伝子
との関係　第 118 回日本眼科学会総会 . 2014.04. 東京国際フォーラム・帝国ホテル

④榮木悠，上山数弘，板谷正紀，米谷新：14 歳女性に発症した網膜中心静脈閉鎖症の 1 例第 53 回日本網膜硝子
体学会総会・第 31 回日本眼循環学会　合同学会 . 2014.11.

⑤板谷 正紀：緑内障検査機器に関する新たな話題 . 週刊医事新報 週刊医事新報社 . 2014.12. 4729:112-117
⑥木村至，澤有吾，渡邉慧，海老原伸行：チューブシャント手術と線維柱帯切除術の術後 18 か月までの治療成績

の検討　第 38 回日本眼科手術学会 . 2015.01.
⑦庄司 拓平 , 黒田 寛人 , 鈴木 将之 , 伊吹 寿士 , 馬場 基芳 , 板谷 正紀 , 新家 眞 , 米谷 新：篩状板のブルッフ膜面に

対する傾斜角度と緑内障および近視との関連　第 118 回日本眼科学会総会 . 2014.04. 東京
⑧ Ueyama K, Mori K, （Shoji T）, Omata H, Gehlbach PL, Brough DE, Wei LL, Yoneya S.：

Ocular Localization and Transduction by Adenoviral Vectors Are Serotype-Dependent and Can Be Mo. 2014.09.
⑨加藤直子：角膜クロスリンキング . 特集　円錐角膜　眼科 金原出版 . 2014.10. 56（11）:1297-1305
⑩勝本武志・藤原悦子・庄司拓平・板谷正紀・米谷新その他：Schwartz 症候群による高眼圧のための自然復位し

たと思われた烈孔原性網膜剥離の 1 例　2014.11. 第 53 回日本網膜硝子体学会総会・第 31 回日本眼循環学会　
合同学会

6-2．獲得研究費
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　拓平，米谷　新，黒田　寛人（先端レーザー医学センター）

（3） 公益信託　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）

6-3．受賞
　該当せず
6-4．特許・実用新案
　当せず
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
　第 71 埼玉眼科講習会開催 2014 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，庄司先生を中心としたレーザーセンターにおける画像解析，板谷教授らの OCT アンギオグラフィー，
隅角画像解析などが開始したばかりであった．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，



421

眼　科

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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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：博士
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：博士
松田　帆（MATSUDA, Han）： 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
小松赳彦（KOMATSU, Takehiko）：助教：教育員：専門医員：研究員
関根達郎（SEKINE, Taturou）：助教：教育員：専門医員：研究員
沼倉　茜（NUMAKURA, Akane）：助教：教育員：専門医員：研究員
非常勤医師：吉川沙耶花：一般耳鼻咽喉科
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 , 
畠山未来（HATAKEYAMA,Miki）：難聴遺伝子相談
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
　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
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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
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恵まれた環境にある．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
6 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，アレルギー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
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咽喉科領域の異物症での学位をはじめ，顔面外傷，アレルギー性鼻炎と喘息の関連，深頸部感染症および鼻副鼻腔腫
瘍の画像診断に関する研究などが行われている．これらの研究成果は，常に国内外の学会へ積極的に報告が行われて
いて，次年度もそれを継続することになると思われる．外リンパ瘻診断技術をひろく臨床的に活用するため先進医療
新規申請へむけて準備を進めている．また外リンパ瘻診療ガイドラインの作成にも取り組み，国際的に広めていきた
い．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている． 
　当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍
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
ションシステムとハイビジョンモードの導入により，鼻，副鼻腔，耳の危険部位への操作，病変の正確な固定が容易
になり，内視鏡や顕微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
　日本鼻学会代議員
　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
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　日本聴覚医学会評議員
　（以上，池園哲郎）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　聴覚障害者向けに積極的に説明会を行った．
　『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上條篤：鼻炎・花粉症領域のアレルゲン免疫療法 . アレルギーの臨床 34（5）:25-29,2014.5
②中島正己，和田伊佐雄，加瀬康弘：睡眠時無呼吸症候群における体位変化による鼻腔開存性の検討：鼻腔通気度

測定法と音響鼻腔計測法を用いて . 口咽科 27（2）:147-152,2014.8
③池園哲郎：専門医に必要な検査 Up to date　内耳特異的蛋白による外リンパ瘻診断 . 日本耳鼻咽喉科学会 117
（8）:1154-1156 . 2014.8

④加瀬康弘：鼻副鼻腔手術で眼球運動障害が生じた！ . JOHNS 30（9）:1232-1234,2014.9
⑤杉﨑一樹，池園哲郎，新藤晋，松田帆，加瀬康弘：耳管通気後に発症した外リンパ瘻確実例 . 耳鼻咽喉科臨床

108（2）:95-100,2015.2
⑥新藤　晋 , 杉﨑一樹，池園哲郎 , 伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，松田帆，井上智恵，加瀬康弘： Video Head 

Impulse Test を用いた動的前庭代償の評価 . 第 115 回日本耳鼻咽喉科学会総会 2014.5
⑦中嶋正人 , 加瀬康弘：フィブリン糊や人工物を使用しない新しい鼓膜形成術と術後成績について（第 3 報）の手

技とその展開について . 第 115 回日本耳鼻咽喉科学会総会 2014.5
⑧ Mastuda H, Shindo S, Sugizaki K, Itoh A, Shibasaki O, Mizuno M, Inoue T, Kase Y, Ikezono T: Comparative study 

of monothermal cool caloric test and video head impulse test. The 7th Instructional workshop of European 
Academy of Otology and Neuro-Otology （Siena, Italy）2014.9

⑨井上智恵，上條　篤，松田　帆，関根達郎，松田　帆，加瀬康弘：蝶形骨洞の giant cell reparative granuloma 
の一例 . 第 53 回日本鼻学会（大阪） 2014. 9

⑩関根達郎，上條　篤，井上智恵，松田　帆，中島正己，加瀬康弘：内視鏡的にアプローチした巨大翼口蓋窩嚢胞
の一例 . 第 53 回日本鼻学会（大阪） 2014. 9

【総数：論文 16 件，学会発表 45 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　厚生労働省　2013 年度　分担研究者
2．前庭機能異常に関する調査研究　厚生労働省　2013 年度　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）
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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
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　Ａ 1　（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，2014.7.18，熊谷市
　第 35 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2014.11.21，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：代表指導教員（大学院）：神経耳科学：博士
　柴崎　修（SHIBAZAKI, Osamu）：講師：診療副部長：指導教員（大学院）：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士
　水野正浩（MIZUNO, Masahiro）：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
　新藤　晋（SHINDOH, Susumu）：講師（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士
　杉﨑一樹（SUGIZAKI, Kazuki）：助教（耳鼻咽喉科兼任）
　三島陽人（MISHIMA, Haruto）：非常勤講師：博士
　加藤晴弘（KATO, Haruhiro） ：非常勤講師
　島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko） ：非常勤医員
　仲田拡人（NAKADA, Hiroto）：非常勤講師
　金　永順（KIM, Young Soon）：非常勤講師：博士
　吉岡克己（YOSHIOKA, Katsumi）： 非常勤講師
　三浦　眞（MIURA, Makoto）：非常勤医員：博士
　平岩　文（HIRAIWA, Fumi） ：非常勤医員：博士

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 27 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
6 月 04 日 4 学年 聴覚検査法 (1) 中耳・内耳・聴覚伝導路 柴崎　修
6 月 04 日 4 学年 聴覚検査法 (2) 難聴の診断 柴崎　修
6 月 06 日 4 学年 平衡機能 (1) 機能検査 伊藤彰紀
6 月 06 日 4 学年 平衡機能 (2) めまいの診断 伊藤彰紀
8 月 26 日 6 学年 耳鳴・難聴 伊藤彰紀
11 月 13 日 6 学年 神経耳科学 水野正浩
11 月 17 日 6 学年 救急、めまい 水野正浩
12 月 17 日 6 学年 必須の症候と疾患、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．
大学院教育：現在該当なし

2-3．達成度



耳鼻咽喉科（神経耳科）

428

　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 6 時間，6 年生の授業を 4 時間担当した．授業内容について，毎年修正・更新し，出
来るだけ学生の理解を深めるための努力を行った．5 年生の BSL についても，5 年生全員を対象とし，耳鼻咽喉科の
BSL の一環として，月曜日の午後に神経耳科領域を担当し，指導を行った．
　卒後教育：神経耳科において，特にめまいの臨床についての研修を希望した，前期および後期研修医について，そ
れぞれ個別の指導を行った．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，8）vHIT（video 
head impulse test）の臨床応用などであり，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 26 年度
の診療実績は以下の通りである．外来新来患者数 2,616 名，再来患者数 4,900 名，入院患者数 85 名．外来新来患者
のうち，めまい疾患 1,294 名，聴覚疾患 1,897 名，顔面神経疾患 150 名，その他 116 名であった（重複あり）．入
院患者の内訳はめまい疾患10名，聴覚疾患40名，顔面神経疾患31名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，
重度の顔面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．また，難治性めまいに対
する鼓室 GM 注入療法や，頭位性めまいに対する理学療法においても良好な治療成績であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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　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
　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 誌編集担当理事（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代議員（伊藤彰紀）
　学校法人埼玉医科大学評議員（伊藤彰紀）

6．業績
6-1．論文・学会発表

①伊藤彰紀，柴崎　修：めまい発作（耳鼻科的対応）Medical Practice 2014 臨時増刊号 , vol.31: pp. 11-13, 2014
②伊藤彰紀，柴崎　修：めまいを伴う急性感音難聴の症例．Ⅲ度の眼振を認める．突発性難聴か？メニエール病か？

JOHNS 30（9）: 1165-1168, 2014
③伊藤彰紀，柴崎　修：多様化する高齢者のめまい高齢者のめまいの眼振所見の特徴 -ENG 検査を含めて -MB ENT 

176: 9-16, 2015
④伊藤彰紀：特別講演，めまいの検査・診断・治療 -Update- 北多摩耳鼻咽喉科医会学術講演会，2014, 4, 23，東

京
⑤柴崎　修，杉崎一樹，新藤　晋，水野正浩，伊藤彰紀：突発性難聴難治例に対するステロイド鼓室内治療成績．

第 115 回日本耳鼻咽喉科学会， 2014,5,14-17, 福岡市
⑥新藤　晋，杉崎一樹，池園哲郎，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，井上智恵，加瀨康弘：video Head Impulse 

Test を用いた動的前庭代償の評価．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会， 2014,5,14-17, 福岡市
⑦杉崎一樹，新藤　晋，池園哲郎，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，井上智恵，加瀨康弘：video Head Impulse 

Test を用いた網羅的前庭機能評価の試み．第 115 回日本耳鼻咽喉科学会， 2014,5,14-17, 福岡市
⑧伊藤彰紀：招待講義，眼振の記録と解釈．第 31 回日本めまい平衡医学会医師講習会， 2014. 7. 10-12，秋田市
⑨伊藤彰紀：特別講演，実地臨床に役立つめまい診療のポイント . 第 11 回埼玉県内科医会・埼玉県総合内科専門

医会合同カンファレンス，2014. 7. 12，さいたま市
⑩伊藤彰紀：特別講演，めまいの新しい検査方法についてー vHIT を中心にー第 5 回大阪めまいフォーラム，

2014, 10, 25，大阪
【総数：論文 （原著 , 著書 , 総説）5 件，学会発表 11 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

第 33 回東京 - 埼玉神経耳科研究会，2015,1,24，東京都（担当世話人：伊藤彰紀）
第 14 回埼玉県めまい・難聴研究会，2015,2,12，さいたま市（代表世話人：伊藤彰紀）

7．自己点検・評価
　神経耳科という特徴のある診療内容を担当し，診断・治療に関する研究を進めることについては，少数の教室員で
可能な限りの努力を行い，一定の成果を達成したと考える．
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1．22）産科・婦人科

1．構成員
石原　理（ISHIHARA, Osamu）：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：代表指導教員（大学院）：不妊症治療学：
　　　　　　　　　　　　　     生殖内分泌学：博士
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
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）：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・専門医員・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・専門医員・研究員
神垣多希（KAMIGAKI, 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
平林絵里子（HIRABAYASHI, Eriko）: 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
千葉敏雄（CHIBA, Toshio）：非常勤講師：博士
栗崎智美（KURISAKI, Tomomi）：非常勤講師：博士
柴﨑淳夫（SHIBAZAKI, Atsuo）：非常勤医員
伊藤百合子（ITO, Yuriko）：非常勤医員：博士
田谷順子（TAYA, Junko）：助教：修士
近藤弘康（KONDO, Hiroyasu）：実験助手
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シャミマスルタナ（SHAMIMA, S）：大学院 2 年生
タニャラトワングワナノワナ（THANYARAT, W）：Visting fellow

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
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討（佐藤 , 三木 , 板倉）
i）卵巣明細胞腺癌における , 予後推定を目的とした後方視的解析（鈴木裕（院）埼玉医科大学国際医療センター病

理診断科と連携）　
j）絨毛外絨毛細胞によるらせん動脈リモデリングにおけるマイクロ RNA の機能解析（田丸（院）埼玉医科大学ゲ

ノム医学研究センター　ゲノム科学部門との共同研究）
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））
m）妊娠初期コンバインド検査に関する妊婦の意識調査の研究（亀井 , 多施設研究者による共同研究 , 主任研究者）

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 .
i）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 . 今後は , 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 .

j）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 .

ｋ）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
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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

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

科学研究費委員会専門委員，日本産科婦人科学会代議員，同ガイドライン―産科編集員会委員，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 , 日本超音波医学会平成 26,27 年度編集員会
査読委員及び菊池賞・伊藤賞（論文賞）審査委員，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, Araki R, Kuwahara A, Itakura A, Saito H, Adamson GD. 
Impact of frozen-thawed single-blastocyst transfer on maternal and neonatal outcome: an analysis of 277,042 
single-embryo transfer cycles from 2008 to 2010 in Japan. 
Fertil Steril. 101（1）: 128-33, 2014

② Kajihara T, Tanaka K, Oguro T, Tochigi H, Prechapanich J, Uchino S, Itakura A, Su?urovi? S, Murakami K, Brosens 
JJ, Ishihara O. 
Androgens modulate the morphological characteristics of human endometrial stromal cells decidualized in vitro. 
Reprod Sci. 21（3）: 372-80, 2014

③ Tamaru S, Mizuno Y, Kajihara T, Okazaki Y, Kamei Y, Ishihara O, Itakura A 
MicroRNA dependent CXCL12 expression under hypoxia controls invasion of extravillous trophoblast derived 
HTR-8/SVNEO cells. 
IFPA EPG 2014（Paris） 2014.9.9-12

④ Nakagami H, Kajihara T, Kamei Y, Ishihara O, Kayano H, Sasaki A, Itakura A. 
Amniotic components in the uterine vasculature and their role in amniotic fluid embolism. 
J Obstet Gynaecol Res. 2014 Dec 16. doi: 10.1111/jog.12650. [Epub ahead of print]

⑤ Minatoguchi M, Itakura A, Takagi E, Nishibayashi M, Kikuchi M, Ishihara O 
Takotsubo cardiomyopathy after cesarean: A case report and published work review of pregnancy-related cases. 
J Obstet Gynaecol Res. 40（6）: 1534-9, 2014

⑥亀井良政
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NT を含む妊娠初期のソフトマーカー
周産期医学 43（増刊）: 176-183, 2013

⑦岡垣竜吾
これからの女性骨盤底医学教育
日本女性骨盤底医学会誌 : 11（1）:5-9, 2014

⑧木村真智子，難波 聡，三木明徳，岡垣竜吾，亀井良政，石原 理 
研修医ならびに医学生のアンケート調査から見た若手産婦人科医師獲得に向けた戦略 
第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会（東京） 2014.4.18-20

⑨新澤 麗，三木明徳，難波 聡，鈴木元晴，亀井良政，石原 理，板倉敦夫 
当科で経験した精神疾患合併妊娠の母体・新生児予後と地域医療における役割分担について
埼玉産科婦人科学会雑誌 44（2）: 154-8, 2014

⑩瀬戸さち恵，岡垣竜吾，鈴木元晴，菊地真理子，三木明徳，荒木隆一郎，板倉敦夫，石原 理 産科異常出血例に
おける凝固異常の発生 日本産婦人科・新生児血液学会誌 23（2）:81-8,2014

（平成 26 年 1 月～ 12 月の件数）
【総数：論文・著書 67 件 , 学会発表 55 件 , 講演 53 件】
6-2．獲得研究費

平成 26 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 26 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）） 
絨毛外絨毛細胞によるらせん動脈リモデリングにおける miR-210 の機能の検討（平成 24-26 年度）
研究代表者 順天堂大学教授　板倉敦夫 
研究分担者 埼玉医科大学准教授　梶原　健

平成 26 年度学内グラント
子宮内膜機能異常関連疾患に関する基礎的研究とその臨床応用 
受賞者 埼玉医科大学准教授　梶原　健

平成 26 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
瀬戸さち恵 
第 128 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会 優秀演題賞 2014.10.25-26 

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
第 16 回ゆずの木周産期病診連携セミナー　2014.7.7　グランドホテル WIN

テーマ「「産科医療における超音波診断の応用を考える ～分娩進行度の客観的評価と胎児奇形症候群の診断～」
代表世話人　亀井良政

さんしゅう会　2014.8.20　二葉楼
第 59 回日本生殖医学会学術講演会・総会　2014.12.4-5　京王プラザホテル

テーマ「これからの生殖医療と家族のかたち」
会長　石原　理

第 59 回日本生殖医学会学術講演会・総会　市民公開講座　2014.12.7　ラフレさいたま
テーマ「はたらきウーマンのライフプラン」
会長　石原　理

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
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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
佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：准教授：指導教員（大学院）：歯周病：博士：助教

　福島洋介（FUKUSHIMA, Yosuke）：助教
　榎木祐一郎（Enoki, Yuichiro）：助教
　大久保正彦（Okubo, Masahiko）：助教
　中岡千恵里（Nakaoka , Chieri）：助教
［非常勤講師］坂田康彰（SAKATA, Yasuaki），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），野島淳也（NOJIMA, Junya）

［非常勤医員］栗橋建夫（KURIHASHI, Tateo），田口茂和（TAGUCHI, Shigekazu），古株彰一郎（KOKABU, Syoichiro）

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

佐藤毅　埼玉医科大学学生アドバイザー
依田哲也　顎骨の外傷　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　2014 年 6 月
都丸泰寿　咀嚼と嚥下の解剖と生理　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　2014 年 6 月
佐藤毅　口腔領域の腫瘍　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　2014 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　2014 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　2014 年 6 月
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　2014 年 6 月
佐藤毅　顎骨の骨折　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　2014 年 6 月
榎木祐一郎　人体の構造と機能Ⅳ　横浜市病院協会看護専門学校　2014 年 6 月
依田哲也　顎関節の特徴と顎関節症　広島大学歯学部 4 年生　特別講義　2014 年 7 月
依田哲也　手術指導（病名：咀嚼筋腱・腱膜過形成症）静岡市立静岡病院　2014 年 7 月
福島洋介　病態と治療Ⅳ（口腔疾患）　毛呂看護学校第 2 学科 1 年生学生講義　2014 年 10 月
福島洋介　病態と治療Ⅳ（口腔疾患）　毛呂看護学校第 2 学科 1 年生学生講義　2014 年 11 月
佐藤毅　歯科口腔外科疾患　埼玉医科大学研修医ランチョンセミナー　2014 年 11 月　
依田哲也　咀嚼筋腱・腱膜過形成症の手術療法と最近の知見　長崎大学　学生講義，セミナー 2014 年 11 月
福島洋介　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　2014 年 11 月
福島洋介　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　2014 年月

　卒後教育
　・佐藤毅　歯科口腔外科疾患　研修医ランチョンセミナー　平成 25 年 10 月
　・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
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　卒前教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
　卒後教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
　大学院教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育

医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ち将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授
業を工夫する．

　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 30％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．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　依田哲也：埼玉地方裁判所専門委員（非常勤国家公務員），外保連処置委員会委員，社会保険委員会副委員長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

依田哲也：口腔病学会評議員，日本顎関節学会評議員，日本口腔外科学会評議員，日本顎関節外傷学会評議員，日
本口腔粘膜学会評議員，日本顎顔面インプラント学会評議員，国際口腔外科学会雑誌専門査読委員（Int.Ass.OMS）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・2 ヵ月毎に医局新聞を発行し，紹介患者の報告書に同封することで医局の情報を連携医療施設に提供．
・依田哲也　口腔外科教授に聞く小外科手術手技と顎関節症　A.D.R.G. 特別例会　2014 年 9 月
・依田哲也　新しい顎関節症の病態診断とガイドラインから見た最近の治療動向　教育講演　日本大学歯学部　

2014 年 10 月
・依田哲也　榎木祐一郎　歯科治療に必須全身リスク診断と対応について　鹿児島県歯科医師会・鹿児島市歯科医

師会合同医療安全研修会講演　鹿児島県歯科医師会館　2015 年 1 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. 2014; 43: 113-119

②Kokabu 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. 
Letters. 2014, in press

③ Enoki Y, Sato T, Yumoto M, Ikami E, Kitamura T, Hayashi N, Nakaoka C, Okubo M, Sano Y, Fukushima Y, Kokabu 
S, Yoda T. Vascular endothelial cells inhibit osteoclast differentiation via not osteoprotegerin but netrin-4. Oral 
Science in Japan 2014

④福島 洋介 , 大久保 正彦 , 中岡 千恵里 , 佐野 良恵 , 榎木 祐一郎 , 佐藤 毅 , 坂田 康彰 , 依田 哲也：創傷治癒遅延の
要因としてメトトレキサートと長期間のステロイド薬内服が考えられた口蓋部筋上皮腫の 1 例．有病者歯科医
療　23 巻 2 号 Page74-79（2014.08）

⑤榎木祐一郎　佐藤毅　林直樹　北村智久　大久保正彦　古株彰一郎　福島洋介　新村昌弘　依田哲也　Netrin4
を介した血管内皮細胞による新たな骨代謝調節機構と骨粗鬆症に対する臨床応用　第 68 回日本口腔科学会学術
集会　東京　2014 年 5 月

⑥林直樹　佐藤毅　古株彰一郎　榎木祐一郎　大久保正彦　小宮山雄介　大庭伸介　川上哲司　桐田忠昭　依田哲
也　咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明のための腱細胞に対するエストロゲンおよびβ -crystallin　A4 の機能
解析　第 27 回日本顎関節学会総会・学術大会　九州　2014 年 7 月

⑦佐藤毅　榎木祐一郎　大久保正彦　古株彰一郎　臼井通彦　竹田秀　依田哲也　血管内皮細胞より産生される
netrin-4 は破骨細胞分化を抑制し骨粗鬆症の発症を予防する　第 32 回日本骨代謝学会学術集会　大阪　2014
年 7 月

⑧福島洋介　伊神英治　北村智久　林直樹　大久保正彦　中岡千恵里　榎木祐一郎　佐藤毅　依田哲也　筋突起部
に発症した巨大な ossifying lipoma の 1 例　第 59 回日本口腔外科学会総会・学術大会　幕張　2014 年 10 月

⑨榎木祐一郎　佐藤毅　湯本愛実　北村智久　林直樹　中岡千恵里　大久保正彦　福島洋介　依田哲也　血管内皮
細胞由来 Netrin-4 による骨代謝調節と骨粗鬆症への臨床応用の可能性　第 59 回日本口腔外科学会総会・学術大
会　幕張　2014 年 10 月

⑩北村智久　佐藤毅　福島洋介　伊神英治　中岡千恵里　榎木祐一郎　依田哲也　後天性血友病 A に起因した抜
歯後出血の 1 例　第 24 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　旭川　2015 年 3 月

【総数：論文 4 件，学会発表 14 件】
6-2．獲得研究費
【2012 ～ 2015 年度】
○依田哲也（代表）,　佐藤毅（分担）,　坂田康彰（分担）,　千田大（分担）,　他　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」
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【2013 年～ 2015 年度】
○佐藤毅（代表）　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」
【2014 ～ 2015 年度】
○福島洋介（代表）　 学術研究助成基金助成金　基盤研究（B）「心因性味覚障害の分子基盤」
○佐藤毅（代表）　 学術研究助成基金助成金　挑戦的萌芽研究「骨芽細胞および造血幹細胞の活性化による放射線

性骨壊死の治療法の開発」
【2014 ～ 2016 年度】
○古株彰一郎（代表）　 学術研究助成基金助成金　基盤研究（B）「TLE3 に着目した新規骨再生療法の分子基礎形成」
○佐藤毅（代表）　科学研究費補助金 / 学術研究助成基金助成金　基盤研究（B）「高次再生医療・骨減少症治療へ

の応用を目指した神経 - 血管 - 骨ネットワークの分子基盤」
6-3．受賞

・佐藤毅：学会賞学術奨励賞 
日本顎関節学会雑誌掲載論文にみる顎関節症治療成績評価基準に関する調査　第 27 回日本顎関節学会総会・学
術大会　九州　2014 年 7 月

・林直樹：ポスター賞
咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明のための腱細胞に対するエストロゲンおよびβ -crystallin　A4 の機能解析
　第 27 回日本顎関節学会総会・学術大会　九州　2014 年 7 月

・榎木祐一郎：ポスター賞
血管内皮細胞由来Netrin-4による骨代謝調節と骨粗鬆症への臨床応用の可能性　第59回日本口腔外科学会総会・
学術大会　幕張　2014 年 10 月

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

7．自己点検・評価
　今年度は現在の体制となって 6 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 3 つの賞を受賞することができた．また生化学・分子生物学的実験設備の研究基盤が概ね整い，ゲノム医学研
究センター，中央研究施設，国立国際医療センター研究所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾大学医学部腎臓内分
泌代謝内科内分泌代謝ネットワーク医学講座，東京女子医科大学先端生命医科学研究所，昭和大学歯学部・歯周病学
講座との連携も順調に進んだ．
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1．24）リハビリテーション科

1．構成員
　間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） 教授：運営責任者：診療科長，教育主任：指導教員（大学院）：脳卒中，インスリン
　　　　　　　　　　　　　　  抵抗性：博士
　倉林　均 （KURABAYASHI, Hitoshi） 教授：研究主任：代表指導教員（大学院）：動脈硬化，血栓症，温泉医学：博士
　知念亜紀子 （CHINEN, Akiko） 助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：博士
　前田恭子 （MAEDA, Kyoko） 助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：修士
　鈴木英二 （SUZUKI, Eiji） 非常勤准教授：嚥下リハビリテーション：博士
　鈴木郁子 （SUZUKI, Ikuko） 非常勤医師：小児リハビリテーション：修士
　理学療法士 22 人，作業療法士 13 人，言語聴覚士 3 人

2．教育
2-1．目的・目標
　リハビリテーションの理念の理解を講義と臨床で実践することを目的とする
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育
　3 年生に対し講義を 3 回，4 年生に対し講義を 6 回，5 年生に対しては 1 週間の BSL，6 年生に対しては講義を 3
回行った．リハビリテーション医学の講義は主に 4 年次に「皮膚・運動器」のユニットでなされた（間嶋）．3 年生
と 4 年生の講義の一部は，統合力リキュラムの中の「循環器」「診療の基本」「神経」の各ユニット内で講義された（間
嶋，倉林，牧田（国際医療センター））．BSL は 1 週間の見学型で行っている（間嶋，倉林，知念，前田 , 牧田・内田（国
際医療センター））．
2-2-2．卒後教育
　初期研修医 3 名に対して 1-4 週間の期間でリハビリテーション医学の研修指導を行った（間嶋，倉林）．
2-2-3．大学院教育
　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．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
3-2-3．動脈硬化における血管内皮，血小板，サイトカインの関与に関する研究（倉林）
3-2-4．温泉医学研究（倉林）
3-3-5．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念 , 前田 , 鈴木英）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
　予備的検討の結果は日本リハビリテーション医学会で報告した．平成 26 年度末で検討患者は 200 例以上に達し
た . 達成度は 30%．
3-3-2．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
　血液透析を必要とした慢性腎不全を合併するリハ適応患者のリハシステム構築の前提として，その転帰とそれに影
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響する因子を検討した．約 20% は在宅復帰を果たした．この結果は日本リハビリテーション医学会等で発表した .
3-3-3．動脈硬化における血管内皮，単球・血小板活性化の関与に関する研究（倉林）
　動脈硬化進展における血小板活性化，さらに運動療法における血小板・凝固線溶・血管内皮の機能の解析を行い，
運動療法による動脈硬化抑制や脳梗塞二次予防の可能性を探求し，抗血栓作用の観点から脳梗塞に好適な運動療法プ
ログラムを開発している．本課題は平成 16-17 年度に文科省科研費，平成 18 年度は学内グラント，平成 20-22 年，
平成 23-25 年，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 26 年度は，前年度までに行った環境省請負事業
の研究結果を解析し，温泉禁忌・適応症の見直し，飲泉・足浴の適応症・禁忌症の検討，入浴事故の解析とリスク管
理を行い，その要旨を環境省の温泉経営管理研修会で解説し，科学的証拠に基づいた温泉療法の解析については国際
温泉医学会 ISMH で報告した．次年度は，第 80 回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会を主催し，厚労省科研費

（平成 15-16 年度），環境省委託事業（平成 19-25 年度）などにより蓄積された研究成果を報告する．研究達成度は
90％であった．
3-3-5．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念，前田，鈴木英）
　誤嚥性肺炎の発症に重要である気管支排出機能を肺シングラフィーで評価することを試みている．日本摂食・嚥下
リハビリテーション学会で成果を発表した．また，嚥下圧測定検査については，その測定機器の開発に取り組んでい
る．達成度は 70％である．
3-4．自己評価と次年度計画
　間嶋：3-2-1, 3-2-2 については，今後症例を増やし , その結果を来年度開催予定の日本リハビリテーション医学，
国際リハビリテーション医学会で発表予定である .
　倉林：3-3-3 については，症例数を増やし，さらに検討を重ねていく．
　倉林：3-3-4 については，科学的証拠の観点から環境省の定めた温泉禁忌・適応症の改訂作業に提言をしていく．
　知念：3-2-5 については，次年度は更に症例数を増やすとともに，嚥下障害患者への治療介入効果についても検討
する．また，嚥下圧測定検査を継続し，嚥下障害の病態解明，治療に役立てる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　特定機能病院のリハ科として，1） 急性期一回復期前半に特化した集中的・包括的リハビリテーション，そして在
宅復帰，2） 動脈硬化性疾患の一次・二次予防への積極的介入，3） 先端医療とのドッキング，国際医療センターとの
連携，を目標としてリハ診療を行い，達成度は約 80％であった．今後は 1） 急性期～回復期前半に特化し，在宅復
帰を目標とした脳卒中の包括的リハ，2） 脳卒中・心筋梗塞の二次予防を目標とした維持期～回復期での包括的リハ，
3） 神経の変性疾患，慢性閉塞性呼吸器疾患の包括的リハ，4） 先端治療や高度医療を受けた人々の包括的リハ，を目
指していく．

5．その他．
5-1．自治体，政府関連委員
　環境省からの委託事業：温泉経営者管理指導講習会講師（倉林）．埼玉県庁からの委嘱業務：温泉の禁忌症，適応
症及び入浴上の注意に係る医学的判定（倉林）．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　埼玉県リハビリテーション医会副会長（間嶋），日本温泉気候物理医学会副理事長（倉林），日本医学雑誌編集
会議委員（倉林），日本医学会連絡委員（倉林），Neurocase 査読員（倉林），Dysphagia 査読員（倉林），World J 
Psychiatry 査読員（倉林）．
5-3．その他
　集団スポーツ運動療法を土曜日午後開催（埼玉医科大学病院リハビリ訓練室）．
　野外心臓リハビリテーション（2014.6，武蔵丘陵森林公園）を開催．

6．業績目録
6-1．論文・学会発表

① Kurabayashi H: A summary of the hemostatic reactions after the bathing in hot hot-spring. World Congress of 
International Society of Medical Hydrology and Climatology 39: 66, 2014.
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② Komuro A, Kurabayashi H, Sasaki Y, Sugiura T, Hishinuma A, Majima M: Clinical improvements in higher brain 
function and functional recovery in a case of cerebellar hemorrhage treated by neurocognitive rehabilitation. 
Neurocase 20: 360-362, 2014

③間嶋 満 , 前田 恭子 , 倉林 均 , 菱沼 亜紀子：脳梗塞発症後に発見された耐糖能障害が，回復期前半でのリハビリ
テーションの帰結に及ぼす影響．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 51: S358, 2014

④間嶋 満 , 前田 恭子 , 倉林 均 , 菱沼 亜紀子：脳卒中患者におけるインスリン抵抗性と骨質劣化との関連（第 1 報）． 
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 51: S358, 2014

⑤間嶋 満 , 前田 恭子 , 倉林 均 , 知念 亜紀子：当科入院患者の年齢が，機能的帰結，社会的帰結に及ぼす影響．埼
玉県医学会雑誌 49（1）: 40, 2014

⑥間嶋 満 , 前田 恭子 , 倉林 均 , 知念 亜紀子：骨密度は正常域であったが骨質の劣化が示唆された，インスリン抵
抗性を有する脳出血患者の 1 例．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 51（7）, 463, 2014

⑦倉林 均：抗凝固・抗血小板とアンチエイジング．動脈硬化巣における血小板の活性化－エイジングとの関連に
ついて－．Anti-aging Science 6（2）: 108-113, 2014

⑧前田 恭子 , 間嶋 満 , 倉林 均 , 知念 亜紀子：抗てんかん薬による低 Na 血症が意識障害を遷延させた 1 例． 
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 52（2）: 145, 2015

⑨前田 恭子 , 菱沼 亜紀子 , 倉林 均 , 間嶋 満：廃用症候群に対する 4 週間の包括的リハビリテーションの効果に関
する予備的検討．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 51: S487, 2014

⑩高田 有紀，間嶋 満 , 前田 恭子 , 倉林 均：特発性正常圧水頭症に対する腰椎腹腔短絡術後短期でのリハビリテー
ション施行の経過．埼玉県医学会雑誌 52: 92, 2015

【総数：論文 3 件，学会発表 32 件】
6-2．研究費
　科研費：倉林均：基盤研究（C）：運動療法がアポトーシスやアディポカインを介して脳梗塞再発を抑制する機序
の解析（360 万円）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会開催

1） 第 15 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大　2014 年 4 月）を主催．
2） 第 1 回埼玉医科大学病院群リハビリテーション科研究会（埼玉医大　2015 年 1 月）を主催．

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても，目標はほぼ達成された．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である脳卒中に加えて廃用症候群や悪性疾患も加わり，当科での診療体制の
変化が余儀なくされている．
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1．25）麻酔科

1．構成員
長坂　浩（NAGASAKA,Hiroshi）：教授：運営責任者：診療科長：指導教員（大学院）博士
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）：教授：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
中山英人（NAKAYAMA,Hideto）：教授：教育主任：指導教員（大学院）：臨床麻酔：博士
井手康雄（IDE,Yasuo）：教授：診療副科長：指導教員（大学院）：臨床麻酔：博士
水上　智 （MIZUKAMI, Satoshi）：准教授：教育副主任：指導教員（大学院）：臨床麻酔，麻酔と循環，術前評価：

　　　　　　　　　　　　　　　　博士
前山昭彦（MAEYAMA,Akihiko）：准教授：研究副主任：研修医長：大学院教員：臨床麻酔：博士
竹内梨紗 （TAKEUCHI, Risa）：講師：病棟医長：歯学博士
西澤秀哉（NISHIZAWA,Syuya）：講師：外来医長：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（～ 12 月末）
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 5 名 ,　客員准教授 3 名 ,　客員講師 2 名 ,　非常勤講師 11 名 ,　非常勤医員 21 名 ,　　計 56 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）麻酔と脳循環・脳代謝・・・中山英人 ,（2）酸・塩基平衡，電解質，輸液・・・宮尾秀樹（総セ）,（3）全身
麻酔と吸入麻酔薬・・・前山昭彦 ,（4）重篤な麻酔合併症・・・井手康雄，（5）静脈麻酔法と静脈麻酔薬，筋弛緩薬・・・
長坂　浩 ,（6）局所麻酔薬，硬膜外麻酔，脊椎麻酔，神経ブロック・・・土井克史 ,（7）吸入麻酔法，気管挿管，麻酔器，
モニタ－・・・岩瀬良範 ,（8）循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・北村　晶（国セ）,（9）痛みの生理と薬理，
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　裕（国セ）,（11）小児
麻酔・・・水上　智 ,（12）産科麻酔・・・照井克生（総セ）,（13）術後疼痛管理とタ - ミナルケア・・・川崎　潤

（総セ）　
5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL5 日間のうち火，水，木曜日は大学病院と国際医療センターに 2 名ずつに分

かれて実習を行った（総合医療センターでは2－3名を別個に分担）．実習5日間の内に各自数例の麻酔症例を担当し，
そのうちの 1 例についてレポートを作成させた．月・・・症例検討会，オリエンテーションと麻酔科学概論，挿管実習，
救急蘇生など（水上 , 土井，岩瀬），（中村）；火・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）；水・・・症例検討会，
臨床麻酔実習（全指導医），；木・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）；金・・・症例検討会，ペインクリニッ
ク実習（東，伊藤），レポート作成・実習総括（松本，土井）．

6 年生
（1）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　裕（国セ）,（3）麻酔各

論 / 局所麻酔・・・有山　淳（国セ）,（4）心肺蘇生術・・・小山　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．
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大学院教育・・・大学院生なし．
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．
（7）慢性疼痛に対する種々の治療法の有効性の比較（東　俊晴，伊藤大真）：透視下ブロックやオピオイドの有効

性について検討している．
（8）エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）：局所麻酔法としての神経ブロックをエコーガイド下に施

行することによって，より安全確実な方法を検討している．
3-4．自己評価と次年度計画

臨床，教育とのバランスをとりながら実行して行く上では臨床研究を主体にしているが，それぞれ基礎医学の各教
室とも連携して基礎医学的研究もよく行えた．また悪性高熱症の臨床・研究の拠点大学として独自にCICR診断を行っ
ている．次年度は前述のさまざまな研究内容をいっそう拡充し着実に進展させる予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
臨床麻酔部門では中央手術室および放射線室，内視鏡室での各科手術や検査の全身麻酔，硬膜外麻酔，腰椎麻酔，

伝達麻酔を担当している．当病院では夜間緊急手術が多いので，可能な限り 2 名以上の麻酔科医（うち 1 名は標榜
医以上）による当直体制で 24 時間診療に臨んでいる．麻酔管理症例数は 26 年度，4,589 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 3,377 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・・・該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員など・・・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）菊地・・・悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）
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6．業績
6-1．論文・学会発表（代表論文と発表）
（1）長坂　浩，フェンタニルによる BIS 値上昇に及ぼす年齢の影響

日本麻酔科学会第 61 回学術集会（横浜）2014.5
（2）堀越雄太，亜酸化窒素 - セボフルラン麻酔下フェンタニル静脈内投与前後の BIS 値に及ぼす性差の影響

日本麻酔科学会第 61 回学術集会（横浜）2014.5
（3）前山昭彦，CKD 最重症群はスガマデクスを用いたロクロニウムからの筋弛緩回復時間が延長する

日本麻酔科学会第 61 回学術集会（横浜）2014.5
（4）Akihiko Maeyam， Prolonged recovey time from muscle relaxation due to rocuronium in patients with severe 

chronic renal disease using sugammadex.
Euroanaesthesia2014（STOCKHOLM,SWEDEN） 2014.5

（5）西澤秀哉，デスフルラン吸入による全身麻酔の導入は可能か？
第 11 回麻酔科学サマ－セミナ－（沖縄）2014.6

（6）西澤秀哉，デスフルランを用いて管理した多発性硬化症患者の麻酔経験
第 42 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会（新潟）2014.10

（7）中村智奈，抜管後に発症した気管支炎喘息発作による右上葉無気肺の 1 症例
日本臨床麻酔学会第 34 回大会（東京）2014.11

（8）星岩瀬良範，デ－タベ－スソフトを用いた麻酔科学史書の翻訳支援システムの構築　第 32 回日本麻酔・集中
治療テクノロジ - 学会（京都）2014.12

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
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：救急科専門医・指導医，
　　　　　　　　　　　　　 外科専門医
松木盛行（MATSUKI, Moriyuki）：准教授：：腫瘍外科：救急科専門医，外科専門医
兒玉圭司（KODAMA, Keiji）：講師（副診療科長，研究副主任）：腫瘍内科： 
中谷宣章（NAKAYA, Nobuaki）：講師（教育副主任）：救急医学：救急科専門医

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，迅速で正確な診断・トリアージ，初期治療を行い，患者の全人的な問
題を的確に把握して当該科の専門診療に引き継ぐ臨床能力の育成を主眼とする．
2-2．教育内容（芳賀，松木，兒玉，中谷）

①ＥＲにお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（研修医，看護師）．
②救急医療概論のほか，外傷，ショックなどの病態論，災害医療，さらに基礎統計学などに関する講義（研修医，

看護師）．
③スキルスラボにおける Off-job training としての内視鏡（大腸，胃・十二指腸，気管支），中心静脈穿刺，橈骨動

脈穿刺，腰椎穿刺，気管挿管の修練（研修医）
④外傷の初期診断と縫合・創処置，骨折・脱臼の治療（研修医）

2-3．達成度
　患者数が多く疾患の種類が多様で，初期臨床研修には適した環境であるといえる．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ていると考える．医局内のセミ
ナー，講義などの off-the-job training はスタッフ医師の増加に伴い回数が増えつつあるが，いまだ定期開催には至ら
ない．
　次年度もスタッフの増員を図り，よりきめの細かい教育，指導を行って医療技術の伝達を第一に考えてゆく．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．
　Off-the-job training の一環である蘇生法の講習（BLS，ICLS など）も開催回数が増えてきており，今後回数をさら
に増やして病院職員全体の実力アップにつなげてゆく．

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 （Ai）（継続）
②特定看護師の育成による診療機能改善の試み（継続）
③神経芽細胞腫におけるがん幹細胞の同定と分離（継続）
④救急隊員の off-the-job training の理解度，浸透度（新規）

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 （Ai） の実施と結果の解析
②松木盛行：特定看護師の育成
③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
④中谷宣章：救急隊員の off-the-job training の理解度，浸透度調査（本年度は埼玉県を対象とする）

3-3．研究内容と達成度
①死後画像検査であるオートプシーイメージング（Ai）としての頭部・体幹のＣＴ撮影による死因検索を行う．生

体とは異なった死体の画像読影の知見を集積するとともに，病理・法医剖検が行われる場合には解剖に先立って
Ai を行って解剖所見と照合することで画像診断の精度を高める．当初は急患センター（ER）において死因特定



447

急患センター（ER）

が困難な外来死亡症例を対象として Ai を開始したが，病棟での死亡例に対しても施行され始めている．また平
成 27 年度に施行される医療事故調査制度の中でも検証方法として Ai が明記されており，医療事故発生時の状
況保存法として重要な位置づけとなっている．

②現在大学病院には特定看護師が勤務しており，医療現場において医師の補助者として業務を行うことで医療の全
体的な質の向上につながることを実証する．実際の業務の中での問題点と発展性について本年度も引き続き検証
してゆく．

③10％ 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．

④ BLS （Basic Life Support），ICLS （Immediate Cardiac Life Support），JPTEC （Japan Prehospital Trauma 
Evaluation and Care：外傷病院前救護） など救急医療に関する off-the-job training コースは救急隊員にとって重
要な技能であるが，隊員がこれらのコースの存在を認知し，内容をどの程度理解しているかについては十分な調
査がなされていない．今年度は埼玉県内の救急隊員を対象としてアンケート調査を行い，これらの研修コースの
有用性の評価と共に，その理解・浸透を阻害する因子について検証する．

3-4．自己評価と次年度計画
①院内関係部署のコンセンサスを得て Ai を施行できる環境が整備された．症例数は漸次増加しており，一定数の

結果が得られた段階でその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．今後の課題は読影技術を広め，院内で標準的な検査として行われるようにしてゆくことである．

②急患センター（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
れており，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．特定看護師のアイデンティティー確
立がまず重要で，独立した職種として認知された上で独自の業務を展開できるか試行中である．

③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．

④埼玉県の各消防署に依頼して隊員にアンケート文書を配布し，現在順調に回収されつつある．今後，調査結果を
もとにコース内容に関する隊員の理解度，浸透度を解析し，それらの阻害因子を検討してコースの有用性を高め
るための基礎資料としてゆく予定で，研究の成果を十分期待できる．また対象を埼玉県から他府県に広げること
も検討中である．

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診療科が担当する．
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 2014 人，うち救急車による搬送は 639 人，科別新患数は 906 人で前年に比べていずれ
も 100 人以上増加している．急患センター（ER）では原則として体腔に達する手術を行うことはないが，軽症の外
傷例に対する処置は外来で施行し，本年度は皮膚切開，骨折・脱臼整復を含めて 136 件の外科的治療を行った．
　本年度より急患センター（ER）に専従する医師は救急科を標榜することとなった．救急科は平成 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）
　埼玉県西部第二地域メディカルコントロール協議会委員
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
　日本救急医学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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論文
　なし
学会発表

①芳賀佳之．Ai で大量の皮下気腫を認めた墜落死症例．第 12 回日本オートプシーイメージング学会学術総会（札
幌市）

②中谷宣章，松木盛行，兒玉圭司，芳賀佳之．Ai普及の阻害要因とその解決法．第41回日本救急医学会総会（福岡市）
③平林絵里子，瀬戸さち恵，三木明徳，亀井良政，芳賀佳之，妊娠初期の死産児に対する Autopsy　imaging 施行例．

第 65 回日本救急医学会関東地方会（横浜市）
④中谷宣章，松木盛行，兒玉圭司，芳賀佳之．スローロリス咬傷の一例．第65回日本救急医学会関東地方会（横浜市）

著書
　なし
【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
　心身総合救急医療研究会（2014 年 11 月 1 日開催　さいたま市）
　日本救急医学会認定　埼玉医科大学 ICLS コース　（2015 年 3 月 8 日開催）
　日本救急医学会認定　埼玉医科大学 BLS コース　（毎月第 1，3 水曜日開催）

7．自己点検・評価
診療面について設備，人員，院内支援体制の整備が徐々に進み，診療実績の伸びがみられ，救急科としての責務を

果たしているものと考える．しかし研究，治験，先端医療などの分野での実績を上げるためにはスタッフ増員による
体制強化が不可欠で，本年度はそのための準備期間であったと考える．来年度は東館への ER 移転を控えており，そ
れに見合う医師を確保してゆく予定である．

臨床研修医の教育は，診断・治療の知識・技術だけに終始するものではない．「医学」が病気という科学的真理の
追究を主眼とするものであるとすれば，「医療」は人間としての患者を癒す技術であると捉えることができる．救急
医療の現場では患者と長い時間をかけてラポールを築く余裕がない．このため救急科では，短時間に患者の医療上の
ニーズを把握し，その心身両面の問題に的確に対処する「全人的診療」を行う心構えを持った医師の育成に努めている．

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，救急医学会認定の ICLS コース，BLS コースの定期的
開催が一定の評価を得ている．

研究に関しては，テーマを絞って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
研究は死因究明という社会的ニーズに合致するもので，学内において施行可能となり，症例数が増えていることは目
に見える前進であろう．今後とも放射線科，法医学教室など関係部署と連携し症例を重ね知見を増やす努力を続ける．
急患センター（ER）は，与えられた社会的使命を自覚し十分職責を果たしていると自己評価する．今後は診療業務
の拡充，臨床教育の充実，研究業績の蓄積に努めてゆく．
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1．27）東洋医学科

1．構成員
（専任職員・医師）

三村俊英（MIMURA, TOSHIHIDE）: 教授：運営責任者：リウマチ膠原病，臨床免疫学：博士
磯部秀之（ISOBE, HIDEYUKI）：講師，診療部長：教育主任：研究主任：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）：鍼灸師：博士
菊池友和（KIKUCHI, TOMOKAZU）：鍼灸師
小内　愛（KOUCHI, AI）：鍼灸師
津崎正法（TSUZAKI, MASANORI）：鍼灸師

（非常勤職員・医師）
大野修嗣（OHNO, SHUUJI）：非常勤講師：大野クリニック院長：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：平成クリニック院長：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：独立行政法人医薬品医療機器総合機構：漢方診療，アレルギー疾患：
　　　　　　　　　　　　　　博士
田口眞寿美（TAGUCHI, MASUMI）：非常勤講師：らいおんハートクリニック院長：内科・小児科疾患
安田雅子（YASUDA, MASAKO）：非常勤医師：安田内科クリニック副院長：博士
佐藤知穂（SATO, CHIHO）：非常勤医師　　

（非常勤職員・鍼灸師）
鈴木真理（SUZUKI, MARI）：非常勤鍼灸師：学校法人湘南医療福祉専門学校専任教員
金子聡一郎（KANEKO, SOUICHIROU）：非常勤鍼灸師：東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科技術補佐員，
菊池雅美（KIKUCHI, MASAMI）：非常勤鍼灸師
菊池香（KIKUCHI, KAORI）：非常勤鍼灸師：高倉鍼灸院院長
久保亜沙子（KUBO, ASAKO）：非常勤鍼灸師：日本大学歯学部生理学講座 PD Fellows
木暮守宏（KOGURE, MORIHIRO）：非常勤鍼灸師：木暮接骨院・千手堂はり治療院院長
千々和香織（CHIJIWA, KAORI）：非常勤鍼灸師：社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター神経内科（東洋医学）
堀部豪（HORIBE, GO）：非常勤鍼灸師

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．その結果，
医学部の講義の中に漢方医学や漢方薬に関する教育が正式に含まれることになった．
　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 26 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 コマの講義の中では，「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
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義では，西洋医学と比較しながら，東洋医学の特徴について考察し，ディスカッションを多く取り入れた．漢方薬の
減量である生薬にも実際に触れてもらい，鍼の体験も行った．臨床医，研究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．
　正式な講義以外では，医学部学生の sat 部の東洋医学斑の活動に協力し，夏の大勉強会では漢方の質疑応答，春の
発表会では鍼灸の講義等を行い，学園祭ではポスター制作の指導も行った．
　卒後教育としては，鍼灸部門の卒後教育（研修課程，特別研修，派遣研修等）を平成 24 年度より開始しているが，
平成 26 年度も順調に行われた．また，総合診療部や研修管理センターと協力し，ゆずの里漢方研究会を立ち上げ，
医師やコメディカルを対象とした漢方の勉強会をシリーズで行い，学内外への漢方の普及に努めた．
　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．
　さらに，鍼灸部門と関係する外部教育機関（東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科，日本工学院八王子専門学校
鍼灸科）からの病院見学実習も受け入れた．
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，最後の講義はディスカッションを中心としたが，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，現状でも，高学年（4 年生以降）に対する漢方の講義が出来ていない．
また，必修の講義のコマ数も不充分である．次年度以降は，実習等も含め，高学年に対する講義，全体のコマ数の増
加等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明確に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．さらに，現代医療における役割を高めて行けるよう，漢方や鍼灸の臨床における可能性を検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①厚生労働科学研究費補助金「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用ガ
イドラインの作成」　研究協力
研究内容：片頭痛　緊張型頭痛に対する鍼治療の作用機序に関する研究

②（公社）全日本鍼灸学会研究助成
研究課題：変形性膝関節症に対する鍼治療のレスポンダーと有効性に関する - オープンラベル多施設無作為ラン
ダム化並行群間比較試験

③厚生労働科学研究費補助金「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討に関する研究」　研究協力
④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
⑤整形外科・脊椎外科受診の腰痛・腰下肢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伴い，より診療の質や安全性を高め，適格な
治療目標を定めた治療が可能となっている．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
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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

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　副支部長
　　　（社）日本東洋医学会　専門医制度委員会　関東甲信越支部　地区委員長
　　　（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　幹事（副会長）
　　　埼玉鍼灸学会　副会長
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　監事
　　　東京藝術大学　非常勤講師
大野：（社）国際東洋医学会　理事
　　　（社）日本東洋医学会　代議員
　　　（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　幹事
　　　（社）日本リウマチ学会　評議員
　　　明治薬科大学　客員教授
山口：（社）日本東洋医学会　代議員
　　　（社）日本東洋医学会　学術教育委員
　　　（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　幹事
　　　（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　評議員
　　　日本頭痛学会　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　副会長
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会　世話人副代表
　　　日本統合医療学会　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　評議員（用語委員会副委員長）
　　　日本統合医療学会　代議員
　　　現代医療鍼灸臨床研究会 理事
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会 世話人（事務局長） 
菊池：（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会 事務局
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　評議員（広報委員）　
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　　　埼玉鍼灸学会　幹事
津崎：埼玉鍼灸学会　幹事
金子：（公社）全日本鍼灸学会　研究部・診療ガイドライン委員会委員

千々和：日本 ALS 協会埼玉県支部運営委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①山口智，菊池友和，荒木信夫：【慢性疼痛】慢性疼痛に対する鍼治療　神経内科 80（4）： P451-460　2014 年
4 月

②小俣浩，菊池友和，山口智，大野修嗣，磯部秀之：維持透析患者に対する鍼治療効果（第 6 報）- 単回鍼刺激に
対する自律神経反応 -. 第 79 回日本温泉気候物理医学会総会及び 39th World Congress of International Society 
of Medical Hydrology and Climatology（ISMH）　2014.May（京都）.

③津崎正法，山口智，小俣浩，菊池友和，小内愛，磯部秀之，三村俊英：当センターにおける変形性膝関節症に対
する鍼治療効果（第 3 報）. 第 63 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会（愛媛）　2014 年 5 月

④磯部秀之 , 佐々木詠教 , 小俣　浩 , 山口　智 , 大野修嗣：帯状疱疹後神経痛に漢方治療と鍼治療の併用が有用で
あった 1 例　第 65 回（社）日本東洋医学会学術総会（東京）　2014 年 6 月

⑤鈴木真理，山口智，菊池友和，小俣浩，小内愛，磯部秀之，石井弘子，大野修嗣：月経関連片頭痛に対し鍼治療
が有効であった 1 症例　第 65 回日本東洋医学会学術総会（東京）　2014 年 6 月

⑥ Tomokazu Kikuchi：Effect of Acupuncture Stimulation on Cerebral Blood Flow using
Arterial Spin Labeling MRI in Patients with Migraine. 第 42 回日本頭痛学会総会プレイブニングセミナー（山口）　

Migraine　Scientific　Seminar　2014 年 11 月
⑦小内愛：がんと鍼灸【癌と鍼灸，現状と今後の展開を探る】当センターにおけるがん患者の愁訴に対する鍼治療

効果－主に QOL を指標とした検討－　第 33 回（公社）全日本鍼灸学会関東支部学術集会（東京）　2014 年 11
月

⑧菊池雅美，山口智，小俣浩，菊池友和，小内愛，津崎正法，磯部秀之：ラムゼイハント症候群と随伴した耳鳴に
対する鍼治療の 1 症例　第 71 回日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会（筑波）　2014 年 11 月

⑨滝沢健司：百病の長「風」とその治療 / 内風（風気内動）の病機と治療 ― 「肝陽化風」の 2 例 ー 中医臨床 35（4） 
（通号 139）：Ｐ 38-41　2014 年 12 月

⑩大野修嗣：教育講演「常臨床に役立つ合方・併用療法」　平成 26 年度日本東洋医学会関東甲信越地区春期教育
講演会（東京）　2015 年 3 月

【総数：論文 24 件，学会発表 19 件，講演 18 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：変形性膝関節症に対する鍼治療のレスポンダーと有

　　  効性に関するオープンラベル多施設無作為ランダム化並行群間比較試験
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：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 26 年 6 月 22 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 26 年 7 月 6 日（日）浦和・さいたま共済会館 5F 会議
室

③第 2 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 26 年 9 月 14 日（日）大宮・市民会館大宮集会所
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 26 年 9 月

28 日（日）川越・埼玉医科大学かわごえクリニック 3・5F 会議室
⑤第 3 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 26 年 11 月 16 日（日）浦和・さいたま共済会館 6F 会

議室
⑥第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 27 年 1 月 25 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
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⑦第 4 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 27 年 2 月 15 日（日）浦和・さいたま共済会館 5F 会
議室

⑧第 23 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 27 年 2 月 22 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

7．自己点検・評価
　教育に関しては，平成 25 年度と同様であり，医学部高学年に対する講義や実習の実施，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，今後も公費の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，より診
療の質や安全性を高めた治療が可能となっている．今後は，より安定した診療を行うと伴に，患者数の増加を目標と
していきたい．
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1．28）（1）放射線科（放射線科）

1．構成員
新津　守（NIITSU, Mamoru）：教授，診療部長，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，副診療部長，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
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
岡野奈々美（OKANO, Nanami）：助教

2．教育
｢ 卒前教育 ｣
2-1．目的・目標：
　卒前医学教育における放射線医学の基本方針は，放射線医学の考え方を理解し，臨床医学において正しく応用でき
るようにすることである．そのため，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．また一昨年度より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）行っている．
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：
　学生各自の画像診断の知識向上に成果が見られた．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．次年度はこの自立学習方式をさらに発展させる．
｢ 卒後教育 ｣
2-1．目的・目標：
　研修医教育における放射線診断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医師を目指す．
2-2．教育内容：
　初期研修医は 1 か月ごとのローテート中に CT,MRI などの断像画像を中心に画像診断の基本を学ぶ．後期研修医に
対しては，3 年後の放射線科専門医資格取得に向けて，放射線科業務の全体を学ぶ．
2-3．達成度：
　初期研修医は研修管理委員会の規定に従って各ローテート毎に評価を受ける．後期研修医の達成度の一つは放射線
科専門医試験の結果であるが，それにいたる日々の業務が指導医により評価される．
2-4．自己評価と次年度計画
　各研修医からのフィードバックを重要視して，次年度のプログラム改良を図る．
｢ 大学院教育 ｣
2-1．目的・目標：
　放射線医学の研究を推進するための知識，ノウハウを学び，研究者としての素養を形成する．
2-2．教育内容：
　各授業と演習を履修する．なるべく早い段階で研究に着手し，学会発表，論文作成を行う．指導医は研究テーマ選
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定から実験計画，その遂行をサポートする．国際学会での発表と英文論文作成を目指す．
2-3．達成度：
　4 年間の規定期間内での修了を目指す．可能であれば早期修了をねらう．
2-4．自己評価と次年度計画
　各院生の研究の進捗状況と本人の希望に基づき，次年度の研究計画を策定する．

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，脳神経外科，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
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）
　過年度は CT は約 2.4 万件，MRI は約 1.4 万件を実施した．迅速，正確な画像診断を目指し，臨床各科の期待，信
頼に応えるように効率的な運用を目指す．

5．社会活動
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
日本医学放射線学会専門医制度委員会委員（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 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, 
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Arthroscopy．2014 Feb 9. [Epub ahead of print]
② Nakagami R, Yamaguchi M, Ezawa K, Kimura S, hamamichi S, Sekine N, Furukawa A, Niitsu M, Fjii H :Recovery 

Correction Technique for NMR Spectroscopy of Perchloric Acid Extracts using DL-valine-2,3-d2:Validation and 
Application to 5-Fluorouracil-induced Brain Damage. Magn Reson Med Sci 2014; Vol.13, No.3:145-153.

③坂井建雄 , 新津守（共著）：「MRI 断層解剖アトラス　3D で見る骨と筋（CD-ROM）」第 2 版日本医事新報社 , 東
京　2014

④新津守：「骨軟部画像診断スタンダード・脂肪腫　弾性線維腫」青木純 , 青木隆敏 , 上谷雅孝 , 江原茂 , 神島保 , 
杉本英治 , 福田国彦 , 藤本肇（編）メディカル・サイエンス・インターナショナル , 東京　2014；ｐ 142-147,

⑤ Tanaka J, Momose A: Feasibility of innovative X-ray grating interferometry which does not depend on a 
synchrotron: our first clinical results （invited lecture） XNPIG/IMXP, Dorint Sporthotel in Garmisch-Partenkirchen, 
Germany, 2014.1.21-24.

⑥ Nakagami R, Yamaguchi M, Hamamichi S, Ezawa K, Furukawa A, Niitsu M, Fujii H: Identification of new markers 
for diagnosing 5-fluorouracil chemotherapy-induced brain damage using ultra-high field 1H-MR spectroscopy
26th European Congress of Radiology （ECR）, March 2014, Vienna, Austria

⑦ Tawara N, Washiyama E, Ohnishi T, Niitsu M, Hoshikawa A, Nakajima K, Okuwaki T, Kawahara T: Changes of 
transverse relaxation time （T2） of the exercised skeletal muscle by ultrafast imaging. European Congress of 
Radiology （ECR）, March 2014, Vienna, Austria
Tawara N, Washiyama E, Ohnishi T, Niitsu M, Hoshikawa A, Nakajima K, Okuwaki T, Kawahara T: Complications 
related to repetition time during the measurement of muscle T2 in 3.0 Tesla. The 18th Annual Scientific Meeting 
of Korea Society for KSMRM, March 2014 Seoul, Korea.

⑧ Ushimi T, Tanaka J, Niitsu M，Inoue K, Kozawa E: Should the dose of contrast medium be determined by total 
body weight? Evaluation of lean body mass. 第 73 回日本医学放射線学会学術総会 2014.4.10-13. 横浜

⑨ Tanaka J, Niitsu M, Ushimi T, Inoue K, Osawa I, Oda H, Mimura T, Nagatsuka S, Kido K, Momose A: New imaging 
system based on X-ray Talbot-Lau interferometry: Results from a clinical study. 第 73 回日本医学放射線学会学術
総会 2014.4.10-13. 横浜

⑩ Aoki T, Niitsu M, Kurita K, Hashimoto R, Watanabe S, Tanaka J: Improved detection of the glycosaminoglycan 
chemical exchange saturation transfer （GAG-CEST） effect in human knee cartilage at 3T. The 100th Annual 
Meeting of Radiological Society of North America（RSNA）2014.11.30-12.5 Chicago, USA.

【総数 論文 2 件  学会発表 17 件　著書 2 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：
　JJR Excellent Reviewer Award in 2013  新津　守 日本医学放射線学会　4 月，2014
6-4．特許，実用新案：
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催：
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，教育，研究ともに教室員の増加とともに，充実化の
過程にある．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．診療業務においては臨床各科への迅速・正確な画像診断サービスを最優先事項として努力し，期
待に応えられる放射線科を目指したい．
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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：診療部部長代理：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
　デジタルカメラを用いた放射線皮膚炎半定量評価の可能性を検討する．
放射線皮膚炎の評価には，RTOG の視覚的評価が一般的に用いられている．このため評価には，ばらつきを生じる．
分光測色計は 150 万円前後と高額であり，一般外来には備えがたい．デジタルカメラを用い，撮像した皮膚の色を
画像処理ソフトで数値化すれば，放射線皮膚炎の半定量的評価が安易に出来る可能性がある．
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

比較したカメラは画像センサーが 1/2.3 型のコンパクトカメラ，APS-C の一眼カメラおよび 35mm の一眼カメラ
である．

方法：イラストソフトで R255 一定 ,G225 ～ 255,B200 一定とした G のみ直線的に 4 段階に変化させた肌色チャー
ト用紙を最適な白バランス・露出条件で撮影し，各カメラの色の再現性を比較した．光源は室内灯および，一眼カメ
ラにおいてはリングライトも用いた．

結果：チャート用紙の色の変化を最も忠実に再現できたのは，リングライトをつけた場合の画像センサー 35mm
一眼カメラであった．この場合でも，リングライトとチャート用紙の距離は一定になるよう留意する必要があった．

結論：リングライトを光源とした 35mm 一眼カメラでの撮影は，光源から対象物までの距離を一定にすれば，色
の再現性は比較的良好である．この条件で撮影し，画像処理ソフトにて RGB 値を計測する方法は，放射線皮膚炎の
推移の評価に有用である可能性がある．
3-4．自己評価と次年度計画
　自己評価：第 27 回日本放射線腫瘍学会（2014 年 12 月 11-13 日，パシフィコ横浜）で発表した．
　次年度計画：実際に放射線皮膚炎の推移の評価がデジタルカメラで可能かを検討する．
　症例報告などを予定する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　リニアック更新の為，放射線治療は，平成 27 年度 1 月 18 日までは施行できなかった．
　年度の終盤からの開始となった．実質的診療期間は，2 ヶ月半であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

学会発表
①デジタルカメラを用いた放射線皮膚炎半定量評価の可能性：カメラ性能による影響の検討，第 27 回日本放射線

腫瘍学会（2014 年 12 月 11-13 日，パシフィコ横浜）
【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：医学部においては3年生と4年生で十分な準備をした上で講義を行った．3年生臨床推論のチューターを担っ

た．OSCE 評価者・6 年生試験監督も担当した．6 年生実力試験，卒業試験の割り振りや登録を担当した．卒前教育
委員会などの教育関連会議に出席した．毛呂山会関連の会議や国試合格祝賀会に参加した．

保健医療学部では，医用生体工学科 3 年生と看護科 2 年生の放射線医学概論合同講義においてシラバス作成，講
師の配分，実際の講義，試験問題割り振り，成績評価を行った．また関連する毛呂病院第 2 看護学科の講師を務めた．

診療：リニアック更新のため，放射線治療は年度末からの再開となったため，診療実績は，治療件数 66 件にとどまっ
た．リニアック更新中は，治療計画の研修などを行った．

当科では，診察から放射線治療開始まで，待機時間なく治療を行うことができ，緊急照射に対応できた．初診時は
時間をかけ，丁寧な説明を行った上で放射線治療を行うことができた．

研究：デジタルカメラを用いた放射線皮膚炎半定量評価の可能性について学会発表できた．
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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
　山根登茂彦（YAMANE, Tomohiko）：准教授：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：教育副主任：研究員：
　　　　　　　　　　　　　　　　　  指導教員（大学院）：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
　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，山根登茂彦）

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，山根登茂彦）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（瀬戸　陽，久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（瀬戸　陽，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）
・専門医教育（久慈一英，山根登茂彦）

その他
　・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
　・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）
2-3．達成度
　卒前教育：80%，卒後教育：80％，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．スタッフが 1 名増えたため，BSL や講義がやりやすくなったので，もう少し
行き届いた教育ができるようになると考える．

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．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．スタッフが 1 名増えたため，余裕が生まれた．

大学院教育：大学院生の学位論文が完成し，学位審査も合格した．大学院講義を 1 コマ担当した．新たな大学院
研究生が加わったので，指導を続け，テーマを見定めていく．

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．
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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など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）
　①脳アミロイド（PIB）イメージングに関する研究
　② PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
　③ SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
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
脳アミロイドの研究は，臨床応用に入ってきた．自動合成装置が医療機器承認を受けた．達成度 90%.

・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
　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．低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO は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，光拡散光イメージングとの比較検討で成果が生まれている．新たに消化器外科と協同
で膵癌の低酸素について研究を開始した．文部科学省科学研究費も獲得できた．達成度 70%.

・PET/CT によるエストロゲン受容体画像の臨床応用に関する研究可能性の検討
　今年度から新規のトレーサを導入できるか検討した．自動合成装置のプログラミング等を実施施設から経験者を

招いて試験的に合成を試みたところ，可能であることがわかった．来年度から臨床研究を開始することにした．
達成度 0％

・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
新型 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 装置の国際医療センター核医学
科への導入が私学助成金により決定し，設置工事中．達成度 70%.

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に関しては，研究は 11C-PIB で続けるが，18F 標識薬剤の自動合
成装置が医療機器承認を受けたため，保険医療への導入を検討中である．メチオニンによるアミノ酸代謝イメージン
グは，他大学にて先進医療実施中だが，当院での参加は困難である．FDG による糖代謝イメージングでは PET/CT に
よる診断向上のための研究を進めている．18F-FMISO による低酸素イメージングは乳癌における光拡散光イメージ
ングとの比較検討で良い結果が出ており，成果が出てきている．乳癌にてエストロゲン受容体画像が可能と判断され
たので，臨床研究を計画する．定量可能な新型 SPECT/CT が国際医療センター核医学科に導入決定したので，来年
度からの新しい展開が期待できる．スタッフ 1 名が増員したため，来年度からの科研費取得など進捗があった．研
究を進めるためには，さらなる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，2,756 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, International Journal of Radiology
査読委員　日本医学放射線学会 , Japanese Journal of Radiology, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics
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山根登茂彦
査読委員　Annals of Nuclear Medicine, Cancer Imaging, Journal Thoracic Disease, Journal of Clinical Imaging 
Science, Journal of Radiation Research

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，第 54 回日本核医学会学術総会プログラム委員，金沢大学十全医学会評議員，日本核医学
会関東甲信越地方会幹事，埼玉核医学研究会世話人，小児核医学研究会幹事，西部放射線医学セミナー幹事，日
本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

［論文］
①Senda M, Sasaki M, Yamane T, Shimizu K, Patt M, Barthel H, Sattler B, Nagasawa T, Schultze-Mosgau M, Aitoku Y, 

Dinkelborg L, Sabri O. Ethnic comparison of pharmacokinetics of 18F-florbetaben, a PET tracer for beta-amyloid 
imaging, in healthy Caucasian and Japanese subjects. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 42 （1）, 89-96, 2015

② Senda M, Yamamoto Y, Sasaki M, Yamane T, Brooks D J, Farrar G, McParland B, Heurling K. An exploratory 
efficacy study of the amyloid imaging agent [18F]flutemetamol in Japanese Subjects. Ann Nucl Med, （in press）, 
2015

③ Shimada H, Ueda S, Saeki T, Shigekawa T, Takeuchi H, Hirokawa E, Sugitani I, Sugiyama M, Takahashi T, 
Matsuura K, Yamane T, Kuji I, Hasebe T, Osaki A. Neoadjuvant triweekly nanoparticle albumin-bound paclitaxel 
followed by epirubicin and cyclophosphamide for Stage II/III HER2-negative breast cancer: evaluation of efficacy 
and safety. Jpn J Clin Oncol, （in press）, 2015

④ Yamane T, Seto A, Suzuki T, Yokota K, Li C P, Mimura T, Kuji I. Orbital IgG4-Related Disease Detected by 
11C-Methionine PET/CT. Clin Nucl Med, 45 （7）, 642-649, 2015

［学会発表］
⑤久慈 一英 , 島野 靖正 , 上田 重人 , 佐伯 俊昭 , 瀬戸 陽 , 山根 登茂彦 : 癌術前補助化学療法による糖代謝および低

酸素状態変化の PET/CT による測定 . 第 73 回日本医学放射線学会総会 . 2014.04. 横浜
⑥ Kuji I, Ueda S, Saeki T, Shimano Y: Change of hypoxic status during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer 

by using PET/CT imaging. The SNMMI 2014 Annual Meeting. 2014.06. セントルイス，米国
⑦久慈 一英 , 上田 重人 , 島野 靖正 , 山根 登茂彦 , 瀬戸 陽 , 佐伯 俊昭 : 乳癌術前化学療法による低酸素状態変化の

18F-FMISO-PET/CT を用いた評価 . 第 54 回日本核医学会学術総会 . 2014.11. 大阪
⑧山根 登茂彦 , 瀬戸 陽 , 久慈 一英 : FDG-PET による前縦隔原発悪性リンパ腫と胸腺原発上皮性腫瘍との鑑別 . 第

54 回日本核医学会学術総会 . 2014.11. 大阪
［講演］

⑨久慈 一英：新しい脳神経核医学診断の有用性について　- 認知症診断を中心に -. 第 17 回千里浜脳循環代謝カン
ファレンス , 2014.5, 金沢

⑩山根 登茂彦：腫瘍 PET トレーサの現状と課題 . 第 43 回断層映像研究会 , 2014.11, 秋葉原
【総数：論文 4 件，学会発表 14 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費

1）平成 26 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（B）一般 , 光イメージングによる腫瘍血管・低酸素を標的とし
た抗癌剤反応性バイオマーカーの開発，研究代表者，阪原晴海，分担研究者，久慈一英，15 万円

2）平成 26 年度私立大学等経常費補助金，放射能濃度定量可能な高精度 CT 減弱補正技術を利用した次世代型
SPECT/CT 融合測定装置

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 45 回埼玉核医学研究会　共催，会長：久慈一英，2015.3.7，大宮，さいたま市
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7．自己点検・評価
　学部教育において，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充実させると共に，さらにポイント
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．9 月から大学院研究生を 1 名教育，指導中である．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 PET/CT による悪性腫瘍治療効果判
定および腫瘍低酸素に関する研究，③ SPECT/CT の臨床的有用性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．臨床応用の時期にさしかかっている．②については，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，乳癌における低酸素イメージングについて成果が現れてきた．
③の研究は，定量可能な新型 SPECT/CT が国際医療センター核医学科に導入決定したので，来年度からの新しい展
開が期待できる．
　診療において，本年度全体では，2,756 件の検査，治療が行われた．前年度よりも 12% 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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．29）神経精神科・心療内科

1．構成員
太田敏男（OTA, Toshio）教授：運営責任者：診療科長：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
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）教授：診療副科長：指導教員（大学院）：神経生理学，精神医学一般：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
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）：15 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，基本的な精神医学の
知識・技能を身に付けてもらうことができた．平成 25 年度は精神科救急入院料（ｽｰﾊﾟｰ救急）の算定開始 5 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，各種検討会
でも学術的な面も含めた指導が行われた．
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＜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，平成 24 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，各種発表も行われてきた．
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 26 年 4 月～平成 27 年 3 月）
＜外来＞　①新患総数： 1433 人 / 年（※ 1）※ 2）含む）/865/ 年（※ 1）※ 2［含まず [ ※ 1）同日他科受診，※ 2）

再来新患］②再来患者： 138.7 人 / 日
＜病棟＞　①新入院患者総数：　223 人 / 年 [ ※転科→再転入を含む ]
＜往診（国際医セ）＞　131 件 / 年
③入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※平成 26 年 04 月～ 27 年 03 月）

F0 症状性を含む器質性精神障害 …………………………………………… 39 人（17.5%） 
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害 ……………………… 14 人（6.3%） 
F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ………………………… 86 人（38.6%）  
F3 気分（感情）障害 ………………………………………………………… 35 人（15.7%） 
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 …………… 28 人（12.6%） 
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（4.5%） 
F6 成人の人格および行動の障害 …………………………………………… 3 人（1.3%） 
F7 精神遅滞 …………………………………………………………………… 1 人（0.4%）
F8　心理的発達 ……………………………………………………………… 1 人（0.4%）
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F9 小児及び青年期 …………………………………………………………… 1 人（0.4%） 
G4 てんかん …………………………………………………………………… 5 人（2.2%）
合計 223 人

＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数，1822+ 病棟　往診件であり，内訳は①電話：1064 件（含：反
復入電 608），②時間外診療 279 件（251 件（毛呂）+28 件（日高）），③入院（医療保護・任意：34 件，措置・緊措・
応急：10 件），④病棟対応：406 件，⑤院内往診：29 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 125 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 21，22，23，24，25，26 年度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．

具体的には個室が埋まりがちな一方，大部屋に空床が出やすい実状にあわせ，ハード面において（A）急性閉鎖病
棟 34 床（個室・保護室 18），（B）亜急性閉鎖病棟 44 床（個室・保護室 12）と改修が行われたが，ソフト面でも個
室・保護室から大部屋への移転を促進するためのカンファレンスの整備等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医療観察法　精神保健審判員
③精神保健福祉士試験委員
④埼玉県精神保健福祉審議会委員
⑤埼玉県メディカルコントロール協議会委員
⑥埼玉県精神医療福祉連携推進委員会委員
⑦埼玉県災害派遣精神医療チーム連絡調整会議委員
⑧精神保健法に基づく措置入院者等実地審査における精神保健指定医
⑨医療観察法入院病棟倫理会議外部委員
⑩所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
⑪毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員
⑫深谷市特別支援教育専門家チーム委員会委員

5-2．学会誌，編集委員，査読委員の有無
①臨床精神医学　編集委員　豊嶋良一
②思春期･青年期精神医学　編集委員　豊嶋良一
③ Psychiatry and Clinical Neurosciences　査読　横山富士男
④ Journal of Clinical Psychopharmacology　査読　小田垣雄二
⑤ Case reports in Emergency Medicine　査読　小田垣雄二
⑥ Synaps　査読　小田垣雄二
⑦ Open Neuropsychopharmacology Journal　査読・編集委員　小田垣雄二

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本精神神経学会　精神科用語検討委員会委員　＜豊嶋，太田＞
第 5 回京都メンタル・ケアフォーラム　講師（京都市）＜豊嶋＞
ぐんま人間学・精神病理アカデミー 2014　講師（高崎市）＜豊嶋＞
第 6 回精神病理・精神療法・千鳥ヶ丘研究会　講師（港区）＜豊嶋＞
精神科専門医認定試験　面接委員（大阪）＜豊嶋，太田＞
東洋療法研修試験財団主催　生涯教育研修制度認定講習会　講師（川越市）＜太田＞
まるひろ百貨店　第 5 回「健康セミナー」　講師（川越市）< 太田＞
精神科臨床薬学研究会関東ブロック講演会　講師（さいたま市）＜太田＞
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第 5 回千葉県うつ不安研究会学術講演会　講師（千葉市）＜太田＞
埼玉医科大学市民公開講座　講師（川越市）< 太田＞
埼玉県発達支援ｻﾎﾟｰﾀｰ育成研修「発達障害の基礎理解」講師（坂戸市）＜横山＞　
川越市保健所　精神保健福祉家族教室　講師（川越市）＜松岡＞
埼玉県病院薬剤師会　生涯研修ｾﾝﾀｰ認定研修会　講師（さいたま市）＜山下＞
埼玉県消防学校　精神科救急　講師（川越市）＜平田＞
深谷市教育委員会　教育研究所への指導者（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞
坂戸保健所　メンタルヘルス講演会　講師（坂戸市）＜臨床心理士：庄野＞
石川県こころの健康センター　子どものこころの問題に携わる関係者育成研修会　講師　（金沢市）＜臨床心理士：
庄野＞
埼玉医科大学教職員メンタルヘルス研修会　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：庄野＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　レベルⅢチャレンジ研修　講師（毛呂山町）　＜臨床心理士：庄野＞
埼玉医科大学職員キャリアアップセンター　看護学生実習指導者講習会　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：庄野＞
毛呂山町保健センター母子保健事業　子供の発育相談（毛呂山町）＜言語聴覚士：一宮＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　実地指導者プリセプター研修　講師（毛呂山町）　＜臨床心理士：佐藤＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　支援看護師研修　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：越智＞

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

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．
　＜論文＞　

① 米国ＤＳＭをどう読むか－ＤＳＭ -5 英語病名の邦訳問題を含めて－　最新精神医学 2014.09. 19（5）： 
375-385　豊嶋良一

② 双極性障害および関連障害群，抑うつ障害群　精神神経学雑誌　2014.05. 116（5）：410-414　太田敏男 
③ 自閉スペクトラム症と学校環境・不登校　臨床精神医学　2015.01. 44（1）：81-85　横山富士男
④ 小児・思春期精神医学　ＡＤＨＤにおける脳波異常の再検討　ＡＤＨＤとてんかんとの関連性について　精神

科　2014.09. 25（3）：342-350　金澤　治
⑤ 一般精神科医が日常診療で自閉スペクトラム症を診るということ　臨床精神医学　2015.01. 44（1）：109-119

松岡孝裕，横山富士男，太田敏男，豊嶋良一
⑥ 「スーパー救急型」総合病院有床精神科における措置入院，身体合併症，自殺企図事例への対応～その実状と課

題について～  臨床精神医学　2014.05. 43（5）：589-596　松岡孝裕，平田吾一，山下博栄，太田敏男，豊嶋
良一

⑦ Functional activation of G-proteins coupled with muscarinic acetylcholine receptors in rat brain membranes. 
Journal of Pharmacological Sciences. 2014.05. 125：157-168　Yuji Odagaki, Masakazu Kinoshita and Ryoichi 
Toyoshima

　＜学会発表＞　1
⑧ 急性期の診断学：不確実情報下での診療における枠組とリソース整備の必要性について　第 34 回日本精神科診

断学会　2014.11　松山　太田敏男
⑨ ステロイドパルス療法が奏功した間欠型一酸化炭素中毒の一例　第 103 回東京精神医学会　2015.03　東京　

長島一公，廣瀬翔，髙杉綾香，今泉照明，山下博栄，豊嶋良一，太田敏男
⑩ 統合失調症急性期における脳梗塞併発の病像への影響についての考察　第 49 回埼玉精神医学懇話会　2015.01

さいたま市　下出崇輝，大野一樹，竹田稔，戸塚貴雄，太田敏男
【総数：論文 20 件，学会発表 10 件，講演 19 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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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
また以下につき開催事務局を担当した．
④第 100 回東京精神医学会　平成 26 年 03 月　東京

7．自己点検・評価
1．教育　①卒前　精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後　入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め
た指導が行われた．

2．診療　ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を
充実させ，平成 21 年 03 月よりは，精神科救急入院料（ｽｰﾊﾟｰ救急）の算定も開始．平成 21，平成 22，平成
23，平成 24，平成 25 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，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，
検査法の理解と共に検査を受ける患者の立場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（主として腹部）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 26 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，

細菌検査を河村，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小林，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 5 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
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
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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
て論文にまとめた．

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論
文を発表した．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，感染症の抗原検査・抗体検査との相関を調べたり薬剤耐性菌情報をま
とめたりして学会発表する，あるいは臨床検査適正化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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　埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人．同委員会自己血輸血小委員会委員長
　埼玉自己血研修会世話人

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

①山岡美穂，倉持朗，武内希巳江，他：良性皮下腫瘤の超音波検査所見ー血流信号に重点をおいた検討ー　臨床病
理 62：432-439，2014

②吉野亜紀，齊藤雅一，武内信一，他：副甲状腺ホルモン測定試薬「エクルーシス試薬 whole-PTH」の評価　埼
臨技会誌 61:1-6，2014

学会発表
③川村利江子，斉藤妙子，山岡美穂，他：当検査部の精度管理委員会の取り組み　第 63 回日本医学検査学会
④齊藤雅一，新倉奈緒美，斉藤妙子，他：NST 介入における CONUT（Controlling Nutritional Status）法の有用性

について　第 63 回日本医学検査学会
⑤丸山裕美，奥村志乃，川村利江子，他：コバス TaqManHCV「オート」v2.0 の基礎検討　第 63 回日本医学検査

学会
⑥北川裕太朗，松岡優，齊藤雅一，他：当院免疫検査の効率化　日本臨床検査自動化学会第 46 回大会
⑦山下智美，新倉奈緒美，高瀬由美子，他：血液凝固分析装置 CP3000 および CS-5100 の基礎的検討　日本臨床

検査自動化学会第 46 回大会
⑧新倉奈緒美，山下智美，高瀬由美子，他：血液凝固分析装置 STA-R Evolution，CS-5100 及び CP3000 による比

較検討　日本臨床検査自動化学会第 46 回大会
⑨山岡美穂，新倉奈緒美，山下智美，他：肝予備能の指標としてプロトロンビン時間を採用する際の問題点：3 種

類の測定システムにおける誤差の評価　第 40 回日本肝臓学会東部会
⑩高瀬由美子，山下智美，新倉奈緒美，他：3 装置の血液凝固分析装置における第 VIII 因子活性，第 IX 因子活性，

クロスミキシング試験の検討　第 61 回日本臨床検査医学会学術集会
【総数：論文 2 件，学会発表 16 件】
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　少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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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：教育主任・研究主任 : 神経病理学 : 博士
山田健人（YAMADA Taketo）：教授：研究副主任：腫瘍病理学：博士
茅野秀一 （KAYANO，Hidekazu）: 准教授 : 教育副主任 : 血液病理学 : 博士
石澤圭介 （ISHIZAWA，Keisuke）: 講師（神経内科兼担）: 神経病理学 : 博士
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
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，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野），皮膚・
運動器 2 時間（藤野，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〉総合学習（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
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パワーポイントから脱却し，国際医療センター教員と病理学教員とで執筆した「集中講義病理学メジカルビュ一社， 
2010 年」を指定教科書とし，学生の理解の補助とした．また， 4 年生臨床推論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』『腫瘍病理学』『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と FISH 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・腫瘍・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

16 編の英文論文， 4 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 10,000 件を超える外科病理診断，約 8,000 件を超える細胞診，32 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　佐々木　惇
Pathology International: 査読　佐々木　惇，編集委員査読　山田　健人
BRAIN and NERVE : 査読　佐々木　惇
Brain Tumor Pathology ：編集委員査読　佐々木　惇
Japanese Journal Clinical Oncology：編集委員査読　山田　健人
Cancer Science：査読　山田　健人
Hepatology Reserch：査読　山田　健人
Diagnostic Pathology：査読　山田　健人
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読　茅野　秀一，佐々木　惇

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木　惇
日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木　惇
日本臨床細胞学会細胞診ワーキンググループ　中枢神経・脊髄液　小委員会委員長：佐々木　惇
日本神経病理学会理事・評議員資格審査委員長・将来計画委員会委員長・学会員選考委員：佐々木　惇
日本脳腫瘍病理学会常任理事：佐々木　惇
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日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野　秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野 秀一

（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，ブラッシュアップ作業部会委員：茅野　秀一

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書・講演・講習会

① Kato Y, Hayashi T, Kawai-Masaoka A, Ichimura T, Sasaki A, Uchino A, Nagamine Y, Tanahashi N:Primary central 
nervous system cyototoxic T-cell lymphoma mimicking demyelinating disease. Inter Med 53:1197-1200, 2014

② Komiya E, Yamazaki H, Hatano R, Iwata S, Okamoto T, Dang NH, Yamada T, Morimoto C: CD26-mediated 
regulation of periostin expression contributes to migration and invasion of malignant pleural mesothelioma cells. 
Biochem Biophys Res Commun. 447（4）:609-615, 2014

③ Fukuoka K, Yanagisawa T, Watanabe Y, Suzuki T, Shirahata M, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M, 
Wada S, Sasaki A, Nishikawa R: Brainstem oligodendroglial tumors in children: two case reports and revies of 
literatures.  Childs Nerv Syst 1:449-455, 2015.

④ Nakamura Y, Kayano H, Kakegawa E, Miyazaki H, Nagai T, Uchida Y, Ito Y, Wakimoto N, Mori S, Bessho M:
Identification of SUPT3H as a novel 8q24/MYC partner in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm with t（6;8）

（p21;q24） translocation.　Blood Cancer J. 2015 Apr 10;5:e301. doi: 10.1038/bcj.2015.26. 
⑤望野唯明，市村隆也，茅野秀一，安田政実，清水道生，佐々木惇：術中腹水細胞診に上皮様結合を示す異型細胞

が認められた未分化子宮内膜肉腫の 1 例．日臨細胞誌　53:482-487,2014.
⑥ Sasaki A, Ishizawa K, Shimizu M, Nishikawa R, Honma T: Clinicopathologic features of pineal parenchymal 

tumors in a single institutional study. 18th International Congress of Neuropathology, Rio de Janeiro, 2014.9.15.
⑦金野美年子，本間琢，政岡秀彦，瀬山幸子，土居美枝子，望野唯明，清水道生，佐々木惇：乏突起膠腫成分を伴

う膠芽腫の細胞像．第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会，下関，2014.11.8.
⑧石澤圭介，小森隆司：肉眼観察と標準的な切り出し法．病理と臨床．33: 226-233, 2015
⑨茅野秀一：有毛細胞白血病，森茂郎監修　リンパ腫アトラス　改訂改題第 4 版，pp80-83, 文光堂，2014．
⑩山田健人：悪性中皮腫・肺がんにおける CD26 の発現と機能　アスベスト関連疾患研究会　がん研究会がん研究

所・吉田富三記念講堂　2014.12.27
【総数：論文 20 件・学会発表 34 件・著書 4 冊・講演・講習会 3 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」
　山田　健人：厚生労働科学研究費補助金　課題番号　H24- バイオ - 一般 -003
「悪性中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法の確立及び化学療法剤の有効性評価に有用な新規疾患関連バイオマーカーの
開発」
山田　健人：文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 13243445

「難治性溶骨性骨転移のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発」
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

彩の国さいたま病理診断セミナーの共催
2014 年 6 月 14 － 15 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 12 回彩の国さいたま病理診断セミナー」を

さいたま市のラフレさいたまで国際医療センター病理診断科とともに共催したよりレベルの高い病理医を育成するこ
とを目標としたこのセミナーでは，類似のセミナーにはない特徴を多く有しており，きわめて好評であった．セミナー
の運営，ハンドアウトの作成については教室員が一致協力して当たり，このことも今回のセミナーが好評であった一
因と思われた．

7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部
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の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う． 2）病理のわかる「良
き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる． 3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接した研
究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては， 1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーションの
確立 2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催 3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理　4）
生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用　 5）診断体制の確立とマンパワーの充実　6）症例報告の症例（医師は自
ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマンパ
ワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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：診療科長：指導教員（大学院）：輸血学：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：医学部 3 年生に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．同 5
年生の BSL では，採血や血液型判定の実技を取得させる．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ことを目標にしている．

②卒後教育：初期研修医に対して安全に輸血療法が実施できるようする．また，献血について講義し，実際に献血
時の検診を担当するときの業務を取得させる．

③大学院教育：該当なし
2-2．教育内容

①卒前教育：医学部 3 年生の血液内科学の 1 コマで造血幹細胞の生物学的特性，骨髄移植・末梢血幹細胞移植・
臍帯血移植のそれどれの特徴，臨床で応用される造血サイトカインの特徴と利用方法，について講義を行った．
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った．ま
た診療の基本の 1 コマで輸血の概要，輸血検査を講義した．

　医学部 5 年生の BSL では 1 班 4 名単位，半日の枠で 16 回，採血手技の実習と血液型検査，交差適合試験，不
規則抗体検査を実習した．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，交差適合試験などの実習を行った．
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した．献血事業を解説し，献血の健診医に必要な知識や採血時の副作用について理解さ
せた．

③大学院教育．該当なし．
2-3．達成度

①卒前教育：輸血検査，製剤の種類，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．　BSL では現場で各種の血液製剤を手にして，観察させた．特に血小板製剤のスワーリング現象は時間を
かけて観察させた．血液製剤の外観チェックの必要性について解説した．自動輸血検査装置と検査内容，カラム
凝集法の判定，放射線照射装置などを見学させ概要を説明した．自己血輸血の適応について説明し，採血現場を
見学させた．実際に血液型判定や Rh 抗原の検査を行ったので検査の内容をより理解できたと考えた．

　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と考えている．
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，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考えている．

　今後，輸血適応の有無や輸血効果を判定する演習も加えられると良いと考えている．
　また，コメディカルに対しての勉強会は，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．
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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，輸血による副作用，製剤の選択が難しいケースについて精査
し学会発表できるようにする．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，血液製剤
の病原体不活化法について新たな方法の開発，及びそ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造血幹細胞研究グループ（池淵）
③病原体不活化研究グループ（岡田）

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，いまだ臨床応用できる方法は開発されていない．メチレンブルーと赤色光を組み

合わせることでウイルスの不活化効率が向上した．厚さ 10mm の赤血球を約 3Log 不活化できることを明らか
にした．

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，学会発表できるようにしたい．また，赤血球製剤
の病原体不活化の研究では，可視光の波長を工夫することで不活化効率が向上することを明らかにした．来年度は，
光高感受性物質を選択し，波長を考慮した照射方法の改良による不活化効果を検討したい．

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，診療側への情報提供および指導を行い，血液製剤の適正使
用に取り組んでいる．臨床輸血看護師を中心としたカンファレンスを定期的に開催し，輸血の安全性向上に努めてい
る．また，部としては，不規則抗体陽性者，自己抗体陽性者などへの製剤選択に診療科にアドバイスしている．整形
外科や産科の予定手術症例を中心に自己血輸血を推進している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県合同輸血療法委員会世話人（池淵，岡田）
　薬事・食品衛生審議会血液事業部会委員（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
　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
　なし

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　　

　　なし
学会発表　
1）鈴木雅之，青木麻衣子，加藤光洋，玉栄建次，内野富美子，山田攻，小林清子，池淵研二，岡田義昭：同種骨

移植のための骨保管支援業務の現状，第 62 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 26 年 5 月，奈良
2）岡田義昭，小林清子，池淵研二：リアルタイム RT-PCR を用いた B19-RNA 定量による B19 感染評価系の開発，

第 62 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 26 年 5 月，奈良
3）山田攻，加藤光洋，鈴木雅之，内野富美子，小林清子，池淵研二，岡田義昭：当院における産婦人科緊急輸血

症例の分析とその対策，第 62 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 26 年 5 月，奈良
4）下池貴志，野島清子，脇田隆字，岡田義昭：血液製剤における C 型肝炎ウイルスの不活化機構の解明」第 62

回日本ウイルス学会学術集会　2014 年 11 月　横浜
（総数：論文 0 件，学会発表 4 件）
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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　外科学　消化器病学　健康管理学　学位（博士）
　足立雅樹 （ADACHI, Masaki） 准教授　放射線医学　内科　健康管理学　画像医学 学位（博士）
　倉光　薫 （KURAMITU, Kaoru） 准教授　内科学　健康管理学　呼吸器病学　肺癌診断・治療　学位（博士）
　武永　強 （TAKENAGA, Tsuyoshi） 講師　内科学　健康管理学　消化器病学　内視鏡学
　清水正雄 （SHIMIZU, Masao） 助教　放射線医学　内科学　健康管理学　画像医学
　丸山義明（MARUYAMA, Yosiaki）教授　循環器内科学　動脈硬化　健康管理学 学位（博士）
　松崎　宸 （MATSUZAKI, Fukasi） 顧問　名誉教授　内科学　健康管理学　内分泌学 学位（博士）
　山田　仁 （YAMADA, Jinn） 非常勤医師　産婦人科学
　颯佐正俊 （SASSA, Masatosi） 非常勤医師　内科学　循環器病学
　飯田真理子 （IIDA, Mariko） 非常勤医師　内科学　呼吸器学
（看護師） 脇　和恵 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 , 小山美鎖子 , 
池上砂也加 , 今井　真 , （看護助手） 窪山雅子 （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 , 坂上 愛　（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 , 柴田明子　（MA） 中田和岐 , 前田千穂 , 小峰芳則 

2．教育
2-1．教育の目的・目標
　主として，生活習慣病の予防と悪性腫瘍を含むいわゆる成人病の早期発見の重要性を理解し，画像診断および検査
結果を基に個々の病態を把握，かつそれを受診者にわかり易く，面接指導することを学ぶ．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ていたが，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画像診断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 .

○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，
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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第 1 ～ 7 号を作成，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．③乳房の自己検診指導を行い，がんの早期発見の啓蒙に努め
た．④人間ドック後の看護師による受診勧奨を行い，要精査受診率上昇に努めた .

○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受診者名を番号表記に改めるなどサービスについて改善，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 周年記念誌を発刊した．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，その結果を学会にて報告した .
3-4．自己評価と次年度計画
　今年度は開設 15 周年記念誌が発刊され，15 年間の診療，研究，教育の業績を含む総括がなされた． 乳癌検診の精
度向上を目指した画像診断の研究の第 1 報が，第 55 回日本ドック学会（福岡）にて発表された．ただし，口演のみ
で，論文として記録がない．次年度の課題としては，英文，和文を問わず，学術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．これらは評判のよい対応が大きな要因であるが，事務職の営
業活動によるところも大きい．不足していた面接スタッフも固定され，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，これも
好評を得ている．高齢者の増加に伴い，ドックや集団検診の内容も変える時にきている．つまり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，今後の課題の一つ
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腹部超音波スクリーニング検査による腎臓（泌尿器系）の精査所見を検討― 5 年間の健診成績をもとに―：第

55 回日本人間ドック学会学術大会，2014,09 : 有田信和 , 清水正雄 , 足立雅樹，坂上　愛 , 黒岩比呂美 , 中田和岐 , 
武永強 , 倉光薫 , 武永強 , 丸山義明 , 里見昭

②デジタルマンモグラフィでの CAD 活用について：第 55 回日本人間ドック学会学術大会，2014,09 : 足立雅樹，
清水正雄，細野安希恵，成田政広，吉岡正樹，有田信和，倉光薫，武永強 , 里見昭 , 丸山義明

③日常生活指導事項のルーチン化による記録の時間短縮：第48回院内看護研究会2014,12: 池上砂也加, 小澤久子,
小山美鎖子 , 稲葉麻紀 , 福原初江 , 脇　和恵　

④里見　昭 , 谷水長丸：嘔吐・吐血 . 小児救急治療ガイドライン（改定 3 版）市川光太郎・編　診断と治療社 , 



健康管理センター

480

108-113, 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，26 年度は経営的にも
収支バランス，人件費比率も正常化した . また産業医研修会を長期にわたって行っており，産業医の育成にも貢献し
ている . 一方で，研究，教育などの領域に対する視点，熱意がまだ十分でない．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年々高くなり，実行力と言う点で弱点もあるが，研究，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（NAGOSHI, Sumiko）：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
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），
　　　　高林英日己（TAKABAYASHI, Hidehiko），長船靖代（OSAHUNE, Yasuyo），可児和仁（KANI, Kazuhito），
　　　　知念克哉（CHINEN, Katsuya），青山　徹（AOYAMA, Toru），林 健次郎（HAYASHI, Kenjirou），
　　　　小林泰輔（KOBAYASHI, Taisuke），高橋正朋（TAKAHASHI, Masatomo），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），
　　　　寺井悠二（TERAI, Yuji）
客員教授：1 名　　客員准教授：2 名　　非常勤講師：2 名　非常勤医師：1 名

2．教育
2-1．目的･目標
2-2．教育内容
卒前教育
　当科の病棟受け持ち体制は，チーム制で屋根瓦方式をとっているので，BSL および CC の学生も診療チームの一員
として診療および朝夕のラウンド，カンファレンスに参加してもらう．診療内容については，診療チーム上級医及び
学生実習担当医の指導のもと，教授回診や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，検査デー
タの解析を学び，さらに正しく臨床症状や検査成績を他の医師に伝える事ができる事を目標にする．また，外来診療
の他，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（ラジオ波），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．
卒後教育
　当院でも初期研修は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ディス
カッションが重視されており，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，チームで担当することによって，より安全な受け持ち体制となり，かつ全員の考えや意見が聞けて，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）：病歴の聴取や理学所見のとり方，病態から診断をつけるまでの思考過程をチームの一
員として症状が明らかな興味ある症例を受け持って，指導医とのディスカッションの中で評価する .　（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．研修医自身の考え方を重
視し，診断の根拠や治療法選択の理由を評価する .

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，大学の教員として活動している．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 . 今後は病棟での指導医とのディスカッションを増加させる予定であ
る .　卒前教育としては，まず学生に診断をさせることを重要視している . BSL，CC の学生には入院患者の担当に当
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て，医師－患者コミュニケーションのとり方を学んでもらう .　研修医に対しても，まず，自らの力で検査計画，診断，
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・胆膵
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 Brain-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 , 漢方
薬の薬理作用を科学的に証明する論文も作成された . 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ている . また肝炎の新たな治療の臨床研究も活発である . 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 . 県内においても最多の患者を診療し , IBD 治療の臨床お
よび研究を活発に行っている .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）慢性胃炎と胃生理機能： 林　健次郎 , 宮城直也 , 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）食欲と消化管ホルモン：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）FD と心身症：屋嘉比康治 , 知念克哉
7）食欲低下と漢方：屋嘉比康治 , 大野志乃
8）肝炎の病態：名越澄子 , 青山徹
9）炎症性腸疾患：加藤真吾，可児和仁 , 小林泰輔

10）カプセル内視鏡：加藤真吾 , 可児和仁
3-3．研究内容と達成度
3-4．自己評価と次年度計画
　食欲調節に関する基礎的研究は , 英文誌に掲載され , また国内外の学会にて発表された . 特にストレスによる食欲
低下のメカニズムについて脳腸相関の機序を有する作用であることを証明できたことは , 栄養代謝抑制における消化
管の重要な役割を示す重要な論文となった. また同じく漢方薬の食欲回復作用についても動物実験による検討を行い, 
英文誌に掲載された . これらの研究は基礎的な検討であり , 臨床応用のためには臨床データが必要である . 今後の課
題である . 
　ストレスによる食欲低下の機序については消化管ホルモンのグレリン分泌抑制が生じていること , さらにその機序
には交感神経が関与し , 受容体を介する作用であることを明らかにした（Endocrenology 2014）
　2015年に向けてその他の消化管ホルモンの食欲抑制作用に関する研究を進める予定である . 「CCKの食欲抑制に対
するストレスの影響」や（山口菜緒美助教）や「PYY と CCK の併用による増強作用（細見英里子助教）」に関する研
究を進め消化管ホルモンの食欲調節作用を明らかにする . 
臨床研究については , 現在進行中の「parkinson 病による食欲低下に対する六君子湯の効果」が終了する予定である . 
また「機能性ディスペプシアに対する運動改善薬と H2- ブロッカー併用の効果」に関する自主研究や「胃粘膜萎縮
の胃生理機能に対する影響」の研究（林　健次郎助教）も終了予定である . 
その他「IBD に対する薬物治療」の臨床研究も盛んに行われている . 

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

1．社会保障審議会専門委員（疾病 , 傷害及び死因分類専門委員会）
2．厚生科学審議会臨時委員（がん登録部会）

5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
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1．臨床消化器内科　編集委員
2．日本消化器病学会 評議員 , 執行評議員
3．日本消化器内視鏡学会 評議員 ? 社団評議員 , 関東地方会評議員　第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 会長
4．日本潰瘍学会　監事
5．日本大腸検査学会　評議員
6．日本神経消化器病学会　常任理事 , 専門医制度審議委委員会　委員長
7．胃病態機能研究会　世話人
8．日本消化器内視鏡学会雑誌　査読委員会
9．Journal of Gastroenterology and Hepatology 査読委員会

10．日本肝臓学会 “Hepatology Research” 編集委員
11．米国消化器病学会　fellow 
12．日本消化器内視鏡学会雑誌査読委員
13．埼玉県医師会　代議員
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務

1．Chairman of the Hepatology and Pancreaticobiliary Working Group, within the Topic Advisory Group for 
Internal Medicine （World Health Organization）

2．第 22・23 期日本学術会議連携会員

6．業績
6-1．論文

① Yakabi K, Harada Y, Takayama K, Ro S, Ochiai M, Iizuka S, Hattori T, Wang L, Tach? Y.：Peripheral α 2- β 1 
adrenergic interactions mediate the ghrelin response to brain urocortin 1 in rats.　 Psychoneuroendocrinology. 
50:300-10,　2014. 12

② Nagoshi S：Osteopontin: Versatile modulator of liver diseases.　 Hepatol Res 44（1）:22-30, 2015.01
③ Takabayashi H, Shinohara M, Mao M, Phaosawasdi P, El-Zaatari M, Zhang M, Ji T, Eaton KA, Dang D, Kao J, 

Todisco A.：Anti-inflammatory activity of bone morphogenetic protein signaling pathways in stomachs of mice. 
Gastroenterology. 147（2）:396-406, 2014.4

④屋嘉比 康治 :【パーキンソン病 - 非運動症状に対する漢方治療 -】 パーキンソン病の食欲不振および消化管運動障
害に対する六君子湯の効果 . 漢方医学 . 38（2）：101-103, 2014.06

⑤屋嘉比康治：Helicobacter pylori 感染症と消化管ホルモン　特集 Helicobacter pylori 感染と機能性ディスペ
プシア―最新の知見― I. Helicobacter pylori 感染症によるディスペプシアの発現メカニズム .　Helicobacter 
Research. 18（3）：225-230, 2014.6　　先端医学社

⑥屋嘉比康治：脳腸相関 - 消化管ホルモンと脳 , そして消化管機能性疾患 -.　Medical Practice.　 31（8）：
1196-1205, 2014.8　文光堂

⑦名越澄子：生活習慣病と認知機能―予防と治療―　肝疾患 . 日本臨床  72（4）:726-729, 2014.4
⑧名越澄子：肝機能障害合併例での経口血糖降下薬使い方　糖尿病治療のニューパラダイム第 2 巻 .　薬物治療の

実践―血糖降下薬を中心に . 医薬ジャーナル . 179-184. 2014.11
⑨加藤真吾，屋嘉比康治：【内科疾患　最新の治療　明日への指針】.　内科 . 113（6）： 1072-1073, 2014.6
⑩加藤 真吾 , 山本 龍一 , 屋嘉比 康治：【ここまでできる ! 消化器内視鏡治療】 消化管異物除去 .　成人病と生活習慣

病 . 45（3）: 314-321, 2015.3
【総数：論文 17 件 , 学会発表 51 件】
6-2．獲得研究費　

1．鴨田賞
2．平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（B 型肝炎創薬実用化等研究事業）
「次世代生命基盤技術を用いた B 型肝炎制圧のための創薬研究」分担研究者

6-3．受賞　　なし
6-4．特許 , 実用新案　　なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績　なし
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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 診療や胆膵疾患診療が増加した . 
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臨床医学部門（川越キャンパス）

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，研究副主任，診療部長：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：研究主任，副診療部長，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
宮本明（MIYAMOTO, Akira）：非常勤講師：冠動脈・末梢血管インターベンション：博士
神山哲男（KAMIYAMA, Tetsuo）：助教：教育員，研究員，研修医長：博士
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：博士（2 月 1 日海外留学）
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
塚田俊一（TSUKADA, Shunichi）：助教：教育員，研究員，専門医員
井口貴文（INOKUCHI, Takafumi）：助教：教育員，研究員，医員（9 月 30 日退職）
中田貴彬（NAKATA, Takahiro）：助教：教育員，研究員，医員
中東　威（NAKATOU, Takeshi）：助教：教育員，研究員，医員
中村嘉宏（NAKAMURA, Yoshihiro）：助教：教育員，研究員，医員
高鳥仁孝（TAKATORI, Hirotaka）：助教：教育員，研究員，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記述できる．
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），6 年生特別演習 1 回（桐村），
2．3 年生 PBL（高鳥），2 年生 PBL（神山）
3．5 年生 BSL（4 名，2 週間ｘ 16 回）および CC（3 名，4 週間ｘ 2 回）
診療チームに配属され 1-2 名の患者を受け持ちレポートを作成（各チーム医師）し，その内容について小テストを

実施（桐村）
回診（西岡），心臓カテーテル検査 / 治療（西岡，井上），デバイス植込手術（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（井上）
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，桐村，井上）

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中心に行った．各チーム
に学生は 2 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実習を中心とし，適時クルズスを行った．
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，地域の医療機関において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，日本心エコー図学会，国際心臓病学会などで
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
802 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．

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：Biochemistry and Biophysics Reports （西岡），J of Cardiology （西岡），JACC Intervention （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 Tetsuo Kamiyama, Yoshiaki Maruyama, Toshihiko Nishioka
Change in strain in adenosine triphosphate stress echocardiography and correlation with adenosine stress 
scintigraphy
日本臨床生理学会誌 44（5）:157-165;2014

②西岡利彦，神山哲男，佐々木　修
負荷心エコー法
冠疾患誌 20:127-131;2014

③佐々木　修，西岡利彦
リウマチ性疾患における心血管障害リスクの評価・モニタリング方法
リウマチ科 52（2）:1-11;2014

④ Toyama K, Isshiki A, Ando T, Inoue Y, Kirimura M, Kamiyama T, Sasaki O, Ito H, Nishioka T. 
Clinical implications of the eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio in patients with coronary artery disease
International Academy of Cardiology, Boston, USA, July 25-28, 2014

⑤神山哲男，西岡利彦
ポケット携帯型超音波装置によるコメットサイン観察の有用性と外来での使用
第 25 回日本心エコー図学会学術集会　金沢　2014 年 4 月 18 日

⑥中村嘉宏，佐々木　修，西岡利彦，井上芳郎，塚田俊一，高鳥仁孝，中田貴彬，中東　威，山口隆太郎，井口貴文，
小池亜紀，湯原幹夫，安藤敏行，一色亜美，外山堅太郎，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄
若年者における耳たぶのしわと動脈硬化の関係
第 62 回日本心臓病学会学術集会　仙台　2014 年 9 月 26 日

⑦井口貴文，佐々木　修，西岡利彦，井上芳郎，塚田俊一，高鳥仁孝，中田貴彬，中東　威，中村嘉宏，山口隆太郎，
小池亜紀，湯原幹夫，安藤敏行，一色亜美，外山堅太郎，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄
冠動脈疾患を有する院外心肺停止蘇生後患者の予後予測因子の検討
第 28 回日本冠疾患学会学術集会　東京　2014 年 12 月 12 日

⑧一色亜美，間藤　卓，井口貴文，中田貴彬，伊藤博之，西岡利彦，有馬史人，杉山　聡，吉本信雄
継時的にローレンツプロットを観察しえた心筋梗塞の 1 例
第 34 回日本ホルター・ノンインベイシブ心電学研究会　名古屋　2014 年 6 月 7 日

⑨中東　威，井上芳郎，高鳥仁孝，外山堅太郎，桐村正人，神山哲男，佐々木　修，西岡利彦
右冠動脈 PCI 中に大動脈まで及ぶ解離とステント留置後　no-reflow を生じた症例
第 65 回埼玉 Interventional Cardiology 研究会　大宮　2014 年 6 月 7 日

⑩高鳥仁孝，一色亜美，中東　威，外山堅太郎，井上芳郎，伊藤博之，西岡利彦，吉本信雄
DFTtest3 日後に心原性脳梗塞を発症した 1 例
第 44 回埼玉不整脈ペーシング研究会　川越　2014 年 6 月 28 日

【総数：論文 3 件，学会発表 18 件，講演 7 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　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．
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　その他に，心エコーハンズオンセミナー 1 回，院内招待講演会 4 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るが，日々の臨床の中で実施可能なプロトコルを立案し，徐々に成果を出
しつつある．
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2．3）呼吸器内科

1．構成員
植松　和嗣（UEMATSU, Kazutsugu）：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：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（平成 26 年 6 月 30 日まで）
齋藤　友理子（SAITO, Yuriko）：助教
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
　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．
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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．4，5
に関しては論文作成中である．
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．さらに論文として発表していきたい．
　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 Hiroyuki Kyoyama, Yusuke Hirata, Satoshi Kikuchi, Yuriko Saito, Shintaro Mikami, Gaku Moriyama, Kazutsugu 
Uematsu, Hisami Yanagita, Wataru Watanabe, Norinari Honda. Evaluation of Pulmonary Function Using Xenon-
inhaled Computed Tomography: Results of a Preliminary Study. The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology. 
Sep27, 2014

②平田優介，菊池　聡，教山紘之，齊藤友理子，三上慎太郎，森山　岳，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 54 回日本呼吸器学会学
術講演会 2014 年 4 月 26 日

③森山　岳，齋藤友理子，教山紘之，三上慎太郎，平田優介，菊池　聡，植松和嗣 . 間質性肺炎患者における 24
時間連続パルスオキシメトリーの検討 . 第 54 回日本呼吸器学会学術講演会　2014 年 4 月 26 日　

④齋藤友理子，菊池　聡，平田優介，教山紘之，三上慎太郎，森山　岳，植松和嗣．当院呼吸器内科で診断された
肺多形癌の臨床的検討．第 55 回日本肺癌学会学術集会　2014 年 11 月 16 日

⑤植松和嗣．川越市薬剤師会研修会　「気管支喘息の診断と治療」　2014 年 8 月 26 日
⑥植松和嗣．上尾市医師会内科医会　学術講演会　「気管支喘息の診療」2014 年 7 月 11 日

【総数：論文 0 件，学会発表 4 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



491

呼吸器内科

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
　中堅スタッフが減る中，各医師は大変な努力をもって臨床にあたった．その中で，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，限られた人員の中，役割の分担，効率化を図りたい．研究については，小人数のスタッフでこれ
まで行ってきた，臨床試験および基礎的研究の結果を論文としてまとめつつある．これまでの成果をいかしてさらに
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：教育副主任：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：教育主任：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）
的場玲恵（MATOBA, Reie） ：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）
　　　　　：小池美江（KOIKE, Yoshie）
コンサルタント（甲状腺）：三橋 知明（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．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：坂下杏奈（助教）内分泌・糖尿病専門医研修 2 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 3 年目の研修を行った．森澤智子（後期研修医，内科認定医）が
日本内科学会の総合内科専門医を取得した．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



493

内分泌・糖尿病内科

　医学生や初期研修の実習について，スタッフの指導内容が必ずしも充実したものではなかった．また，スタッフは
ほとんどの時間を外来診療で費やすために学生や研修医の指導に割く時間も十分とはいえなかった．指導スタッフの
充実が必要であろう．
　内分泌疾患診療においては甲状腺の生検を山内客員准教授の指導のもとで当科スタッフが行うようになった．また
和田客員教授のもとで甲状腺，副甲状腺の専門診療が充実した．また，副腎腺腫の診断と当院外科での加療や各種負
荷試験の症例数が増加した．次年度も内分泌疾患診療の充実が望まれる．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究のプロトコールを作成し実施を開始する．また研究結果を発表する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　プロインスリンの臨床応用，FMD（flow mediated dilatation）や PASESA（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．
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 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 を用いた研究を進めている．12 月に TBS の「夢の扉＋」にて当院で測
定している画像が放映された．
3）外来データの集計解析による診療実態の把握と検討
　外来データで電子カルテに定型的に入力されない部分はテンプレート入力が可能となるようにしている．また半年
ごとに電子カルテデータを情報管理部門で抽出し解析を行った．解析結果はインターネットで公開している．（http://
www.endo-smc.umin.jp/jp/）
4）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（松田昌文）
　埼玉県医科歯科連携推進会議　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）
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Member of the Editorial Board of Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases（松田昌文）
　論文査読：英文 13 論文　和文 1 論文（松田昌文）
　院内講演会／ CPC　3 ／ 1 件（松田昌文／秋山義隆）
　WEB 講演会　全国 2 件　（松田昌文）
　学会招待講演　2 件　（松田昌文）
　研究会・協会主催講演会　演者　45 件（松田昌文）
　雑誌掲載座談会  1 件（松田昌文）
　商業広告用新聞  DITN 1 件（埼玉医科大学総合医療センター CDEJ）
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 . 2014 年 11 月：石井秀人医師（浅野内科クリニック）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　（代表 10）

① Akiyama, Y, Morita-Ohkubo T, Oshitani N, Ohno Y, Aso Y, Inukai T, Kakei M, Kawakami, M, Awata T, 
Katayama S, Matsuda M: Decreased glucagon levels and decreased insulin secretion after sitagliptin versus 
mitiglinide administration with similar glycemic levels following an oral glucose load: a randomized crossover 
pharmaceutical mechanistic study　Diabetol Int  doi 10.1007/s13340-015-0207 -1, 2015.

②松田昌文 : 【最新 不安定な血糖値はこうしてコントロールする !】ナース専科 34 巻 9 号 Page12-38（2014.08）
③松田昌文 :【DPP-4 阻害薬登場後の糖尿病治療の変化】 GLP-1 受容体作動薬のポジショニング カレントテラピー 

32 巻 4 号 Page368-372 （2014.04）
④松田昌文 :【最新の糖尿病の実地日常診療　第一線の実地医家が実践すべき最新の診療の実際】 第一線の実地医

家による具体的な日常診療のポイントと実際　糖尿病患者の手術における血糖管理のありかた Medical Practice
　32 巻 1 号 Page97-100 （2015.01）.

⑤松田昌文 :【糖尿病診療でみんなが困る疑問を集めました．血糖コントロールがうまくいくコツ】 （第 3 章）入院
診療の疑問　手術前の高血糖患者に対し，スライディングスケールで対処してよいのか ? レジデントノート 16
巻 17 号 Page3245-3249 （2015.02）.

⑥松田昌文 : 悪性腫瘍患者の血糖コントロール　糖尿病専門医研修ガイドブック　改訂第 6 版　日本糖尿病学会編
集　診断と治療社　2014/5/25.

⑦松田昌文 : 膵臓疾患　糖尿病専門医研修ガイドブック　改訂第 6 版　日本糖尿病学会編集　診断と治療社　
2014/5/25.

⑧ Anna Sakashita, Reie Yoshinaga, Yoshimi Abe, Chieko Morisawa, Tomoko Morita, Yoshitaka Akiyama, Masafumi 
Matsuda: Effect of linagliptin on AVI and API,indices of vascular stiffness evaluated by an automatic blood 
pressure monitor 9th Metabolic Syndrome,Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress（Kyoto,Japan）, 平成
26 年 9 月

⑨ Reie Yoshinaga, Anna Sakashita, Chieko Morisawa, Yoshimi Abe, Tomoko Morita, Yoshitaka Akiyama, Masafumi 
Matsuda: Combination of metformin or pioglitazone with a DPP-4 inhibitor to maintein glucose control in type 
2 diabetic patients in a clinical setting in japan 10th International Diabetes Federation-Western Pacific Congress

（Suntec Singapore）, 平成 26 年 11 月
⑩阿部義美，的場玲恵，坂下杏奈，森澤智子，森田智子，秋山義隆，松田昌文 統合失調症で通院中 DKA で発症し

低血糖発作を繰り返す 2 型糖尿病の一例 第 52 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会（横浜）, 平成 27 年 1 月
【総数：論文 16 件，学会発表 14 件，講演 49 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
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　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉糖尿病療養指導セミナー（森田智子）
　川越地域糖尿病療養研究会（森田智子，秋山義隆，松田昌文）
　埼玉糖尿病先進治療研究会　代表世話人　松田昌文

7．自己点検・評価
　平成 26 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い
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いる．（文責　松田昌文）
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2．5）血液内科

1．構成員
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：教授：運営責任者：診療科長：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, Takayuki）：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（KIMURA, Yuta）：後期研修医
高橋康之（TAKAHASHI, Yasuyuki）：前期研修医：社会大学院生

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/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ィ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
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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 .
・大学院教育
　社会人大学院生として阿南朋恵が 4 年目を迎え , 現在造血幹細胞移植の前治療に関しての臨床研究がまとまり，

その内容の発表を行った．今後論文化を目指す予定である . また社会人大学院生である富川武樹がリンパ腫にお
ける EBV 感染の意義についての研究を進めている . 本年度より高橋康之が社会人大学院生として入局し , 研修医
および大学院生としての教育が開始された .

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
　3 名の大学院生を有し , これまで順調な経過と理解している . 阿南朋恵に関しては卒論を取りまとめ，発表する

ことができ. 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, 
学会報告も含め積極的に行っている . 高橋康之は前期研修医としても指導するとともに，多発性骨髄腫の難治性
の解明に向けた基礎検討も開始していることであり，さらなる発展を指導していく方針である .

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
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（5）白血病細胞における分化誘導機序の解明
2．臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞

・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
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/
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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．
　また多発性骨髄腫における免疫調節薬の作用機序としてセレブロンが重要であることを世界で初めて見出した東京
医科大学の半田宏先生とともに，さらなる免疫調節薬の作用機序解明に共同研究を行っており，様々な角度から検討
を始めたところである．
2．臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞
　数々の多発性骨髄腫に関するプロジェクトを執り行っている．生体に優しい造血器腫瘍の治療法の開発を目的とし，
多くの生理活性物質による腫瘍細胞のアポトーシス誘導機構を明らかにし，それらに基づく治療法開発に関する基盤
研究を行ってきた．金製剤オーラノフィンが多発性骨髄腫細胞のアポトーシス誘導を惹起することを見いだし，当科
にて多発性骨髄腫および類似疾患であるキャッスルマン病の臨床試験を行い，一定以上の効果を認めている．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，症例を蓄積している．
＜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
見が得られており，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．
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，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．多発性骨髄腫では複数の臨床
試験が順調に症例を蓄積している．
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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　

木崎昌弘
厚生労働省医道審議会専門委員
がん研究開発費「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」（主任研究者飛内賢正）」研
究班班員（国立がんセンター）
医薬品医療機器総合機構専門委員

得平道英
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：

木崎昌弘
血液内科（編集委員）Japanese Journal of Clinical Oncology（Review Board），Open Leukemia Journal（Editorial 
Board），Anti-Cancer Drugs（Editorial Board），International Journal of Oncology（Editorial Board），International 
Journal of Myeloma（Associate Editor），Annals of Hematology & Oncology（Editorial Board）

査読：
木崎昌弘

Internal Journal of Hematology, Cancer Science, Japanese Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Internal 
Medicine, Leukemia, Leukemia Research, FEBS letter, Apoptosis, International Journal of Molecular Science, 
Cancer Letters, International Journal of Clinical Oncology.
米国血液学会（ASH）抄録査読委員

得平道英
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，渡部准教授，阿南助教が骨随移植推進財団の調整医師として活動中である．

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Tokuhira M, Kimura Y, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Sakai R, Okuyama A, Amano K, Higashi M, Tamaru 
J, Mori S, Tabayashi T, Watanabe R, Kizaki M.  Therapy-related myeloid neoplasm in methotrexate-associated 
lymphoproliferative disease in a rheumatoid arthritis patient. J Clin Exp Hematop. 2014;54（2）:137-41.

② Gossypol induces apoptosis in multiple myeloma cells by inhibition of interleukin-6 signaling and Bcl-2/Mcl-1 
pathway. Sadahira K, Sagawa M, Nakazato T, Uchida H, Ikeda Y, Okamoto S, Nakajima H, Kizaki M. Int J Oncol. 
2014;45（6）:2278-86. 

③ Nakazato T, Sagawa M, Kizaki M. Triptolide induces apoptotic cell death of multiple myeloma cells via 
transcriptional repression of Mcl-1. Int J Oncol. 2014;44（4）:1131-8.

④ 19th Congress of the European Hematology Association. 
Tomikawa T, Tokuhira M, Watanabe R, Tabayashi T，Takahashi Y，Kimura Y，Sagawa M, Nemoto T, Mori S, 
Higashi M，Tamaru J，Kizaki M. Incidence of EBV-positivity in the very elderly patients （aged >80years） with 
diffuse large B-cell.

⑤ The 5th JSH International Symposium 2014.
Tokuhira M，Kimura Y，Takahashi Y，Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T，Mori S, Tabayashi T，Watanabe 
R, Kizaki M. The impact in terms of complete cytogenetic response after 3 months of second tyrosine kinase 
inhibitor administration in chronic phase chronic myeloid leukemia patients.

⑥第 76 回日本血液学会学術集会
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Prognostic factors for follicular lymphoma in 123 newly diagnosed patients from a single institution. Yuta 
Kimura, Michihide Tokuhira, Yasuyuki Takahashi, Tatsuki Tomikawa, Morihiko Sagawa, Tomoe Nemoto, Morihiro 
Higashi, Jun-Ichi Tamaru, Shigehisa Mori, Takayuki Tabayashi, Reiko Watanabe, Masahiro Kizaki.

⑦第 76 回日本血液学会学術集会
Targeting Wnt/ β -catenin signaling pathway in multiple myeloma. Takayuki Tabayashi, Morihiko Sagawa, Chika 
Nakabayashi, Yasuyuki Takahashi, Yuta Kimura, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Nemoto, Reiko Watanabe, Michihide 
Tokuhira, Shigehisa Mori, Masahiro Kizaki.

⑧第 76 回日本血液学会学術集会
Triptolide induces apoptotic cell death of myeloma cells via transcriptional repression of Mcl-1. Morihiko 
Sagawa, Tomonori Nakazato, Yuta Kimura, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Anan, Takayuki Tabayashi, Reiko 
Watanabe, Michihide Tokuhira, Masahiro Kizaki.

⑨第 76 回日本血液学会学術集会
The clinical impact of imatinib treatment among patients of chronic phase CML. 
Tatsuki Tomikawa, Michihide Tokuhira, Reiko Watanabe, Tomoe Nemoto, Yasuyuki Takahashi, Yuta Kimura, 
Morihiko Sagawa, Takayuki Tabayashi, Shigehisa Mori, Masahiro Kizaki.

⑩第 76 回日本血液学会学術集会
Long-term follow-up of allo-HSCT with FLU-MEL-TBI for patients with hematological malignancies. Tomoe 
Nemoto Reiko Watanabe, Tatsuki Tomikawa, Morihiko Sagawa, Takayuki Tabayashi, Yuta Kimura, Yasuyuki 
Takahashi, Yasunobu Sekiguchi, Michihide Tokuhira, Shigehisa Mori, Masahiro Kizaki.

【論文 3 件　学会報告 22 件】
6-2．獲得研究費

木崎昌弘
厚生労働省
平成 26 年度がん研究開発費（分担研究者）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（飛
内班）多発性骨髄腫に対する至適分子標的療法の確立とバイオマーカーの探索研究
文部科学省
平成 26 年度科学研究費補助金　基盤研究（C）（継続）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

得平道英
平成 26 年度がん研究開発費（分担研究者）高齢者多発性骨髄腫患者に対する至適な分子標的療法の確立と治療
効果および有害事象を予測するバイオマーカーの探索的研究班

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

7．自己点検・評価
　基礎研究においては，多発性骨髄腫における機序解明から金製剤が有効であることが見いだされ，その臨床研究が
開始されたことは，当科の目標とする新たな治療開発の一つとして重要な結果となった．臨床研究においては，数多
くの臨床研究が進行中であり，その一部が論文化され，着実な進歩を認める．今後更なる発展を目指し，現在行って
いるものに加え，魅力ある研究を追加していく方針である．
　教育においては，BSL のみならず CC を受け入れ，学生から高い評価を受けている．さらに，それらのプログラム
を魅力あるものにしたいと考えている．また研修医に対しては，さらに血液内科を通じて医療の理解を深められるこ
とを期待し，学会発表など学問的な教育も展開していく方針である．
　当科の特徴であるオールマイティな血液内科医を育てるとともに，社会にも還元できる魅力ある科を目指したい．
また高齢化社会の時代を迎えて，緩和ケアなど終末医療の充実化も大切である．周辺医療機関との連携を深めるなど
のハードの整備のみならず，全人的な医療に向けてさらに努力を行い，我々の技量を社会に還元していけるよう，鋭
意邁進したい．
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2．6）神経内科

1．構成員
　野村恭一（NOMURA, Kyoichi） 教授：運営責任者：診療科長：研究主任：代表指導教員（大学院）：
 免疫性神経疾患：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
　齋藤豊和（SAITOU, Toyokazu） 非常勤講師：臨床神経学教育：博士
　木下正信（KINOSHITA, Masanobu） 非常勤講師：筋緊張性ジストロフィー：博士
　岩崎　章（IWASAKI, Akira） 非常勤講師：神経・筋病理学：博士
　三井隆男（MITSUI, Takao） 助教：教育副主任
　山里将瑞（YAMAZATO, Masazumi） 助教：研究副主任（平成 26 年 9 月から非常勤講師）
　王子　聡（OUJI, Satoru） 助教（留学中）
　吉田典史（YOSHIDA, Norihito） 助教
　伊﨑祥子（IZAKI, Shouko） 助教
　小島美紀（KOJIMA, Miki） 助教
　久保田昭洋（KUBOTA, Akihiro） 助教
　田島孝士（TAJIMA, Takasi） 助教
　成川真也（NARUKAWA, Shinya） 助教
　原　渉　（HARA, Wataru） 助教
　齋藤あかね（SAITOU, Akane） 助教
　鈴木理人（SUZUKI,Masato） 助教
　遠藤綾亮（ENDOU, Ryousuke） 助教（出向中）
　石塚慶太（ISHIZUKA, Keita） 助教
　田中　覚（TANAKA, Satoru） 助教
　古谷真由美（FURUYA, Mayumi） 助教
　宮内敦生（MIYAUCHI, Atsuo） 助教
　杉本恒平（SUGIMOTO,Kouhei） 助教

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みならず，将来現場に立ち患者様を診察させて頂く際に役立つ様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もらえる様に努める．
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　 医療を習得する様努力し
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
間性を身につける様に心掛け，常に人間性の向上を目指している．研修医・教室員の教育・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体験するなどを行う．また，総合医療
センターでは臨床実習生のための『神経内科テキスト』を作成し，各神経疾患をテーマとしたクルズスも同時に行っ
ている．
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　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．全員が後期研修医中に日本内科学会認定内科医を取得する様に指導すると同時に，日本神経学会神経
内科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様に
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取得するため大学病院，中央研究施設，機能部
門との協力の基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 修了時に施行する口頭試問と学生からのアンケートを基に常に指導方法の確認を行っている．
　達成率：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：80 ％
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観とした．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 ％を基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である．また，クルズスを行い時
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，脳脊髄液検査の実際の検体処理を習得出来る様にローテーションを行い研修する予定である．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棟解明を目指
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に関する研究
　上述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に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・高血圧内科（人工腎臓部），ME 技師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．今後は，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，さら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員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1）野村恭一
　編集委員 日本神経学会（臨床神経学）
　 MS FRONTIER（多発性硬化症の先端情報誌）
　 ギラン・バレー症候群，フィッシャー症候群診療ガイドライン
　 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣性運動ニューロパチー
 診療ガイドライン 
　査読委員 日本神経免疫学会　　日本神経治療学会 日本アフェレシス学会　
 Journal of Internal Medicine
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）　重症筋無力症友の会
 慢性炎症性脱髄性多発神経炎友の会
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・著書

①野村恭一．神経症候群（第 2 版） - その他の神経疾患を含めて - 自己免疫性疾患　膠原病に伴う神経障害　血管
炎症候群　Churg-Strauss 症候群　好酸球性多発血管炎性肉芽腫症．日本臨床　別冊神経症候群Ⅱ．日本臨牀社，
大阪， 2014，644-650

②野村恭一．神経症候群（第 2 版） - その他の神経疾患を含めて - 医薬品副作用，中毒性疾患　金属，薬品，化学
物質による中毒性疾患　自然毒　ダニ．日本臨床　別冊神経症候群Ⅱ．日本臨牀社，大阪， 2014，712-716．

③伊﨑祥子，野村恭一．目でみるトレーニング．Medicina51 巻 7 号，医学書院，東京，2014，1320-1323．
④伊﨑祥子，野村恭一．重症筋無力症 ?New Standards? 診断と鑑別診断　重症筋無力症の合併症．Clinical 

Neuroscience32 巻 9 号 . 中外医学社，東京 ,2014,1023-1026.
⑤三井隆男，野村恭一．神経疾患治療ノート　全身疾患に伴うニューロパチー　Crow-Fukase 症候群・骨髄腫およ

び傍腫瘍性．Clinical Neuroscience32 巻 6 号 . 中外医学社，東京 ,2014,702-703.
⑥深浦彦彰．他科からみた膠原病診療　神経内科からみた膠原病に合併した末梢神経障害の診療　血管炎による多

発単神経炎を中心に．リウマチ科 52 巻 3 号 , 科学評論社 , 東京 ,2014,275-281．
⑦深浦彦彰．多発性硬化症と視神経脊髄炎　治療　再発抑制の治療　多発性硬化症におけるその他の病態修飾薬　

グラチマラー，ナタリズマブ，免疫抑制薬．日本臨床 72 巻 11 号，日本臨牀社，大阪，2014，2015-2022．
⑧深浦彦彰，野村恭一．多発性硬化症のパラダイムシフト ? 病態から治療まで ? 治療　急性期治療．Clinical 

Neuroscience32 巻 11 号 . 中外医学社，東京 ,2014,1271-1274.
⑨野村恭一．GBS と CIDP? 診療 New Standards　Guillain-Barre 症候群（GBS）　治療とリハビリテーション．

Clinical Neuroscience32 巻 3 号 . 中外医学社，東京 ,2014,288-293.
⑩野村恭一．多発性硬化症と視神経脊髄炎　治療　再発抑制の治療　視神経脊髄炎の再発抑制．日本臨床 72 巻

11 号，日本臨牀社，大阪，2014，2023-2030．
6-2．獲得研究費
　該当なし
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6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 23 回日本アフェレーシス学会関東甲信越地方会 
 2014 年 5 月 　場所：川越
②第 4 回臨床神経軽井沢カンファレンス
 2014 年 6 月 　場所：軽井沢

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並行して行っている．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に努力してきた．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
天野宏一（AMANO, Koichi）：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）：膠　
　　　　　　　　　　　　　 原病：博士
武井博文（TAKEI, Hirofumi）：助教
奥山あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）：助教：博士
近藤恒夫（KONDO, Tsuneo）：助教：博士
千野健太郎（CHINO，Kentaro）：助教：（大学院生）
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
竹内　勤（TAKEUCHI, Tsutomu）：客員教授：指導教員（大学院）：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
長澤逸人（NAGASAWA, Hayato）：非常勤講師：博士
小川祥江（OGAWA, Hiroe）：非常勤講師：博士
関口直哉（SEKIGUCHI, Naoya）：非常勤医師
飯塚　篤（IIZUKA, Atsushi）：非常勤医師：博士
西村幸治（NISHIMURA, Koji）：非常勤医師

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 7，青木 1，武井 1）

2）初期研修医教育
研修医クルズス
臨床病理カンファレンス　
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける
回診（天野）：病態把握，鑑別診断，治療法選択などの考え方を学ぶ

3）後期研修医教育
回診／カルテ回診（天野）：治療方針決定能力を養う
カンファレンス／抄読会：最新の臨床・研究面での topics を学ぶ
症例報告／学会発表：症例の presentation と症例のまとめ方を学ぶ

4）大学院教育
　週 1 回のカンファレンスにて研究テーマについて discussion し，学位取得を目指す
2-3．達成度
　学生教育：90%
　初期研修医教育：80％
　後期研修医教育：80％
　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
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　学生教育（卒前教育）では 4 年生の免疫ユニットの講義 5 年生の BSL を担当してきた．初期研修医の教育では，
週に 2 回の回診の際の discussion や週 1 回の抄読会などで知識や考え方を身につけてもらうよう努めてきた．今後，
内容の充実をはかって学生に膠原病の魅力が伝わるような講義，指導に心がけたい．
　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．
3-2．2014 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）
⑤トファシチニブ治療による関節リウマチの疾患活動性制御の維持に関する研究（申請番号 845）
⑥トファシチニブとメトトレキサート併用療法による関節リウマチの疾患制御後休薬に関する研究（申請番号

1073）
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）
③新規発症 ANCA 関連血管炎の寛解導入法における，リツキシマブ併用低用量グルココルチコイド対高用量グル

ココルチコイドのオープンラベル，多施設共同，ランダム化比較試験（申請番号 1035）
④ ANCA 関連血管炎に対するリツキシマブの有効性と安全性およびリツキシマブ治療中のサイトカイン，蛋白発

現プロフィールおよびリンパ球発現動態に関する研究（申請番号 1058）
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）

②ステロイド性骨粗鬆症に対するテリパラチド治療終了後のデノスマブの有用性 ? ビスホスホネート製剤との比較
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関節リウマチに対するトシリズマブ単独療法下における病態メカニズムの解明（申請番号 916）

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．28 例登録し観察中．達成度 80％．
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．23 例登録．達成度 60％．
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．17 例登録．達成度 40％．
RA- ⑤：治験で使用した患者のトファシチニブ中止後の臨床情報を多施設で集積し，解析する．すでに臨床情報は
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集積し，研究主幹施設で解析中．達成度 95％
RA- ⑥：MTX 効果不十分例にトファシチニブを追加併用し，1 年間観察後，寛解例を対象に，MTX 中止またはトファ

シチニブ中止に無作為に割り付け，両群の寛解維持率を比較．開始したばかりで登録はまだ 0．達成度 0％
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 4 例，GCA1 例，PMR13 例を登録．達成度 60％．
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．9 例登録．達成度 90％．
血管炎 - ③：新規に診断した ANCA 関連血管炎に対し，低用量 GC ＋リツキシマブと，高用量 GC ＋リツキシマブ

の治療の有用性を比較．登録はまだ 0．達成度 0％
血管炎 - ④：ANCA 関連血管炎患者でリツキシマブを開始した前後で免疫学的パラメーターの動態を観察し，病態

の解析を行う．開始したばかりで登録 0．達成度 0％
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

鬆症の進展防止効果を比較．19 例登録．達成度 60％．
骨粗鬆症②：PTH 製剤による治療を終了したステロイド性骨粗鬆症感じゃを対象に，デノスマブ群とビスホス

ホネート製剤（種類は問わない）群のいずれかに無作為に割り付け，両群の有用性を比較．登録 5 例．達成度
10％．

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 16 例で登
録終了し観察中．達成度 90％．

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 6 例を登録し観察中．達成度
60％．

基礎①：新たに開始した．達成度 0％．
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，全体として目標の 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 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 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 
Rheuamtol 2014 May; 24（3）: 399-404

② Kurasawa T, Nagasawa H, Kishimoto M, Amano K, Takeuchi T, Kameda H.: Addition of another disease-modifying 
anti-rheumatic drug to methotrexate reduces the flare rate within 2 years after infliximab discontinuation in 
patients with rheumatoid arthritis: An open, randomized, controlled trial. Mod Rheumatol 2014 Jul; 24（4）: 
561-566

③ Sada KE, Amano K, Uehara R, Yamamura M, Arimura Y, Nakamura Y, Makino H; Research Committee on 
Intractable Vasculitides, the Ministry of Health, Labour, Welfare of Japan. : A nationwide survey on the 
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epidemiology and clinical features of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis （Churg-Strauss） in Japan. 
Mod Rheumatol 2014 Jul; 24（4）: 640-644

④ Tanaka Y, Kubo S, Yamanaka H, Amano K, Hirata S, Tanaka E, Nagasawa H, Yasuoka H, Takeuchi T.: Efficacy 
and safety of abatacept in routine care of patients with rheumatoid arthritis: Orencia? as Biological Intensive 
Treatment for RA （ORBIT） study. Mod Rheumatol. 2014 Sep; 24（5）: 754-762

⑤ Iwahashi M, Inoue H, Matsubara T, Tanaka T, Amano K, Kanamono T, Nakano T, Uchimura S, Izumihara T, 
Yamazaki A, Karyekar CS, Takeuchi T: Efficacy, safety, pharmacokinetics and immunogenicity of abatacept 
administered subcutaneously or intravenously in Japanese patients with rheumatoid arthritis and inadequate 
response to methotrexate: a Phase II/III, randomized study. Mod Rheumatol. 2014; 24: 885-891

⑥ Terai C, Tsutsumi T, Sakurai T, Moriguchi M, Azuma T, Kaneko M, Kawagoe M, Hoshi K, Yoshida H, Matsui T, 
Nakajima K, Okuyama A, Nishi E, Amano K, Ota M, Mimura T, Chino K, Aoki K, Hand Y, Hirose T, Kida I, Kobayashi S, 
Suzuki K, Matsuzaki T, Kuga Y. The efficacy of mizoribine for the treatment of rheumatoid arthritis and its 
correlation with renal function. Mod Rheumatol 2014 Nov; 24（6）: 892-896

⑦ Sakai R, Cho SK, Nanki T, Koike R, Watanabe K, Yamazaki H, Nagasawa H, Amano K, Tanaka Y, Sumida T, Ihata 
A, Yasuda S, Nakajima A, Sugihara T, Tamura N, Fujii T, Dobashi H, Miura Y, Miyasaka N, Harigai M; For the REAL 
study group. : The risk of serious infection in patients with rheumatoid arthritis treated with tumor necrosis 
factor inhibitors decreased over time: a report from the registry of Japanese rheumatoid arthritis patients on 
biologics for long-term safety （REAL） database. Rheumatol Int. 2014 Dec; 34（12）: 1729-1736

⑧ Tokuhira M, Kimura Y, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Sakai R, Okuyama A, Amano K, Higashi M, Tamaru 
J, Mori S, Tabayashi T, Watanabe R, Kizaki M: Therapy-related myeloid neoplasm in methotrexate-associated 
lymphoproliferative disease in a rheumatoid arthritis patient.  J Clin Exp Hematop. 2014; 54（2）: 137-41

⑨ Sakai R, Shibata A, Chino K, Okuyama A, Kondo T, Nishi E, Takei H, Nagasawa H, Amano K: The Euro-lupus 
protocol plus tacrolimus for lupus nephritis: Potentiality of multi-target therapy.  EILAR 2014, Paris, France

⑩ Kondo T, Shibata A, Sakai R, Chino K, Okuyama A, Takei H, Amano K:: Efficacy and safety of iguratimod for 
rheumatoid arthritis. 2014 ACR/ARFP Annual Meeting , Boston USA

【総数：原著 10 件，総説 6 件，国際学会発表 2 件，国内学会発表 18 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；有村義宏）
　特発性大腿骨頭壊死に関する調査研究（分担者；天野宏一，主任；岩本幸英）
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許・実用新案
　関節リウマチ活動性指標を同定する方法及びそれに用いるバイオマーカー（特願 2013-544065）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　＜ 2014 年＞
　2014 年 6 月 6 日　　川越地区 PAH 早期診断セミナー　（院内講演会）

2014 年 7 月 3 日　　合同 PH 研究会　（院内講演会）
2014 年 7 月 16 日　 第 19 回川越リウマチ懇話会
2014 年 10 月 10 日　川越骨粗鬆症セミナー　（院内講演会）

7．自己点検・評価
教育：学生，研修医教育では知識の伝達のみにならないよう，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：柴田明子医師が加わり，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
長谷川元（HASEGAWA, Hajime）：教授：運営責任者：診療部長，研究主任，教育副主任：代表指導教員（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）

【腎・高血圧内科】
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：診療副部長（外来医長），研究員，教育員：指導教員（大学院）：高血圧・
　　　　　　　　　　　　　　　 糖尿病：博士（医学）
田山陽資（TAYAMA, Yosuke）助教：専門医員，研究員，教育員：：糸球体腎炎，腎不全，血液浄化療法：博士（医学）
岩下山連（IWASHITA, Takatsugu）：助教：病棟医長，研究員，教育員：（?）：糸球体腎炎，腎病理学：学位無し
羽田野 実（HATANO, Minoru）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し
原　宏明（HARA, Hiroaki）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し
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
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
安田邦彦（YASUDA, Kunihiko）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し
河合雄一郎（KAWAI, Yuichiro）：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
佐野達郎（SANO, Tatsuro）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し
塩田裕也（SHIOTA, Yuya）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し
山本　亮（YAMAMOTO, Ryo）：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 2 学年（獨協医科大学薬理学講座留学中）

【大学病院腎臓内科・国際医療センター腎臓内科兼担（派遣）】
小暮 祐太（KOGURE, Yuta）：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

【学内ローテーション（総医セ・放射線科）】
木場 藤太（KIBA, Tota）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し

【非常勤（派遣中）】
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）
岡崎 晋平（OKAZAKI, Shinpei）：非常勤 III 類（赤心堂病院出向）

【客員教授】
御手洗 哲也（MITARAI, Tetsuya）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）
松村 治（MATSUMURA, Osamu）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）（武蔵嵐山病院）

【非常勤】
吉川　賢（KIKKAWA, Masaru）：非常勤 II 類（きっかわクリニック）
河野里佳（KOUNO, 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）
野入千絵（NOIRI, Chie）：非常勤 III 類（友愛クリニック）
星　綾子（HOSHI, Ayako）：非常勤 III 類（日高病院）
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肥田　徹（HIDA, Toru）：非常勤 III 類（埼玉協同病院）

2．教育
2-1．目的･目標

基本学科運営責任者の交代に伴い，当学科が担当する教育のあり方について，基本的知識の理解と整理を重視して
きた従来の方針を尊重しつつ，当該領域を中心とした内科学全体への興味を引き出し，魅力を伝えることを重視する
べく，当学科の目標を「腎臓内科学全般の基礎知識を身につけさせ，併せて知的好奇心を喚起すること」とした．ま
た大学院生に対しては「独自の研究を展開できる人材の育成」を目標に掲げている．
2-2．教育内容

学部学生への講義
加藤講師，長谷川教授が以下の講義を担当している．

　加藤　仁　講師　担当授業
　1 学年　臨床入門　6 時限分　バイタルサインの見方，他
　3 学年講義　腎臓内科学　2 時限分　カルシウム・リン代謝，膠原病と腎疾患
　3 学年　臨床推論　2 時限分　肝不全
　4 学年　臨床入門　5 時限分　身体診察，医療面接，他
　5 学年　特別演習　2 時限分　腎炎症候群，腎機能障害

　長谷川元　教授　担当授業
2 学年講義　調節系（生理学）　3 時限分　腎臓生理学
3 学年講義　腎臓内科学　4 時限分　尿細管機能異常，水電解質代謝異常，酸塩基平衡異常

卒前学生の臨床実習（BSL）とクリニカル・クラークシップ（CC）
BSL については当科配属が一週間という短期間である事に鑑み，クルズスを中心に実習予定を立てている．当学科

の基本目標を「腎臓内科学全般の基礎知識を過不足なく身につけさせ，さらに学生の知的好奇心を喚起すること」と
し，この基本方針のもと以下のクルズスを実施している．また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．
　●座学型クルズス

　腎組織の見方（担当：岩下 助教）
　慢性糸球体腎炎（担当：羽田野 助教）
　急性腎不全の鑑別（担当：松田 准教授）
　慢性腎不全の原因と分類，治療（担当：松田 准教授）
　慢性腎臓病 CKD（担当：叶澤 講師）
　妊娠高血圧症の成因と治療（担当：岡崎 助教）
　水電解質代謝異常症，酸塩基平衡異常症（担当：長谷川 教授）
　急速進行性糸球体腎炎（担当：田山 講師）
　ネフローゼ症候群の臨床的鑑別（担当：佐藤 助教）

　●実技見学型クルズス
　検尿の実際と尿所見から分かること（担当：稲村 助教）
　腹膜透析の実際（担当：河野 非常勤講師）
　血液透析の実際（担当；小川 講師）
　手術見学（シャント設置手術，腹膜透析用カテーテル設置術）
　一方 CC 学生に対してはより深く，一部研究的な内容を含む以下のクルズスを実施している．
　腎不全治療法の選択と腎移植（担当：松田 准教授）
　腎臓の解剖と働き（担当：山本 助教）
　透析の適応と導入期合併症（木場 助教）
　慢性糸球体腎炎（担当：羽田野 助教）
　腎生検の適応と腎組織所見の読み方（担当：岩下 助教）
　慢性腎炎の臨床症候分類と組織分類（担当：加藤 講師）
　血液浄化療法の仕組みと種類（担当：小川 講師）
　ネフローゼ症候群（担当：岡田 助教）
　急速進行性糸球体腎炎（担当：原 助教）
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　慢性腎臓病 CKD（担当：叶澤 講師）
　電解質異常と酸塩基平衡異常（担当：長谷川 教授）
　急性腎障害（AKI）の原因と診断，治療（担当：松田 准教授）
CC 学生に対するクルズスは 3 週間の実習期間の前半に集中させ，後半は配属診療チームとともに病棟診療，チー

ムカンファレンスへの参加，カテーテル手技や手術への参加を通じて「主治医チームの一員」として行動させるよう，
特に配慮している．さらにチーム内の教室員が行っている研究活動への参加，研究会・学会への出席を通じ，診療の
みならず研究，教育をも担う医師の多様な活動を体験して頂けるように心がけている．

初期研修医に対する教育
当学科では平成 26 年度，1 年目研修医 32 名，2 年目研修医 11 名，合計 43 名の初期研修医を受け入れた．多く

の研修医教育を担当している当学科では，研修医への指導・教育は教室の主要な業務であるとの認識を，教室員全員
が共有している．26 年度より研修医教育をさらに重視し，指導内容の平準化，初期研修医にとって必要な救急対応
や基本手技を確実に修得させることに加え各指導医の負担軽減をも考慮し，当科独自の研修医クルズスを毎月実施し
ている．実施内容は以下の通りである．
　①穿刺の基本（エコーの使い方，見方を含めて）（担当：木場 助教）

　・腎，心，腹部エコー
　・中心静脈穿刺について

　②救急対応の基本→鬱血，高 K，アシドーシスといった急性増悪に対する対応（担当：小暮 助教）
　③病理組織標本の見方の基本（担当：岩下 助教）
　④腎疾患関連の画像診断の基本（担当：稲村 助教）
　⑤腎炎治療の基本（担当：岡崎 助教）

　・ステロイドの副作用など日常診療で気を付けて診療するポイント
　・尿所見などから原疾患を考える

　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 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 准教授）

　・透析の種類と特徴，その方式
　・ドライウェイトや食事管理などの維持透析の注意，設定方法，貧血含む
　・腹膜炎，出口部感染などの腹膜透析の合併症

　⑧血圧管理の基本→主に降圧薬について（担当：叶澤 講師）
初期研修医 1 年目に対しては当科で実施しているクルズスやカンファレンス，回診，指導医からの指導などを通じ，

内科全般あるいは臨床医学全般に関わる基本スキルの修得，論理的な内科診断法の修得，医療安全と多職種医療連携
に対する意識の向上，などを目標としている．

一方初期研修医 2 年目に対しては，腎臓内科学領域の知識と診断法を経験させ，専門領域の臨床に触れさせること，
症例に関わりの深い研究領域に関心を持たせ，知的好奇心を喚起すること，など 1 年目とは異なった目標を立てて
いる．
大学院生に対する教育

平成 26 年度の当学科所属の大学院生は 1 名である．社会人大学院生として，病棟診療，外来診療，当直業務など
をこなしながら，当学科で取り組んでいる研究内容とも連関したテーマで，隣県医科大学の基礎研究室に定期的に通
い，海外からの留学生と共に本格的な研究に取り組んでいる．当該研究室の責任者とは定期的に連絡を取り合い，将
来当学科並びに本学での研究活動にスムーズに移行できるよう配慮している．
2-3．達成度
学生教育

BSLについては学生の評価は概ね良好であるものの1週間という短期間では座学と見学型実習を主体とせざるを得
ず，総合的な達成度としては疑問が残る．

CC 学生に対しては 4 週間という十分な時間が確保されていること，当科での実習に対する意欲が高い学生が参加
していること，などにより診療参加型の実習目標が概ね達成できているものと思われる．
研修医教育

初期研修医に対する教育では，平成 26 年度より開始した当科のクルズスは好評であり，またカンファレンスなど
での研修医教育のあり方に対しても肯定的な意見が多いようである．平成 27 年度当科研修希望の初期研修医が増加
していること，特に 2 年目研修医の比率が増えていることなどは，研修医からの当教室への評価の現れと捉えている．
しかし多職種医療連携への意識付けや 2 年目研修医に対する腎臓病学研究領域と臨床との関わりの紹介などは不十
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分であり，今後の課題と考えている．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前学生に対しては，座学よりは見学型を，見学型よりは参加型の実習を増やしていける様，適宜プログラムの修
正を行っていく予定である．

研修医教育では，特に 2 年目研修医に対する教育のあり方が課題と考えている．基本的な内科臨床，腎臓内科臨
床のスキルを身につけてもらいながら，研究への興味を持ってもらえるよう工夫をしていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

当学科の研究目標は，①進行性腎障害の進展促進因子の解明と治療的アプローチの解明を目指す基礎研究の促進，
②人口の高齢化と減少など，社会構造の変化に基づく新たな腎臓病学臨床の課題に診断，治療の両面で貢献出来る多
様な臨床研究の推進，③研究活動を通じた論理的かつ客観的な思考法を身につけ，情報の使い方を習得した創造性あ
る臨床医の育成への貢献，の三点である．上記の目標達成のため，（1） 大学院進学及び学位取得の推進，（2） それぞ
れの基本学科構成員が個別のおのおのの興味や経験に応じた研究テーマを持つ様に誘導していくこと，（3） ゲノムセ
ンターや基礎医学学科など学内の研究機関及び学外の研究機関との交流を促進すること，（4） 英文論文発表への意識
を高めていくこと，（5） 研究費，特に公的研究費の獲得へ努力していくこと，の 5 点を重視している．

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

基礎研究ではモデル動物を用いた解析が中心で，vivo 実験は第一研究棟で行い，解析を研究室で行っている．
（1）腎間質障害評価の新規パラメーターとしての腎 Mg 代謝異常に関する基礎的検討

研究責任者：清水泰輔 助教
研究協力者：長谷川元 教授，高栁佳織 専任研究員（理学修士），岩下山連 助教，叶澤孝一 講師，松田昭彦 准教
授

（2）フルクトース過剰摂取時の腎間質障害に関する基礎的検討
研究責任者：原　宏明 助教
研究協力者：長谷川元 教授，高栁佳織 専任研究員（理学修士），岩下山連 助教

（3）フルクトース誘導腎障害の糸球体障害機序解明及びレニン阻害薬による治療効果の検討
研究責任者：岩下山連 助教
研究協力者：長谷川元 教授，高栁佳織 専任研究員（理学修士），松田昭彦 准教授，叶澤孝一 講師

臨床研究
臨床研究では，糖尿病腎における薬物の腎保護作用に関するものが 2 テーマ，尿細管間質性腎障害に関するもの，

腹膜透析に関するもの，血液浄化と末梢性動脈病変治療に関するもの，遺伝性多発嚢胞腎に関するものが各 1 テー
マと，腎疾患領域の多岐にわたる内容となっている．研究責任者となっている教室員は，いずれも甲または乙での学
位取得を目指している．
（4）日本人 CKD 合併 2 型糖尿病患者における DPP-4 阻害薬の糖尿病性腎症における進展抑制効果に対する検討

研究責任者：叶澤孝一 講師
研究協力者：佐藤紗映子 助教，長谷川元 教授

（5）日本人の腎症合併 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の糖尿病性腎症における進展抑制効果に対する検討
研究責任者：佐藤紗映子 助教
研究協力者：叶澤孝一 講師，長谷川元 教授，高栁佳織 専任研究員（理学修士），岩下山連 助教

（6）腎血管超音波検査による腎血管血流と腎障害との相関に関する検討
研究責任者：羽田野実 助教
研究協力者：長谷川元 教授，高栁佳織 専任研究員（理学修士），岩下山連 助教，叶澤孝一 講師

（7）腹膜透析における体液過剰が腹膜透過性に与える影響
研究責任者：松田昭彦 准教授
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研究協力者：田山陽資 講師，小川智也 講師，岡田良美 助教
（8）オンライン血液濾過透析による動脈硬化抑制の検討

研究責任者：小川智也 講師
研究協力者：松田昭彦 准教授

（9）遺伝性多発性嚢胞腎患者の疾患進行度，残存腎機能予測に関する臨床的解析
研究責任者：岡田良美 助教
研究協力者：長谷川元 教授，青栁麻衣（メディカルアシスタント），高栁佳織 専任研究員（理学修士），田山陽
資 講師，叶澤孝一 講師

（10）高齢者膜性腎症由来ネフローゼ症候群に対するステロイド，ミゾリビン併用治療の有効性に関する研究
研究責任者：長谷川元 教授　
研究協力者：高栁佳織 専任研究員（理学修士），山嵜舞子 研究技術員

3-3．研究内容と達成度
基礎研究プロジェクトのうち，マグネシウム代謝異常に関する研究は英文誌に投稿し，2 編採択されている．間質

障害に関するプロジェクトも解析は終了し，現在論文投稿準備中である．フルクトースに関する研究では基礎的実験
が終了し，現在データの解析作業中である．来年度の学会発表と論文化を予定している．

臨床研究では糖尿病腎に関する 2 つのプロジェクトは前方視観察型研究として行われ，DPP4 阻害薬に関する研究
はデータの解析が終了し，現在論文投稿準備中である．SGLT2 阻害薬に関する研究は現在データ採取中であり，報
告は再来年度を予定している．超音波検査による間質障害度の評価に関する研究は学会報告が終了し，来年度早々の
論文投稿を予定している．腹膜透析及び末梢動脈病変（PAD）に関する研究は，現在データ収集中である．多発性嚢
胞腎に関する研究は後方視横断的解析によるものと，前方視観察型研究によるものの 2 種類を行っている．後方視
研究に関するものではデータの解析が概ね終了しており，本年度，来年度に発表を行い，その後の論文化を予定して
いる．膜性腎症由来ネフローゼ症候群に対するミゾリビン併用療法法の有効性に関する研究は多施設共同研究として
行われており，当教室が事務局を勤めている．前方視介入型研究であり，現在研究期間が終了し，データ採取中であ
る．来年度中の論文投稿を予定している．
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
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「腎疾患患者の病態を総合的に把握して，患者中心の医療を提供すること」を診療目標とし，幅

広い領域の診療活動を行っている．特に膠原病，血液疾患などに伴う腎疾患の診療実績の増加が著しく，生物製剤を
用いた新規治療などへの取り組みを含め，今後も対応を強化していく．人工腎臓部については，業務全体に占める急
性血液浄化，特殊血液浄化の割合が極めて高く，要員の確保，人材の育成を行いつつ，医療安全確保に努めていく．
腎移植については，術後管理から移植患者の長期の外来管理を担当している当科としては重い役割を担っている．人
材育成，要員確保の両面で困難が大きいが，総合医療センターが県内献腎移植における中心的な役割を担っている点
に鑑み，現体制を維持していけるよう独力していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：

埼玉県慢性腎臓病対策協議会代表：　長谷川 元
埼玉県特定疾患審査会委員：　長谷川 元

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌編集委員： 透析医会誌 松田 昭彦，小川 智也
 Fluid Management Renaissance　長谷川　元
学術誌査読委員： Clin Exp Nephrol 長谷川 元
 Clin Exp Nephrol Case Rep　長谷川 元，小川　智也
 Nephron, Experimental Nephrol　長谷川　元
 J Clin Medicine　長谷川　元
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 Pharmaceutical Report　長谷川　元
 International J Neuroscience　長谷川　元
 Nephron, Experimental Nephrology　長谷川 元
 Nephrology　長谷川　元
 Neutrients　長谷川　元
 Therapeutic Aphresis and Dialysis　松田 昭彦
 Hemodialysis Int　小川　智也

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務，全国規模研究会役員
　日本腎臓学会評議員：長谷川 元，叶澤 孝一，松田 昭彦，加藤　仁
　日本透析医学会評議員：松田 昭彦，小川 智也
　日本腎臓学会広報委員会連絡委員：長谷川 元
　日本臨床生理学会評議員：長谷川　元
　腎と妊娠研究会理事：長谷川　元
　腎間質障害研究会幹事：長谷川　元
　多発性嚢胞腎研究会幹事：長谷川　元
　臨床体液研究会世話人：長谷川　元
　トランスポーター研究会幹事：長谷川　元
　日本アフェレーシス学会評議員：松田　昭彦，小川　智也
　日本急性血液浄化学会評議員：松田　昭彦，小川　智也
　日本腎不全栄養研究会幹事：松田　昭彦
　日本アクセス研究会評議員：小川　智也
　日本 HDF 研究会評議員：小川　智也
　日本医工学治療学会理事・評議員：小川　智也
　バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会幹事：小川　智也
　日本サイコネフロロジー研究会事務局長，世話人：小川　智也
　日本 HDF 研究会評議員：小川　智也

6．平成 26 年度（2014 年度）業績
6-1．論文・学会発表

① Matsuda A, Kitaoka T, Suzuki H. Effect of Hemoglobin Target on Progression of Chronic Kidney Disease. J 
Nephrol Therapeutic S1:006 doi: 10.4172/2161-0959.S1-006; February 25, 2014

② Kuragano T, Matsumura O, Matsuda A, Hara T, Kiyomoto H, Murata T, Kitamura K, Fujimoto S, Hase H, Joki N, 
Fukatsu A, Inoue T, Itakura I, Nakanishi T. Association between hemoglobin variability, serum ferritin levels, and 
adverse events/mortality in maintenance hemodialysis patients. Kidney Int. 86（4）:845-54, 2014

③Kawamura 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. Nephrology Dialysis Transplantation 
2014 Aug;29（8）:1546-53, 2014

④ Ogawa T, Harada E, Kanayama Y, Tanabe A, Inamura M, Kiba T, Shimizu T, Iwashita T, Tayama Y, Matsuda A, 
Hasegawa H. The impact of buttonhole cannulation on patients and staff in hemodialysis facilities. Contribut 
Nephrol 2014 In Submission

⑤ Takayanagi K, Shimizu T, Tayama Y, Ikari A, Anzai N, Iwashita T, Asakura J, Hayashi K, Mitarai T, and Hasegawa 
H （Correspondence）. Down-regulation of transient receptor potential （TRP） M6 channel as a cause of 
hypermagnesiuric hypomagnesemia in obese type-2 diabetic rats. Am J Physiol 2014 In Press

⑥ Noiri C, Shimizu T, Takayanagi K, Tayama Y, Matsumura O, Okazaki S, Hatano M, Kato H, Matsuda A, Mitarai 
T, and Hasegawa H （Correspondence）. Clinical significance of fractional magnesium excretion （FEMg） as a 
predictor of interstitial nephropathy and its correlation with conventional parameters. Clin Exp Nephrol 2015 In 
press



腎・高血圧内科（人工腎臓部）

516

⑦ Ikari A, Tonegawa C, Sanada A, Kimura T, Sakai H, Hayashi H, Hasegawa H, Yamaguchi M, Yamazaki Y, Endo S, 
Matsunaga T, Sugatani J. Tight junctional localization of claudin-16 is regulated by syntaxin 8 in renal tubular 
epithelial cells. J Biol Chem 289 （19）:13112-13123, 2014.

⑧稲村めぐみ，小川智也，佐々木裕介，伊佐裕也，落合重夫，金山由紀，石川愛美，長谷川総子，原田悦子，田邉厚子，
木場藤太，清水泰輔，加藤仁，松田昭彦，長谷川元 . ボタンホール穿刺の現状と課題 . 埼玉透析医学会会誌 3（2）: 
277-278, 2014.

⑨ Matsuda A, Tayama Y, Ogawa T, Kogure Y, Okazaki S, Hatano M, Kiba T, Washita T, Shimizu T, Hasegawa H, 
Mitarai T. Contribution of volume status to peritoneal solute transport in peritoneal dialysis patients.  51st 
Annual Meeting of European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association （June 1, 
2014） Amsterdam, Netherland.

⑩ Iwashita T, Tayama Y, Yamamoto R, Yasuda K, Sato S, Okada Y, Shiota Y, Inamura M, Katoh H, Hasegawa H. Up-
regulation of TRPC6 in podocyte by glomerular hyperfiltration and effect of calcineurin inhibition. American 
Society of Nephrology Kidney Week 2014 （November 15, 2014） Philadelphia, USA.

【総数：論文・著作：30 編，学会・研究会発表：43 編，学会・研究会での特別講演・招請講演　21 編】
6-2．獲得研究費

①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）
②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）

③ J-DOPPS 調査費
④ 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）
第 56 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：長谷川元，2014 年 4 月 19 日　川越市）
第 10 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2014 年 4 月 23 日　さいたま市）
第 5 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2014 年 5 月 17 日　さいたま市）
第 5 回埼玉アクセス研究会（運営事務局　2014 年 8 月 24 日　さいたま市）
第 15 回埼玉南西部透析研究会（当番世話人：松田昭彦，2014 年 9 月 13 日　川越市）
第 4，5 回腎不全連携セミナー （SMC）（代表幹事：松田昭彦，2014 年 10 月 4 日，2015 年 2 月 8 日　川越市）
第 11 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2014 年 10 月 8 日　さいたま市）
第 3 回高齢者ネフローゼ治療研究会（事務局　会長：御手洗哲也，2014 年 10 月 18 日　東京都）
第 6 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2014 年 11 月 26 日　さいたま市）
第 60 回埼玉 CAPD 研究会（会長：松田昭彦，2015 年 3 月 21 日　さいたま市）
第 56 回埼玉腎臓研究会・代表幹事（2014 年 4 月 19 日　川越市）
第 57 回埼玉腎臓研究会・代表幹事（2014 年 11 月 22 日　川越市
第 38 回関東腎研究会・運営幹事・事務局（2014 年 6 月 21 日　東京）
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第 39 回関東腎研究会・運営幹事・事務局（2015 年 1 月 31 日　東京）
第 24 回埼玉体液カンファレンス・代表世話人（2014 年 7 月 19 日　さいたま市）
第 1 回熊谷腎臓病カンファレンス・代表幹事（2014 年 9 月 30 日　熊谷市）

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，学生からの

評価も良好である．今年度より取り組みを強化した研修医教育体制に関しても，研修医からは好評を得ており，今年
度の研修希望者数，特に 2 年目研修医数の増加に現れているものと考えている．学生への BSL 及び CC では，座学が
便り見学型，見学が便り参加型のプログラムへ改善していく．

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）感染症科・感染制御科

1．構成員
　大野秀明（OHNO, Hideaki）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療部長：感染症：博士
　樽本憲人（TARUMOTO, Norihito）：講師（兼担：毛呂山キャンパス感染症科所属）

2．教育
2-1．目的･目標
　感染症はすべての臓器に発症しうるものであり，その理解に当たっては全身的な医学的知識の整理が必要となる．
また，微生物学や免疫学など基礎医学的な知識も要求される分野である．感染症学の教育においては単に知識の詰め
込みではなく，これら知識を融合させ，臓器や疾患のみでなく個人として広く疾病を俯瞰する能力の習得を目的とし
ながら，感染症分野における医師国家試験レベルを十分クリアできる水準に到達することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
　毛呂山キャンパス，日高キャンパスの感染症科・感染制御科と分担して教育を担当しているため，詳細はそちらを
参照されたい．大学院教育は担当なし．
2-3．達成度
　平成 26 年度途中に当該科が設置されたため，本年度の教育分担はなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
　次年度は感染症総論，各論等の講義分担を行い，問題演習も交え確実な知識の習得を
目指す．

3．研究
3-1．目的・目標
　各種感染症の迅速診断法や原因菌種迅速同定法の開発，真菌感染症の病態解明，真菌・抗酸菌の病原性・病原因子
の解明，院内感染制御法の検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　高病原性クリプトコックス症の感染病態，病原因子の解明と治療法に関する研究（国立感染症研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
　北米でアウトブレイクを起こしている高病原性 Cryptococcus gattii 遺伝子変異株等の感染病態や病原性の解明を
行っている．9-10 週齢の C57BL/6J（日本クレア）マウス（メス）を用い，変異型 Cryptococcus gattii 株（JP01
株：VGIIa 型，JP02 株：VGIIc 型），北米アウトブレイク株（R265：VGIIa 型），VGI 型 C. gattii 株（5815W），C. 
neoformans H99 株とした．これらの菌株を経気管的に感染させ，14 日後に肺の病理組織学的所見，肺でのサイト
カインの発現等を検討した（共同研究成果を含む）．肺の病理では H99 株では炎症細胞浸潤や肉芽腫形成が良好に行
われていたが，JP02 株や R265 株の高病原性の C. gattii 株では肉眼的に肺容積の増大を認め，炎症細胞の集積，肉
芽腫形成が極めて乏しい所見であった．また，クリプトコックス属の病原因子と考えられる菌体外酵素の産生やウレ
アーゼ活性，倍加時間について検討した．ホスホリパーゼ活性，プロテアーゼ活性はいずれの菌株でも発現はなく，
ウレアーゼ活性はすべての菌株で陽性であり，マウスに対する病原性と相関は認めなかった．一方，37℃での倍加
時間では 5815W 株が最も遅かった（約 6 時間）が他は 3-4 時間であり，これも病原性とは相関が低いと考えられた．
3-4．自己評価と次年度計画
　概ね予定した進度で進捗しているものと考える．高病原性の C. gattii の肺における感染病態では，炎症反応の惹起
や肉芽腫形成が極めて弱い，すなわち細胞性免疫能の誘導が弱いことが観察され，これにより局所における菌の封じ
込めができないことが推測された．すなわち細胞性免疫能の誘導能の低さが病原性に関与していると考えられる．こ
のような背景から，感染後どの段階で病態の差異が生じるのかを，C. neoformans と対比しながらマクロファージに
よる貪食能に焦点を当てて今後検討する（共同研究）．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　感染症科・感染制御科は平成 26 年 7 月に設置されたばかりの基本学科であり，診療科として一般外来診療枠や入
院患者を持っていない（依頼に応じて外来併診は行っている）が，入院患者を主な対象とした感染症診療（院内紹
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介，コンサルテーション），感染症科カンファレンス（週 2 回）・ラウンド，抗菌薬カンファレンスなどを行っている．
平成 26 年度実績では感染症診療依頼（各診療科からの紹介診療）48 症例，感染症科ラウンド 56 回などである．ま
だ院内での認知度が低いものと考えているが，徐々に依頼件数も増加してくるものと見込まれる．

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
　日本臨床微生物学会編集委員（大野）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本感染症学会評議員（大野），日本医真菌学会代議員（大野），日本臨床微生物学会評議員（大野）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

（論文発表）
① Ikeda I, Ohno T, Ohno H, Miyazaki Y, Nishimoto K, Fukushima S, Makino T, and Ihn H. A case of Fusarium 

paronychia successfully treated with occlusive dressing of antifungal cream. J Dermat 41: 340-342, 2014.
② Urai M, Kaneko Y, Niki M, Inoue M, Tanabe K, Umeyama T, Fukazawa H, Ohno H, Miyazaki Y. Potent drugs 

that attenuate anti-Candida albicans activity of fluconazole and their possible mechanisms of action. J Infect 
Chemother 20: 612-615, 2014.

③梅山　隆，大野秀明 . 真菌感染症とその治療 . 化学療法の領域 30: 1559-1565, 2014.
④大野秀明，金子幸弘，田辺公一 . Cryptococcus neoformans感染の各種病態：免疫不全において .感染症内科 2 （6）: 

567-574, 2014.
⑤梅山　隆，大野秀明，宮崎義継 . Aspergillus: 病態と抗原価の関連 . 感染症内科 2 （6）: 575-580, 2014.
⑥樽本憲人，渡辺典之，田辺公一，橋北義一，高橋　俊，結城　篤，廣瀬米志，関根　進，叶　一乃，霜島正浩，

金田光稔，山口敏行，大野秀明，宮崎義継，前崎繁文 .
埼玉県における無菌材料から分離されたカンジダ属の薬剤感受性 . Jpn J Antibiotics 67 （4）: 215-221, 2014.

（監訳）
⑦大野秀明監訳 . マイコバクテリアと放線菌 . リッピンコットシリーズイラストレイテッド微生物学原書 3 版，

p203-214，丸善出版，東京，2014. 
（学会発表）

⑧大野秀明，名木　稔，田辺公一，梅山　隆，山越　智，宮﨑義継 . Cryptococcus gattii の現状 . 衛生微生物技術
協議会第 35 回研究会，東京，2014.

⑨大野秀明 . Meet the expert 5 真菌症の診断 . 第 63 回日本感染症学会東日本地方会総会学術集会，第 61 回日本
化学療法学会東日本支部総会合同学会，東京，2014.

⑩浦井　誠，金子幸弘，田辺公一，梅山　隆，山越　智，金城雄樹，大野秀明，杉田　隆，宮﨑義継 . 高病原性
Cryptococcus gattii 由来莢膜多糖の免疫細胞に及ぼす影響 .

　第 88 回日本感染症学会，第 62 回日本化学療法学会総会合同学会，福岡，2014.
【総数：論文 9 件，学会発表 15 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
　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）（25461526）
　課題名：高病原性クリプトコックス症の感染病態，病原因子の解明と治療法に関する研究 . 代表 .
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし
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7．自己点検・評価
　平成 26 年度中途に設置された基本学科であるため，教育，診療では満足な業績が残せていないのが現状である．
研究に関しては，国立感染症研究所との共同で進めているクリプトコックスに関する研究があるが，こちらはおおむ
ね順調に進展していると考える．次年度からは実際に学生等の講義など教育の分担も行われ，また診療に関しては院
内での認知に伴い診療依頼が増加するものと考えている．一方，研究に関しては更なる発展とともに，論文発表数，
学会発表数の増加や，新たな競争的研究資金の獲得などを目標としたい．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．10）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：診療部長：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：副診療部長：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：教育副主任：研究副主任：副診療科長：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
福地　稔（FUKUCHI, Minoru）：講師：研究主任：病棟医長：教育副主任：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
崎元雄彦：助教，傍島　潤：助教：教育副主任，桑原公亀：助教，石畝　亨：助教，：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　泰：助教，平岡　優：助教，山本　梓：助教，牟田　優：助教，小泉和恵：助教．
非常勤講師 21 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）に参加し，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る．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の
確認と糸結び講習を行っている．
2-3．達成度

2 週間にわたり病棟チームの一員として行動することにより，外科医の一日を連日体験することで，当該領域への
理解も深まっているものと考えられる． 
2-4．自己評価と次年度計画

今後の実習内容改善の目的で BSL 最終日に実際に学生から感想を聞く時間を設け，またアンケートを行っている．
当科の実習に対する学生からの反響やアンケート結果はある程度満足のいく結果である．

卒後教育
前期研修医が選択で，1 ヶ月単位で当科にて研修を行っている．
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2-1．目的
医師として，当科で診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，

急性虫垂炎，鼠径ヘルニアなど）の患者の受け持ちグループの一員として，その病態を理解した上で手術，周術期管
理について学ぶこと．
2-2．教育内容

上級医と共に臨床グループの一員として，朝 8 時 30 分からの病棟回診を行い，受け持ち患者の手術に助手として
参加する．病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理），診療記録の記載，外科チーム治療について教育
する．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンスに参加し，受け持ち患者の術前プレゼンテーションを行う．また，
水曜午後の診療部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
2 名が大学院生として研究中に従事した．
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．また，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
と表現型との関連について解析した．

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等．
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．
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と遺伝学的解析
7．胃癌の予後予測因子の解明．
8．進行胃癌に対する集学的治療の開発
9．腹腔鏡補助下胃切除術における神経温存の研究

10．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
11．食道癌術後合併症のリスク因子の解明．
12．食道癌に対する治療法別の予後解析．
13．食道癌に対する拡大内視鏡の有用性．
14．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．
15．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．
16．穿孔性腹膜炎の予後予測因子の検討．
17．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．
18．消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究．
19．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．
20．鼠径ヘルニア術式の選択と再発・合併症の検討．
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21．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．
22．消化器癌手術における手術部位感染のリスク因子解析．
23．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．
24．E － PASS を用いた消化管手術侵襲度評価と合併症予測．
25．NST の関与による栄養評価と実質的効果の検討．
26．消化器癌の悪性度評価と転移能の研究．
27．内痔核に対する ALTA 療法の治療成績の検討 .
28．直腸癌リンパ節転移診断に関する研究 .　
上記のいずれの研究にも着手しており，一部では論文化も終了している．

3-4．自己評価と次年度計画
H17 年度からの新体制となり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．

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，リンチ症候群の網羅的スクリーニングを開始した．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，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　査読委員（石田）
Surgery today, case report 誌　編集委員（持木）
日本腹部救急医学会雑誌　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　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 Kumagai Y, Sobajima J, Higashi M, Ishiguro T, Fukuchi M, Ishibashi K, Baba H, Mochiki E, Yakabi K, Kawano T, 

Tamaru J, Ishida H.
Angiogenesis in superficial esophageal squamous cell carcinoma: assessment of microvessel density based on 
immunostaining for CD34 and CD105.
Jpn J Clin Oncol 44:526-533, 2014

② Mochiki E, Fukuchi M, Ogata K, Ohno T, Ishida H, Kuwano H.
Postoperative functional evaluation of gastric tube after laparoscopic proximal gastrectomy for gastric cancer.
Anticancer Res 34:4293-4298, 2014

③ Ishida H, Sobajima J, Yokoyama M, Nakada H, Okada N, Kumamoto K, Ishibashi K.
Comparison between transverse mini-incision and longitudinal mini-incision for the resection of locally advanced 
colonic cancer.Int Surg 99:216-222, 2014

④Kumagai Y, Tajima Y, Ishiguro T, Haga N, Imaizumi H, Suzuki O, Kuwabara K, Matsuzawa T, Sobajima J, Fukuchi M, 
Baba H, Ishibashi K, Mochiki E, Ishida H.
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Production of intraperitoneal interleukin-6 following open or laparoscopic assisted distal gastrectomy.
Int Surg 99:812-818,2014

⑤Ishiguro T, Kumagai Y, Baba H, Tajima Y, Imaizumi H, Suzuki O, Kuwabara K, Matsuzawa T, Sobajima J, Fukuchi M, 
Ishibashi K, Mochiki E, Ishida H.
Predicting the amount of intraperitoneal fluid accumulation by computed tomography and its clinical use in 
patients with perforated peptic ulcer.
Int Surg 99:824-829,2014

⑥Suzuki O, Fukuchi M, Mochiki E, Ishiguro T, Sobajima J, Onozawa H, Imaizumi H, Kumagai Y, Baba H, Kumamoto K, 
Tsuji Y, Ishibashi K, Ishida H.
Prognostic role of gastrectomy in patients with gastric cancer with positive peritoneal cytology.
Int Surg 99:830-834,2014

⑦松澤岳晃，石畝　亨，桑原公亀，幡野　哲，隈元謙介，馬場裕之，福地　稔，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
当科での大腸穿孔に対する術式選択．
日本外科感染症学会雑誌 11:147-153，2014

⑧石橋敬一郎，石畝亨，幡野哲，傍島潤，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，横山勝，中田博，石田秀行．
直腸癌に対する骨盤内臓全摘術後の surgical site infection.
日本外科系連合誌 39:1039-1048, 2014

⑨ Yamaguchi T, Furukawa Y, Nakamura Y, Matsubara N, Ishikawa H, Arai M, Tomita N, Tamura K, Sugano K, 
Ishioka C, Yoshida T, Moriyama Y, Ishida H, Watanabe T, Sugihara K.
Comparison of clinical features between suspected familial colorectal cancer type X and Lynch syndrome in 
Japanese patients with colorectal cancer:a cross-sectional study conducted by the Japanese Society for Cancer of 
the Colon and Rectum.
Jpn J Clin Oncol 45:153-159, 2015

⑩ Tanakaya K, Furukawa Y, Nakamura Y, Hirata K , Tomita N, Tamura K, Sugano K, Ishioka C, Yoshida T, Ishida H, 
Watanabe T, Sugihara K.
Relationship between smoking and multiple colorectal cancers in patients with Japanese Lynchi syndrome:a 
cross-sectional study conducted by the Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum.
Jpn J Clin Oncol 45:307-310, 2015

【総数：論文 40 件，学会発表 112 件，講演 29 件】
6-2．獲得研究費

平成 25 年度　科学研究費　基盤研究（C）（持木）
平成 26 年度　科学研究費　基盤研究（C）（熊谷）
平成 26 年度　埼玉医科大学若手医師育成研究費助成事業　総合医療センター
かもだ特別賞　（鈴木）
かもだ研究奨励賞　（傍島）
かもだ研究奨励賞　（近）　
6-3．受賞

平成 26 年度日本外科系連合学会 学会賞（田島）
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
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床に即した研究を進めている．遺伝性（家族性）大腸癌に関する遺伝学的研究においては多施設共同研究の代表とし
て，着実な成果をおさめつつある．今後は研究成果を公表するとともに基礎医学とのコラボレーションをさらにすす
めていく．
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2．11）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，診療部長：指導教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
小澤文明（OZAWA, Fumiaki）：准教授：診療副部長，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：佐藤彰一，駒込昌彦，二宮理貴，三井哲弥，小暮亮太
シニアレジデント：福田雄三，秋吉慧，長内享，勝又信哉
非常勤講師 : 石田隆志，帯津良一，坂本裕彦，篠原一彦

（小児外科部門）
小高明雄（ODAKA,Akio）：教授：診療副部長，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
助教：牟田裕紀
非常勤講師 : 池田理恵，池袋賢一，川嶋　寛，千葉敏雄

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．肝胆膵外科では当科に関連する事項の総合的なクルズスを教授により行っており，充実した卒前
卒後教育を行っている．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，三井哲弥，小暮亮太）と小
児外科グループ（小高明雄，井上成一朗，牟田裕紀）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膵癌に対する新規抗癌剤の安全な投与方法の確立
③術中ナビゲーションを用いた安全・正確な肝切除術の研究
④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
⑤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
⑥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，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）
　肝胆膵領域の高難度外科手術に加えて腎移植手術も安定して行っている．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: Phagocytosis of bafilomycin A1-treated apoptotic neuroblastoma cells by bone 
marrow-derived dendritic cells initiates a CD8 α + lymphocyte response to neuroblastoma. J Pediatr Hematol 
Oncol 36（5）: e290- 295, 2014.

② Inoue S, Odaka A, Muta Y, Beck Y, Sobajima H, Tamura M: Recycling small intestinal contents from proximal 
ileostomy in low birth weight infants with small bowel perforation: retrospective case series. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2014 Sep22. （Epub ahead of print）  

③ 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 fecal thoracic cavity: report of three cases. Surg 
Today 44:761-766, 2014

④小高明雄 , 井上成一朗，別宮好文，長田久人，石田秀行，田村正徳：小児急性腹症の診断に対する MDCT の有用
性と限界について．日本臨床外科学会雑誌 75（8）:2079- 2085, 2014.

⑤小高明雄 , 井上成一朗，牟田裕紀，別宮好文，橋本大定：臍 sliding window 法．小児外科 46（10）:　
1048-1050, 2014.

⑥井上成一朗，瀬戸山由美子，小高明雄：Chwmoimmunotherapy に立脚した抗悪性腫瘍薬の神経芽腫細胞に対す
る効果．癌と化学療法 41（5）:617-621, 2014.

⑦井上成一朗：平成 25 年度学内グラント報告書，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．埼玉医科大学雑誌 41（1）:37- 42, 2014.

⑧佐藤彰一，別宮好文：肝胆膵領域における術前ストラテジー，Ⅰ . 総論，3. 肝 volumetry とシミュレーション．
外科 76（11）:1217-1222, 2014.

⑨佐藤彰一：肝・胆・膵疾患の理解，Chapter2 胆・膵疾患，膵がん（膵体尾部がん）・膵嚢胞．落合慈之監，針原　康，
松橋信行，小西敏郎編，消化器疾患ビジュアルブック第 2 版，学研メディカル秀潤社，東京，2014，358-365.

⑩二宮理貴，三井哲弥，駒込昌彦，佐藤彰一，小澤文明，別宮好文，田丸淳一：転移・局所再発を繰り返す肺炎症
性筋繊維芽細胞腫（IMT）の 1 例．癌と化学療法 41（12）: 2515-2517, 2014.

【総数：論文 10 件，学会発表 11 件】
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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（前年度より継続）

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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．平成 25 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し腎移植を軌
道に乗せることができた．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，今年度も
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．



529

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．13）呼吸器外科

1．構成員
　中山光男（NAKAYAMA, Mitsuo）：教授：運営責任者：診療部長：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：副診療部長：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 3 年生（社会人枠）
　杉山亜斗（SUGIYAMA, Ato）：東京医療センター外科出向中
　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
課外プログラム 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：福田），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）．
課外プログラムでは 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，呼吸器外
科専門医，気管支鏡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 3 名が，6 年生の CC には 4 月，5 月に各 1 名が実習
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に参加して，呼吸器外科患者 1 ～ 2 名を受持ち，医師と共に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査な
どに加わった．呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるような実習が行われ，概ね予定通りの目標を達成できた．
課外プログラムでは，4 年生 1 名の受講生に胸部 X 線読影，気管支鏡検査や手術の見学などが予定通り行われた．
　卒後教育では，井上助教が呼吸器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継続し，
後期研修医の杉山助教が東京医療センター外科に出向し外科専門医取得に向けた研修を継続した．
　大学院教育では，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，作成した論文を投稿した．
2-4．自己評価と次年度計画
　BSL，CC，課外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，井上助教が呼吸器外科専門医の資格を取得した．
次年度は，井上助教が大学院卒業および学位取得を予定しており，同時に気管支鏡専門医の資格を取得する予定で

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，論文作成を行う予定であり，後期研修医の杉
山助教が帰室して研修を継続し外科専門医を取得する予定である．

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．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）
5．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してカルボプラチン /TS-1 による術後補

助化学療法の Feasibility Study（中山，泉）
6．18F-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）
7．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）
8．高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化（井上，中山）
9．未治療 Stage Ⅲ B/ Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ / Ⅱ相試験（中山，泉）

10．高齢者進行性非小細胞肺癌に対する Nab-PTX/CBDCA 併用療法の臨床第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．
結果が論文として Lung Cancer に掲載された．　　

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．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）
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 を用いて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
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応用を検討する．
現在症例を集積中である．

5．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多施設共同研究．現在症例を集積中である．

6．18F-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．

7．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．

8．高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化（井上，中山）
埼玉医科大学呼吸器内科萩原教授との共同研究で，高速シークエンサーを用いて少量の癌細胞から複数の癌関連
遺伝子変異を検索する方法を確立．成果を学会発表し，作成した論文を投稿した．更に，実臨床での実用化に向
けた基礎データを集積中である．

9．未治療 Stage Ⅲ B/ Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ / Ⅱ相試験（中山，泉）
埼玉・栃木の肺がん研究グループとの共同で，進行・再発肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の有
用性を検討．現在症例を集積中である．

10．高齢者進行性非小細胞肺癌に対する Nab-PTX/CBDCA 併用療法の臨床第Ⅱ相試験（中山，泉）
埼玉・栃木の肺がん研究グループとの共同で，高齢者進行性非小細胞肺癌に対する Nab-PTX/CBDCA 併用療法
の有用性を検討．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 は結果が論文
として Lung Cancer に掲載された．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
8 は検索方法が確立され，その内容について学会発表を行い，論文を投稿した．テーマ 3，6 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 4，5，7，9，10 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） 233 例で，主な疾患では原発性肺癌 89 例，自然気胸 52 例，転移性肺
腫瘍 33 例，縦隔腫瘍 33 例，膿胸 7 例，胸壁腫瘍 4 例，非結核性抗酸菌症 2 例，肺動静脈瘻 2 例，肺悪性リンパ
腫 2 例，胸膜腫瘍 1 例，胸部外傷 1 例，その他 7 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 － 2009）の 5 年生存率は，IA 90% 
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IB85%, IIA82%, IIB55%, IIIA55%, IIIB36% である．なお，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，
放射線治療を中心とした集学的治療を積極的に行い，支持療法，緩和医療も取り入れて，肺癌患者の予後延長，およ
び，QOL の改善，維持に寄与している．
　呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めている．次年度以降も継続して安全
で質の高い診療を行ない，手術症例数の更なる増加を目指す所存である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県外科医会理事（菊池，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 Keisuke Eguchi・Takahiko Oyama・Atsushi Tajima・Tomohiro Abiko・Makoto Sawafuji・Hirotoshi Horio・
Toshinori Hashizume・Noriyuki Matsutani・Ryouichi Kato・Mitsuo Nakayama・Masafumi kawamura・Koichi 
Kobayashi
Intratumoral gene expression of 5-fluorouracil pharmacokinetics-related enzymes in stage Ⅰ and Ⅱ non-small 
cell lung cancer patients treated with uracil-tegafur after surgery:A prospective multi-institutional study in Japan
Lung Cancer 87（2015）53-58

② Sugiyama A, Izumi Y, Inoue Y, Aoki K, Fukuda H, Gika M, Nakayama M.
Total absence of the pericardium incidentally found during surgery for spontaneous pneumothorax
Gen Thorac Cardiovasc Surg.2014 Oct 4 

③Inoue Y, Izumi Y, Sasaki K, Abe K, Oka T, Tamaru J, Sugiyama A, Aoki K, Fukuda H, Gika M, Imanaka K, Nakayama M.
A case of pulmonary sarcoma with significant extension into the right lung.
Case Rep Med.2014;2014:279374.doi:10.1155/2014/279374.Epub 2014 Nov 13

④泉陽太郎・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
肺癌に対し再切除を行った症例の臨床的検討
日本胸部臨床　第 73 巻 5 号

⑤青木耕平・杉山亜斗・井上慶明・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・中山光男
肺切除術後呼吸機能予測における非放射性キセノン吸入 CT 換気図と従来法との比較
第 114 回日本外科学会定期学術集会  2014 年 4 月

⑥井上慶明・杉山亜斗・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・椎原　淳・宮澤仁志・太田洋光・中山光男・
萩原弘一
高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌細胞診検体からの遺伝子変異臨床検査システムの構築と実用化
第 37 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2014 年 4 月　　　　　　　

⑦儀賀理暁・国澤洋介・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・泉陽太郎・山本満・中山光男
呼吸器外科術後リハビリテーションの心理的評価に関する検討
第 31 回日本呼吸器外科学会 2014 年 5 月

⑧青木耕平・杉山亜斗・井上慶明・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・中山光男
肺非結核性抗酸症手術例の検討
第 31 回日本呼吸器外科学会 2014 年 5 月

⑨福田祐樹・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・泉陽太郎・儀賀理暁・中山光男
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胸腔造影を行った難治性気胸の 2 例
第 31 回日本呼吸器外科学会　2014 年 5 月

⑩井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・椎原淳・太田洋光・宮澤仁志中山光男・萩原弘一
高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化
第 55 回日本肺癌学会　2014 年 11 月

【総数：論文　4 件，学会発表　15 件，講演　9 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会･研究会･セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　1997 年 4 月に診療を開始してから 18 年間，2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 7 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．
4 月に杉山亜斗医師が外科専門医資格取得に向けた研修のために東京医療センター外科に出向したため，呼吸器外科
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）の 6 名となった．
　診療に関しては呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めており，地域医療
の中核病院として患者中心の安全で質の高い診療が行なわれていると考えている．特に気管気管支疾患では，全国有
数の専門施設として埼玉県内はもちろん近隣都県からも患者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG レーザー治療，
ステント治療など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）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
加賀屋英生（KAGAYA, Hideo）：助教
北岡　斎（KITAOKA, Tadashi）：助教
神谷千明（KAMIYA, Chiaki）：助教
山本瑛介（YAMAMOTO, Eisuke）：助教
橋本和憲（HASHIMOTO, Kazunori）：助教
松本春信（MATUMOTO, Harunobu）：非常勤講師：血管外科：博士
小山博之（KOYAMA, Hiroyuki）：非常勤講師：血管再生医療：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）
　卒前教育：学部学生に対しては系統講義を行っているが，配分されている時間が 2 コマのみと少ないため，BSL，
CC に回ってきた学生を中心に，実際の診断法，診療手技などの具体的実習を行っている．
　卒後教育：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

卒前教育：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．
卒後教育：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，学生の満足度も高く，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ることができるようにし，またその重要性を認識し，多くの初期研修医が当科での研修を積
むことができ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
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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．

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 Cardiothoracic Surgery
査 読，General Thoracic and Cardiovascular Surgery 査 読，Circulation Journal 査 読，Interactive Cardiovascular 
and 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 ,　静脈学査読

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本血管外科学会理事，日本静脈学会理事，日本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・著書

① Kitaoka T, Deguchi J, Kamiya C, Suzuki J, Sato O. Pancreaticoduodenal artery aneurysm formation with superior 
mesenteric artery stenosis. Annals of Vascular Diseases 2014;7（3）:312-5

② Kamiya C, Deguchi J, Kitaoka T, Suzuki J, Abe K, Sato O. Obstruction of the superior mesenteric artery due to 
emboli from the thoracic aorta in a patient with thromboangiitis obliterans. Annals of Vascular Diseases 2014;7

（3）:320-4
③北岡　他　深部静脈血栓症に対する下大静脈フィルターの適応についての検討　第 34 回日本静脈学会　名護　

2014/4/17
④神谷　他　重症虚血肢における LDL 値の検討　第 42 回日本血管外科学会　青森　2014/5/22
⑤北岡　他　上腸間膜動脈の狭窄を原因とする膵十二指腸動脈瘤の 1 例　第 42 回日本血管外科学会　青森　

2014/5/22
⑥出口順夫　他　長期グラフト開存における重症虚血肢の創治癒への影響　第 55 回日本脈管学会　倉敷　

2014/10/30　
⑦山本瑛介　他　鎖骨下仮性動脈瘤にたいして covered stent 留置術を施行した 2 例　第 55 回日本脈管学会　倉

敷　2014/10/31
⑧橋本和憲　他　膝窩動脈瘤にたいする内側アプローチによるバイパス手術の治療成績の検討　第 55 回日本脈管

学会　倉敷　2014/10/31
⑨山本瑛介　他　医原性鎖骨下動脈仮性動脈瘤の一例　毛勧化か症例検討会　大宮　2014/4/12
⑩山本瑛介　他　活動性関節リウマチ治療薬・抗 IL-6 受容体モノクローナル抗体 tocilizumab（TCZ）投与中に

EVAR を施行した腹部大動脈瘤の一例　第 22 回　日本血管外科学会関東甲信越地方会　東京　2014/10/4
【総数：論文 3 件，学会発表 11 件，講演 0 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
　該当なし

7．自己点検・評価
少ないながらもスタッフ一丸となって，緊急要請に対しても可能な限り対応し，日々の臨床に従事してきた．手術

症例も年々増加しているが，その診療内容，治療成績は満足できるものであったと考えている．人口の高齢化，糖尿
病の増加により，動脈硬化を基礎とする血管疾患は重症化し，緊急手術も増加している．周辺医療機関からの紹介患
者数は多く，より質の高い医療を提供できるよう日々の診療に取り組むとともに，臨床研究も充実させることが今後
の課題である．
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2．15）心臓血管外科

1．構成員
今中和人（IMANAKA, Kazuhito）：准教授：運営責任者：診療科長，研究主任：心臓血管外科全般：博士
山火秀明（YAMABI, Hideaki） ：講師：教育主任：心臓血管外科全般：博士
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 Imanaka K, Kawata M, Matsuoka T, Yamabi H. Uncertainty of axillary artery perfusion during aurgery for acute 
aortic dissection. Ann Thorac Surg 2014; 97（5）: 1781-1782

② Inoue Y, Izumi Y, Sakaki K, Abe K, Oka T, Tamaru J, Sugiyama A, Aoki K, Fukuda H, Gika M, Imanaka K, 
Nakayama M. A case of pulmonary sarcoma with significant extension into the right lung. Case Rep Med. Epub 
2014 Nov 13

③今中和人　それって本当？最近気になる循環器の七つの疑問―冠動脈バイパス移植術が向いている患者はまだい
るのか？　メディカル朝日　2014　Dec　27-28

学会発表・その他
④今中和人　日本心臓病財団ホームページ　診療のヒント 100　虚血性心疾患 Q1

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．学会活動が課題である．
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2．16）整形外科

1．構成員
酒井宏哉（SAKAI, Hiroya）：教授：診療部長：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：診療副部長：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：診療副部長：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），小林陽介（KOBAYASHI, Yousuke），佐々
木有記（SASAKI, Yuuki），増田隆三（MASUDA, Ryuzou），黒畑順子（KURUHATA.Junko），高村一豊（TAKAMURA, 
Kazutoyo），金澤貴仁（KANAZAWA,Takahito），武井良太（TAKEI,Ryota）井上良輔（INOUE.Ryosuke）

〔非常勤講師〕: 君塚葵（KIMIZUKA, 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）三浦亮（MIURA,Makoto）

〔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），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），
白木克彦（SHIRAKI, Katuhiko），松本理沙（MATUMOTO, Risa）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
4 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 :33,138 人，入院患者総数：606 人
　　　　　　手術総数：566 件 :
　　　　　　（膝関節鏡視下手術：69 件，脊椎脊髄手術：131 件，人工関節手術：122 件，
　　　　　　　肩関節鏡視下手術：75 件，手外科手術：58 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　平均 19 ヶ月　
　　　　　KT1000 （30lb）による前方不安定性患健差　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　5 例　
　　　　　観察期間　平均 15.6 ヶ月　再脱臼例なし
　　　　頚椎後縦靭帯骨化症　　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　80％
　　　　　　　　　　　　　 神経欠落症状の grading 1 段階以上の改善　60％
　　　　人工股関節全置換術　　75 例　術後 2 年時評価　
　　　　　術前 JOA score　平均 38.8 から術後平均 86.3 に改善，改善率 122.4%
　　　　鏡視下肩関節脱臼制動術　14 例　経過観察期間平均 15．4 ヶ月　再脱臼例なし

・先進医療の開発：　なし．
・実施治験：　なし．
・限られた人材を十分に活用して診療を行った．診療の質としては整形外科におけるどの分野においても国際的レ

ベルの治療成績を残せた．次年度には診療の質のさらなる向上を目指すのと同時にさらに多くの患者に質の高い
医療を提供することを目標とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　酒井：Journal of Orthopaedic Science の Editorial board
　酒井：日本整形外科学会学術集会・抄読査読委員
　酒井：日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員
　酒井：日本臨床スポーツ医学会誌査読委員
　酒井：日本整形外科スポーツ医学会誌査読委員
　丸山：Journal Scoliosis 編集長代理 （deputy editor）
　平岡：日本整形外科スポーツ医学会誌査読委員
　平岡：日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員
　平岡：日本整形外科スポーツ医学会編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務

酒井：国際スケート連盟医事委員，日本スケート連盟理事・医事委員会委員長・国際部門部長，日本スケート連盟
強化スタッフ，日本オリンピック委員会強化スタッフ，日本アンチドーピング機構評議員として，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佐々木有記，平岡久忠，塩谷操，星川淳人，酒井宏哉：骨端線が残存する小児の前十字靭帯損傷膝に対して骨端
内の骨孔作製にて二重束再建術を施行した 2 例．JOSKAS Vol.39:883-890 2014

②松本理沙，平岡久忠，佐々木有記，塩谷操，島田憲明，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．関東膝を語る会　Vol.30 No.1 2014

③佐々木有記　平岡久忠　武井良太　星川淳人　酒井宏哉：前十字靭帯損傷に合併した破格を呈した内側半月版損
傷の一例 （Injury of medial meniscus with anoumalous band in a patient with anterior cruciate ligament injury）
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌 （Journal of Japanese Orthopaedic Society of Knee, Arthroscopy and 
Sports Medicine） Vol. 40 No. 1: 236-237, 2015 

④平岡久忠，佐々木有記，星川淳人，酒井宏哉：内側楔状開大式高位脛骨骨切り術におけるハイドロキシアパタイ
ト／コラーゲン複合体の使用経験．第 6 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会　2014.7.24-26　広島

⑤佐々木有記，白木克彦，星川淳人，平岡久忠，酒井宏哉：破格を伴う内側半月損傷を合併した前十字靭帯損傷の
1 例．第 6 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会　2014.7.24-26　広島

⑥小林陽介，丸山徹，金澤貴仁，酒井宏哉，東守洋，田丸淳一：胸椎に発症したＭＴＸ関連リンパ増殖性疾患の 1
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例．第 21 回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会　2014.9.26-27　宮崎
⑦丸山徹，中尾祐介：コブ角 40 度以上の特発性側弯症に対する装具療法の有効性．第 48 回日本側彎症学会学術

集会　2014.10.30-11.1　盛岡
⑧中曽根功，高村一豊，増田隆三，溝部弘敬，酒井宏哉：両側に発症した Freiberg 病の 1 例．
　第 39 回日本足の外科学会・学術集会　2014.11.13-14　宮崎
⑨武井良太，高村一豊，酒井宏哉：足趾間に生じ神経障害を呈した血管平滑筋腫の 1 例．
　　第 55 回関東整形災害外科学会　2015.3.27-28　埼玉
⑩井上良輔，小林陽介，金澤貴仁，丸山徹，酒井宏哉：胸椎に発症したＭＴＸ関連リンパ増殖性疾患の 1 例．第

28 回埼玉脊椎・脊髄病研究会　2015.3.14　埼玉
【論文：3 件，学会発表：件，講演：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 5 回埼玉スポーツ医学セミナー（2014 年 7 月 31 日　川越）（酒井）
2．第 10 回小江戸整形外科セミナー（2014 年 8 月 1 日　川越）（酒井）
3．第 11 回埼玉オルソぺディクスセミナー（2014 年 8 月 2 日　川越）（酒井）
4．第 40 回埼玉整形外科フォーラム（2014 年 10 月 2 日　川越）（酒井）
5．第 28 回埼玉脊椎脊髄病研究会（2015 年 3 月 14 日　大宮）（丸山）

7．自己点検・評価
　教育に関しては，医学部学生に対する講義を酒井と丸山が担当し，次年度も内容の充実をはかる．BSL については
次年度も引き続きできるだけ学生に密着して教育にあたる．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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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．17）脳神経外科

1．構成員
松居　徹（MATSUI, Toru）： 教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：研究主任：頭蓋底外科：良
　　　　　　　　　　　　　性脳腫瘍の外科：脳卒中の外科：博士
張　漢秀（Han Soo Chang）：教授：診療副科長： 学位論文審査教員（大学院）：教育主任：脳腫瘍：脊椎脊髄疾患：
　　　　　　　　　　　　　博士
大宅宗一（OHYA, Soichi）：准教授（H26 年 6 月から）：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　
印東雅大（INDO, Masahiro）：講師（H26 年 8 月から）：大学院教員（大学院）：外来医長：博士
中村　巧（NAKAMURA, Takumi）：助教：研修担当医長： 大学院教員（大学院）：医局長
土屋　掌（TSUCHIYA, Tsukasa）：助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（FUJISAWA, Naoaki）：助教：研究員：教育副主任
塩出健人（SHIODE, Taketo）：助教　（H24 年 8 月から H26 年 10 月迄）
根城尭英（NEJO, Takahide）：助教　（H25 年 8 月から H26 年 7 月迄）
吉田信介（YOSHIDA, Shinsuke）：助教　（H25 年 12 月から）
佐藤克哉（SATO, Katsuya）：助教　（H26 年 8 月から H27 年 3 月迄）
井上瑞穂（INOUE, Mizuho）：助教　（H26 年 11 月から H27 年 7 月迄）
石川達哉（ISHIKAWA, Tatsuya）：非常勤講師　秋田県立脳血管研究センター：副センター長
海津啓之（KAIZU, Hiroyuki）：非常勤講師　武蔵野総合病院副院長
小原琢磨（OBARA, Takuma）：非常勤講師　三愛病院脳神経外科部長
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）：非常勤講師　鈴木脳神経外科院長
平川　亘（HIRAKAWA, Wataru）：非常勤講師　池袋病院副院長
庄島正明（SHOUJIMA, Masaaki）：非常勤講師　東京大学医学部附属病院脳神経外科特任講師

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．
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医局員全員に平等に基礎研究はもとより一臨床研究の可能性が用意されている．結果的に 10 年目を迎える頃には，
脳神経外科認定医でしかも学位取得者であることが望ましいと考えて指導している．当科の中堅医師たちは皆，卒後
6 年の最短で，難関の脳神経外科認定医試験に合格している．このようなサイクルがうまく作動すれば，卒後 15 年
目を迎えるころには，どの医師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．

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
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である．
3．脳血管攣縮の有効な治療

くも膜下出血患者の脳血管攣縮からの脳梗塞の予防と，最終的な ADL の向上に，良好な結果を得ており，結果
は平成 19 年 3 月の日本脳卒中の外科学会でも発表した．

4．悪性脳腫瘍の治療
SRT と化学療法も含めての，新たな治療戦略を導入し，有効な結果を得ている．

5．脳動脈瘤手術例の再評価
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 682 人，手術件数
も 514 例と多忙であるが，今後，さらなる医療の質の向上を目指している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
科長・教授　松居　徹　Toru　Matsui

（頭蓋底外科，脳卒中の外科）
Journal of Neurosurgery
Neurosurgery
Journal of Cerebral Blood 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
准教授　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
6-1．論文・学会発表

① Matsui　T：Surgical　experience　of　90　patients　with　brain　AVM　of　SM　grade　1to5，2014-04-
05,SanFrancisco,U.S.A

② Chang HS, Oya S, Matsui T
A novel finding of intramedullary flow signal on phase-contrast magnetic r
esonance imaging in patients with cervical spondylotic myelopathy.
82nd AANS Annual Scientific Meeting　　　2014-04-05, San Francisco, U.S.A
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③ Oya S, Toru Matsui. Long-term behavior of residual tumor on the brainstem in petrous/petroclival meningiomas 
with brain stem adhesion: the effect of dural detachment on tumor control. North American Skull Base Society 
Annual Meeting. Tampa. 2015.2.20

④後頭蓋窩の neurenteric cyst が悪性転化し頭蓋内転移を来した 1 例．
藤澤直顕．第 32 回日本脳腫瘍病理学．2014.5.24

⑤脳・肺・肝臓に多発した epithelioid hemangioendothelioma の一例．
土屋掌，大宅宗一，松居徹．第 73 回日本脳神経外科学術総会．2014.10.9 ～ 10.11

⑥ Oya S, Nejo T, Indo M, Matsui T. Anorexia and emaciation in patients with cerebellar hemangioblastoma. 
Neurology. 2014 Sep 30;83（14）:1298-300

⑦ Hongo H, Oya S, Abe A, Matsui T. Solitary Osteochondroma of the Skull Base: A Case Report and Literature 
Review. J Neurol Surg Rep. in press

⑧ Chang HS, Nagai A, Oya S, Matsui T
Dorsal spinal arachnoid web diagnosed with the quantitative measurement of
cereborspinal fluid flow on magnetic resonance imaging.
J Neurosurg Spine 2014;20:227-33

⑨ 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 2014;39:400-8

⑩ Fujisawa N, Oya S, Higashi M, Matsui T. Malignant transformation of a neurenteric cyst in the posterior fossa 
presenting with intracranial metastasis: A case report and literature review.  Neurol Med Chir （Tokyo）, in press

【総数：論文 14 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　川越プリンスホテル）
STROKE2013　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
2014 年の総手術件数は，514 件である．

先ず，脳動脈瘤への当科の基本姿勢としては，開頭術で対応しており，同一開頭により施行できる脳動脈瘤に対し
ては同時に手術を行っている．

但し，多発例の場合で破裂側が明確でない場合は，同日に処理することにしている．2014 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 59 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 0 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（2014 年は 7 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．2014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，2014 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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2．18）形成外科・美容外科

1．構成員
三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：悪性腫瘍･外傷後の皮弁・
　　　　　　　　　　　　　　　再建外科， 乳房再建，褥瘡・難治性潰瘍，熱傷創傷治癒，顔面骨骨折・顔面腫瘍
　　　　　　　　　　　　　　　の内視鏡手術，体幹･四肢軟部腫瘍：博士
百澤　明（MOMOSAWA, Akira）：客員准教授：性同一性障害の手術治療，美容外科：博士
大西文夫（OHNISHI, Fumio）：講師：教育主任：外来医長：大学院教員：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：大学院教員
山川知巳（YAMAKAWA, Tomomi）：助教　
河内　司（KAWAUCHI, Tsukasa）：助教，医局長
濱田茉莉子（HAMADA, Mariko）：助教
武内　大（TAKEUCHI, Dai）：助教
福澤見菜子（FUKUZAWA, Minako）：（非常勤）助教
樋野忠司（HINO, Tadashi）:（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
9）画像診断による皮弁穿通枝評価

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．
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
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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河内 司 , 三鍋 俊春：【顔面の軟部組織損傷治療のコツ】 耳介の損傷と治療．PEPARS，90：52-59，2014.
② Mashiko T, Minabe T, Shiokawa I, Mineda K, Yoshimura K.：Heterotopic ossification in cauliflower ear. J Plast 

Reconstr Aesthet Surg，67:e93-4，2014
③ Ohnishi F, Ochiai H, Kishi K. Concentration of rat bone marrow nucleated cells using hypo-osmotic hemolysis in 

distilled water. Plast Reconstr Surg Glob Open, 7:e184,2014
＜著書＞
　なし
＜学会発表＞

④当院難治性潰瘍外来開設後の下肢潰瘍症例の検討 .　 河内司　他 .
　第 6 回日本創傷外科学会　2014.7 月　香川
⑤インプラント乳房再建における乳頭乳輪頭側偏位の予防法 - 原因の考察から -.　 山川知巳　他 .

　　第 57 回日本形成外科学会総会・学術集会　2014.4 月　長崎
⑥ TE を使用した乳房再建における温存乳輪乳頭の経時的位置変化の検討 .　山川知巳　他 . 第 22 回日本乳癌学会

学術総会　2014.7 月　大阪
⑦頭皮全剥脱の 1 例 .　塩川一郎　他 .
　第 57 回日本形成外科学会総会・学術集会　2014．4 月　長崎
⑧当科における切断指症例の検討 .　塩川一郎　
　第 57 回日本手外科学会学術集会　2014．4 月　沖縄
⑨ Lymphaticovenular anastomosis aided by MR Lymphography.　Fumio Ohnishi　他 .
　2nd Meeting of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery 　2014．7月　Buyeo, Korea
⑩ SLIMS concept-The effective and efficient approach for LVA
　Fumio Ohnishi　他 .　8th congress of World Society for Reconstructive Microsurgery 2015.3 月 Mumbai, India

【総数：論文 3 件，著書 0 件，学会発表 14 件，講演 〇 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし
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7．自己点検・評価
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など幅広く，バランスの良い症例・
治療実績を持っている．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．19）（1）小児科（小児科）

1．構成員
　田村正徳 （TAMURA, Masanori） ：教授：運営責任者：診療科長，
 総合周産期母子医療センター長：代表指導教員
 （大学院）新生児学　小児呼吸器病学　小児集中
 治療学：博士 
　森脇浩一 （MORIWAKI, Kouichi） ：准教授：小児血液学：博士
　荒川　浩 （ARAKAWA, Hiroshi） ：講師：病棟医長：小児内分泌学
　櫻井淑男 （SAKURAI, Yoshio） ：講師：研修担当医長：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　新生児栄養学
　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） ：助教
　大島あゆみ（OSHIMA, Ayumi） ：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　歩 （ARAKAWA, Ayumu） ：ドイツへ留学中
　荒川ゆうき（ARAKAWA, Yuki） ：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
　非常勤
　新井幸男 （ARAI, Yukio） ：非常勤講師：小児神経学
　高橋幸男（TAKAHASHI, Sachio） ：非常勤講師：柳川療育センター施設長
　西田　朗（NISHIDA, Akira） ：非常勤講師：東京都立小児総合医療センター院長
　高崎二郎（TAKASAKI, Jiro） ：非常勤講師：国際医療福祉大学熱海病院小児科

2．教育
2-1．目的・目標

当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人口 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として一
次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，血液，神経，循環器，内分泌，予防接
種，乳幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急など幅広く診療を行っている．そのため安全で
質の高い医療を提供し，地域から信頼される小児科医の養成を目指す．
2-2．教育内容（担当者：研修担当　櫻井淑男：卒前担当　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
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．
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2）卒後教育
・小児科の初期臨床研修
　小児・成育医療の現場を経験することは重要であり，当センターの初期臨床研修プログラム周産期コースでは小

児科と産婦人科をあわせて 6 ヶ月間研修する．小児科希望の場合には 4 ヶ月を小児科・新生児科に充てられる．
これに加えて，選択研修科としてさらに小児科・新生児科を 2 ～ 3 ヶ月研修する事ができる．

　小児科病棟では指導医のもとで受け持ち医として，患者の管理，基本的検査法などについて研修する．教授回診
としては，毎週金曜日の総回診と火曜日の重症患者回診において，受け持ち症例のプレゼンテーションを行い，
指導を受ける．新入院受け持ち症例は毎日，翌朝にプレゼンテーションを行う．症例検討会は毎週，重症例のプ
レゼンテーションを行い，検討を通して指導を受ける．当直は救急医療研修として必須である．

・後期研修
　平成 26 年度は，1 人が当院から当科の後期研修に入った．2 人が（新生児部門も含む）引き続き小児科で研修

中である．
・卒後教育に関連する行事
　指導医の指導を受け，抄読会で主として英語文献を抄読発表する．その他，当科主催のセミナー・講演会が年に

数回開催されるほか，地域の小児科関連の臨床検討会や研究会が月に 1 回程度開催されるのでその参加と症例
報告などを発表することが推奨されている．有志の勉強会も適宜開かれている．

　当小児科は，米国心臓学会と連携した PALS（Pediatric Advanced Life Support）の普及活動に積極的に取り組ん
でおり，関東・東北・北海道をカバーする Training Center に定期的にインストラクターを派遣している．後期
研修医は医局の全面的支援の元にこの PALS の Provider 講習会（2 日間コース）を受講させている．初期研修医
には当科の AHA 公認インストラクターによる Mini PALS を実習させている．

・症例検討会 ：新規入院患者について全小児科（一般小児科・新生児両部門）で毎週（金）12:30-14:30
・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（国立成育医療センター等）で小児集中治療学・小児内分泌学・小児血液学などの subspeciality の
研磨ができる．

・新生児部門臨床コース：新生児部門に比重を置いた研修を受け，一般小児科の研修も受ける．小児科専門医取得
した 6 年目以降は周産期（新生児）専門医の受験資格をとるべく新生児部門で診療・研究をする．当院の総合
周産期母子医療センターは日本周産期・新生児医学会の基幹研修施設となっている．

・小児国際保健医療協力コース：当科は小児国際医療協力にも力をいれている．小児科専門医取得した 6 年目以
降に海外医療協力に参加したい医員は国際医療協力の関連施設で研磨を受け，海外医療協力に出かけるときは教
室がバックアップし帰国後の受入保証もする．

・小児科学大学院コース：小児科専門医取得後，ゲノム研などの埼玉医科大学他部門とも協力しながら医学博士号
の取得に取り組むコースである．

3．研究
3-1．目的・目標

安全で質の高い，地域から信頼される小児科医となるには，既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく，新しい
知識を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である．当科はそのような臨床に即した研究が施行でき
る医師を養成することを目的としている．
3-2．研究グループ
　新生児学　小児呼吸病学　小児集中治療学　発達小児科学
3-3．主な研究内容と達成度
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・厚生労働省成育医療センター委託研究：重症障害新生児医療のガイドラインとハイリスク新生児の診断システム
に関する研究：完了

・厚生労働省こども家庭局委託研究：ハイリスク新生児の後障害無き救命（新生児医療環境とルーチンケアの見直
し）：完了

・厚生労働省国立精神神経センター委託研究：発達期に発生する外因性脳障害の診断・治療・予防のための実証的
研究とガイドライン作成に関する研究：完了

　厚生労働省科学研究医療技術評価総合研究事業：臨床倫理支援・教育・対話促進プロジェクト：完了
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：Consensus 2005 に則った新生児心肺蘇生法ガイドラインの開発と全国の

周産期医療関係者に習得させるための研修体制と登録システムの構築とその効果に関する研究：完了
・厚生労働省国際協力研究委託研究：国際医療協力必要な人材育成に関する研究：完了・厚生労働省科学研究費補

助金小児疾患臨床研究：超出生体重児の慢性肺疾患発症予防のためのフルチカゾン吸入に関する臨床研究：達成
度 95％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：達成度
90％

・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％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症の慢性疾患児の在宅と病棟での療養･療育環境の充実に関する研究：
達成度 66％

・厚生労働省医政局在宅医療連携拠点事業：小児の在宅療養支援モデルプロジェクト：達成度 90％
・厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業 : 医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医

療における訪問看護師，理学療法士，訪問介護員の標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための
研究」：達成度 66％

・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：HTLV-I 母子感染予防に関する研究：HTLV-I 抗体陽性妊婦
からの出生児のコホート研究：達成度 66％

・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：母子保健に関する国際的動向及び情報発信に関する研究：
達成度 33％

・厚生労働省難治性疾患克服等研究事業 : 小児科からの消化器系稀少難治性疾患群の包括的調査研究とシームレス
なガイドライン作成：達成度 33％

3-4．自己評価と次年度計画
厚生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 26 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 22,619 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 6,756 人に達した．平成 26 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,239 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した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

田村正徳
・国際蘇生法連絡委員会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR） Neonatal Delegation Task 

Force（新生児部問委員）
・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）
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・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　新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
・国立成育医療センター　研究評価委員
田村正徳 - 埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員長，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
・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．

・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．

・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
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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．（2014 年 2 月）

その他医局員　
・小児糖尿病無料相談会：埼玉県小児糖尿病協会主催の会に荒川講師が参加．11 月浦和
・埼玉県糖尿病協会主催糖尿病サマーキャンプに荒川，谷川，猪野が参加．8 月名栗

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
学会発表

①急性肺炎の治癒過程で脊髄 腫瘍が明らかになった一例　平成 26 年 5 月 
　日本小児救急医学会 ◎宮本和，浅野祥孝，水田桂子，田中理 砂，高田栄子，田村正徳，張漢秀 
② 13 トリソミーと 18 トリソミーに対して当院 NICU から小 児科病棟を経由した在宅医療の取り組み 平成 27 年 

5 月 日本小児神経学会学術集会 ◎高田栄子，水田桂子，田村正徳
③ダウン症に合併した一過性骨髄増殖症（TAM）の日本未熟児新生児学会新生児希有疾患サーベイランス調査　

平成 26 年 11 月 28 日　第 56 回日本小児血液がん学会学術集会（岡山市）　森脇浩一，田村正徳
④埼玉県小児在宅医療支援研究会の活動平成 27 年 2 月 22 日　第 52 回埼玉県医学会
総会（さいたま市）　◎森脇浩一，山﨑和子，山﨑崇志，高田栄子，側島久典，星　順，奈須康子，田村正徳

学術論文
⑤ NICU から在宅医療への移行 ? 特に人工呼吸器装着患者に関して　日本在宅医学会雑誌 16（2）,192-196 頁　

平成 27 年 1 月　森脇浩一，田村正徳
⑥ NICU から始まる小児在宅医療 . 日本在宅医療学会雑誌 . 2014.07. 16（1）:88　田村正徳
⑦ Cytogenetics and clinical features of pediatric myelodysplastic syndrome in Japan　 International Journal of 

Hematology100（5）,pp.478-48, 2014 Koichi Moriwaki , Atsushi Manabe , 
　Takeshi Taketani , Akira Kikuchi , Tatsutoshi Nakahata , Yasuhide Hayashi
⑧ Markedly elevated CD64 expressions on neutrophils and monocytes are useful for diagnosis of periodic fever, 

aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis （PFAPA） syndrome during flares. Yamazaki T, Hokibara S, 
Shigemura T, Kobayashi N, Honda K, Umeda Y, Agematsu K. Clin Rheumatol. （33: 677-83）, 2014

⑨ IL-18 serum concentration is markedly elevated in typical familial Mediterranean fever with M694I mutation 
and can distinguish it from atypical type. Yamazaki T, Shigemura T, Kobayashi N, Honda K, Yazaki M, Masumoto J, 
Migita K, Agematsu K.　Mod Rheumatol. （22: 1-3）, 2014

共著
⑩重篤な疾患を持つ新生児の家族と医療スタッフの話し合いのガイドライン . 周産期医療と生命倫理入門（メディ

カ出版）. 2014.11. 207-220　田村正徳，内田美恵子，斎藤依子
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
小児科の主催

・第 36 回川越小児科臨床検討会　平成 26 年 4 月 15 日　埼玉医科大学総合医療センター 5 Ｆ小講堂
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特別講演　
「 VAP を含む新生児・小児の呼吸管理について ―ウイルス・喘息を含めて―」
講師：倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター　渡部晋一　主任部長

・第 37 回川越小児科臨床検討会　平成 26 年 10 月 14 日　埼玉医科大学総合医療センター　5 階大講堂
特別講演　
｢ カルニチン欠乏症～先天代謝異常による 2 次的欠乏も踏まえて～ ｣
講師　埼玉医科大学　小児科　大竹　明　教授

・第 38 回川越小児科臨床検討会　平成 26 年 10 月 23 日　埼玉医科大学総合医療センター総合周産期センター 2
階会議室 1
特別講演

「小児集中治療とは何か？」　　　　　　　
講師　国立成育医療研究センター総合診療部　阪井 裕一　部長

・特別講演会　平成 26 年 11 月 19 日　埼玉医科大学総合医療センター　5 階大講堂
特別講演　｢ICU における NPPV と気道クリアランス ｣
講師　国立八雲病院　石川悠加　小児科医長

・第 39 回川越小児科臨床検討会　平成 27 年 3 月 17 日　埼玉医科大学総合医療センター　5 階小講堂　
特別講演　「小児てんかんの診断と治療」
埼玉医科大学　小児科　山内秀雄　教授

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 26 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,239 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．
　26 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 11 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
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
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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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2．19）（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）：
    　　 新生児学，脳，神経モニタリング，周産期の QOL：博士
加藤稲子 （KATO, Ineko）：教授：研究主任：新生児学，SIDS，呼吸：博士
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）：講師：研究副主任，新生児学，慢性肺疾患
モハメド （Mohamed, Hamed ）：特任講師：新生児学，新生児外科学：博士
金井雅代 （KANAI, Masayo）：助教
荒木俊介 （ARAKI, Syunsuke）：助教
伊藤加奈子 （ITO, Kanako）：助教（留学中）
川崎秀徳 （KAWASAKI, Hidenori）：助教
山田聖月 （YAMADA, Mizuki）：助教
小牧　健 （KOMAKI, ken）：助教
小川　亮 （OGAWA, Ryo）：助教
齊藤　綾 （SAITO, Aya）：助教
霜山祥子 （SHIMOYAMA, Syouko）：臨床心理士 
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，
    　　 HIV 感染症，黄疸脳モニタリング：博士
星　順 （HOSHI, Jun）：客員准教授：新生児学，新生児神経学：博士
   　　（カルガモの家 施設長）
非常勤
奈須康子 （NASU, Yasuko）：非常勤講師（カルガモの家 副施設長）
鈴木啓二 （SUZUKI, Keiji）：非常勤講師：指導教員（大学院）：学位論文審査教員（大学院）：新生児学 , 
　　　　　　　　　　　　　　呼吸生理学
長谷川久弥 （HASEGAWA, Hisaya） ：非常勤講師：東京女子医科大学東医療センター臨床教授
栗嶋クララ （KURISHIMA, Kurara）：客員講師
江崎勝一 （EZAKI, Syoichi） ：非常勤講師；新生児科外来医長：新生児プロ バイオティクス：博士
新井幸男 （ARAI, Yukio）：非常勤講師：小児神経学
高嶋幸男 （TAKASHIMA, Sachio）：非常勤講師：柳川療育センター施設長                              
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：ほしこどもおとなクリニック
荻野青空 （OGINO, Aozora）：非常勤医師
伊藤　誠人 （ITO, Masato）：非常勤医師
桒田聖子 （KUWATA, Seiko）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標

社会，地域の周産期医療に対するニーズと，より多くの子供たちと家族の幸福な生活に寄与し，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
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）での取り組みは前年度同様に継続した．
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
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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）の役割は，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への参加，
調査解析にも力を入れる．

初期研修医への周産期成育プログラムへの応募があり，後期研修医の育成，周産期専門医取得に向けて多くの人材
養成を視野に入れる．
＊医学生：

1 年生：early exposure による施設訪問では，彼らが興味を持って勤務している医師たちと会話ができる環境を提
供する．

2 年生：early exposure が前年度から新しく導入され，臨床場面での若い医師の働きを見つつ，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，川崎秀徳助教，荒木俊介助教は，5
年生 BSL，CC でのクルズス，ベッドサイドでの検査手技での基礎的な内容を手取り足取りで行う教育活動に積極的
に関わった．

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，モハメド特任講師，金井雅代助教，
荒木俊介助教）
2）卒後教育
初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）専修医対象

定例回診（朝と夕方の 1 日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り，朝は当直上級医が司会，プレゼンテーション指導
と当日を含めた治療方針の検討，ナースリーダー，心理士交え総合討論を行った．学生も参加し，屋根瓦方式のチー
ム医療としての教育を進めた．担当医，チームとして，患児の病態把握，方針に対して，教授から形成的評価を加えた．
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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との症例検討では，NICU からの在宅移行例のプロフィール，疾患の特殊性，家族背景をま

とめた初期研修医の症例提示を主体とし，新生児科と小児科とで今後対応が必要となる症例に絞り，病態と家族対応，
緊急時の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，石黒講師を中心に研究課題，学会発表演題の提案，その後の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作成を指導した．
2-3．達成度
＊ 1 年生：この学年への教育目標の達成度は本年も満足できたと考える．
　early exposure による施設訪問では，10 名ずつ 4 グループが周産期センターの見学に訪れた．殆どが初めて見る
病棟の光景であり，施設の装備ではなく，小さな命をどのように守り，考えるかを見学案内の焦点とした．　その中
で臨床心理士が 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．
　この後 6 月に側島久典が行った，医学概論講義（良医への道）で周産期医療の概要を取り上げ，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た．
＊学外からの公式学生見学要請：
　順天堂大学医学部からの公式見学依頼では，公衆衛生院外実習授業（3 年生）の当総合周産期センター NICU 見学
が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ている．
＊ 4 年生：
　母体胎児ユニットとして 4 コマ講義を行った．　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とした．
＊ 5 年生：
　BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）：
　26年度BSLは16組が実習を行った．各組2週間の後半の1週間を新生児科実習とし，初日オリエンテーションで，
週間予定表とともに目標を明示した．患児を 1 名受け持ちと，新生児の疾患を 1 つ以上症例に接すること，小児科，
新生児科症例を対象に口頭試問を行うことを伝える．
　BSL：各班 3 ～ 4 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．新生児身体診察法を，正期産児を対象に，成熟度判定も交えて実習とし
た．NICU 診療各チームに 1 ～ 2 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）：
　新生児科 1 週間の CC は，教務課 HP に BSL とは異なった到達目標を以下のように明示した．

1）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（Neonatology Avery’s）の呼吸障害を数ブロック
に分け，各生徒が担当分を 1 週間で翻訳し，10 分で内容を提示説明する．その中で教員，学生間での質疑を行
う方法とした．

2）クリニカルクエスチョンの継続．学生 1 名につきまず 1 題をいくつかの項目の中から選択し，自分なりの表現
で数日後の朝回診後説明する．チーム医に尋ねる，自分で調べるなど自由に行い，担当教官が解答を聞いた後
フィードバックする．2 週間の間，いくつかのクエスチョンを課題として，受け答えを続ける．

3）院外実習：近隣の産科施設での新生児・乳児健診に同行見学し，子を持つ母，家族が子育てをする中での質問
と対応を学習する．生後 2 週間から 2 歳までの発達と児の身体診察法を見学，時に実習を交える．

4）受け持ち症例を総回診以外でもプレゼンテーションを行い，方法についてもフィードバックを行う．
＊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．
＊小児科専門医修得：
　小児科専門医制度：卒後 5 年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績をもとに書類を作成し，専門医試験受験
資格が得られる．新生児症例経験も必須である．
＊日本周産期・新生児医学会による周産期（新生児）専門医制度：
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　本年度は，荒木俊介，川崎秀徳が周産期（新生児）専門医を取得した．
2-4．自己評価と次年度計画

・周産期医療への医学部 1 年生 Early exposure は，小さな命の輝きを見て体験させ，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殊な分野となる超低出生体重児への新生児医療を，母子の心のケアを交えた広
い視点で若い学生に紹介し，その到達目標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前面に
講義に積極的に取り入れることにした．

・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を感
じることと，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，今後も継続して CC プログラムに組み入れたい．

・医学教育と英語教材は益々必要性が高まっている．本学の 10 か所の海外医学部との医学生交換留学制度は他校
に誇れる取り組みであり，CC 課題の 1 つとして，英文教科書を実際に即して使い，学生の興味を深められそう
である．

・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があり，このよ
うな実践的な題が彼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本年度も大きかった．

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．長期入院児を円滑に家庭生活に移行するための小児在宅医療支援に向け
て，実態調査をもとに，NICU でできる家族の実生活に即した具体的行動に向けて，対策を検討する．

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　金井講師，石黒講師

》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 3 年目を継続．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

》厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）
「医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医療における訪問看護師，理学療法士，訪問介

護員の標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための研究」（前田浩利班長：分担研究者田村正徳）
① NICU を含む病院医師向け教育プログラムの作成と実施
②小児在宅医療への移行に向けた NICU，小児科病棟での長期入院児の疾患，病状，問題点の共有

》新生児脳適応障害に関する多面的研究
　新生児医療での aEEG による脳モニタリング（側島久典，國方徹也）
　aEEG セミナーの企画，開催，評価
》新生児・乳児用ラックによる揺れが睡眠動態に与える影響
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＊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
＊睡眠導入評価を脳波による判定を行い，NBAS 評価を加えて検討する．
　日本母性衛生学会で発表された．
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 3 年目となり，毎月 10 ～ 15 例が全国から入力される．
2014 年 11 月松山での第 59 回日本未熟児新生児学会前日開催の研修会では，登録参加施設は 157 まで増えた．
全国の低酸素性虚血性脳症児への低体温療法適用への関心の高さと必要性が認識され，国際的な論文発表となっ
た．達成度 90%

3-4．自己評価と次年度計画
低酸素性虚血性脳症児への低体温療法症例登録事業は，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時の研修会を通じて，
我が国独自のデータ発信とともに，基準等の見直しにも目を向ける予定である．本登録事業は継続申請を行っている

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．
　入院総数，極低出生体重児収容数を鑑み，死亡症例を振り返ると，より緊密な周産期センター内の連携が出来た結
果，少ない死亡数でのまとめをすることができたと考える．NICUケアの原点は看護力にあるといっても過言ではない．
標準化をめざし，増床に見合った医療を提供するための教育の充実が望まれる．更に埼玉県内の医療の標準化を進め
る必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
田村正徳

・国際蘇生法連絡委員会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR） Neonatal Delegation Task 
Force（新生児部問委員）

・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　新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
・ 国立成育医療センター　研究評価委員

田村正徳－埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員長，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
・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，
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・ 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展開．その経過と学会ごとの全国参加施設への研修会への参画．
＊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）普及事業推進 
2）国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（受講

生テキスト，インストラクター用マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講誤用スライド・ＣＤ，アルゴリ
ズム図など）を活用した E-learning システム（学会ホームページ）運用，資格更新に向けた体制づくり．

・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
　若手新生児科医師への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（2014 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（2015 年 2 月 14-16 日）．
＊第 4 回日本小児在宅医療支援研究会　会長（2014 年 9 月 6 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 2014.11.24

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 13 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 2014.11.30 -12.1, 川越クリニック
日本病院会平成 26 年度第 1 回臨床研修指導医養成講習会講師 2014.6.14-15 日本都市センターホテル
日本病院会平成 26 年度第 3 回臨床研修指導医養成講習会講師 2015.2.7-8 日本都市センターホテル
第 35 回埼玉医科大学医学教育ワークショップコンサルタント　2014.7.30-8.1  川越クリニック
平成 26 年度浜松医療センター臨床研修指導医講習会 2015.1.10-1, 浜松医療センター
全国自治体病院協議会　第123回臨床研修指導医養成講習会講師託すフォース　2015.1.30-2.1 日本都市センター
ホテル
・日本周産期精神保健研究会理事長として
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　第 5 回地方セミナー 2014.4.20 倉敷中央病院
　第 6 回地方セミナー 2014.10.18 福島テルサ
・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　2014.9.9
・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 2014.11.18

6．新生児部門業績
6-1．業績・論文（代表的なもの 10 編）

① Akio Ishiguro, Sayaka Sakazaki, Ryuta Itakura, Sumie Fujinuma, Shuntaro Oka, Yukiko Motojima, Hisanori 
Sobajima, Masanori Tamura.  Peripheral blood flow monitoring in an infant with septic shock Pediatrics 
International.   2014; 56（5）:787-9.

②Mihiro Toriyama, Akio Ishiguro, Yukiko Motojima, Keiji Yamana, Hisanori Sobajima,   Masanori Tamura.   Oxygen 
requirement and surfactant therapy in preterm infants after delivery Pediatrics International   2015; 57（1）:55-9 

③ Ogawa R, Mori R, Sako M, Kageyama M, Tamura M, Namba F.   Drug therapies in bronchopulmonary dysplasia 
in Japan: questionnaire survey.   Pediatrics International 2015; 57: 189-192.

④ Iwata O, Takenouchi T, Iwata S, Nabetani M, Mukai T, Shibasaki J, Tsuda K, Tokuhisa T, Sobajima H, Tamura 
M The baby cooling project of Japan to implement evidence-based neonatal cooling. Ther Hypothermia Temp 
Manag.  2014.12. 4（4）:173-9

⑤ Inoue S, Odaka A, Muta Y, Beck Y, Sobajima H, Tamura M.   Recycling Small Intestinal Contents From Proximal 
Ileostomy in Low Birth Weight Infants With Small Bowel Perforation: Retrospective Case Series.  J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2014.09.  Epub ahead of print 

⑥ Tamura M  The surgical cure of very low birthweight （including extremely low birthweight） infants from the 
viewpoint of neonatologists （focus on NEC）]. Nihon Geka Gakkai Zasshi. 2014.05. 115（3）:152-156 

⑦ 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. 2014.04. 44（4）:761-6

⑧田村正徳 NICU から始まる小児在宅医療 . 日本在宅医療学会雑誌 . 2014.07. 16（1）:88
⑨側島久典 ふれあいの重要性  チャイルドヘルス 17（11）: 756-759, 2014.
⑩難波文彦．病態―出生後因子とその対応　②酸素障害．最新版　慢性肺疾患，周産期医学，2014; 44 （8）: 

1053-1057．東京医学社
6-1-2．業績・学会発表（主たるもの 10）

① Ogawa R, Mori R, Sako M, Kageyama M, Tamura M, Namba F. Drug therapies for bronchopulmonary dysplasia 
in Japan: A questionnaire survey. Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research Joint 
Meeting, 2014.5: Vancouver, Canada, poster presentation.

②田村正徳，　シンポジウム 10, 厚生科研「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」班
NICU 長期入院児全国調査結果　第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会 千葉

③石黒 秋生 , 岡 俊太郎 , 藤沼 澄江 , 本島 由紀子 , 小川 亮 , 川崎 秀徳 , 側島 久典 , 田村 正徳 極低出生体重児におけ
る生後 48 時間内の皮膚還流と発達予後との関連 2014. 7 第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会 千葉

④藤沼澄江 , 本島由紀子 , 斉藤綾 , 川崎秀徳 , 須藤陽介 , 金井雅代 , 石黒秋生 , 側島久典 , 田村正徳  NCPR ガイドラ
インに基づく晩期早産児の蘇生の現状  2014. 7 第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会 千葉

⑤側島久典，退院支援に向けた NICU 現場からの　取り組みと多職種連携に向けて　2014.9 第 9 回 Neonatal 
Forum in Tokyo Metropolitan Area 東京 

⑥金井雅代 , 本島由紀子 , 齊藤綾 , 川崎秀徳 , 石黒秋生 , 側島久典 , 田村正徳，2010~2014 年に当院 NICU に入院し
た 18 トリソミーの臨床経過と予後　2014. 11 第 59 回日本未熟児新生児学会 松山

⑦田村正徳　ILCOR の Consensus2015 に基づく NCPR ガイドライン 2015　日本新生児看護学会　2014.11 松山
⑧内田美恵子 , 星順 , 山崎崇志 , 難波文彦 , 森脇浩一 , 加藤稲子 , 側島久典 , 田村正徳　NICU/GCU からの 1 歳前の

人工呼吸管理付き退院児の実態調査　2014. 11 第 59 回日本未熟児新生児学会 松山
⑨新井幸男，難波文彦，伊藤誠人，田村正徳，　発達期のマウス培養細胞を用いた新生児肺疾患に関する研究 【第

1 報】2014. 11 第 59 回日本未熟児新生児学会 松山
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⑩側島久典，子どもの命の輝きを家族と感じあえる周産期医療を目指して　第 35 回日本重症心身障害福祉協会西
日本施設協議会総会シンポジウム　2014.11 長崎

【総数：論文 35 件，学会発表 43 件】
6-2．獲得研究費　

1）田村　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）：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
7）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　
8）田村正徳：在宅医療連携拠点事業（復興枠）：埼玉県における小児在宅医療支援ネットワークモデルの構築 

2,079 万円
9）加藤稲子（分担研究者）：戸苅班：「乳幼児突然死症候群（SIDS）および乳幼児突発性危急事態（ALTE）の病態

解明および予防法開発に向けた複数領域専門家による統合的研究」45 万円
10）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 4 回日本小児在宅医療支援研究会　会長田村正徳（2012 年 9 月 6 日　大宮ソニックシティ市民ホール）  参
加人数 281 人

・第 17 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：戸苅　創（CEO），田村正徳（COO）中村友彦（事務局長，実行委員長）
　2015 年 2 月 19 日～ 21 日　大町市文化会館　長野県大町市
・第 12 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
　2014 年 5 月 31 日 -6 月 1 日：埼玉県民活動総合センター（埼玉県上尾市）
・第 4 回埼玉県西部地区新生児臨床検討会 （総合医療センター 5 階小講堂）

　　2015 年 2 月 24 日 18：30 ～ 20：30
　石黒　秋生（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期センター新生児部門　講師）　
　　　　　　　　　「臨床統計　2014 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日」
　症例検討 1：「治療介入を要した一過性骨髄異常増殖症候群症例」
　　　　　　小牧　健（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期センター新生児部門　助教）
　症例検討 2：「社会的ハイリスク児に対する当院の取り組み　
　－多職種連携と地域連携―　」
　　金井雅代（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期センター新生児部門　助教）
　　特別講演：「低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療」
　　講師：大阪市立大学　新宅治夫　小児科教授

　　対象：県下の周産期医療従事者・小児科医　　　　参加人数　66 名
・小児在宅医療医師向け小児在宅医療実技講習会

2015 年 3 月 21 日　大宮ソニックシティ市民ホール　
受講者は病院勤務医と診療所医師他 47 名，講師スタッフ合わせ合計 107 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 13 回 2014 年 5 月 14 日　　参加人数 58 名
　　特別講演「越谷市の在宅診療と多職種連携の現状について」
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　　特別講演講師　岡野昌彦　医院長（岡野クリニック）
　　　　　　　　　瀬廼木洋子　看護師（越谷市医師会立訪問看護ステーション）
　第 14 回 2014 年 7 月 23 日　　参加人数 73 名

　特別講演「子どもを支援する人たちへ　親子の育ちを考えるという視点についてー障害をもった親子から学ん
　　　　　　だことー」

　　特別講演講師　鈴木郁子　施設長（毛呂病院光の家療育センター施設長）
第 15 回 2014 年 11 月 19 日　　参加人数 53 名
　特別講演「小児在宅医療における NPPV と咳介助のケアシステム」

　　特別講演講師　石川悠加　医師（国立八雲病院小児科）
第 16 回 2015 年 2 月 25 日　　　参加人数 80 名
　特別講演「相談支援専門員の活動と小児在宅医療の関わりについて」

　　特別講演講師　西村　幸　専門員（松山市南部地域相談支援センター相談支援専門員）
＊埼玉小児在宅医療訪問看護師研修会 （埼玉医科大学総合周産期センター 2 階第 1 会議室）
・第 1 回講習会（医療センター第 1 会議室）
　　2014 年 10 月 4 日：10:30 ～ 17:00
・第 2 回講習会（医療センター第 1 会議室）
　　2014 年 11 月 1 日：10:15 ～ 17:00
・第 3 回講習会（医療センター第 1 会議室）
　　2014 年 11 月 8 日：10:15 ～ 17:00
・第 4 回講習会（医療センター第 1 会議室）
　　2014 年 12 月 20 日：10:15 ～ 17:00
・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
・県内 13 事業所の 20 名の訪問看護師が受講
＜総合周産期母子医療センター事業＞
・平成 27 年 3 月 27 日  総合周産期センター新棟 2 階会議室
　「NICU に入院している新生児の痛みのガイドライン」完成記念講演会
　　事例検討：冨士美晴，中嶋紗也華（総合周産期センター NICU 看護師）
　「NICU 医療者への新生児の痛みに関するケアのアンケート調査結果」
　　臨床への提案：新生児の痛みに関するアンケートのまとめと，評価方法への提案
　　金井雅代（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期センター新生児部門　助教）
　　特別講演「NICU に入院している新生児の痛みのガイドライン」を活用するには
　　講　師：横尾京子（広島大学　名誉教授）
　　対　象：県内 NICU，小児科，産科病院等勤務医師，研修医，医学生，看護師・助産師
　　参加人数：103 名

＜新生児蘇生法トレーニングステーション：講習会＞
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2014 年 7 月 27 日　於：埼玉医科大学総合医療センター第 1 会議室
　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2014 年 9 月 19 日　於：埼玉医科大学総合医療センター第 1 会議室
　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2014 年 11 月 16 日　於：埼玉医科大学総合医療センター第 1 会議室
　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2014 年 12 月 3 日　於：埼玉医科大学総合医療センターー第 1 会議室
　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2015 年 2 月 11 日　於：埼玉医科大学総合医療センターー第 1 会議室
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　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2015 年 3 月 15 日　於：埼玉医科大学総合医療センターー第 1 会議室
　講師：田村正徳 教授 他　対象：医師，助産師，看護師　受講生：24 名
＜総合周産期センター看護師研修会＞
＜総合周産期母子医療センター相談事業＞
・ NICU 卒業生　親子の会「ハッピースマイル」
　平成 26 年 11 月 2 日　10：00?12：00
　会　場：川越市農業ふれあいセンター
　内　容：極低出生体重児の育児相談・健康管理の実地体験指導
　　　　　出生，入院経過中から退院後の育児における悩み等の意見交換
　対　象：平成 25 年出生の極低出生体重児とその家族とその指導にあたる
　　　　　保健医療関係者（新生児・小児科医師・看護師，臨床心理士，医学生，看護学生）
　参加人数　保健医療関係者 116 名（ボランティア含む）極低出生体重児 44 名，その家族 96 名，計 256 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 26 年度第 1 回保健師研修会
　平成 26 年 11 月 27 日（木）28 日（金）） 於：総合周産期センター新棟 2 階第 1 会議室，
：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：8 名（両日とも）

・ 平成 26 年度第 2 回保健師研修会
平成 26 年 12 月 18 日（木）19 日（金） 於：総合周産期センター新棟 2 階第 1 会議室，
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：23 名（両日とも）

7．自己点検・評価
＊新周産期センター 2 年目となり，NICU48 床，GCU30 床（計 78 床）での運用では，総入院数が 800 名を越え，

全国総合周産期センターの中で，極低出生体重児年間入院数での評価はトップ 3 にランクされる．
＊埼玉県コーディネータと連絡を密にする毎日 2 回の NICU ベッド稼働状況報告はほぼ遂行されるに至る．徐々に

満床のために県外とくに東京都に搬送されるハイリスク妊婦の減少に貢献できつつある．
＊ NICU 長期入院児を円滑に在宅医療に移行するための，退院調整会議開催ができるようになってきている．この

ための新生児入院当初からの家族への対応，具体的な退院後の生活イメージを，多職種カンファレンスを通じて
描けるようになってきている．

＊医学部 5 年生への BSL・CC プログラムの整備を重ね，学生のモチベーションを上げる方策を考える．
＊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．
＊第 4 回日本小児在宅医療支援研究会開催，埼玉県小児在宅医療支援研究会の定期開催が軌道に乗りつつある．

具体的な症例提示と地域での対応策が検討できるようになってきている．
＊新生児低酸素性虚血性脳症児への低体温療法に加えて，自己臍帯血幹細胞輸血を行う計画が開始されようとして

おり，第 1 相試験への参加に向けて準備を開始した．
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2．20）皮膚科

1．構成員
伊崎誠一 （IZAKI, Seiichi）：教授：運営責任者：診療科長：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：研究主任：教育主任：指導教員（大学院）：皮膚免疫学 , アレルギー学：
　　　　　　　　　　　　　　  博士
須山孝雪 （SUYAMA, Takayuki）：講師：教育員・研究員：病棟医長：博士
人見勝博 （HITOMI, Katsuhiro）：講師：教育員・研究員：医局長：博士
麻生悠子 （ASO, Yuko）：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
高村さおり （TAKAMURA, Saori）：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
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 （佐藤良樹 豊岡第一病院出向を含む） 4 名 . 

2．教育
2-1．目的･目標

埼玉医科大学における医学教育を担う総合医療センターとして , 医学生講義 , 医学生臨床実習に積極的に貢献し , 
同時にセンター設立の目的であ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 角化症（担当 須山）
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 61 名（担当 伊崎 , 寺木 , 須山 , 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 2 名（担当 伊崎 , 寺木 , 須山 , 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 26 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



569

皮膚科

る診療を行いながら , 広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている . 並びに
「病態のメカニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく ,「皮疹を正確に観察する
眼」の育成に力を注いでいる . 平成 26 年度は概ね達成できたと考える . 平成 27 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 須山）

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 26 年度の初診患者数は 4,485 名 , 再診患者数は 31,399 名 , 入院患者の外来診察を含め総数 37,967 名
であった .  入院患者数は 414 名 , 入院手術件数は 224 件 , 平均在院日数は 13.03 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・編集 : 日本ハンセン病学会雑誌編集幹事 , 埼玉医科大学雑誌編集委員 （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 Teraki Y, Inoue Y.
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Skin-homing Th2/Th22 cells in papuloerythroderma of Ofuji.
Dermatology, 228 （4）: 326-331, 2014.

② Teraki Y, Taguchi R.
Serum TARC levels correlate with disease activity in patients with non-episodic angioedema with eosinophilia.
J Dermatol, 41 （9）: 858-860, 2014.

③ Hitomi K, Izaki S, Teraki Y, Aso Y, Yokoyama M, Takamura S, Inoue Y, Sato Y.
Characterization of adult-type IgA vasculitis （Henoch-Schonlein purpura）: A retrospective study of 122 cases
Open Dermatol J, 8: 51-59, 2014.

④ Teraki Y, Nakamura K.
Rubbing skin with nylon towels as a major cause of pseudomonas folliculitis in a Japanese population.
J Dermatol, 42 （1）: 81-83, 2015.

⑤人見 勝博 , 伊崎 誠一 .
紅皮症を見たとき .
Visual Dermatology 13 （4）: 456-461, 2014

⑥井上 有美子 , 横山 恵美 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
掌蹠膿疱症が先行し，骨関節炎とアナフィラクトイド紫斑を同時に発症した 1 例 .
皮膚科の臨床 56（5）: 653-656, 2014.

⑦寺木 祐一 .
痤瘡と誤診されやすい皮膚疾患 .
日本臨床皮膚科医会誌 31 （4）: 469-472, 2014.

⑧寺木 祐一 , 高村 さおり , 阪 久美子 , 井上 有美子 .
メトトレキサートの併用はインフリキシマブによる乾癬の治療効果を持続させる .
皮膚科の臨床 56 （8）: 1152-1154, 2014.

⑨寺木 祐一 .
酒査皮・酒査皮様皮膚炎の増悪因子としてのタクロリムス .
Visual Dermatology 13 （8）: 893-895, 2014.

⑩佐藤 良樹 , 中村 かおり , 伊崎 誠一 , 寺木 祐一 .
多彩な皮疹を呈した Multicentric Reticulohistiocytosis の 1 例 .
皮膚科の臨床 56（9）: 1357-1360, 2014.

【総数：論文発表 12 件 , 学会発表 18 件 , 講演 4 件】
6-2．獲得研究費   : 該当なし
6-3．受賞         : 第 113 回日本皮膚科学会総会 アブストラクト賞 寺木
6-4．特許 , 実用新案 : 該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績

2014 年 9 月 18 日　第 48 回川越ダーマトロジークラブ　セミナー開催 .
2015 年 3 月 19 日  第 49 回川越ダーマトロジークラブ　セミナー開催 .

7．自己点検・評価
平成 26 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 27 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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2．21）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
　岡田洋平（OKADA, Yohei）：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
　竹下英毅（TAKESHITA, Hideki）：助教：博士
　張　英軒 （CHO, Eiken）：助教
　杉山博紀（SUGIYAMA, Hiroyuki）：助教
　立花康次郎（TACHIBANA, Yasujirou）：助教
　平沼俊亮（HIRANUMA, Shunsuke）：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，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，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（2-3 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
　希望に沿った日程で後期研修医が在籍し，研修を行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
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2-4-1．卒前教育
　学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため，学生の関心の度合いが毎年高くなっ
ているのを感じている．次年度のこの良い傾向を持続させたい．
2-4-2．卒後教育
　泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導は効率的に行
われた．手技面ではミニマム創内視鏡手術の教育・技術の習得に特に力を入れている．

3．研究
3-1．目的・目標
　排尿障害，尿路結石および泌尿器科悪性腫瘍に関わるこれまでの研究をさらに発展させる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　当教室における研究プロジェクトは大きくわけて排尿障害関連，尿路結石関連，尿路悪性腫瘍関連に分けられる．
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．排尿障害
　排尿障害の基礎的研究を電気生理学的側面から研究している．蓄排尿の感覚と神経系の関連に関する基礎データが
蓄積されているが，今後はこのデータを踏まえた臨床に密着した応用実験を計画中である．
3-3-2．尿路結石
　メタボリックシンドロームがさまざまな疾患を引き起こすとの報告があるが，結石患者でのメタボリックシンド
ロームとの関連について臨床的データをもとにして解析を行っている．
3-3-3．悪性腫瘍
　臨床的研究としては QOL を中心とした手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡下手術）の開発を行い，泌尿器
科悪性腫瘍に対する新しい治療法を開発している．手術方法は確立しており，ミニマム創内視鏡下手術は平成 20 年
度より腹腔鏡下小切開手術として保険適応となった．先進医療の時期からの実績をもとに施設承認を得ており，着実
に症例を増やしつつある．また，平成 19 年度より放射線科と協力して前立腺癌に対して高線量率組織内照射（HDR）
を行っている．前立腺全摘術では術後再発の危険性が高い高リスク症例の予後の改善につながることが期待される．
　臨床的研究としては腎癌，進行性腎癌，腎盂尿管癌，進行性膀胱癌の臨床的解析をおこない，その予後因子など，
当科の成績を明らかにしている．ミニマム創内視鏡手術・HDR とあわせ悪性腫瘍のよりよい治療を精力的におこなっ
ている．
3-4．自己評価と次年度計画
　各関連分野において，国内雑誌および国内学会はもとより国際雑誌および国際学会でも発表されている．現在基礎
データが集まりつつある排尿障害の基礎的研究を臨床方面に応用する予定である．臨床的な面では先進医療として当
科でほぼ確立されているミニマム創内視鏡手術の技術的発展とその成績の集計などを計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　一般泌尿器科として，尿路感染症，尿路結石症，泌尿器科悪性腫瘍，閉塞性尿路疾患，前立腺肥大症を網羅し，専
門領域として排尿障害，アンドロロジー・男性不妊症，を含んだ総合泌尿器科または広範囲泌尿器科を目的とする．
現在当教室で推進している QOL を考慮した手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術），筋膜小切片を用いた新
しい尿失禁の手術方法は安定した成績が得られている．次年度も若手医師の手術などの診療能力を向上させることに
より泌尿器科全体の診療能力を向上させることを目的とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　山田拓己
　1．同人：泌尿器科ケアー
　川上理
　1．Deputy Editor: International Journal of Urology
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　山田拓己
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　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矢野 晶大 , 岡田 洋平 , 川上 理 ; 【前立腺癌の診療ナビゲーション - わかりやすく丁寧に !】　前立腺癌の診断 確定
診断のための前立腺生検　前立腺生検の適応 , 実際 , 注意点について教えてください．また , 前立腺生検の生検
部位と生検本数についても言及してください . 臨床泌尿器科（0385-2393）68 巻 4 号 Page60-64（2014.04）

②阪口 和滋 , 張 英軒 , 石井 信行 , 矢野 晶大 , 岡田 洋平 , 永松 秀樹 , 諸角 誠人 , 川上 理 , 山田 拓己 ; 尿管癌に合併
し術前診断が困難であった副腎褐色細胞腫の 1 例 . 泌尿器外科（0914-6180）27 巻 2 号 Page237-240（2014）

③諸角 誠人 , 石井 信行 , 阪口 和滋 , 張 英軒 , 矢野 晶大 , 岡田 洋平 , 永松 秀樹 , 川上 理 , 山田 拓己 ; 難治性腎結石
に対する Mini Perc を用いた Endoscopic Combined Intrarenal Surgery（ECIRS）. 日本泌尿器科学会総会 102 回 
Page531（2014.04）

④石井 信行 , 諸角 誠人 ; 尿路結石に対する medical expulsive therapy への期待と限界 保険収載薬のオーバー
ビュー . 日本泌尿器科学会総会 102 回 Page321（2014.04）

⑤張　英軒，小川公己，平沼俊亮，杉山博紀，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；局所再発巣と後腹膜腔転移巣切除で長期生存中の腎静脈腫瘍塞栓を伴う副腎癌の 1 例　第 67 回日本
泌尿器科学会埼玉地方会（2014.6 埼玉県）

⑥杉山 博紀 , 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 ; エ
ベロリムスが有効であった結節性硬化症に伴う両側巨大腎血管筋脂肪腫の一例 . 泌尿器外科（0914-6180）27
巻 7 号 Page1194（2014.07） 

⑦岡田 洋平 , 川上 理 , 張 英軒 , 阪口 和滋 , 石井 信行 , 矢野 晶大 , 永松 秀樹 , 諸角 誠人 , 山田 拓己 ; MRI により診
断された cT1/2 膀胱癌に対する筋層浸潤の判定を目的とした Transurethral dissection:TUD. 日本泌尿器科学会総
会 102 回 Page633（2014.04）

⑧川上 理 , 張 英軒 , 阪口 和滋 , 山下 高久 , 石井 信行 , 矢野 晶大 , 岡田 洋平 , 永松 秀樹 , 諸角 誠人 , 山田 拓巳 ; 
臨床的に癌を疑う所見の無い PSA>10ng/ml の前立腺肥大症に対する dutasteride 投与後の PSA 推移は PSA 
2.5-10ng/ml の症例と同様である . 日本泌尿器科学会総会 102 回 Page479（2014.04）

⑨ Takumi Yamada; Modified Pubovaginal Sling. The 9th Pan-Pacfic Continence Society Meeting　（2014. 9 Taipei）
⑩ Akihiro Yano; Prognostic Value of Serum CYFRA 21-1in Patients with T1G3 or Muscle Invasive Bladder Cancer. 

34th SIU （2014.10　Scotland）
【総数：論文 4 件，学会発表 48 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育面では学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため学生の関心の度合いが毎年
高くなっているのを感じている．さらに，研修医に対しても泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さ
らに各種学会発表および論文作成の指導が効率的におこなわれたと確信している．
　研究面では日本泌尿器科学会総会を主として，主要な泌尿器科関連の学会に演題を出しているほか，国際学会での
発表もおこなわれている．
　また臨床面でもミニマム創内視鏡下手術を中心とした手術手技がほぼ確立している．全国的にみてもまだこの手術
を行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．結石治療に関しては，細径内視鏡とレーザーを用い，世界的スタンダードの最先端をいく治療を継続している．
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2．22）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
山田布沙絵（YAMADA，Fusae），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
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2-4．自己評価と次年度計画
　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?）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
膜光凝固術が研究の対象となっており，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．
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
○阿部　竜三郎，櫻井　真彦，渡辺　久，星　太，河井信一郎
平成 26 年 7 月 27 日　第 27 回埼玉県眼科手術談話会（埼玉県民健康センター）

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　○林　亜里紗，櫻井　真彦，
星　太，広瀬　育隆，河井信一郎
平成 26 年 7 月 18 日　第 6 回埼玉臨床眼科セミナー（川越プリンスホテル）

③顕微鏡のスポット照明を利用した使用した裂孔原性網膜剥離に対するバックリング手術
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平成 27 年 1 月 30 日　第 38 回日本眼科手術学会学術総会（京都）
○山田布沙絵，櫻井真彦，佐谷充，星太，河井信一郎

【総数：論文　0 件，学会発表　3 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1．平成 26 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 26 年 5 月 26 日 Sunday Glaucoma Meeting 浦和ロイヤルパインズホテル
3．平成 26 年 7 月 8 日  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 26 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 26 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 26 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　※世話人
7．平成 26 年 9 月 9 日  第 58 回埼玉県眼科集談会
　　　　　　　　　　　　 埼玉県県民健康センター　　（※世話人：眼科医会）
8．平成 26 年 10 月 6 日 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 26 年 11 月 17 日 埼玉西北部糖尿病眼合併症眼科・内科診療連携の会
　　    ※世話人　埼玉県眼科医会として
10．平成 26 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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1．構成員
菊地　茂（KIKUCHI, Shigeru)：教授：運営責任者：診療部長：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
田原　篤（TAHARA, Atsushi）：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
北野佑果（KIKANO, Yuka）：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
馬塲有加（BABA, Yuka）：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 26 年度は BSL および系統講義再開から 13 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大木が担当した．新臨床研修制度も11年目を迎え，
十数名のローテーターが初期研修における選択科目として耳鼻咽喉科を選択し研修した．卒後 6 年目までの教育は
日本耳鼻咽喉科学会の認定専門医制度に従って行い，学会認定専門医の資格習得を目的とし，医局全体でこれをサポー
トした．さらに，手術報告会，症例検討会などを頻回に行い，耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の優れたオールラウンド
プレーヤーとなるための教育を日々行っている． 
2-3．達成度

卒前教育においては，講義・BSL ともにカラーアトラスを付けた資料（プリント）を配布し，好評であった．BSL
においては指導者と学生がグループとなって診療にあたり，手術，外来，病棟の各実習，画像診断のクルズスなど，
日常の講義や学習では学べないことを十分に指導できたかと思う．
2-4．自己評価と次年度計画

耳鼻咽喉科領域は各種の機器を使用しないと病変を可視できない部分が多く，特に学生教育においては，機能外科
としての耳鼻咽喉科を理解してもらうため，オリジナルなアトラスや動画などを作成し供覧したい．また，助教以下
の教員にも積極的に教育に寄与してもうように指導したい．さらに，卒後教育では多数の症例に触れてもらい，丁寧
にかつ熱心に指導したい．

3．研究
3-1．目的・目標

豊富な臨床例を背景とした臨床研究を中心に研究を行っている． 
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3-2．研究グループ
鼻腔生理学：菊地
平衡神経科学：堤，大木
耳鼻咽喉科領域の感染症の研究：大畑，菊地，田中

3-3．研究内容と達成度
神経耳科疾患（末梢性ならびに中枢性平衡障害，顔面神経麻痺，急性感音難聴）の解析，鼻腔生理学，レーザー治

療，副鼻腔内視鏡治療，深頸部感染症，急性喉頭蓋炎などの臨床研究を中心に研究を進めた． 
3-4．自己評価と次年度目標

平成 27 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 26 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, Kikuchi S. Periodic alternating nystagmus caused by a medullary lesion in acute 
disseminated encephalomyelitis. Otol Neurotol 35: 861-865, 2014.

② Ohki M, Shinogami M ：Allergic sensitization to perennial allergens in adults and children sensitized to Japanese 
cedar or Japanese cypress pollen in Japan. Int J Otolaryngol  2014; doi: 10.1155/2014/835790．

③ Ohki M, Takeuchi N. Recovery of motor neuron excitability after facial nerve impairment in rats. Neuroreport. 
25(7):458-63，2014．

④ Ohki M, Baba Y, Ohata A. First Branchial Cleft Anomaly With an Orifice in the Bony External Auditory Canal 
Accompanied by Contralateral Middle Ear Cholesteatoma.Otol Neurotol. 2014 Apr 24.

⑤ Ohki M, Komiyama S, Tayama N. Pharyngolaryngeal paralysis in a patient with pharyngeal tuberculosis. Auris 
Nasus Larynx. 2014 Oct 3. pii: S0385-8146(14)00158-8. doi: 10.1016/j.anl.2014.08.020

⑥菊地　茂：点鼻薬．耳鼻咽喉科最新薬物療法マニュアル―選び方・使い方．市村恵一編，268-273，中山書店，東京，
2014．

⑦菊地　茂：鼻呼吸障害と睡眠呼吸障害．JOHNS 30：399，2014．
⑧菊地　茂：副鼻腔手術後短時間で頬部痛が生じた！ JOHNS 30：1220-1221，2014．
⑨菊地　茂：点鼻薬．耳鼻咽喉科最新薬物療法マニュアル―選び方・使い方．市村恵一編，268-273，中山書店，東京，

2014．
⑩杉本裕彦，大木雅文，菊地　茂，大畑　敦，田中　是，北野佑果：魚骨異物により咽喉頭浮腫をきたした 3 症例．

JOHNS 31(1)：131-134，2015．
【総数：論文 11 件，学会発表 11 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：

研究会開催：第 10 回埼玉耳鼻咽喉科感染症･アレルギー研究会，2014 年 9 月 4 日，さいたま市

7．自己点検・評価
　平成 26 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 時より教授以下
医局員全員と看護師による病棟回診を行った．学生に対する講義や BSL の再開から 13 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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2．24）（1）産婦人科（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 DV_D_『望妊治療』を視聴する _
6．火曜日の関教授総回診，および火曜日以外の産科病棟，婦人科病棟の一般回診に参加する
7．割り当てられたチームの一員として診療を見学・実習する 
8．割り当てられた産科 1 症例，婦人科 1 症例に関して，それぞれ A4 2-3 枚程度（計 4-6 枚程 度）のレポートに

まとめ，斉藤准教授に提出する
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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 場　所 日　時 

関教授 妊娠高血圧症候群、口頭試問 医局 第２金 15 時 
馬場教授／
斉藤准教授 

オリエンテーション 医局 第１月 9 時 15 分 

馬場教授 超音波診断 医局 第１金 13 時 15 分 
斉藤准教授 症例検討

（各自受け持ち症例 2 例） 
医局 第２木 15 時 

高井准教授 不妊症、不育症、 婦人科救急疾患の診断と
治療など 

医局 火 17 時 

村山講師 切迫早産・産科救急の治療と管理 医局 第 2 月 or 水 16 時 
長井講師 婦人科悪性腫瘍の治療と管理 医局 水 17 時 
松村講師 正常妊娠・分娩の管理 FHR monitoring 医局 第１木 15 時 
小野医局長 妊娠高血圧症候群 医局 第１月 16 時 
高井准教授 体外受精・顕微授精見学 リプロダクションセンター 金 7：30（採卵がある時の

み 水 17 時までに決定）

卒後教育
前期研修医

臨床現場での実施教育のみならず，他科医師として必要な産婦人科知識習得を目的にクルズスやカンファレンスな
どを開催した．更に患者様との接点を増やし，医師としての責任感と自覚を持たせることを意識した．また学術面で
は日本産婦人科学会埼玉地方部会などで積極的に発表した．
後期研修医

周産期のみならず腫瘍，不妊・内分泌，内視鏡のいずれの分野においても研修が十分可能である．産婦人科専門医
の取得はもちろんである．サブスペシャリティーを視野に入れ，周産期専門医，腫瘍専門医，生殖医療専門医，内視
鏡認定医などの取得を目指した研修が可能である．
2-3．達成度

教授以下医局員一同積極的に学生教育に参加し，特に BSL，クリニカルクラークシップ，初期研修医，後期研修医
に対して十分な指導を行った．今年度教育目標は十分達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画

教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．

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
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目的とした卵子・受精卵や卵巣組織の凍結保存とその応用，腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性
の確立などを主な研究課題として，学会および論文発表，学位取得へと導く．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）

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
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
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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 Matsumura H, Takagi K, Seki H, Ono Y, Ichinose S, Masuko H, Fukatsu M, Miyashita A, Mera A　Placental 
transfer of intravenous nicardipine and disposition into breast milk during the control of hypertension in women 
with pre-eclampsia.　Hypertens. Pregnancy　 2014；33：93-101

② Mikami Y, Takagi K, Itaya Y, Ono Y, Matsumura H, Takai Y, Seki H　The postpartum course in patients with 
gestational hypertension and preeclampsia.　J. Obstet. Gynaecol. Res.　2014；40：919-925

③ Seki H　The role of the renin-angiotensin system in the pathogenesis of preeclampsia - New insights into the 
renin-angiotensin system in preeclampsia.　Med Hypotheses　2014；82：362-367　

④ Hayase M, Shimada M, Seki H　Sleep quality and stress in women with pregnancy-induced hypertension and 
gestational diabetes mellitus.　Women and Birth　2014；27：190-195

⑤ Okabe H, Makino S, Kato K, Matsuoka K, Seki H, Takeda S　The effect of progesterone on genes involved in 
preterm labor.　J. Reprod. Immunol.　2014；104-105：80-91 

⑥ Seki H　Balance between antiangiogenic and angiogenic factors in the etiology of preeclampsia.　Acta. Obstet. 
Gynecol. Scand.　2014；93：959-964

⑦ Mikami Y, Narita T, Takai Y, Baba K, Seki H, Matsuoka K　The progression of serum prorenin concentration 
during pregnancy. J. Hypertens. 2014；3：166. Doi:10.4172/2167-1095. 1000166

⑧ Nagai T, Takai Y, Akahori T, Ishida H, Hanaoka T, Uotani T, Sato S, Matsunaga S, Baba K, Seki H　Novel uterine 
sarcoma preoperative diagnosis score predicts the need for surgery in patients presenting with a uterine mass. 
Springer Plus 2014；3：678. doi: 10.1186/2193-1801-3-678. eCollection 2014.

⑨ Honda M, Matsunaga S, Era S, Takai Y, Baba K, Seki H　A case report of successful vaginal delivery following 
intrauterine fetal death due to placental abruption: Importance of intrapartum anti-disseminated intravascular 
coagulation therapy.　J. Med. Case Reports　2014；8：461 doi:10.1186/1752-1947-8-461

⑩関　博之　産科出血，産科ショック　今日の治療指針 2014　p.1200-1201　2014 年 1 月 1 日　医学書院　他
6-2．該当なし
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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，自己評価
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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2．24）（2）産婦人科（総合周産期母子医療センター母体・胎児部門）

1．構成員
関　博之（SEKI, Hiroyuki）：副センター長：教授：運営責任者：診療部長：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）：教授：教育副主任：不育症 , 不妊症治療学 ,ART, 内視鏡手術：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）：講師：病棟医長：周産期医学：博士
見上由紀子（MIKAMI, Yukiko）：助教：博士
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
　　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
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　◎ 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／斉藤教授 オリエンテーション
馬場教授 超音波診断
斉藤教授 症例検討（各自受け持ち症例 2 例）
高井教授 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
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
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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
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
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



産婦人科（総合周産期母子医療センター産科） 

588

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 Matsumura H, Takagi K, Seki H, Ono Y, Ichinose S, Masuko H, Fukatsu M, Miyashita A, Mera A Placental transfer 

of intravenous nicardipine and disposition into breast milk during the control of hypertension in women with 
pre-eclampsia.　Hypertens. Pregnancy 2014；33：93-101

② Mikami Y, Takagi K, Itaya Y, Ono Y, Matsumura H, Takai Y, Seki H The postpartum course in patients with 
gestational hypertension and preeclampsia. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2014；40：919-925

③ Seki H The role of the renin-angiotensin system in the pathogenesis of preeclampsia - New insights into the 
renin-angiotensin system in preeclampsia. Med Hypotheses 2014；82：362-367　

④ Hayase M, Shimada M, Seki H Sleep quality and stress in women with pregnancy-induced hypertension and 
gestational diabetes mellitus. Women and Birth 2014；27：190-195

⑤ Okabe H, Makino S, Kato K, Matsuoka K, Seki H, Takeda S The effect of progesterone on genes involved in 
preterm labor. J. Reprod. Immunol. 2014；104-105：80-91 

⑥ Seki H　Balance between antiangiogenic and angiogenic factors in the etiology of preeclampsia.　Acta. Obstet. 
Gynecol. Scand. 2014；93：959-964

⑦ Mikami Y, Narita T, Takai Y, Baba K, Seki H, Matsuoka K The progression of serum prorenin concentration 
during pregnancy. J. Hypertens. 2014；3：166. Doi:10.4172/2167-1095. 1000166

⑧ Nagai T, Takai Y, Akahori T, Ishida H, Hanaoka T, Uotani T, Sato S, Matsunaga S, Baba K, Seki H　Novel uterine 
sarcoma preoperative diagnosis score predicts the need for surgery in patients presenting with a uterine mass.　
SpringerPlus　2014；3：678. doi: 10.1186/2193-1801-3-678. eCollection 2014.

⑨ Honda M, Matsunaga S, Era S, Takai Y, Baba K, Seki H　A case report of successful vaginal delivery following 
intrauterine fetal death due to placental abruption: Importance of intrapartum anti-disseminated intravascular 
coagulation therapy.　J. Med. Case Reports　2014；8：461 doi:10.1186/1752-1947-8-461

⑩関　博之　産科出血，産科ショック　今日の治療指針 2014　p.1200-1201　2014 年 1 月 1 日　医学書院
⑪関　博之（共著）　プリンシプル産科婦人科学 2　第 3 版　武谷雄二，上妻志郎，藤井知行，大須賀穣，監修　

2014 年 3 月 10 日　メジカルビュー社
⑫関　博之　産婦人科研修ノート　改定第 2 版　綾部琢哉，大須賀穣編集　23. 子宮破裂　p.401-403　2014 年

4 月 10 日　診断と治療社　　
⑬関　博之　臨床栄養　実践ガイド　丹羽利充編著　　Part II　12. 妊娠高血圧症候群　p.253-257　2014 年 8 月

25 日　中外医学社
⑭関　博之　妊娠高血圧症候群（HELLP 症候群を含む）　今日の治療指針 2014　p.1240-1241　2015 年 1 月 1

日　医学書院
⑮酒井あゆみ　長井智則　佐藤　翔　魚谷隆弘　花岡立也　石田洋昭　赤堀太一　　　松村英祥　村山敬彦　高井

泰　斉藤正博　馬場一憲　関　博之
巨大子宮筋腫合併子宮頸癌に対する広汎性子宮全摘術の工夫
埼玉産科婦人科学会雑誌　Vol.44　p.137-140　2014

⑯赤堀太一　松永茂剛　佐藤　翔　魚谷隆弘　花岡立也　石田洋昭　大原　健　　　　長井智則　高井　泰　関　
博之
腹腔鏡下子宮体癌根治術の導入における，腹式広汎子宮全摘術を腹腔鏡視野で撮影した術中ビデオの有用性の検討
埼玉産科婦人科学会雑誌　Vol.44　p.170-174　2014

⑰関　博之　妊娠高血圧症候群と関連する疾患③　肺水腫　産婦人科の実際　Vol.63　p.227-231　2014
⑱関　博之　特集　周産期における出血対策と輸血　母体出血対策　出血性ショックの管理　周産期医学　Vol.44
　P.551-554　2014
⑲関　博之　妊娠高血圧症候群／子癇　産婦人科処方のすべて　すぐに使える実践ガイド　臨床婦人科産科　

vol.68（増刊号）　p.255-258　2014
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⑳関　博之　妊娠高血圧症候群 UPDATE　治療　降圧薬の使用法
　周産期医学　Vol.44　P.1479-1483　2014

6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績

1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
　埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
ないスタッフにも関わらず，これらのニーズに応えうることができているのは，医師としての良心のもと，ひとりひ
とりの献身的な努力にほかならない．
　教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している．
　研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表など義務づけ，多くの実績を重ね，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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2．25）歯科口腔外科

1．構成員
下山哲夫（SHIMOYAMA, Tetsuo）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍：
　　　　　　　　　　　　　　　 博士
堀江憲夫（HORIE, Norio）：准教授：医局長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：囊胞，口腔粘膜疾患：博士
金子貴広（KANEKO, Takahiro）：講師：口腔インプラント科長：研究員：顎顔面外傷，口腔インプラント：博士
那須大介（NASU, Daisuke）：助教：研究員：博士
加藤崇雄（KATO, Takao）：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
近藤圭祐（KONDO, Keisuke）：助教：研究員
日野峻輔（HINO, Shunsuke）：助教：研究員：博士
飯島洋介（IIJIMA, Yousuke）：助教：研究員
大沼拓也（OHNUMA, Takuya）：研修医
中村悟士（NAKAMURA, Satoshi）：研修医
相沢光延（AIZAWA, Mitsunobu）：研修医
沢田圭佑（SAWADA, Keisuke）：研修医
堀　　稔（HORI, Minoru）：非常勤講師：顎変形症，口腔インプラント：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
植松綾子（UEMATSU, Ayako）：歯科衛生士

2．教育
2-1．目的
　顎口腔機能と疾患を理解させ，その治療方法を習得させる．
2-2．教育内容
　顎口腔機能である咀嚼，嚥下，発音，審美性について説明し，顎口腔疾患である炎症，奇形，変形症，外傷，囊胞，
腫瘍などの各疾患と顎口腔機能障害について理解させ，臨床における治療法を教育する．
　平成 18 年度より一年目研修医による，埼玉医科大学歯科口腔外科学講座と当科の相互ローテーションが開始とな
り，幅広い知識修得が可能となった．お互いの医局の専門分野を学習することで専門的かつ総合的な治療法を習得で
きる．
　担当者：堀江憲夫准教授
2-3．達成度

研修医が臨床に直結した顎口腔機能と疾患の理解を深め，治療法を習得出来たか．生涯教育として，各疾患に対し
高度先進医療が理解され，習得出来たか．

研修医のローテート期間は3ヶ月の短期間であったが，外来診療と病棟業務を全般的に体験できたと認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
　研修医に必要とされる病棟および外来での基本的な手技を習得させ，口腔外科医としての能力が試される難抜歯が
研修医主導で行えるように指導してきた．
　次年度以降も，研修期間の 2 年間で口腔外科に必要な知識・手技を一通り網羅し，さらには医療人として優れた
人格形成がなされるように教育していく．　
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3．研究
3-1．目的・目標
　顎口腔機能の生理学的解析を行う．
　歯科臨床に有用である漢方薬の基礎的研究を行う．
　歯科用インプラントの臨床的及び基礎的研究を行う．
3-2．研究グループ
　該当なし
3-3．研究内容と達成度

「睡眠時ブラキシズム発症機構に関わる中枢神経機構のラットを用いた検討」
　グリシンには睡眠改善効果が認められる．本実験では，末梢感覚入力によって誘発される顎反射の強度や感度がグ
リシン投与によって受ける影響を評価することで，間接的に睡眠時ブラキシズム発現に関わる中枢グリシン受容体機
構を検討する．

「漢方薬の基礎的研究」
　漢方薬の紫外線に対する作用の報告は少ない．マウスマクロファージ培養細胞を用い，漢方薬による紫外線保護作
用を検討する．
　立効散の鎮痛作用を，マウスを用い検討する（stretch movement 等）．

「インプラントの臨床的検討」
　歯科用インプラントは，咀嚼機能の改善のため用いられている．インプラント体の性状の違いや埋入方法の違いに
よる維持安定性について検討する．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記研究について，研究発表，論文化を継続して行っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科では，顎顔面部の外傷を救急救命科との連携のもとに，迅速な処置がなされるように努めている．
　また，歯・顎欠損患者に対しては口腔インプラントを積極的に治療に取り入れ，サイナスリフト等のボーングラフ
トを併用することで，より多岐にわたる症例にも対応している．さらに，即時負荷について臨床的検討を進めており，
今後，治療期間の短縮を図る予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　一般社団法人　日本有病者歯科医療学会
　査読委員　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中村悟士，大沼拓也，飯島洋介，日野峻輔，深井俊一，川野竜太郎，那須大介，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸

郎，下山哲夫：歯肉に生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例．第 23 回日本有病者歯科医療学会
総会・学術大会 , 2014 年 3 月 21,22,23 日，福岡，第 23 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム
1-B-1-3　p.115 

② T. Kaneko, Y. Iijima, S. Hino, N. Horie, T. Shimoyama: Maxillary Sinus Floor Augmentation by Two-stage Sinus 
Membrane Elevation Using a Titanium Bone Fixation Device and Dental Implans in a Severly Atrophic Posterior 
Maxilla: A Case-series Study. The 2014 Annual Meeting of the American Associaton of Oral and Maxillofacial 
Surgeons，2014 年 9 月 9,10,11,12,13 日，アメリカ，ホノルル，ハワイ州，　Honolulu, Hawaii Convention 
Center  
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③日野峻輔，金子貴広，飯島洋介，深井俊一，川野竜太郎，加藤崇雄，那須大介，堀江憲夫 , 工藤逸郎，下山哲夫 :
骨接合材とインプラント埋入を使用した移植材を用いない 2 段階サイナスリフトの検討．第 59 回（公社）日
本口腔外科学会総会・学術大会 2014 年 10 月 17,18,19, 日，東京，抄録：　日口外誌　Vol.60 総会特別号 2-P 
13. 3-4），p．304．

④日野峻輔，金子貴広，近藤圭祐，堀江憲夫，下山哲夫：上顎無歯顎に対しインプラント義歯を応用して咀嚼機能
の回復を行った 2 例．第 18 回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，2014 年 11 月 29，
30 日，出雲 .　

⑤大沼拓也，中村悟士，飯島洋介，日野峻輔，近藤圭祐，深井俊一，川野竜太郎，加藤崇雄，那須大介，金子貴広，
堀江憲夫 , 工藤逸郎，下山哲夫 : 増殖糖尿病性網膜症に起因する抜歯後眼底出血の 1 例．第 198 回（公社）日本
口腔外科学会関東支部学術集会 2014 年 12 月 6, 日，鶴見 .

【論文】
⑥ Norio Horie, Daisuke Nasu, Miki Endo, Atsushi Uchida, Takahiro Kaneko, Tetsuo Shirakawa, Tetsuo Shimoyama. 

Oral opportunistic infections in institutionalized patients with motor and intellectual disabilities. Journal of Oral 
Science, 56（1）, 85-89, 2014.

⑦ Kato K, Hino S, Horie N, Shimoyama T, Kaneko T, Kusama K, Sakagami H: Anti-UV Activity of Kampo Medicines 
and Constituent Plant Extracts: Re-evaluation with Skin Keratinocyte System. in vivo 28: 571-578 ,2014．

⑧ Masuda I, Kaneko T, Hino S, Komura K, Fukai S, Horie N, Shimoyama T: Immediate loading treatment of dental 
implants in advanced atrophic edentulous mandible: Long-term observation of 2 cases. Jpn. J. Maxillofac. Impl. 
2014;13（1）:3-8.

⑨ Keisuke Kondo, Issei Masuda, Shunichi Fukai, Takahiro Kaneko, Norio Horie, TetsuoShimoyama. Replantation 
of avulsed teeth using the 180-degree rotation method and a vacuum-formed splint in mixed dentition: a case 
report. Journal of Oral Science, 56（3）, 231-234, 2014

⑩井出文雄，坂下英明，草間　薫，堀江憲夫，下山哲夫，村松　敬：歯原性腫瘍および嚢胞の歴史的回顧　－本邦
における初期報告例の分析－　Ⅲ．歯原性幻影細胞性病変（石灰化歯原性囊胞，石灰化囊胞性歯原性腫瘍および
象牙質形成性幻影細胞腫瘍）．小児口腔外科 24（3）：137-144，2014  12 月 総説

【総数：論文 9 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　基礎的研究面では，漢方薬の薬理作用としての NO 活性系に及ぼす影響について検索中である．臨床的には顎顔面
外傷の合併損傷の臨床的検討，時間外受診患者の動向の調査研究を継続中である．診療面においては口腔インプラン
ト治療患者が増加傾向にあり，各種病態におけるインプラントを用いた咬合改善に取り組んでいる．
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2．26）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：診療部長：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
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，塩澤

【セラピスト】：國友淳子（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，松本孝彦，森本貴之，野々垣政志，瀬立奈緒美，
高野敬士，新井健一，石川秀登，守岡義紀，樺山有香，小林沙希，小林大祐，羽田侑里子，岩崎寛之，大塚　梢，
高畑朱理，仲村佳奈子，菅原悠葵，三本木光，岡本晴香，大久保裕也，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，三村孝雅，曾田萌美，鈴木健太

＜作業療法士＞
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 , 関根エリ子 , 本間裕子

＜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，片貝百花

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
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，陶山哲夫，武井圭一，國友淳子，伊藤智彰の 5 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
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
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1．義足患者における断端管理の指導法の検討：岩崎寛之，武井圭一，森本貴之，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，片貝百花，

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，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，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 , 守岡義紀，羽田侑里子，瀬立

奈緒美，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，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
　6）日本義肢装具学会・理事
　7）日本運動器リハビリテーション学会・評議員
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　8）埼玉圏央リハビリテーション研究会・筆頭幹事
　9）日本障害者スポーツ協会；理事・医学委員長
　10）Japan Paralympic Committee：医学委員長
　11）Asia Paralympic Committee（APC）：医科学委員長
　12）International Paralympic Committee, Anti-Doping ・TUE Committee
　13）日本アンチ・ドーピング機構：理事
　14）日本アンチ・ドーピング・メデイカルオフィサー
　15）国際障害者アーチェリー協会・International Classifier
≪山本満≫
　1）日本リハビリテーション医学会・代議員
　2）日本リハビリテーション・ネットワーク研究会・常任理事
　3）埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
　4）日本障害者スポーツ協会・医学委員
　5）国際障害者バドミントン協会・International Classifier
　6）日本義肢装具学会・会則検討委員会委員長，評議員
　7）埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事
　8）埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事
　9）埼玉県リハビリテーション医会・理事

6．業績
6-1．論文・学会発表

①岩﨑寛之，武井圭一，森本貴幸，三本木光，萩原郁美，國澤洋介，前川宗之，山本満：関節リウマチを併存疾患
に持つ大腿切断症例に対するシリコンライナー装着方法の工夫 .　埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌 
14 巻　P39-42，2014

②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．
埼玉包括リハ雑誌 14 巻　P52-56，2014

③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－．埼玉包括雑誌 14 巻　P30-32，2014

④髙畑幸弘，國澤洋介，國友淳子，平田樹伸，東謙一，山本満．若年性急性運動軸索型ニューロパチーの重症例に
おける腕用保持装具を使用した食事動作と QOL の関連．リハビリテーションネットワーク研究会 12：64-70，
2014

⑤関泰子，宮崎泰広，滝澤嗣人．左頭頂葉出血にて失行性失書を呈した 1 例－書字特徴から捉えた障害メカニズ
ムの検討－．言語聴覚研究 11：126-136，2014

⑥藤野雄次，武井圭一，江島通安：日本のMayo Clinicを目指すためのリハビリテーション部門における課題と抱負．
埼玉医科大学雑誌 41 巻　P165-167，2015

⑦武井圭一，國澤洋介，森本貴之，岩﨑寛之，高畑朱理，山本満：糖尿病教育入院における運動療法に対する行動
変容ステージの変化．理学療法 - 臨床・研究・教育 22 巻　P35-38，2015

⑧國友淳子：進行がん患者に対するリハビリテーション・アプローチ　日本理
学療法士協会主催　がんのリハビリテーション研修会　2014/6/22．長崎
⑨國友淳子：歩行・基本動作・ADL・IADL 障害に対する対応　日本理学療法士協会主催　がんのリハビリテー

ション研修会　2014/7/5．栃木
⑩伊藤智彰：がん患者の摂食・嚥下障害，コミュニケーション障害　がんのリハビリテーション研修会 in 栃木．

2014/7/5-6，栃木
【総数：論文 19 件，学会発表 27 件，講演 35 件，】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーの開催実績
　1）第 13 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会．2015/1/31
　2）第 14 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．2014/12/7
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　3）第 28 回埼玉脊椎・脊髄病研究会，2015/3/14

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）

2．27）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，麻酔科診療部長，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：診療副部長，教育員，研究副主任：麻酔，血液凝固：医学博士
照井克生（TERUI, Katsuo）：教授：産科麻酔科診療部長，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，教育副主任，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）：産科麻酔科診療副部長，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）：専門医員，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）：専門医員，教育員，研究員，青柳瑠美子（AOYAGI, Rumiko）：医員，教育員，研究員，菊池佳奈（KIKUCHI, 
Kana）：医員，教育員，研究員，研究員，前田紘一朗（MAEDA, Koichiro）：医員，教育員，研究員，鹿原史寿子

（KABARA, Sizuko）：専門医員，教育員，研究員，須賀芳文（SUGA, Yosihumi）：専門医員，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）：専門医員，教育員，研究員，
大橋夕樹（OOHASHI, Yuuki）：専門医員，教育員，研究員，佐藤奈々子（SATO, Nanako）：医員，教育員，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，金子友
美（KANEKO, Tomomi）：医員，教育員，研究員，久保麻由（KUBOTA, Mayu）：医員，教育員，研究員，栗原郁美

（KURIHARA, Ikumi）：医員，教育員，研究員，又吉重彰（MATAYOSHI, Sigeaki）：医員，教育員，研究員
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　正（GENDA, Tadashi），林田真吾

（HAYASHIDA, Shingo），高田稔和（TAKADA, Toshikazu），田中　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），
大橋　明（OOHASHI, Akira），濱口裕江（HAMAGUCHI, Hiroe），土岐和芳（TOKI, Kazuyoshi），沓名慎也（KUTSUNA, 
Shinya）

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（※ 27 年 5 月に小改訂）．
2-2．教育内容（担当者）:4 年生，6 年生の系統講義を川崎，小山，照井が担当した．BSL は川崎，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，シミュレーション人形での挿管
練習等を行った．ICU，周産期では症例ベースでの実習，ペインはかわごえクリニックでのペイン外来見学を行った．
BSL終了時に4部門それぞれの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



麻酔科

598

期研修医 4 名が入局，その他産科麻酔フェローシップ 2 名が加わり 2 年目の 2 名と合わせて 4 名となった．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 年目の麻酔科研修は全員 2 ヶ月，希望に応じて 2 年
目での選択も可能となった．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 年目では，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希望により 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4名はオペ室での全身管理から研修を開始，
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：周術期血液凝固系の変化（ROTEM，TEG による評価），大手術における代用血漿剤輸液の臨床的検討（循環
動態，血液凝固，腎機能，グリコカリックス機能等からの検討），等

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，妊娠高血圧症候群の
循環動態，妊婦ストレスの HPLC による評価，帝王切開術後の悪心・嘔吐および掻痒感に対する円皮鍼の効果，等

ICU：人工呼吸中の加温加湿，新しい人工呼吸モードの検討，集中治療室患者における血糖測定器の精度，重症患
者での酸素需給バランスの新しい評価（ScvO2・乳酸値の組合わせによる分類），術後悪心・嘔吐，周術期イオン化
マグネシウム値の推移，等

ペイン：神経ブロック後の重心動揺，抗凝固療法中の神経ブロック，等
3-3．研究内容と達成度

血液凝固：達成度 95％，代用血漿製剤：50％
帝王切開術での胎児移行：達成度　95％，臍帯血イオン化マグネシウム値：達成度　95％，妊娠高血圧症候群：

到達度 80%，悪心・嘔吐：90%
人工呼吸中の加温加湿：達成度　95％，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％，悪心・嘔吐：90%，酸素需給バランスの新たな評価：50％
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
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　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（宮尾名誉教授）
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
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．日本麻酔科学会代議員，日本臨床麻酔学会評議員，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，日本麻酔科学会代議員，Obstetric Anesthesia subcommittee member，World Federation of the Societies 
of Anesthesiologists の active member として活躍した．

6．業績
6-1．論文・学会発表：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，清水，皆吉，田澤ら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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2．28）救急科（ER）

1．構成員
　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）：教授：運営責任者 , 診療部長：指導教員（大学院）：蘇生 , 心臓震盪：博士
　大貫　学（OONUKI, Manabu）：講師：診療副部長 , 研究主任：神経内科 , 訪問診療
　安藤陽児（ANDOU, Youji）：講師：教育主任 , 病棟医長：頭頸部外傷外科 , 航空医療
　高本勝博（TAKAMOTO, Katuhiro）：助教：研究副主任 , 外来医長
　中村元洋（NAKAMURA, Motohiro）：助教：専門医員
　橋本昌幸（HASHIMOTO, Masayuki）：助教：専門医員
　松枝秀世（MATSUEDA, Hideyo）：助教：専門医員
　平松玄太郎（HIRAMATSU, Gentaro）：助教：専門医員
　酒庭康孝（SAKANIWA, Yasuyuki）：助教：医員
　有馬史人（ARIMA, Fumihito）：助教：医員
　城下　翠（JOUSHITA, Midori）：助教：医員

2．教育
2-1．目的･目標

「卒前教育」　
　BSL・CC において，ER 型救急医療における外傷初期対応および総合的診療の必要性を理解し，BLS を実践し，
ACLS を理解する．在宅医療に同行し地域医療を経験する．

「卒後教育」　
　初期研修 1 年目では救急患者の初療室での診療において，蘇生，体表の外傷処置および外傷患者評価の基礎を修
得する．在宅医療において地域医療を実践する．2 年目では 1 年目の指導ができ，ACLS および JATEC が実行できる．
後期研修では救急科専門医を取得する．
2-2．教育内容（担当者　研修医：安藤 , 学生：大貫）

「卒前教育」　
　独歩来院の状態が安定した救急患者に対し，医療面接を行い，そこから病態を考え診療録に記載する．診断を進め
るうえで必要な検査，治療方針を提案する．救急車で搬送される患者については静脈穿刺や採血を適宜実施し，病態
について考えを述べ，それに対して指導医からレクチャーを受ける．入院患者の回診に際し，入院後の経過について
レクチャーを受ける．シミュレーターを活用し，気管挿管や中心静脈穿刺など侵襲的処置の経験をする．訪問診療に
同行し，在宅医療を受ける患者の診療を行う．

「卒後教育」　
　初期研修 1 年目では，独歩来院の救急患者に対し診療を行い，指導を受けて検査計画を立て，縫合処置など治療
ついては可及的実践する．救急車で搬送される患者に対し，気管挿管や静脈路確保など蘇生処置を中心に実施する．
生理学的評価を行い，必要な蘇生処置を提案する．JATECに基づき，ファーストサーベイを行い，その後の必要な検査，
緊急処置を提案する．入院患者に対しては病態の変化を把握し，必要な治療計画を立てる．ICLS コース，JATEC な
どシミュレーターを活用し侵襲的処置を修練し，臨床へと繋げる．本人の希望により，訪問診療に同行し，在宅医療
を実践する．2 年目では独歩来院の救急患者に対し診療を行い，検査や治療方針を立案し実行する．救急車で搬送さ
れる患者に対し，ACLS や JATEC に基づいた医療を実践する．1 年目研修医の指導を行う．入院患者に対しては病態
に応じた治療計画を立案し，自ら実践する．本人の希望により，ドクターヘリに同乗し，病院前救急医療を体験する．
後期研修では，2 年間 ER で実地臨床を行い，2 年間を救命 ICU など他診療科で救急に関連する実地臨床を学び，専
門医資格取得に必要な症例を経験する．
2-3．達成度

「卒前教育」　
　シミュレーション教育から実践へと繋げたいが，臨床での経験が未だ十分とは言えないが，概ね目標を達成できた．

「卒後教育」　
　初期研修では，救急医療の性格上，時期により症例のばらつきがあり，経験できた外傷処置症例にばらつきはあるが，
多くの症例を経験できたと考えている．ACLSについては，研修医の判断だけで治療が完結するには至らない．ドクター



601

救急科（ER）

ヘリでは良い経験になったと思われる．後期研修では，専門医取得に必要な症例を経験でき，準備が整っていたと思
われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　ER 型救急医療を目指しているが，院内での連携が不十分であり，内因性救急に関わることが少ない．今後，内因
性救急患者の初期診療を担当する体制を構築するためには何が必要か分析し，学生・研修医に対し総合診療能力向上
のための研修を提供していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

1）侵襲的検査および治療を，研修医が安全に実践できるようシミュレーションから臨床への応用を実現できる教
育システムを確立させる．

2）ドクターヘリ事業における病院前救護の有効性を検証する．
3）病院前救護における治療内容が救急患者の予後に与える影響について検証する．
4）在宅医療が救急医療に果たす役割について検討する．
5）救急医療から在宅医療への橋渡しの有効性について検討する．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）スキルスラボプロジェクト
2）ドクターヘリ検証チーム
3）戦略会議（救命と共同）
4）在宅医療チーム

3-3．研究内容と達成度
1）スキルスラボプロジェクト
　シミュレーション教育の有効性をどう評価するか検討している．
2）ドクターヘリ検証チーム
　全例に対して，チーム医療として関係スタッフの参加の下症例検討を実施し，通常の救急システムとの違いと有

効性について検証している．また，消防組織とも検討会を行っている．
3）戦略会議
　救命と共同で，外傷症例の治療戦略を検討している．ドクターヘリ搭乗医療スタッフとして，病院前から開始さ

れる治療内容についても検討している．
4）在宅医療チーム
　今後，在宅医療がさらに拡大していく中で，救急患者が急性期を脱した際に，直接自宅へ退院することが可能な

患者を抽出し，それをサポートするシステムを検討している．
3-4．自己評価と次年度計画
　日常の診療業務（ドクターヘリ人員確保，日直当直医確保）に負われ，研究実績を報告できるような形にまとめる
ところまで至っていない．次年度はテーマごとに担当責任者を決め，データの整理をしていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　ER 型救急医療体制を確立し，救急応需率向上，診療の質向上を目指している．外傷患者については救命センター
や各診療科との連携により体制が確立され，治療成績も向上しているが，内因性救急についてはまだ診療体制が整備
されていない．今後の課題として取り組んでいかなければならない．

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
　埼玉県メディカルコントロール協議会
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　臨床救急医学会誌　査読
　日本臨床スポーツ医学会誌　査読
　救急救命士標準テキスト　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
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　埼玉県救急救命士養成所専任教員・講師
　日本臨床救急医学会評議員
　日本蘇生学会評議員
　日本臨床スポーツ医学会評議員
　日本航空医療学会評議員
　日本薬物脳波学会評議員
　日本健康医学会理事
　埼玉県夢のかけはし事業

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①今日の治療指針　CO2 ナルコーシス（医学書院）分担執筆 , 2015 年 1 月
②すぐに役立つ脳神経外科救急ハンドブック（メディカ出版）分担執筆 , 2015 年 2 月
③大学病院の救急科（ER）がはじめた在宅訪問診療 , 難病と在宅ケア・日本プランニングセンター 20（4）, 

32-34, 2014  共著
④救急救命士の法的解釈におけるリスクマネジメント , 第 12回日本臨床医学リスクマネジメント学会 , 2014年 5月
⑤ブタンガス吸引が原因と考えられる心肺停止の一例 , 第 42 回日本救急医学会総会 2014 年 10 月
⑥救急科（ER）における児童虐待の察知 , 第 42 回日本救急医学会総会 2014 年 10 月
⑦連続心電図モニタリング（CECM）により解析した短期心電図変化 , 第 42 回日本救急医学会総会 2014 年 10 月
⑧過酸化水素水服用による門脈ガス血症に牛乳の投与が有効であった 1 例 , 第 42 回日本救急医学会総会 2014 年

10 月
⑨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 , 第 21 回日本航空医療学会 , 2014 年 11 月
⑩埼玉県青少年夢のかけはし事業「医者になりたい！」における小学生をターゲットにした蘇生教育の報告 , 第

33 回日本蘇生学会 , 2014 年 12 月
【総数：論文 4 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
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　ER 型救急医療体制を構築し，総合医療センターが地域に果たす役割の一つである救急医療の充実と，ドクターヘ
リによる病院前救急医療を担っていくことを目標としている．内因性あるいは小児の救急に関しては体制が十分では
なく，今後の内科や小児科との連携強化が課題である．総合的医療についての研修医教育が必要とされている今日で
は重要な課題である．この課題を克服し，研修医が満足できる研修内容をめざし，スタッフの充実にもつなげていき
たい．研究に関しては，臨床研究を中心に各スタッフがテーマを持てるように指導していきたい．
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2．29）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：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）：代表指導教員（大学院）：学位論
　　　　　　　　　　　　　　   文審査教員（大学院）：脳神経外科学〔頭部外傷，脳血管障害，一般〕. 救急医学：
　　　　　　　　　　　　　　   博士
澤野　誠（SAWANO, Makoto）：准教授：診療科長：研究副主任 : 学位論文審査教員（大学院）：外科学（消化器外科，
　　　　　　　　　　　　　　 血管外科，一般），救急医学：博士
間藤　卓 （MATOU, Takashi）：准教授：研究主任：学位論文審査教員（大学院）：内科学（免疫，一般）. 集中治療学，
　　　　　　　　　　　　　 救急医学：博士
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）：講師：ICU 病棟医長，集中治療学，救急医学
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
金沢明秀（KANAZAWA, Akihide）：助教，診療専門員
佐川幸司（SAGAWA, Kouji）: 助教，診療専門員
森井北斗（MORII, Hokuto）：助教，診療専門員
芝山浩樹（SHIBAYAMA, Hiroki）：助教，診療専門員
松田真輝（MATSUDA, Masaki）：助教，診療専門員
内田正樹（UCHIDA, Masaki）：助教，診療専門員
奈倉武郎（NAGURA, Takeo）：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，診療専門員

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．また，基礎領域の学術集会の企画・準備・運営へ
の参画を通じて，研究成果公表の方法論などの習得を目標とした．

（4）救急救命士教育においては，当直実習も含めて救急医療およびそのシステムについての，救急救命士として
の実践的な知識や技能の習得とともに，医療現場への理解を深めることを目標とした．

2-2．教育内容（担当者）
（1）卒前教育
　卒前教育は熊井戸邦佳講師が教育主任（責任者），上村直子助教が教育副主任（副責任者）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
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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．ほぼ全員夜間研修を希望し参加した．
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）
　澤野誠准教授がプログラム責任者，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 . 澤野誠准教授は三病院自由選択プログラムのプログラム責任者も担当した．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．

　後期（専門）研修については，2017 年度よりの新しい専門医研修制度に対する取り組みとして，救急専門医の専
門研修プログラムを作成，日本救急医学会に提出し承認を得た．

（3）大学院教育
　堤晴彦教授が代表指導教員，杉山聡教授，間藤卓准教授，澤野誠准教授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．本年度は，澤野誠准教授が主催した「第 6 回日本安定同位体・生体ガス医学応
用学会学術大会」の企画，準備，運営に大学院生も参画し，国際レベルの基礎的研究に触れる機会を持つとともに，
研究成果の公表に関わる方法論を習得した．

（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講師が教育副主任（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
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　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
　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，救急医学専攻の大学院生は救急科（ER）医師が 1 名が社会人枠で在籍している．基礎教室での研究のか
たわら，全国規模の基礎系学術大会の企画，準備，運営に大学院生も参画し，国際レベルの基礎的研究に触れる機会
を持つとともに，研究成果の公表に関わる方法論を習得した．

（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，基礎研究のかたわら研究成果の公表に関わ
る方法論を習得する機会を与えることができたと考えている．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
　間藤卓准教授を研究主任（責任者）澤野誠准教授を研究副主任（副責任者）として，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．特に学会発表については国際学会，論文については原著および英文誌を重視した
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）
＊澤野准教授（安定同位体トレーサ分析技術に関わる新技術・標準化法の研究と開発）
＊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）



高度救命救急センター 

606

＊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，堤晴彦教授，杉山聡教授，澤野誠准教
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．

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
　堤晴彦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

堤晴彦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．澤野誠准教授が文部科
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）
Physiological Measurement 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，堤晴彦教授が，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，堤晴彦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，
杉山聡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，澤野誠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，本年度と同様に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頸髄損傷に対する急性期手術：井口 浩一 , 大饗 和憲 , 石井 桂輔 日本外傷学会雑誌（1340-6264）29 巻 2 号 
Page29-35（2015.05）
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高度救命救急センター 

②骨盤内炎症性疾患を呈した劇症型 A 群溶血性連鎖球菌感染症：松田 真輝 , 澤野 誠 , 大河原 健人 日本腹部救急医
学会雑誌（1340-2242）35 巻 3 号 Page321-323（2015.03）

③【病態生理と症例から学ぶ輸液ガイド】 （第 4 章）症例から学ぶ輸液療法とその管理の実際　ショック患者の輸
液療法：大井 秀則 , 山口 充 Medical Practice （0910-1551）32 巻臨増 Page178-181（2015.04）

④下大静脈フィルター挿入穿刺部の難治性出血により抗凝固療法中断を余儀なくされた静脈血栓症の 1 例：中田 
一之（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）, 澤野 誠 , 間藤 卓 , 山口 充 , 大井 秀則 , 奈倉 武郎 , 
大瀧 聡史 , 酒庭 康孝 , 有馬 史人 , 輿水 健治 , 杉山 聡 , 堤 晴彦 日本救急医学会関東地方会雑誌（0287-301X）
35 巻 2 号 Page368-371（2014.12）

⑤集中治療室における膀胱留置カテーテル挿入患者の尿漏れの発生頻度と関連因子の検討：大場 麻衣 , 土屋 守克 , 
増田 由美子 , 猿谷 倫史 , 小野 裕美 , 池田 知子 , 山口 充　日本看護学会論文集 : 看護総合（1347-815X）44 号 
Page64-66（2014.03）

⑥【外傷診療 ALL IN ONE- 実践力を身に付けよう】 ER から OR につなげ　脊椎　脊髄損傷治療の新展開：井口 浩
一　ER マガジン（1348-8090）11 巻 1 号 Page33-38（2014.03）

⑦【開放骨折の治療】 開放骨折の初期軟部組織治療：井口浩一　関節外科（0286-5394）33 巻 6 号 Page603-605
（2014.06）

⑧【骨折の診断と治療　最新 update】 軟部組織欠損の治療　陰圧閉鎖療法と洗浄療法：井口 浩一 , 石塚 京子 , 上村 
直子 , 福島 憲治 , 大饗 和憲 , 森井 北斗 整形・災害外科（0387-4095）57 巻 6 号 Page817-824（2014.05）

⑨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）

⑩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（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救
急センター）, 堤 晴彦　救急・集中治療医学レビュー 2014-'15 Page144-150（2014.02）

【総数：論文 10 件，学会発表 49 件，講演 5 件】
6-2．獲得研究費
　澤野准教授が，分担研究者として日本学術振興会科学研究費補助制度　基盤研究（B）　課題名「呼気フロー分析
による低侵襲な化学診断法の創成」を獲得している．
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　堤晴彦教授を会長として第 12 回日本臨床医学リスクマネジメント学会（2014.5.22?5.23，東京），澤野誠准教授
を会長として第 6 回日本安定同位体・生体ガス医学応用学会学術大会（2014.10.31?11.1，東京）を主催した．

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，人員面での体制づくり
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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2．30）（1）放射線科（画像診断科・核医学科）

1．構成員
本田憲業（HONDA, Norinari）：教授：運営責任者：診療部長：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：診療副部長：教育主任：指導者教員（大学院）：放射線画像診断，IVR：博士
阿部　敦（ABE, Atsushi）：講師：核医学：博士
清水裕次（SHIMIZU, Yuji）：助教：博士
渡部　渉（WATANABE, Wataru）：助教：医局長：外来医長：博士
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（MACHIDA, Kikuo）：博士

（客員教授）　
奥　真也（OKU, Shinya）：指導者教員（大学院）：核医学，医療情報学：博士

（客員准教授）
土屋一洋（TSUCHIYA, Kazuhiro）：脳画像診断指導：博士

（非常勤講師）
鹿島田明夫（KASHIMADA, Akio）：エコー・検査レポート：博士
釜野　剛（KAMANO, Tsuyoshi）：IVR
佐貫榮一（SANUKI, Eiichi）：エコー・検査レポート：博士
瀧島輝雄（TAKISHIMA, Teruo）：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
岡田武倫（OKADA, Takemichi）：BSL 学生講義

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．

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．
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放射線科（画像診断科・核医学科）

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 潅流画像による解析
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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放射線科（画像診断科・核医学科）

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

自治体　なし
政府関連委員　なし
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　査読（本田）
日本断層映像研究会雑誌　編集委員長

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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
 理事（本田）
HELICS 協議会　副会長　（2013 年 6 月から）
日本アイソトープ協会 イメージング規格化　委員長（本田）
  医学薬学部会長，常任委員（本田）
日本医学放射線科学会 専門医委員，保健員会委員（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（本田）
日本画像医学会 理事（本田）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①河辺哲哉，長田久人，栁田ひさみ，大野仁司，渡部渉，清水裕次，上野周一，山野貴史，西村敬一郎，髙橋健夫，
本田憲業．ヨード造影剤による小腸の angioedema．臨床放射線 59（7）：961-965，2014

②渡部渉，長田久人，大野仁司，本田憲業．特集 周産期における出血対策と輸血 母体出血対策 産科出血に対する
Interventional Radiology．周産期医学．44（5）575-578，2014

③本田憲業．《特集Ⅱ》広報誌「医療放射線防護」70 号発刊特別企画 福島原発災害から学ぶ「放射線教育の課題
と展望」6. マスコミへの情報提供．医療放射線防護 70　60-61，2014

④渡部渉，長田久人，大野仁司，河辺哲哉，本田憲業，岡田武倫．産科出血に対する IVR  産後出血動脈塞栓術の実際．
日本周産期・新生児医学会雑誌．50（1）2-4，2014

⑤本田憲業，長田久人，髙橋健夫，新保宗史，松田恵雄．特集 第 26 回電子情報研究会報告 レポート作成を症例
登録のきっかけにした画像診断ティーチングファイルシステムの構築．映像情報 Medical．46（4）344-345，
2014

⑥本田憲業，長田久人，渡部渉．特集 Advantageを知る：超音波検査vs CT vs MRI　先天性気道・肺疾患．小児外科．
46（7）699-704，2014

⑦ Watanabe W, Osada H, Ohno H, Yanagita H, Kawabe T, Shimizu Y, Okada T, Honda N.  Assessment of 
effectiveness of arterial embolization for post-partum hemorrhage. The 73rd Annual Meeting of the Japan 
Radiological Society ABSTRACTS.  April 10-13, 2014.  Yokohama, Japan

⑧ Yanagita H, Honda N, Nakayama M, Watanabe W, Shimizu Y, Osada H, Nakada K, Okada T, Ohno H, Kawabe T.  
Prediction of postoperative pulmonary function: Preliminary comparison of single-breath dual-energy xenon CT 
with CT volumetry.  The 73rd Annual Meeting of the Japan Radiological Society ABSTRACTS.  April 10-13, 2014.  
Yokohama, Japan

⑨ Honda N, Osada H, Watanabe W, Ohno H, Yanagita H, Kawabe T, Shimizu Y, Nakada K, Takahashi T, Shimbo M, 
Nishimura K, Yamano T, Ueno S.  Teaching file system with simplified image registration via reporting system.  
The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology.  September 24-28, 2014, Kobe Convention Center

⑩清水裕次，長田久人，渡部渉，大野仁司，栁田ひさみ，中田桂，本田憲業，髙橋健夫，西村敬一郎，山野貴史，
本戸幹人．FDG-PET/CT で経過観察を行った心臓原発悪性リンパ腫の一例．第 54 回日本核医学会学術総会．
2014 年 11 月 6 ～ 8 日，大阪国際会議場

【総数：論文 16 件，学会発表 13 件，講演 11 件】
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6-2．獲得研究費
・本田憲業．PET検査の一般診療への普及プロセス国際比較，学会GCP指針の作成．厚生労働科学研究費補助金（医

薬品等規制調和・評価研究事業）．研究代表者：井上登美夫．院内製造 PET 薬剤の合成装置を用いた核医学診断
技術の臨床応用に関するレギュラトリーサイエンスの研究．

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 44 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2014/11/1
　第 45 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2015/3/7
　第 52 回川越･東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2014/7/14
　第 53 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会会館，2015/1/16
　第 8 回埼玉西部放射線医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2014/5/23

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 を運営している（ http://www.rad-smc.jp/ ）．放射線専門会ニュースに募集広

告を掲載した．
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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2．30）（2）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：教授：診療部長：研究主任：教育副主任：指導教員（大学院）：放射線腫瘍学：
　　　　　　　　　　　　　　　医学博士
新保宗史（SHINBO, Munefumi）：准教授：放射線医学物理：工学博士，放射線治療管理室室長
西村敬一郎（NISHIMURA, Keiichiro）：助教：診療副部長：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）
畑仲星吾（HATANAKA, Shogo）：助教：放射線医学物理，放射線治療管理室副室長

（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
黒崎弘正（KUROSAKI, Hiromasa）：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．実践的トレーニングとしては精度の高い放射線治療計画の作成ができる国内トップ
レベルの臨床医を育成する．また放射線治療部門はもとより，担当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
合による有害反応予測，放射線治療による QOL 改善効果，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，畑中　星吾）

○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　宗史，畑中　星吾）

○ BSL（担当：髙橋　健夫，新保　宗史，西村　敬一郎，山野　貴史，上野　周一，畑中　星吾）；
　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），症例閲覧を交え

た実践的な臨床教育を行う．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各種カンファレンスに参加し担当患者サマリーを作成し，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，畑中　星吾）
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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，緩和ケア，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）

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 90%．
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）
・高精度治療グループ（髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，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）

●研究プロジェクト：機能画像を融合させた有害反応予測を可能とする放射線治療の開発，機能画像融合による放射
線治療効果予測，姑息緩和照射における QOL への影響効果，頭部寡分割定位放射線治療の開発，等．

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．大学
院生の国際学会での発表も行っている．
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．
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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

International Cancer Conference Journal （Editorial Board）; 髙橋健夫
International Scholary Research Network Radiology （Editorial Board）; 髙橋健夫
Conference Papers in Medicine  （Editorial Board）; 髙橋健夫
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）．埼玉
県医師会医療事故調査制度支援団体検討委員会委員（髙橋健夫）．医用原子力技術研究振興財団・医療用線量等校正
部会委員ならびに放射線治療品質管理部会委員（新保宗史）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Imaeda M, Ishikawa H, Yoshida Y, Takahashi T, Ohkubo Y, Musha A, Komachi M, Nakazato Y and  Nakano T.  
Long-term pathological and immunohistochemical features in the liver after intraoperative whole-liver irradiation 
in rats. Journal of Radiation Research 55（4）： 665?673, 2014

② Murata K, Noda S, Oike T, Takahashi A, Yoshida Y, Suzuki Y, Ohno T, Funayama T, Kobayashi Y, Takahashi T 
and  Nakano T. Increase in cell motility by carbon ion irradiation via the Rho signaling pathway and its inhibition 
by the ROCK inhibitor Y-27632 in lung adenocarcinoma A549 cells. Journal of Radiation Research 55（4）：
658-664, 2014

③ Shoji H, Motegi M, Osawa K, Okonogi N, Okazaki A, Andou Y, Asao T, Kuwano H, Takahashi T and Ogoshi K.  
Does standardization of radiofrequency hyperthermia benefit patients with malignancies? Annals of Cancer 
Research and Therapy 22（1）：28-35, 2014  

④ Shoji H, Motegi M, Osawa K, Okonogi N, Okazaki A, Andou Y, Asao T, Kuwano H, Takahashi T & Ogoshi 
K. A novel strategy of radiofrequency hyperthermia（neothermia） in combination with preoperative 
chemoradiotherapy for the treatment of advanced rectal cancer: a pilot study. Cancer Medicine 4（6）：834-43, 
2015

⑤ Hatanaka S, Miyabe Y, Tohyama N, Kumazaki Y, Kurooka M, Okamoto H, Tachibana H, Kito S, Wakita A, 
Ohotomo Y, Ikagawa H, Ishikura S, Nozaki M, Kagami Y, Hiraoka M, Nishio T.  Dose calculation accuracies in 
whole breast radiotherapytreatment planning: a multi-institutional study. Radiol Phys Technol doi: 10.1007/
s12194-015-0308-3, 2015

⑥山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，上野周一，新保宗史，村田修，本戸幹人，木谷哲，大野仁司，渡部渉，長田
久人，本田憲業．当施設における手術不能頭蓋内AVMに対する寡分割定位放射線治療成績．臨床放射線．59（13）：
1890-1895，2014

⑦ Takahashi T.  Current Advances in Radiotherapy for Non-Small-Cell Lung Cancer: from Conventional 
Radiotherapy to Carbon-Ion Radiotherapy.  Journal of Clinical Oncology and Research 2（3）: 1020, 2014.

⑧ Takahashi T, Saitoh J, Shirai K, Nishimura K, Ohno T, Nakano T. Carbon-ion radiotherapy for non-squamous cell 
head and neck malignancies. Journal of Radiology & Radiation Therapy 2 （2）: 1046, 2014

⑨ Takahashi T.  Carbon-ion Radiotherapy for Non-squamous Head and Neck Cancer.  BIT’s　7th Annual World 
Cancer Congress 2014.  May 16-18, 2014, Nanjing, China

⑩ Yamano T, Nishimura K, Ueno S, Shinbo M, Murata O, Ohno H, Shimizu Y, Osada H, Honda N, Takahashi 
T.  Treatment outcomes of hypofractionated stereotactic radiotherapy for inoperable cerebral arteriovenous 
malformations.  The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology.  September 24-28, 2014, Kobe Convention 
Center
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【総数：論文 8 件，学会発表 34 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費

・髙橋健夫．放射線治療領域における放射線防護に関する研究．平成 26-27 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）．研究代表者：細野眞．医療における放射線防護と関連法令整備に関する研究．

・髙橋健夫．学術研究助成基金助成金（科学研究費助成事業）．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基礎的研究．

・新保宗史．郵送調査による放射線発生装置の投与線量の品質保証法．がん研究開発費．主任研究者：西尾禎治．
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 23 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2015/3/14
　第 24 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2014/9/20
　第 52 回川越･東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2014/7/14
　第 53 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会会館，2015/1/16
　第 8 回埼玉西部放射線医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2014/5/23
　第 20 回地域の緩和ケアを考える会，川越ラ・ボア・ラクテ 2014/2/13
　第 21 回地域の緩和ケアを考える会，川越ラ・ボア・ラクテ 2014/9/11
　平成 26 年度がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン共催
　放射線腫瘍学セミナー（第 1 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2015/1/15

7．自己点検・評価
　診療・教育・研究のさらなる充実と規模の拡大をはかり多くの学生，若手医師に放射線腫瘍学に興味をもってもら
い，診療の質ならびに体制の向上に継続的に努める．
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2．31）神経精神科

1．構成員
吉益晴夫（YOSHIMASU, Haruo）：教授：診療部長：教育主任：指導教員（大学院）, 神経心理学：高次脳機能障害：
　　　　　　　　　　　　　　　 記憶障害：博士
堀川直史（HORIKAWA, Naoshi）：教授：研究主任：代表指導教員（大学院）, コンサルテーション：リエゾン精神医学：
産業精神医学：精神病理学：博士
深津　亮（FUKATSU, Ryo）：客員教授：指導教員（大学院）
仙波純一（SENBA, Junichi）：客員教授
安田貴昭（YASUDA, Takaaki）：助教：外来医長
内田貴光（UCHIDA, Takamitsu）：助教：研修担当医長 , リエゾン診療医長
樋渡豊彦（HIWATASHI, Toyohiko）：助教（出向中）
棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）：助教
倉持　泉（KURAMOCHI, Izumi）：助教
志賀浪貴文（SHIGANAMI, Takafumi）：助教
森田美穂（MORITA, Miho）：助教（後期研修医 , 出向中）
梅村智樹（UMEMURA, Tomoki）：助教（後期研修医）
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）：助教（臨床心理士）：認知行動療法：人間科学博士
藤井良隆（FUJII, Yoshitaka）：心理士（臨床心理士）
島美和子（SHIMA, Miwako）：助教（平成 26 年 7 月 31 日退職） 
佐藤聖子（SATO, Seiko）：助教（後期研修医 , 平成 26 年 6 月 30 日退職）
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
松原　理（MATSUBARA, Osamu）：非常勤医師
河田真理（KAWATA, Mari）：非常勤臨床心理士
岩山孝幸（IWAYAMA, Takayuki）：非常勤臨床心理士

2．教育
2-1．目的･目標
　卒前教育の目標は，わかりやすく精神医学の知識と経験の提供，および現在の精神医学が広い範囲の役割をもち，
医学・医療全体において重要な役割を果たし得ることを明確に伝えることである．
　初期研修では，上記に加え，プライマリケア場面で頻繁に出会ういくつかの精神障害について，診断と治療を行う
ための具体的な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，他診療科や多職種と協働する
ことができ，患者や家族の意向を上手に汲みとり，診療場面でリーダーシップを発揮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，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，精神科救急医療，リエゾ
ン精神医学（以上，堀川）である．また，5 年生，6 年生のクリニカルクラークシップ（主にリエゾン精神医学）も
担当している（堀川・内田）．また，埼玉医科大学短期大学と埼玉医科大学付属総合医療センター看護専門学校において，
精神看護などの授業を医局員で分担して担当している．
　精神医学の初期研修は，1 ヵ月間を基本で選択制となっている．多くの研修医が精神医学を選択している．精神科
病棟がない当院では，外来精神医学，リエゾン精神医学を中心とした研修を行い，研修協力病院で，精神科入院治療
や措置入院を含んだ精神科救急制度の研修を行っている．研修協力病院での研修は，研修医が事前に選択できる体制
になっており，多くの研修医は，埼玉精神神経センターへ 1 週間のローテートを選択している．
　後期研修は，当院を基本にしながら，入院症例の研修については入院設備のある病院で行っている．近年は，埼玉
精神神経センターまたは埼玉医科大学病院で 1 年間の研修を行う者が多い．その間も，週に 1 回の当院での外来診
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療や勉強会参加は継続しており，流れが途切れないような配慮を行っている．平成 26 年度は，森田が埼玉精神神経
センターで 1 年間の研修を行った．
　大学院教育では，主にリエゾン精神医学と老年精神医学について，講義，および実習と臨床研究の指導を行っている．
2-3．達成度
　各種講義については，医局内で講義内容を相互に確認できるシステムを構築し，講義の連続性や一貫性に配慮し，
有機的なつながりを持ちつつ，講義を展開することができた．
　学生のクリニカルクラークシップでは，指導医の指導下で外来患者やリエゾン患者の予診を担当するなか，時間を
とって患者と向き合い，生活の状況や家族の構成，症状の種類や経過を聞き取ることの重要性を理解して貰った．実
際に体験することができ，診療チームの一員として活躍する体験は貴重であったとの学生からの評価が得られている．
　初期研修医の教育に関しては，全人的な立場から，何が患者と家族にとって大切であるかを考える姿勢について，
理解が進んできていると思われる．しかし，カンファレンスなどでの発表や発言の機会はまだ不十分であり，今後の
充実が求められるところである．
2-4．自己評価と次年度計画
　学生実習に関しては，さらに参加型になるように工夫をしていく．初期研修については，何ができるようになれば
いいのか，到達目標を明確にしながら対応していく．後期研修は，専門医制度の導入を見据えて，周囲にアピール可
能な教育システムを構築する．

3．研究
3-1．目的・目標
　高齢化社会の到来，自殺の増加などは現在の日本における重要な医学的，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）
　地域におけるうつ病診療の協同的ケアの研究，老年期認知症の介護に関する研究，周産期の精神症状に関する研究，
認知行動療法や EMDR に関する研究などを行った．
3-3．研究内容と達成度
　いずれも臨床的に有意義な研究である．いくつかの研究結果は，学術雑誌に掲載された．また，学位論文になった
研究が 1 件あった．学会発表は多数行われた．
3-4．自己評価と次年度計画
　研究の質は向上し，幅は広がっている．研究の成果を実際の臨床にさらに活かしていくこと，研究に多くの人が関
わることができ，それを通して成長できるような研究を推進したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　2011 年に厚生労働省は，従来の四大疾病（がん，脳卒中，急性心筋梗塞，糖尿病）に精神疾患を加えて五大疾病
とすることを発表した．精神疾患は，医療計画などにおいて重点的に取り組むべき疾患となった．診療報酬上では，
2010 年から高度な医療を提供する総合病院で，総合入院体制加算を上乗せできることになり，精神科の診療体制も
条件に含まれるなど，精神科診療に対する追い風があることは事実である．
　総合医療センターの中に目を向けると，精神疾患のために自殺や自傷を試みた高度救命救急センター入院患者，精
神疾患合併妊娠で地域から紹介された総合周産期母子医療センター入院患者，身体疾患で入院中にせん妄などの精神
症状が出現した患者，認知症で混乱している高齢者など，精神科が関与すべき患者は少なくない．身体疾患の治療や
検査の同意に必要な判断能力はあるのか，身体的な診療を拒否している患者に侵襲的な検査や治療を本人の意向に反
して行えるか，また，行うべきか，そもそも，入院という環境変化に耐えることができるのかなど，倫理的な面も含
めて考慮するべきパラメーターは数多くある．当然ながら，精神症状を加味した身体疾患治療のエビデンスは少なく，
目の前の患者に何が最も望ましいのかは，個々の患者の意向や家族の生活を考慮し，調整し，決断していくことにな
る．患者が安全に身体疾患の検査や治療を受けられるように，そして，他科の医師や看護師が安心して業務を遂行で
きるように援助し，当院全体のパフォーマンスをさらに底上げできるように活動していく．
　病院外では，地域との連携をさらに密に行い，地域のクリニックでの治療が適切な患者は地域に戻し，当院でなけ
れば治療のできない患者を積極的に受け入れることで，地域内の役割分担を先頭に立って明確にする．専門外来をい
くつか立ち上げて，得意領域を内外にアピールし，率先して地域の医療機関と顔の見える連携を強化する．そのため
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に必要なこととして，診療科としてリーダーシップを発揮する力をつけていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

川越比企保健医療圏心の健康に関する地域保健医療連絡会議（専門部会）（堀川直史）
川越市自殺対策連絡協議会（堀川直史）
さいたま市精神保健福祉審査会（堀川直史）
埼玉県医師会自殺対策委員会（堀川直史）
川越市産業精神保健連絡会議（堀川直史）
埼玉県医師会自殺対策委員会（堀川直史）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本総合病院精神医学会学会誌「総合病院精神医学」編集委員：堀川直史

「精神科治療学」編集委員：堀川直史
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

所沢うつ病学術講演会『解離性障害とうつ病の併存と鑑別』（吉益晴夫）
東京精神医学会主催第 18 回専門医制度生涯教育研修会『解離性障害の外来治療』（吉益晴夫）
第 39 回 川越糖尿病談話会（五十嵐友里）
精神疾患を語る若手の会 in 小江戸（五十嵐友里）
早稲田大学大学院 人間科学研究科 非常勤講師（五十嵐友里）
第 32 回日本肥満症治療学会学術集会（五十嵐友里）
平成 26 年度川越市地域・職域保健事業連絡会議『働く人の不眠』（堀川直史）
早稲田大学人間科学学術院 心理相談室臨床指導員（五十嵐友里）
第 3 回埼玉西北部糖尿病地域連携の会（五十嵐友里）
講演『肥満糖尿病患者さんへの心理的アプローチ』（五十嵐友里）
第 4 回医山会メンタルサポート研究会『透析患者の心理の理解：協力的な治療関係を作るために』（堀川直史）
さいたま看護専門学校 非常勤講師（五十嵐友里）
さいたま看護専門学校　心理学　講師（五十嵐友里）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①堀川直史．糖尿病とうつ病：リエゾン精神医学の現場から．上島国利編．糖尿病とうつ（第 2 版）．医薬ジャー
ナル社 ; 2014. p. 93 - 101.

②大村裕紀子，井藤佳恵，粟田主一，深津亮．日本語版Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory短縮版（MM-CGI-SF-J）
の作成ならびにその信頼性と妥当性の検討．老年精神医学雑誌 2014;25（8）:905 - 15.

③幾瀬大介，青木麻梨，富岡大，杉沢諭，笹森大貴，菊池優，吉益晴夫，工藤行夫，岩波明．緊張病症候群のた
めに diazepam 座剤を使用した 22 例の臨床的特徴．Japanese Journal of General Hospital Psychiatry 2014; 26

（3）:260 - 9.
④吉益晴夫．解離性健忘，DSM-5 を読み解く 第 4 巻不安症群，強迫症および関連症群，心的外傷およびストレス

因関連障害群，解離症群，身体症状症および関連症群．中山書店 2014;201 - 7.
⑤内田貴光， 五十嵐友里，堀川直史．不安障害．伊藤真也，村島温子，鈴木利人編．向精神薬と妊娠・出産．南山堂 ; 

2014. p. 167-75.
⑥吉益晴夫，工藤行夫．不眠症，ERAS 時代の周術期管理マニュアル．臨床外科 2014;69（11）:290 - 3.
⑦棚橋伊織，堀川直史．急性心筋梗塞後のせん妄．精神科治療学 2014;29:357 - 63.
⑧内田貴光，五十嵐友里，堀川直史．妊娠中のメンタルヘルス：パニック障害．周産期医学 2014;44:923 - 6.
⑨五十嵐友里，堀川直史．私は DSM-5 における強迫症および関連症候群をこう見る，特徴とこれらに対する認知

行動療法．精神科治療学 2014;29:1212 - 5.
⑩五十嵐友里，河田真理，長尾文子， 安田貴昭，堀川直史．うつ病診療における協同的ケアの実践報告－臨床心理

士による受療行動への介入－．総合病院精神医学 2015;26（4）:389 - 96.
⑪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 2013;28（7）:941 - 50.
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⑫安田貴昭，堀川直史．産科的ハイリスク妊婦の支援．精神科治療学 2013;28（6）:707 - 14.
【総数：論文 23 件，学会発表 17 件，講演 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

第 11 回日本周産期メンタルヘルス研究会　2014 年 11 月 13 日，14 日（大会長：堀川直史）
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
　教育，研究，診療において，基本的な力がバランスよく定着してきている．医局員の出入りはあるが，有効な形で
無形の資産が伝達され続けていることは，開院 30 周年を迎えようとしている成熟した施設にふさわしい状況である．
病院内の他診療科との協働，埼玉医科大学内の協力，地域の施設との連携を継続的に進め，病院内外に貢献できる体
制をさらに整備していきたい．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．32）臨床検査医学科

1．構成員
三橋　知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：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）：
臨床検査医学，内分泌学：博士
吉元 美知子（YOSHIMOTO, Michiko）：技師長代行

［分析検査 - Ⅰ］田口隆由，庄司和春，伊藤浩治，関根和江，藤宮敏，西牧悦，茂木健
［分析検査 - Ⅱ］室谷孝志，井上彩子，谷合希和，植松正将（修士），那須野智美，新井雅人
［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，鈴木理恵
［形態検査 - Ⅱ］奈良豊，石塚めぐみ，島田崇史，波木井裕之，野口咲，渡辺裕子（修士）
［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］安達千晶，吉田和広，金島奈津子，伊藤友彦，瀧澤真寿美，安田あさみ，小松見帆，伊藤真千子，
　　　　　　　  江原由美香

［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，廣瀬久美，東田久美子，渡辺剛（保健医療学部修士課程社会人学生），樋川市淑，大出淳
［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，飯田文子，波木井清夏，木下佳美，
　　　　　　　　　　　　渡邊彩香

［出向（放射線部 MRI）］中野博貴，田中映美
［出向（かわごえクリニック）］広瀬ヒロ子
［非常勤（中央採血室）］吉野恵美
（吉元美知子から吉野恵美まで：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．保健医
療学部大学院修士課程学生に対しては臨床検査分野での課題とその解決方法を見出すための基本的考え方と技法を習
得することを目標としている．
2-2．教育内容（担当者）「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
ンバーとして関与した．
　「大学院教育」ではバセドウ病の診断方法などの具体的な臨床課題について各種検査法での分析を行い比較検討を
進めた．
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，大学院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 27 年度はこれらの教育活動の一層の充実を目指す．

３．研究
3-1．目的・目標：新しい臨床検査法の開発および既存検査法の改良
3-2．研究グループ（研究プロジェクト） ：感染症迅速診断のための遺伝子検査法の基礎的および臨床的検討．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．バセドウ病の診断・経過観察のための最適な検査法の比較検
討．甲状腺分化癌の診断・経過観察のための分子マーカーの検索．
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3-3．研究内容と達成度：感染症迅速診断のための遺伝子検査法の基礎的および臨床的検討を結核菌・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．バセドウ病の診断・経過観察のための最適な検査法について比較検討を行い，一定の結果を得た．甲状腺分
化癌の診断・経過観察のための分子マーカーの検索については症例を集積しつつある．
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おこなって臨床検査へ導入した．高性能遺伝子
解析装置の導入により整備された遺伝子検査を用いて，従来法では困難だった細菌の同定に成果が挙げられた．さら
に細菌の薬剤感受性遺伝子・甲状腺分化癌・家族性腫瘍・稀少疾患の遺伝子診断などを進める予定である．また，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．

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，術中生理機能検査，周産期母子総合医療センター NICU 病棟検査技師派遣，放射線部 MRI 検査
技師派遣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，　
　　　　　　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
　①三橋知明ほか：バセドウ病患者の妊娠・出産を中心に　
　　Medical Practice　31 巻 11 号 1723-1736，2014 年　文光堂
　②三橋知明：症例から学ぶ甲状腺ホルモン測定のピットフォール　
　　Medical Practice　31 巻 11 号　1826-1830　2014 年　文光堂
　③三橋知明：臨床検査ガイド 2015 年改訂版　編者　2015 年　文光堂
　④三橋知明：甲状腺疾患　臨床検査ガイド 2015 年改訂版　51-55，2015 年　文光堂
　⑤三橋知明：甲状腺検査の役割と選択基準　臨床検査データブック 2015-2016，261　2015 年　医学書院

⑥室谷孝志，井上彩子 , 吉元美知子 , 三橋知明：第二世代試薬 intactPTH と第三世代試薬 wholePTH による副甲状
腺および甲状腺癌摘出術の迅速モニタリング評価　

　　第 61 回日本臨床検査医学会学術集会，2014 年，福岡
⑦井上彩子，室谷孝志，吉元美知子，三橋知明：新生児における NT-proBNP の動向について　第 63 回日本検査

医学会，2014 年，新潟
　⑧鈴木勤，井上彩子， 関根進，室谷孝志，三村弘司，吉元美知子，三橋知明：

　　Streptococcus bovis を起炎菌とする感染性心内膜炎にて大腸腫瘍性病変を合併した 2 症例を経験し考案し
た簡易同定法　第 63 回日本検査医学会　2014 年，新潟

⑨渡邉裕樹 , 笛木知子 , 寺井弘明 , 吉元美知子 , 三橋知明：ドライ方式による血液凝固分析装置の基礎的検討　第
43 回埼玉県医学検査学会　2014 年，さいたま市

⑩谷合希和 , 植松 正将 , 渡辺 剛 , 井上彩子 , 室谷孝志 , 吉元美知子 , 三橋知明：NICU における病棟検査技師の支援
第 43 回埼玉県医学検査学会　2014 年，さいたま市

【総数：論文 5 件，学会発表 12 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費：該当なし．
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6-3．受賞：該当なし．
6-4．特許，実用新案：該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
　第 4 回埼玉西部甲状腺カンファランス会長　平成 26 年 5 月 28 日（川越）　
　第 32 回関東臨床免疫化学研究会会長　平成 26 年 10 月 25 日（東京）

7．自己点検・評価
日常の検査業務については，各臨床科の要望に十分応えるよう努力が続けられた．特に細菌同定検査では昨年度に

導入された質量分析装置が稼働開始し，結果報告時間の短縮に貢献している．教育・研究については，今後の臨床検
査の一層の高度化に対応できるよう，修士・博士の取得を目指す教育を推進する．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．研究に関しては昨年度に導入された高性能遺伝子解
析装置を用いて通常検査では分類が困難な細菌の同定などに成果を挙げている．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．
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2．33）病理部

1．構成員
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：教授：運営責任者：診療科長，研究主任：教育員：代表指導教員（大学院）：人体
　　　　　　　　　　　　　　 病理学，血液分子病理学：博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）：教授：教育主任，診療副科長，研究員：指導教員（大学院）：人体病理学，皮膚病理学：
　　　　　　　　　　　  博士
東　守洋（HIGASHI, Morihiro）：准教授：研究副主任，教育員，専門医員：指導教員（大学院）：人体病理学，分
　　　　　　　　　　　　　 　  子病理学：博士
百瀬修二（MOMOSE, Shuji）：准教授：研究員，教育員，専門医員：指導教員（大学院）：人体病理学，分子病理学：
　　　　　　　　　　　　　 博士
阿部佳子（ABE, Keiko）：講師：教育副主任，研究員，専門医員：指導教員（大学院）：人体病理学：博士
藤野智史（FUJINO, Satoshi）: 助教，後期研修医
山下高久（YAMASHITA, Takahisa）: 助教，大学院
高木大輔（TAKAGI, Daisuke）: 助教
山口絵理子（YAMAGUCHI, Eriko）: 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
秋草文四郎（AKIKUSA, Bunshiro）：客員教授：腎病理：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
岸　宏久（KISHI, Hirohisa）：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）. 鈴木聖也（SUZUKI, 
Seiya）, 佐藤達也（SATO, Tatsuya）. 以上臨床検査技師

2．教育
2-1．目的･目標
　卒然教育としては，医学系総合大学の一員として，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．卒後教育としては，
カンファレンス，CPC を通して，疾患の成因と進展を形態学で捉えることにより診断・治療に直結する病理学を目
標としている．大学院教育は研究の実践を通して論理的に考え，問題解決に至るプロセスを学び，さらに病理診断業
務からの問題発見能力を養うことを目標としている．
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，藤野），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），千葉大学医学部 3 年制の血液病理講義（東），卒後教育
として，CPC，CC（年 11 回），臨床とのカンファランス（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．大学院教育としては大学院講義（田丸），大学院生の研究指導（田丸，
新井，東，阿部）を行っている．
2-3．達成度
　卒然教育としては，教育内容については達成されている．人的には以前と比べて緩和されてきたが依然としてきび
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．卒後教育としては臨床とのカンファレンス，CPC を行った．また，臨
床医と個々の症例につきディスカッションを行う機会もあり概ね達成されている．大学院教育としては，実際の研究
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を通して目標は達成しつつあると考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒然教育では BSL や病院実習をとおして，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．卒後教育としてはカンファレンス，CPC が主となるが，例年どおりであ
ると考える．次年度も継続していきたい．大学院教育は概ね順調であり，次年度に学位取得できるよう研究内容をま
とめていく．

3．研究
3-1．目的・目標
　当センターにおけるすべての病理組織検体，細胞検体症例に対し，適切で質の高い分析と報告をすることが全ての
前提条件としてあり，研究もそれに沿ったものとなっている．特にリンパ血液系疾患に関して症例集積がなされてい
るため，症例の解析を中心とした研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明
2）皮膚がんの臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明

3-3．研究内容と達成度
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 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．

3．びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫における HLA-DR 発現ロスの役割．
　びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫における HLA-DR の発現と腫瘍微小環境における T 細胞ポピュレーション，

予後との関連を検討し，HLA-DR 発現ロスが予後因子であること，これには微小環境のヘルパー T 細胞の減少を
伴っていることを見出した．

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

性扁平上皮癌と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．形態診断のほか電顕，免疫染色，in situ hybridization，genomic PCR 等のタンパク，遺伝子
解析もその中に含まれている．これらの基本業務を適正に，確実にこなすことが当然のこととして求められており，
標本作製から診断にいたる精度管理を確実に行い質の高い診断を行うことを目標とする．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
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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，乳腺外科，
泌尿器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

A member of European Intergroup Cooperation on Childhood Non-Hodgkin lymphoma（EICNHL）: Jun-ichi Tamaru 
日本病理学会埼玉支部代表世話人：田丸淳一
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
日本血液学会代議員（評議員），学術集会査読委員　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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ohwada C, Yamazaki A, Kawaguchi T, Sugita Y, Takeuchi M, Shimizu N, Sakaida E,Takeda Y, Tsukamoto S, Muto 
T, Jiang M, Higashi M, Yokote K, Tamaru JI, Bujo H, Nakaseko C. Serum soluble LR11, a novel tumor derived 
biomarker associated with the outcome of patients with diffuse large B-cell lymphoma. Leuk Lymphoma. [Epub 
ahead of print] PMID: 25676033. 

② Hatano S, Ishida H, Ishiguro T, Kumamoto K, Ishibashi K, Mochiki E, Tamaru J. Prediction of metastasis to 
mesorectal, internal iliac and obturator lymph nodes according to size criteria in patients with locally advanced 
lower rectal cancer. Jpn J Clin Oncol. 2015 Jan;45（1）:35-42.

③ Tokuhira M, Kimura Y, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Sakai R, Okuyama A, Amano K, Higashi M, Tamaru 
J, Mori S, Tabayashi T, Watanabe R, Kizaki M. Therapy-related myeloid neoplasm in methotrexate-associated 
lymphoproliferative disease in a rheumatoid arthritis patient. J Clin Exp Hematop. 54（2）:137-41.

④ Kumagai Y, Sobajima J, Higashi M, Ishiguro T, Fukuchi M, Ishibashi K, Baba H, Mochiki E, Yakabi K, Kawano T, 
Tamaru J, Ishida H. Angiogenesis in superficial esophageal squamous cell carcinoma: assessment of microvessel 
density based on immunostaining for CD34 and CD105. Jpn J Clin Oncol. 44（6）:526-33.

⑤ Shimizu N, Nakaseko C, Jiang M, Nishii K, Yokote K, Iseki T, Higashi M, Tamaru J, Schneider WJ, Bujo H. G-CSF 
induces the release of the soluble form of LR11, a regulator of myeloid cell mobilization in bone marrow. Ann 
Hematol.93（7）:1111-22. 

⑥ Kawaguchi T, Ohwada C, Takeuchi M, Shimizu N, Sakaida E, Takeda Y, Sakai S, Tsukamoto S, Yamazaki A, Sugita 
Y, Higashi M, Fujikawa K, Matsue K, Yokote K, Tamaru J, Bujo H, Nakaseko C. Potential utility of serum soluble 
LR11 as a diagnostic biomarker for intravascular large B-cell lymphoma. Leuk Lymphoma.  55（10）:2391-4.

⑦心嚢水貯留と房室ブロックを伴った心臓および乳腺のびまん性大大棒形 B 細胞リンパ腫 . 富川 武樹 , 多林 孝之 , 
得平 道英 , 渡部 玲子 , 佐川 森彦 , 根本 朋恵 , 木村 勇太 , 高橋 康之 , 森 茂久 , 東 守洋 , 田丸 淳一 , 木崎 昌弘 . 臨
床血液 . 56（1）:9-15. 2015.  

⑧悪性リンパ腫の診断と治療 . 病理・病期診断　病理診断のポイント・検査方法 . 田丸 淳一 . 臨床放射線 59（11） 
1539-1546. 

⑨リンパ腫 - 検査・診断と治療の最新動向 -. リンパ腫の検査・診断　診断　Hodgkin リンパ腫の病理診断 . 田丸 淳
一 . 日本臨床 . 72（3） 450-455.
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⑩ リンパ腫アトラス 改訂・改題第 4 版 . 文光堂 .  編集 : 田丸淳一，執筆分担：田丸淳一，東 守洋 .
⑪ 東 守洋，田丸淳一 . Hodgkin リンパ腫の分子機構の解明と新たな治療戦略 . シンポジウム III. 第 54 回日本リン

パ網内系学会総会 . 2014 年 6 月 . 山形
【総数：論文 23 件，学会発表 16 件，講演 5 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 17 回日本血液病理研究会 . 2014 年 6 月 . 山形 . 会長：田丸淳一
　第 67 回日本病理学会埼玉支部会 . 2014 年 5 月 . 川越 . 主催：田丸淳一

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．現在の人的資源の問題から新たな技術導入が課題となっているが，業務効率
化や FISH，遺伝子診断については機器等の導入等により新規技術の導入・拡充を図っている．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，国内では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，すべての症例において，一例として比
重の軽いものはない，ということを肝に銘じ，教育，研究，診療において，病理部が果たしている役割について正し
い評価が得られるように努力する．
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2．34）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 . 
　森絵理子 （MORI, Eriko）：臨床検査技師 . 
　大谷瑠梨（OTANI, Ruri）：臨床検査技師 .（2014 年 12 月末まで）
　植松正将（UEMATSU, Seisho）：臨床検査技師 .（2015 年 1 月から）
　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
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　「卒前教育」：実習の充実に努めている．例えば， 写真を加えた専用のテキストの作成．さらに実習内容を教員が実
演する DVD を作成している . これにより，実習に対する学生からの評価は高くなっている .（学生は）口頭試問を苦
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 8,251 件 ＋ 時間外 1402 件，交差適
合試験：時間内 16,838 単位 ＋ 時間外 6,332 単位，感染症検査：時間内 17,182 件 ＋ 時間外 2,454 件（於抗 HCV
抗体の検査），HLA 検査は 120 件である . 実使用量は RCC 16,475 単位，自己血 307.275 単位（採取 446 バッグ，
不使用 276.65 単位），FFP 10,004 単位：うち血漿交換 3306 単位，アルブミン 68,582g = 27,860.67 単位．末梢血
幹細胞 17 回採取，移植 15 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）=0.498，アルブミン /RCC =1.362（輸血管理料 I；施設および適正使用加算を満たす）．日本臓器
移植ネットワークの支部基幹移植検査センターとしてドナー及び腎臓移植希望者の HLA 等の検査と移植外来を実施．
学会認定・臨床輸血看護師研修認定施設，認定輸血検査技師制度指定施設および日本輸血・細胞治療学会認定医制度
指定施設であり，日本輸血・細胞治療学会認定医，学会認定・自己血輸血責任医師，学会認定輸血検査技師，学会認
定・臨床輸血看護師，学会認定 HLA 検査技術者が常勤している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会
　埼玉県輸血療法委員会：代表世話人（前田），世話人（大久保，阿南），小委員会委員（大木）．
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　日本輸血細胞治療学会誌：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，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前田平生．血液製剤の院内調製・運用について．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 210-210, 2014.
②野呂光恵 , 大木浩子 , 今井厚子 , 森絵理子 , 阿南昌弘 , 大久保光夫 , 前田平生．遅発性溶血性輸血副作用が認めら

れた緊急輸血症例．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 331-331, 2014.
③齋藤翔子 , 長谷川卓也 , 渡邉一儀 , 西岡純子 , 石上園子 , 坂口武司 , 佐藤謙 , 前田平生．埼玉県合同輸血療法委

員会輸血業務検討小委員会における診療科別血小板輸血の意識調査報告．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 
311-311, 2014.

④佐藤隆博 , 洞庭敬子 , 武関雄二 , 大木浩子 , 岡本直子 , 塚原晃 , 伊丹直人 , 坂口武司 , 神山泉 , 前田平生．期限切
れ廃棄赤血球製剤における交差試験回数の調査から見えた廃棄血削減対策．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 
359-359, 2014.

⑤岡本直子 , 佐藤隆博 , 洞庭敬子 , 武関雄二 , 大木浩子 , 塚原晃 , 伊丹直人 , 坂口武司 , 前田平生．埼玉県輸血業務検
討小委員会の活動報告 ~ 血液センターとの連携強化 ~．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 316-316, 2014.

⑥伊丹直人 , 濱田昇一 , 見城千春 , 坂中須美子 , 岡本直子 , 坂口武司 , 前田平生．埼玉県輸血業務検討小委員会の活
動報告 ~ 血液型確定方法の助言について ~．日本輸血細胞治療学会誌 60（2）: 314-314, 2014.

【総数：著書 2，論文 1 件，学会発表 6 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 6 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 27 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 26 年 3 月末）安全に実施して，のべ 291 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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2．35）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・診療部長・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）
　4．3 年生臨床推論チューター（伊藤）
　5．4 年生共用試験 OSCE の学内評価者講習（伊藤）
　6．5 年生 BSL 後 OSCE ステーションリーダー（伊藤）
　7．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，特に除細動器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
318 名が受診し，161 名が要精査・治療として院内各科に紹介となった．
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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
　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徳井研太，児玉圭太，井上和哉，他
　　ペースメーカにおける自動閾値測定機能についての検討
　　Ther Res 35: 1071-1074, 2014
　② Toyama K, Isshiki A, Ando T, et al
　　Clinical implications of the eicosapentaenoic acid to arachidonic acid ratio in
　　patients with coronary artery disease
　　International Academy of Cardiology Annual Scientific Sessions 2014
　　Boston, MA, USA　2014 年 7 月 25-28 日
　③高鳥仁孝，中東　威，外山堅太郎，他
　　巨大冠動脈瘤を合併した IgG4 関連疾患の 1 例
　　第 62 回日本心臓病学会学術集会　仙台　2014 年 9 月 26-28 日
　④中村嘉宏，佐々木　修，西岡利彦，他
　　若年者における耳たぶのしわと動脈硬化の関係
　　第 62 回日本心臓病学会学術集会　仙台　2014 年 9 月 26-28 日
　⑤井口貴文，佐々木　修，西岡利彦，他
　　冠動脈疾患を有する院外心肺停止蘇生後患者の予後予測因子の検討
　　第 28 回日本冠疾患学会学術集会　東京　2014 年 12 月 10-12 日
　⑥一色亜美，間藤　卓，井口貴文，他
　　継時的にローレンツプロットを観察しえた心筋梗塞の 1 例
　　第 34 回日本ホルター・ノンインベイシブ心電学研究会　名古屋　2014 年 6 月 7 日
　⑦徳井研太，児玉圭太，井上和哉，他
　　ペースメーカにおける自動閾値測定機能についての検討
　　第 44 回埼玉不整脈ペーシング研究会　川越　2014 年 6 月 28 日
　⑧高鳥仁孝，中東　威，外山堅太郎，他
　　DFT test 施行 3 日後に心原性脳梗塞を発症した 1 例
　　第 44 回埼玉不整脈ペーシング研究会　川越　2014 年 6 月 28 日
　⑨本塚　旭，井上和哉，徳井研太，他
　　着用型除細動器の装着により洞停止が発見された一例
　　第 45 回埼玉不整脈ペーシング研究会　さいたま　2014 年 11 月 22 日
　【総数：論文 1 件，学会発表 8 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　心臓内科参照
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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，それぞれ成果を挙げている．今後は健康管理科独自の臨床研究を立ち上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部長：
　　　　　　　　　　　　　　　　  教育主任：診療主任：消化器内視鏡：博士
　柴田昌彦　（SHIBATA, Masahiko）：教授：消化器腫瘍科診療部長：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：消化器内視鏡科診療副部長：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）：講師：外来医長：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
　原田舞子　（HARADA, Maiko）助教
　須藤晃佑　（SUDO, Kosuke）：助教
　谷坂優樹　（TANISAKA, Yuki）：助教
　勝倉暢洋　（KATSUKURA, Nobuhiro）：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
　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
　日本消化器病学会雑誌編集委員，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：
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Endoscopy ，American Journal of Gastroenterology，Journal of Gastroenterology，Journal of Hepato-Biliary-
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
　日本消化器病学会ガイドライン委員会委員，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，日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①Itoi T, Kawakami H, Katanuma A, Irisawa A, Sofuni A, Itokawa F, Tsuchiya T, Tanaka R, Umeda J, Ryozawa S, Doi S, 
Sakamoto N, Yasuda I. Endoscopic nasogallbladder tube or stent placement in acute cholecystitis: a preliminary 
prospective randomized trial in Japan （with videos）. Gastrointest Endosc 2015:81（1）;111-8

② Susumu Tazuma, Yoshinori Igarashi, Kazuo Inui, Hirotaka Ohara, Toshio Tsuyuguchi, Shomei Ryozawa, The 
BTI therapy research group. Clinical efficacy of intravenous doripenem in patients with acute biliary tract 
infection: a multicenter, randomized, controlled trial with imipenem/cilastatin as comparator. J Gastroenterol 
2015;50:221-229

③ Hiroyuki Isayama, Tsuyoshi Hamada, Ichiro Yasuda, Takao Itoi, Shomei Ryozawa, Yousuke Nakai, Hirofumi 
Kogure, Kazuhiko Koike. TOKYO criteria 2014 for transpapillary biliary stenting. Dig Endosc 2015;27:259-264

④ Shibata M and Gonda K, Cachexia, Immunological Participation, Horizons in Cancer Research, 58, （in press）
⑤ Shibata M, Gonda K and Takenoshita S: Chapter 24, myeloid-derived suppressor cells （MDSC）, Immunotherapy 

of Cancer: An Innovative Treatment Comes of Age （Yamaguchi Y, ed） Springer Japan （in press）
⑥ Kazuhiko Ikeda*,Hitoshi Ohto*,Takahiro Kanno*,Kenji Gonda*,Yuhko Suzuki*, Takako Ono*,Shunichi 

Saito*,Hiroshi Takahashi*,Satoshi Kimura,Kayo Harada-Shirado*,Hiroyuki Yamauchi,Yasuto Hoshino,Yumiko 
Mashimo, Kenneth E.Nollet*,Atsushi Kikuta,Kazuei Ogawa,ano Yasuchika Takeishi*:Perpheral blood progenitor 
cell collection by two programs for autologous and allogeneic transplantation．TRANSFUSION　54.1235-1242 
2014

⑦良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，真下由美，新井　晋．小腸バルーン内視鏡を用いた胃切除後胆管病変に対す
る内視鏡治療の現状．Gastroenterol Endosco 2014;56:2351-8

⑧田場久美子，良沢昭銘 . ここまでできる！消化器内視鏡治療ー EUS ガイド下内視鏡治療ー . 成人病と生活習慣病 
2015;45（3）:421-426

⑨岩野博俊，良沢昭銘，田場久美子，上野富雄．下部胆管原発腺扁平上皮癌の 1 例．胆道　2014;28（5）:846-850
⑩真下由美 , 須藤晃佑 , 良沢昭銘．義歯による食道穿孔．消化器内視鏡 2014;26（10）:1778

【総数：論文 19 件，学会発表 48 件，講演 49 件】
6-2．獲得研究費： 

①平成 26 年 7 月　
　厚生労働科学研究委託費　革新的がん医療実用化研究事業二次募集　（H26- 革新的がん - 一般 -100）「膵がん検

診の効率化を目指した血液バイオマーカーの実用化研究」（研究代表者：本田一文）分担研究者　
②平成 26 年 8 月　
　経済産業省平成 26 年度医工連携事業化推進事業「胆管挿管困難例を解決するための胆管膵管を同時に使用でき

るダブルガイドワイヤー対応パピロトーム内視鏡処置具の開発・事業化」分担研究者
③平成 27 年
　基盤研究（Ｃ）（一般）（H27 ～ H29）「低酸素 PET による膵癌の治療ストラテジー構築」（山根登茂彦）分担研

究者
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　平成 26 年 9 月 29 日
　第 73 回埼玉医科大学国際医療センター包括的がんセンター教育カンファレンス
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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：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：指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士，
　　　　　　　　　　　　　　　平成 26 年 6 月より東松山医師会病院出向
岩永史郎（IWANAGA, Shiro） 教授：診療部長：循環器病学：器質的心疾患：心不全：心エコー図学：博士
加藤律史（KATOU, Ritsushi） 教授：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：カテー
　　　　　　　　　　　　　テルアブレーション：博士，平成 26 年 8 月に准教授から昇格
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） 准教授：診療副部長：教育主任：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：
　　　　　　　　　　　　　　　　  心臓核医学：博士
千本松孝明（SENNBONMATSU, Takaaki） 兼担准教授（薬理学）：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：薬理学：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  分子生物学：博士
中島淑恵（NAKAJIMA, Yoshie） 准教授：循環器病学：心エコー図学：博士，平成 26 年 9 月まで坂戸中央病院出向
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）兼担講師（大学病院総合診療内科，内分泌科糖尿病科）：循環器病学：心不全：博士
中埜信太郎（NAKANO, Shintaro） 講師：循環器病学：小児循環器病学：救急医学：虚血性心疾患：カテーテル治療：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
池田礼史（IKEDA, Yoshihumi） 講師：外来医長：循環器病学：不整脈：デバイス治療：博士，平成 26 年 6 月まで
　　　　　　　　　　　　　　毛呂病院出向
吉本晴美（OGAWA, Harumi）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士
長瀬宇彦（NAGASE, Takahiko） 助教：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
杉　佳紀（SUGI, Keiki）助教：病棟医長：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士，平成 26 年 7?9 月
　　　　　　　　　　　毛呂病院出向
丹野　巡（TANNO, Jun）助教：研修担当：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
有山幸紀（ARIYAMA, Miyuki）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士
丸山隆元（MARUYAMA, Ryuugen） 助教；循環器病学
志貴祐一郎（SHIKI, Yuichiro）助教：循環器病学：平成 26 年 8 月から東松山医師会病院出向
田中沙綾香（TANAKA, Sayaka）助教：循環器病学
與沢直子（YOZAWA, Naoko）助教：循環器病学
深澤佑介（FUKAZAWA, Yuusuke）助教：循環器病学
筋野容守（SUJINO, Yasumori） 助教：循環器病学
山田良太（YAMADA, Yoshihiro） 助教：循環器病学
坂下　徳（SAKASHITA, Toku） 助教；循環器病学
豊崎雄一（TOYOSAKI, Yuuichi） 助教：循環器病学
神田さやか（KANDA, Sayaka） 助教：循環器病学
客員教授：

河本修身（KOUMOTO, Osami）：循環器病学：心不全：博士
清水渉（SHIMIZU, Wataru）：循環器病学：不整脈：博士
小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
小泉智三（KOIZUMI, Tomomi）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：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
浅野由紀雄（ASANO, 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：カテーテル治療
関　憲司（SEKI, Kenji） 循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
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荻野達夫（OGINO, 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症候論や検査・治療の基本を，病態生理に基づいて講義している . 4
年生では臨床入門（臨床推論）を分担・担当している . また，5 年生の Bed side learning（BSL）および Clinical 
Clerkship（CC）では，学生を医療チームの一員として，診断と治療に関して能動的な経験を行うことを目標としている．
BSL 循環器ユニットのプログラムでは，循環器系 3 診療科（心臓内科，心臓血管外科，小児心臓科）を 2 週間でローテー
トし，心臓血管外科と小児心臓科にそれぞれ 2 日間をかける．このユニットでは心臓内科の実習を中心とし，総括
も当科で行っている．6 年生への講義は，医師国家試験に合格することを目標として企画しているが，一部は初期臨
床研修で求められる事項も含んでいる．今後に予定されている医学教育改革に伴って，プログラムを変更する必要が
ある．
　卒後教育：初期研修医は主に緊急入院する救急患者の受持医となり，医療チームの一員として症例の診断・検査に
携わり，治療方針を立案できることを目標としている． 
　大学院教育：数名が在籍し，学位取得を目指し，研究を計画している .　社会人大学院生も入学しているが，臨床
研修と研究が両立できるように配慮している .
2-2．教育内容（担当者）
　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，新入院患者のプレゼンテーション，教授回診時の聴診実習，終了時の諮
問などを通して学習させている．卒前教育は，教育主任の村松教授を責任者として実施している．
　卒後教育：初期臨床研修のローテートを最大 6 名受け入れている．主に緊急入院患者を受け持ち，プライマリー
ケアに限らず，循環器疾患の専門研修を指導医の下で行っている．火曜日午前 7:30 から行われている心臓血管外科
との合同カンファレンスや，水曜日午前 7:30 からの心不全カンファレンス，木曜日午前 7:30 からの不整脈カンファ
レンス，その他，CPC などにも参加させている．
2-3．達成度
　卒前教育：5 年生の BSL をローテートする学生の知識や理解度などは，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ものもあり，勉強会（心電図診断など）を補講として行っている．臨床実習は，今後要求される
国際標準レベルに到達するためには，時間数と質ともに向上が望まれる．
　卒後教育：チームでの受け持ち患者は 15-20 名 / 月であり，急性冠症候群や急性心不全など緊急入院患者を主に
担当させている．このため，循環器領域の救急医療や緊急時の対処法を理解することができている .
　大学院教育：大学院生として丹野巡が，「Increase in ultrasonic intensity of blood speckle across moderate 
coronary artery stenosis is an independent predictor of functional coronary artery stenosis measured by fractional 
flow reserve: Pilot study」というテーマの論文で博士号を取得した .
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育：概ね目標を達成できた．系統的講義は基礎となる解剖学や生理学を理解した上で，循環器疾患の病態生
理を学べるように行えている．胸部診察は臨床医学入門の中で重要な部分を占めるため，OSCE への対応として指導
医が十分な内容の教育を行えるように，今後，指導医にさらに指導者としての研鑽を積ませる必要がある．心臓内科
での BSL 実習期間は 7 日間と少なくなり，循環器内科全般の知識を復習する時間的余裕がなかった．BSL では一般
内科の診断や治療に関する技能の習得は賄えているが，循環器領域の専門技能の取得にはさらなる努力を要する．5
年生後半から 6 年生初頭にかけての CC では，各タームで 4 名の学生を受け入れ，医療チームの一員として診療にあ
たらせ，卒後臨床研修と同等のレベルを目指した指導を行った．
　卒後教育：到達目標の大部分を達成できた．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，他診療科と協力して教育を行った．

3．研究
3-1．目的，目標
　循環器診療から発見される臨床課題の中で，その解決により，診療の質向上に貢献できる臨床研究テーマを選んで
研究させている．他大学・医療機関と共同で行う多施設研究への参加，translational research の推進を目標とした専
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，学術集会などで積極的に症例報告
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させ，さらに論文とすることを義務づけている．
3-2．研究グループ・研究プロジェクト
　虚血グループ，不整脈グループ，心不全グループ，画像診断グループに分かれて，関連する診療科とも共同で研究
している．心不全グループでは，埼玉医科大学薬理学と兼任する千本松准教授が中心となり，心不全モデルを用いた
研究を行っている．また，心臓血管外科と共同研究で，同意を得た手術症例の摘出組織から，iPS 細胞を誘導し，疾
患の病因を解明する研究を行っている .
　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 などの医師主導の全国的な治験も継続している．重症心不全の先進医療である和温療法の多施設治験にも加
わっている .
3-3．研究内容と達成度
　虚血グループは，中埜講師を中心に薬物溶出性ステントなどによる経皮的冠動脈形成術について，また，冠動脈内
超音波（IVUS）による動脈硬化病変の性状診断の研究などを行っている . 丹野助教は「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」についての研究を行い，その成果を発表した．
　不整脈グループは，松本教授を中心に心室頻拍や心房細動へのカテーテルアブレーションの症例を積み重ね，その
治療成績を研究している．心室細動など致死性不整脈のハイリスク症例へ一次的自動除細動器植込みの研究，左室収
縮障害例へのデバイスによる心室再同期治療の研究も継続している．心房細動アブレーション後の再発予測因子の解
析研究も継続しており，左房機能の影響を検討している . 新しい短時間作用型のβ遮断薬の多施設治験にも参加して
いる．
　心不全グループでは，村松准教授を中心に重症心不全，特に心移植前後の評価と管理について検討し，また，難治
性心不全例の遺伝子解析による重症化予測因子の研究も行っている．急性心不全例における陽圧換気法 ASV の効果
を検証する研究も継続している . 
3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれの研究の主テーマは，前年度から継続して研究してきたものである．徐々にではあるが，その成果を原著
論文としてまとめている．当診療科の特徴を活かし，地域関連施設も参加する広域臨床研究を準備している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　緊急を含めたすべての循環器疾患に 24 時間対応できるように，最先端の診療を行える医療チームが形成されつつ
ある．診療する体制の強化は行っているが，まだ，症例数の増加に対応できる十分なキャパシティではない．冠動脈
インターベンション，不整脈アブレーション，デバイス治療に加えて，器質的心疾患を対象とする低侵襲治療の導入
を継続している．画像診断は症例数の増加に満足することなく，診断制度の向上を目指した方策を検討している．心
臓移植が必要となり得る重症心不全症例の診断，内科的および外科的治療，術後管理を拡充し，他医療機関からのコ
ンサルテーションにも当たっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　西村重敬：労働省労働基準局中央労災医員，さいたま地方裁判所専門委員，松本万夫：厚生労働省社会保障審議専
門委員，さいたま地方裁判所専門委員，独立行政法人医薬品機器総合機構専門委員，日本学術会議連携会員
5-2．学術誌．編集委員，査読の有無

編集委員
　岩永史郎：Journal of Echocardiography, Journal of Cardiology Cases
　西村重敬：日本冠疾患学会誌
　松本万夫：臨床電気生理，Circulation Up date，APHRS news（編集委員長），循環器専門医
　千本松孝明：日本臨床検査自動化学会誌，Vascular Biology Innovation Conference（審査員）
　加えて，岩永史郎，加藤律史，西村重敬，松本万夫，村松俊裕は，American Journal of Cardiology, Circulation 
Journal, Journal of Cardiology, International heart Journal, International Journal of Cardiology, Journal of 
Ultrasonics in Medicine, International Journal of Molecular Imaging, 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），心電図（心電学会誌），心臓などの査読者を務めた．

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　岩永史郎：日本臨床検査同学院二級臨床検査士資格認定試験　試験委員，2014.7.13
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6．業績
6-1．論文，学会発表
原著論文：

1．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 Ebstain's 
anomaly．Int J Cardiol, 172:e348-350, Mar 2014

2．Sujino Y, Kimura F, Tanno J, Nakano S, Yamaguchi E, Suzuki M, Okano N, Tamura Y, Fujita, J, Cooper LT, 
Senbonmatsu T, Muramatsu T, Nishimura S：Cardiac magnetic resonance imaging in giant cell myocarditis: 
Intriguing associations with clinical and pathological features． Circulation, 129:e467-469, April 2014

3．Ariyama M, Kato R, Matsumura M, Yoshimoto H, Nakajima Y, Nakano S, Kasai T, Tanno J, Senbonmatsu 
T, Matsumoto K, Nishimura S：Left atrial appendage wall-motion velocity associates with recurrence of 
nonparoxysmal atrial fibrillation after catheter ablation．Echocardiography, 32:272-280, Feb 2015

4．Nakano S, Kasai T, Tanno J, Sugi K, Sekine Y, Muramatsu T, Senbonmatsu T, Nishimura S：The effect of adaptive 
servo-ventilation on dyspnoea, haemodynamic parameters and plasma catecholamine concentrations in acute 
cardiogenic pulmonary oedema．Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, Epub, Sept 2014

5．Sujino Y, Tanno J, Nakano S, Funada S, Hosoi Y, Senbonmatsu T, Nishimura S: Impact of hypoalbuminemia, 
frailty, and body mass index on early prognosis in older patients （?85 years） with ST-elevation myocardial 
infarction. J Cardiol, Epub, Dec 2014

6．Tanno J, Nakano S, Kasai T, Ako J, Nakamura S, Senbonmatsu T, Nishimura S：Increase in Ultrasonic Intensity 
of Blood Speckle across Moderate Coronary Artery Stenosis is an Independent Predictor of Functional Coronary 
Artery Stenosis Measured by Fractional Flow Reserve: Pilot Study．PLoS One, 10:e0116727, Jan 2015

7．Watanabe Y, Nakayama K, Taniuchi N, Horai Y, Kuriyama C, Ueta K, Arakawa K, Senbonmatsu T, Shiotani M：
Beneficial Effects of Canagliflozin in Combination with Pioglitazone on Insulin Sensitivity in Rodent Models of 
Obese Type 2 Diabetes．PLoS One 10:e0116851, Jan 2015

総説・解説
1．岩永史郎：日常診療における心房細動治療 Up to Date：心房細動の画像診断：心エコーによるリモデリング評

価と血栓塞栓症の診断・リスク評価．Medical Practice, 31（10）:1601-1605, 2014.10
2．細井良枝 , 池田礼史 , 加藤律史 , 長瀬宇彦 , 荒川純子 , 志貴祐一郎 , 田中沙綾香 , 岩永史郎 , 西村重敬 , 松本

万夫：High DEF の LQT 症候群に対し皮下パッチ植込みが有効であった 1 例 . THERAPEUTIC RESEARCH, 35
（7,10,11）:26-30, 2014.5

シンポジウム
1．岩永史郎：連合弁膜症の治療方針：心房中隔欠損症に合併する僧帽弁閉鎖不全の診断と治療．第 25 回日本心

エコー図学会学術集会 , 2014.4.18, 金沢，石川県
2．岩永史郎：非冠動脈疾患の心血管イメージング：心エコー検査による心筋疾患の診断と評価．第 62 回日本心

臓病学会学術集会 , 2014.9.27, 仙台，宮城県
学会発表：

1．Yozawa N, Sugi K, Sujino Y, Yamada Y, Fukasawa Y, Maruyama R, Tanno J, Nakano S, Komiyama N, Nishimura 
S: Two cases of developed coronary spasm angina after implantation of biolimus eluting stent. TCTAP2014, 
2014.4.23, Seoul, Korea

2．継敏光，岩永史郎，村田光繁，馬原啓太郎，井上宗信：非穿通性胸部外傷による大動脈弁閉鎖不全症の一例．
第 87 回日本超音波医学会学術集会 , 2014.5.9, 横浜，神奈川県

3．継敏光，岩永史郎，村田光繁，馬原啓太郎，加藤泰之，高梨秀一郎，井上宗信：僧帽弁置換術後に発症した巨
大左室仮性瘤の一例．第 87 回日本超音波医学会学術集会 , 2014.5.10, 横浜，神奈川県

4．長瀬宇彦，加藤律史，荒川純子，志貴祐一郎，池田礼史，小宮山伸之，西村重敬，松本万夫：左室中隔基部
にて興味深い 4 つの電位を記録しえたエプスタイン奇形・低左心機能を合併した左脚後枝領域心室頻拍の一例．
第 44 回臨床心臓電気生理研究会 , 2014.5.31, 東京

5．長瀬宇彦，加藤律史，筋野容守，荒川純子，田中沙綾香，志貴　祐一郎，池田礼史，小宮山伸之，西村重敬，
松本万夫 : 冠静脈洞近位部に興味深い電位を認めた左室後壁 Kent 束を有する潜在性 WPW 症候群の一例．第 4
回関東アブレーションフロンティア , 2014.6.7, 東京
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6．筋野容守，加藤律史，池田礼史，長瀬宇彦，志貴祐一郎，田中沙綾香，岩永史郎，西村重敬，松本万夫：
2:1 伝導と 1：1 伝導の移行を呈した房室結節リエントリーの一例．第 44 回埼玉不整脈ペーシング研究会 , 
2014.6.28, 川越，埼玉県

7．Sujino Y, Kato R, Ikeda Y, Nagase T, Shiki Y, Tanaka S, Iwanaga S, Nishimura S, Matsumoto K：A Case of 
Atrio-ventricular Nodal Reentrant Tachycardia that Showed 2:1 Atrio-ventricular Block and Returning to 1:1 
Conduction Induced by Ventricular Stimulation．第 29 回日本不整脈学会学術集会 . 2014.7.25, 東京

8．深澤佑介，村松俊裕，中埜信太郎，木村文子，鈴木孝明，加藤木利行，葭葉茂樹，丹野巡，千本松孝明，西村重敬：
Ebstein 奇形に急性心筋梗塞を合併した一例．第 62 回日本心臓病学会学術集会 , 2014.9.26, 仙台，宮城県

9．丹野巡，中埜信太郎，杉佳紀，飯田慎一郎，山田良大，筋野容守，村松俊裕，西村重敬，千本松孝明：ACE 
Inhibitor Prevents HFpEF through Renin-Angiotension System Inhibition Independent Manner．第 18 回日本心
不全学会学術集会 , 2014.10.11, 大阪

10．杉佳紀，飯田慎一郎，丹野巡，中埜信太郎，筋野容守，山田良大，村松俊裕，西村重敬，千本松孝明：
All Animal Model of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction in Hypertension by Chronic Angiotensin II 
Infusion．第 18 回日本心不全学会学術集会 , 2014.10.11, 大阪

11．池田礼史，加藤律史，長瀬宇彦，志貴　祐一郎，田中沙綾香，千本松孝明，村松俊裕，岩永史郎，松本万夫，
西村重敬：Clinical Experience of Difficult Cases with Implantation of Left Ventricular Lead．第 18 回日本心不全
学会学術集会 , 2014.10.11, 大阪

12．長瀬宇彦，加藤律史，池田礼史，志貴　祐一郎，田中沙綾香，山田良大，岩永史郎，西村重敬，松本万夫：
興味深い室房伝導の変化を伴った房室結節リエントリーの一例．第 26 回カテーテルアブレーション関連秋季大
会 2014, 2014.10.10, 新潟県

13．Shiki Y, Kato R, Ikeda Y, Nagase T, Arakawa J, Tanaka S, Sujino Y, Iwanaga S, Nishimura S, Matsumoro K, Koike 
H, Tabata M, Domoto S, Niinamai H：Right atrium perforation at the time of the pacemaker lead extraction using 
the Excimer Laser System. APHRS2014, 2014.10.31, New Delhi, India

14．村松俊裕 , 中埜信太郎 , 丹野巡 , 杉佳紀 , 池田礼史 , 長瀬宇彦 , 志貴祐一郎 , 加藤律史 , 松本万夫 , 小宮山伸之 , 
西村重敬 : HEART FUNCTION VIEW で解析した CRT 植え込後重症心筋症の 1 例 . 第 53 回日本核医学会総会 , 
2014.11 福岡市

15．神田さやか，西村重敬，中埜信太郎，丹野巡，杉佳紀，豊崎雄一：心肺停止後の脳低温療法により良好な
脳機能回復が得られ神経学的予後予測因子を検討できた一例．第 234 回日本循環器学会関東甲信越地方会 , 
2014.12.6, 東京

16．Ikeda Y, Kato R, Nagase T, Shiki Y, Senbonmatsu T, Muramatsu T, Komiyama N, Nishimura S：Comparison 
between CRT-P and CRT-D of elderly heart failure patients．CardioRhythm, 2015.1.31, Hong Kong, China

17．田中沙綾香，加藤律史，池田礼史，長瀬宇彦，志貴祐一郎，山田良大，岩永史郎，西村重敬，松本万夫，上部一彦，
道本満，高澤晃利，新浪博，中村嘉宏，安藤敏行，一色亜美，西岡利彦：巨大な疣贅と冠静脈洞閉鎖をともなっ
た低左心機能のデバイス感染症例に対して，開胸レーザーリード抜去後，CRTD 挿入を行った一例．第 7 回植込
みデバイス関連冬季大会 , 2015.2.20, 東京

学会発表（ポスター）：
1．丹野　巡：Relationship between changes in ultrasonic blood speckle intensity and fractional flow reserve: a 

pilot study．Cardiovascular Frontier Forum, 2014.4.16, 大宮，埼玉県
2．中埜信太郎：分化におけるプロレニン受容体の意義．Cardiovascular Frontier Forum, 2014.4.16, 大宮，埼玉県

招聘講演：
1．岩永史郎：弁逆流の正しい評価法：治療戦略決定の為に何を評価すべきか．第 25 回日本心エコー図学会学術

集会 , 2014.4.19, 金沢，石川県
2．池田礼史：当院での拡張型心筋症の治療の現状．心不全治療講演会 , 2014.4.22, 日高，埼玉県
3．岩永史郎：動脈硬化の心エコー診断 : 増加する大動脈弁狭窄症を含めて．第 28 回城西心血管フォーラム , 

2014.5.8, 東京
4．池田礼史：心臓移植と心不全への非薬物療法．東松山医師会学術講習会 , 2014.5.9, 大宮，埼玉県
5．加藤律史：心臓細動の予防と対策．深谷市・大里郡医師会学術講演会 , 2014.5.28, 深谷，埼玉県
6．岩永史郎：心臓超音波の基礎と臨床応用．第 10 回日本臨床検査同学院循環生理学検査法技術講習会 , 

2014.6.15, 東京
7．加藤律史：カテ－テル・アブレ－ションの進歩：イソゲ－ション・カテーテル．日本不整脈学会 EP サマ－セ
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ミナー , 2014.06, 東京
8．深澤佑介：Hemodynamic decompensation caused by acute myocardial infarction in an adult with Ebstein's 

anomaly．ACHD 彩の国 , 2014.6.21, 大宮，埼玉県
9．加藤律史：心不全合併心房細動に対する治療．実臨床における脳梗塞予防セミナー , 2014.7.8, 川越，埼玉県
10．丸山隆元：APRV の特性と重症急性心不全に奏効した一例．New Generation Meeting, 2014.7.23, 川越，埼玉

県
11．杉　佳紀：当院における AMI のデータベースについて．Antiplatelet Therapy Update, 2014.7.30, 川越，埼玉

県
12．岩永史郎：今話題の弁膜症．東松山 Network Meeting, 2014.7.30, 東松山，埼玉県
13．丹野　巡：冠動脈疾患．第 6 回循環器夏季セミナー , 2014.8.2, 大宮，埼玉県
14．岩永史郎：みんなで考えよう : この症例をどう診断しどう治療する．第 7 回日本循環器学会コメディカルセ

ミナー , 2014.8.10, 大阪
15．岩永史郎：みんなで考えよう : この症例をどう診断しどう治療する．第 8 回日本循環器学会コメディカルセ

ミナー , 2014.8.17, 東京
16．加藤律史：アブレーション後の抗凝固療法：プラザキサの安全性・有効性の検討．抗凝固療法 Network 

Meeting, 2014.8.26, 川越，埼玉県
17．岩永史郎：僧帽弁術後の心エコー図 : 形成術と置換術．第 11 回日本心エコー図学会秋季講習会 , 2014.10.11, 

東京
18．岩永史郎：心エコー検査でみる左房内血栓．Network Meeting: NOAC による新たな抗凝固療法の展開 , 

2014.10.21, 所沢，埼玉県
19．岩永史郎：心エコー検査でみる左房内血栓．抗凝固療法 Network Meeting: 一次予防の観点から , 2014.10.23, 

川越，埼玉県
20．岩永史郎：僧帽弁形成術のための心エコー診断．第 10 回西埼玉地区循環器疾患セミナー , 2014.10.27, 所沢，

埼玉県
21．岩永史郎：MICS 法による僧帽弁形成術のための心エコー診断．Heart Disease Forum in Tokorozawa, 

2014.11.6, 所沢，埼玉県
22．岩永史郎：僧帽弁形成術のための心エコー診断 : これであなたも JB-POT 合格間違いなし !? 第 8 回埼玉医大

臨床麻酔ネットワーク（SMU-CAN）, 2014.12.27, 日高，埼玉県
23．岩永史郎：AS を正しく診断する : 低流量，低圧較差 AS をふまえて考える．日本超音波検査学会第 125 回講

義講習会 , 2015.1.11, 大宮，埼玉県
24．西村重敬：心房細動の最新の治療：抗凝固治療を中心に．NOAC: Forum in Gunma, 2015.1.22, 高崎，群馬県
25．岩永史郎：心原性脳塞栓症の心エコー診断:左房内血栓を中心として．血栓症セミナーin川越, 2015.2.5, 川越，

埼玉県
26．岩永史郎：心エコー検査による左室肥大の評価．ファブリー病セミナー in 川越 , 2015.2.23, 川越，埼玉県
27．加藤律史：心房細動アブレーションの最近の話題．第 3 回西埼玉地区 Cardiology Meeting, 2015.2.25, 川越，

埼玉県
28．岩永史郎：なるほど納得！ これであなたも循環器看護に必要な画像診断がわかる．日本循環器看護学会教育

セミナー , 2015.3.1, 東京
29．岩永史郎：弁疾患の手術適応 :ACC/AHA のガイドラインより : 僧帽弁疾患．第 21 回経食道心エコー講習会 , 

2015.3.14, 東京
30．加藤律史：不整脈の診断・治療の啓発．飯能地区循環器講演会 , 2015.3.24, 飯能，埼玉県

【総数：論文，総説 9 件，学会発表 21 件，講演 30 件】
6-2．獲得研究費

千本松孝明：科学研究費助成事業　基盤研究（B）分担研究　磁気ハイパーサーミアの実現とネール緩和に従う超
常磁性ナノ微粒子の開発　平成 25-28

千本松孝明：科学研究費助成事業　基盤研究（C）分担研究　心房組織を用いた iPS 細胞作成および直接的心筋細
胞誘導法による心房細動の病態解明　平成 25-27

千本松孝明：科学研究費助成事業　基盤研究（B）研究代表　高分化能 TET1 ヒト iPS 細胞を用いた高効率心房筋
分別法の確立　平成 26-29
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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）
　新鎌北湖カンファレンスを 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ほぼ目標は達成できた．卒前教育では，3 年生への循環器ユニットの講義の
主たる部分，4 年生の臨床入門，5 年生の BSL，6 年生の総まとめ講義を，医学部学生の目標である医師国家試験合
格に加えて，医師となった後に必要な病態生理の理解を目標として行い達成できた．広範囲にわたる循環器病学のす
べてを 6 年生に理解させることは困難であるため，重要な点に絞りこんで講義を行った．CC ではで初期臨床研修と
リンクした臨床実習を行った．
　卒後教育において，初期臨床研修で当科の研修期間は 1-2 か月にすぎないため，緊急症例をできるだけ多く診療で
きるように配慮した．初期臨床研修医および後期臨床研修医には，自身が経験した症例を，可能な限り学術集会で，
少なくともカンファレンスでプレゼンテーションさせた．後期臨床研修医には，循環器専門医試験資格に合格できる
ように，専門的な教育を行った．
　研究では，虚血性心疾患の病態，不整脈の治療，心不全治療に関する臨床研究を継続している．症例報告も英文あ
るいは邦文で，学術集会や学術誌に報告した．
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3．3）呼吸器内科

1．構成員
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：教授：運営責任者：診療科長：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
塩野文子（SHIONO, Ayako）：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，プレゼンテーショ
ンのトレーニングを行うとともに，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，気管支鏡検査や胸腔穿刺など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，胸
部 CT 読影については，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．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．非小細胞肺癌，ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性症例に対して，分子標的治療薬であるゲフィ

チニブ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）にて発表を行った．

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）の症例集積が終了した．経過観察中である．

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．症例集積中であるが，その解析手法が定まった．

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
が終了し解析を行った．

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，論文発表を
行った（6. 業績，文献②）．

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．中間解析を行った．現在，症例集積中である．

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
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療法の有用性を，標準治療であるビノレルビン + シスプラチン併用療法とランダム化比較において評価し，術後
補助化学療法における標準治療を確立する．評価項目は，主評価項目を全生存期間，副次的評価項目として無病
生存期間，治療完遂割合，有害事象発生割合を検索する．現在，症例集積中である．

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．次世代
シークエンサーを用いた解析法が確立された．

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た．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た．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 26 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：
　Annals Cancer Research and Therapy（副編集長）
　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
　日本呼吸器学会（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 Kawano Y, Okamoto I, Fukuda H, Ohe Y, Nakamura S, Nakagawa K, Hotta K, Kiura K, Takiguchi Y, Saka H, 
Okamoto H, Takayama K, Semba H, Kobayashi K, Kenmotsu H, Tsuboi M, Yamamoto N, Nukiwa T, Nakanishi Y. 
Current status and future perspectives of cooperative study groups for lung cancer in Japan. Respir Investig. 
2014;52（6）:339-347.

② Inoue A, Sugawara S, Harada M, Kobayashi K, Kozuki T, Kuyama S, Maemondo M, Asahina H, Hisamoto A, 
Nakagawa T, Hotta K, Nukiwa T. Phase II Study of  Amrubicin Combined with Carboplatin for Thymic Carcinoma 
and Invasive Thymoma: North Japan Lung Cancer Group Study 0803. J Thorac Oncol. 2014;9（12）:1805-9. 

③ Matsumoto Y, Maemondo M, Ishii Y, Okudera K, Demura Y, Takamura K, Kobayashi K, Morikawa N, Gemma 
A, Ishimoto O, Usui K, Harada M, Miura S, Fujita Y, Sato I, Saijo Y; North-East Japan Study Group. A phase II 
study of erlotinib monotherapy in pre-treated non-small cell lung cancer without EGFR gene mutation who have 
never/light smoking history: Re-evaluation of EGFR gene status （NEJ006/TCOG0903）. Lung Cancer. 2014;86

（2）:195-200. 
④Watanabe 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;9（2）:189-94.

⑤ 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 ;108（2）:395-404.

⑥ 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;2（2）:322-326.

⑦Uramoto H, Akiyama H, Nakajima Y, Kinoshita H, Inoue T, Kurimoto F, Nishimura Y, Saito Y, Sakai H, Kobayashi K. 
The long-term outcomes of induction chemoradiotherapy followed by surgery for locally advanced non-small cell 
lung cancer. Case Rep Oncol. 2014 Oct 23;7（3）:700-10.

【総数：論文 7 件，学会発表 3 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

・ファイザーヘルスリサーチ振興財団第 23 回（2014 年度）国際共同研究
研究課題名　Monitoring Quality of Life in patients with breast and lung cancer: the Care Notebook study

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

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，今後さらなる発展が期待される．
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3．4）内分泌・糖尿病内科

1．構成員
栗原　進（Kurihara, Susumu）：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
3-3．研究内容と達成度

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，肥満 2 型糖尿病に対するイプラグリフ
ロジンの有用性の検討，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
等において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
日本内科学会

第 111 回（平成 26 年 4 月 11 ～ 13 日，東京）
○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（心理面の介入も含めて）
　栗原　進，保坂利男，小野　啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

日本糖尿病学会
第 57 回（平成 26 年 5 月 22 日～ 24 日，大阪）
○コントロール不良 2 型糖尿病のインスリン・シタグリプチン併用療法でシタグリプチンからビルダグリプチン

への切替えの有用性の検討
　諏訪絵美，栗原　進，保坂利男，小野　啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也
○当科に入院した妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠におけるインスリン使用量についての検討
　井上和之，栗原　進，大竹啓之，保川信行，片山茂裕，粟田卓也
○インスリン非依存 GAD 抗体陽性糖尿病における DPP-4 阻害薬シタグリプチンの有効性の検討（SPAN-S 第 2 報）
　栗原　進，波多野雅子，皆川晃伸，片山茂裕，島田　朗 1，小林哲郎 2，風間要一郎 3，
　丹羽正孝 4，松田昌文 5，粟田卓也
　1 済生会中央病院内科，2 山梨大学医学部第 3 内科，3 風間内科医院，4 飯田橋メデイカルクリニック，5 埼玉

医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科
○ 肥満 2 型糖尿病に対するリラグルチドの長期投与とその後の心理面接介入の有用性の検討
　五十嵐友里 1，栗原　進，波田祐生子 2，木内恵子 3，小野　啓，井上郁夫，堀川直史 1，
　片山茂裕，粟田卓也
　1 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，2 埼玉医科大学病院栄養部，
　3 埼玉医科大学病院看護部
○周術期における人口膵臓の使用経験
　保川　信行，栗原　進，今井健太，小池裕之 1，井口篤志 1，新浪　博 1，保坂利男，
　小野　啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也
　1 埼玉医科大学国際医療センター心臓血管外科
日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第 52 回（平成 27 年 1 月 24 日，パシフィコ横浜）
○ GAD 抗体と IA-2 抗体が陽性であった劇症 1 型糖尿病の 1 症例
　齊藤太吾，井上和之，大竹啓之，小野　啓，栗原　進，片山茂裕，粟田卓也
○ 良好な血糖コントロールに伴い改善を認めた 2 型糖尿病に合併した腓骨神経麻痺の 1 症例
　里村　敦，中島理津子，栗原　進，池上裕一，飯田慎一郎，酒井豪太，諏訪絵美，
　井内卓次郎，保川信行，片山茂裕，粟田卓也
日本糖尿病性腎症研究会
第 26 回（平成 26 年 12 月 6 ～ 7 日，ベルサール神田）
○ 糖尿病透析予防指導の取り組みと今後の課題
　須田幸子 1，波田祐生子 1，堀口さやか 1，木内恵子 2，栗原　進，粟田卓也，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
日本糖尿病眼学会
第 20 回（平成 27 年 3 月 6 ～ 8 日，東京）
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○ 日本人糖尿病網膜症のゲノムワイド関連解析（GWAS）
　里村　敦，栗原　進，宮下由美 1，森　圭介 2，米谷　新 2，神田将和 3，岡崎康司 3，島田　朗 4，安田和基 5，

西田奈央 6，徳永勝士 6，片山茂裕，粟田卓也
　1 埼玉医大中央研究施設 RI 部門，2 埼玉医大眼科，3 埼玉医大ゲノム医学研究センター，4 東京都済生会中央病

院・内科，5 国立国際医療研究センター，6 東京大学・人類遺伝学
日本肥満学会
第 35 回（平成 26 年 10 月 24 日～ 25 日，宮崎シーガイアリゾートコンベンションセンター）
○ 肥満 2 型糖尿病に対するリラグルチドの長期投与とその後の心理面接介入の有用性の検討
　栗原　進，五十嵐友里 1，波田祐生子 2，木内恵子 3，井上郁夫，堀川直史 1，片山茂裕，粟田卓也
　1 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，2 埼玉医科大学病院栄養部，
　3 埼玉医科大学病院看護部
日本肥満症治療学会
第 32 回（平成 26 年 7 月 4 ～ 5 日，滋賀）
○ DPP-4 阻害薬の 2 型糖尿病患者におけるシタグリプチン，ビルダグリプチン，アログリプチンの食後脂質，食

前及び食後グルカゴンへの作用
　井上郁夫，後藤誠一 1，篠田雄一 2，栗原　進，粟田卓也
　1 明海大学内科，2 三郷中央病院リハビリテーション科
○心血管イベント抑制のための，追加インスリンと GLP-1 アナログ一時的併用の必要性と，short acting GLP-1 ア

ナログ 1 日 2 回打ちの必要性
　　井上郁夫，後藤誠一 1，篠田雄一 2，栗原　進，粟田卓也，山崎，資 3，間柴正二 4，

　1 明海大学内科，2 三郷中央病院リハビリテーション科，3 熊谷外科病院，4 間柴医院
○臨床心理士を含むチーム医療で減量に成功した高度肥満 2 型糖尿病の一例
　栗原　進，五十嵐友里 1，波田祐生子 2，岡村聡之 2，木内恵子 3，井上郁夫，片山茂裕，
　堀川直史 1，粟田卓也
　1 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，2 埼玉医科大学病院栄養部，
　3 埼玉医科大学病院看護部
日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会
第 30 回（平成 26 年 11 月 28 日～ 29 日，長崎）
○「当院に入院した妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠（overtDM 含む）との比較」
　井上和之，栗原　進，保川信行，片山茂裕，石原　理 1，粟田卓也
　1 埼玉医科大学産婦人科
日本先進糖尿病治療研究会
第 14 回（平成 26 年 12 月 6 日，徳島あわぎんホール）
　「人工膵臓による冠状動脈バイパス術周術期における血糖コントロールは血糖変動と術後の炎症反応を抑制する」
　 保川　信行
　1 型糖尿病研究会
第 12 回（平成 26 年 11 月 1 日～ 2 日，姫路 イーグレひめじ　あいめっせホール）
○ 1 型糖尿病のインスリングラルギンからインスリンデグルデグへの切り換えにおける有効性，安全性の検討
　保川信行，栗原　進，安田重光，小野　啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也
糖尿病医療学研究会
第 1 回（平成 26 年 10 月 11 日～ 12 日，橿原市立かしはら万葉ホール，奈良県立医科大学大講堂・厳橿会舘）
○セルフケア行動発動のきっかけを待ち，やってきたきっかけをチームで支えた一例
　栗原　進，五十嵐友里 1，波田祐生子 2，木内恵子 3，井上郁夫，片山茂裕，
　堀川直史 1，粟田卓也
　1 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，2 埼玉医科大学病院栄養部，
　3 埼玉医科大学病院看護部

【総数：論文 0 件，学会発表 18 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
　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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臨床医学部門（日高キャンパス）

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，診療部長：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：副診療部長，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：副診療部長，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，造血器腫瘍：博士
　前田智也（MAEDA, Tomoya）：講師：専門医員：大学院教員（大学院）：：臨床血液学，白血病，特発性造血障害，
　　　　　　　　　　　　　　　造血幹細胞移植：博士
　郡　美佳（KORI, Mika）：助教：専門医員：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
　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グループにつき１週間を担当し，
血液学を担当した．CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回３名）．川井，新津は 5 年生 OSCE 評価者をつとめた．
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．６年生 CC では 1
回 4 週間を 1 回担当した（1 回１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，５年生学年小委員会委員を努めた．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．
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，麻生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 7 回若手医師のためのリンパ腫セミナー」「第 3 回リンパ腫スキルアップセミナー」「第
3 回研修医，若手医師のためのリンパ腫基本セミナー」の主宰および講師を担当した．また，日本がん治療認定医機
構教育委員会委員として，2014 年度日本がん治療認定医機構セミナー講師をつとめた．
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．
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2-4．自己評価と次年度計画
　平成 26 年度の５年生の臨床実習（ＢＳＬ）の血液学への 1 組当たりの割り当ては 1 週間であった．そこでは，臨
床推論のトレーニングを主眼とし，今まで学んだ血液学の知識を整理し，さらに深めることを目的として実習が行な
われた．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分に与えることが重要と思われた．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，セントラルレビューシステムを構築し，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，レビュー担当者は増員され，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治療に関する報告は英文学術誌の Leukemia Research 
Reports（2014 年 4 月）に掲載された．その成果はすでに英文学術誌および国際シンポジウムで発表されている．
長崎大学およびデュッセルドルフグループ（ドイツ）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て
いる．松田は，26 年度から開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめている

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ーシステムを日本ではじめて
構築した．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．新津，高橋が中心となり「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．

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
療の成績向上に努めた．成果を国内はもとより世界に向けて発信した．

3-4．自己評価と次年度計画
　特発性造血障害に関しては，わが国の再生不良性貧血と骨髄異形成症候群のセントラルレビューシステムの責任者
として，研究班の重要な役割を果たしている．次年度も，このシステムによる前方視的な予後調査等，さらに充実を
はかりたい．骨髄異形成症候群の診断に関する報告，治療に関する報告も JSH 国際シンポジウムにて発表予定（2015
年 5 月）であり，論文化も目指している．長崎大学，デュッセルドルフ（ドイツ）グループを中心とした，骨髄異
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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 の一員として積極的に共同研究へ参加するとともに，治験や独自の臨床研究，
基礎的研究をさらに行うことで，より良い治療ストラテジーの開発に取り組みたい．
　悪性リンパ腫の治療研究については，新津が成人リンパ腫治療研究会（ALTSG）の主要メンバーとして治療研究を
行ってきた．これからも引き続き ALTSG の共同研究に参画するとともに，会の研究の発展に貢献したい．また，積
極的に新薬の治験に参加を行っていきたい．また，新津は悪性リンパ腫に対する新たな予後因子および新規分子標的
の研究を進めている．
　造血幹細胞移植に関する研究については，川井が中心となり関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）にお
ける多数の共同研究に参加した．埼玉県内では埼玉造血細胞移植連絡会を開催し，症例検討を行うことにより移植治
療の成績向上に努めた．今後も多施設治療研究による成果を世界に向けて発信することにより移植治療の向上へ寄与
したい．

４．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科は血液疾患の中でも，特に再生不良性貧血，骨髄異形成症候群などの特発性造血器障害と，白血病，悪性リン
パ腫などの造血器腫瘍に力を入れている．厚生労働省研究班，JALSG，ALTSG， KSGCT，TSSG などの共同研究グルー
プの一員として，また骨髄移植推進財団，さい帯血バンクの認定施設として造血幹細胞移植や臨床治験を含む先端医
療の実践を目指している．血液疾患の診療は専門性が高く，また当院の置かれている地域の特殊性から近隣の医療施
設からの紹介患者が多い．これら疾患の当科における治療成績は，国際的に先端的な治療を行っている施設の治療成
績と比べて遜色のないものである．問題点としては，地域での血液疾患患者の当科への受け入れの要望は増加傾向に
あるが，これに対応する病床および専門医の確保が困難になっている点があげられる．今後も人的資源の確保に努め
るとともに，近隣の病院との連携を深めて，病院機能に応じた診療体制を構築する必要がある．また，高齢の患者が
増加しており，高齢者血液疾患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：埼玉県総合医局機構運営委員，医療対策協議会委員
　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　望
　Japanese Journal of Clinical Oncology 編集委員；新津　望
　International Journal of Clinical Oncology 編集委員；新津　望
　Lymphoma 編集委員；新津　望
　International Journal of Hematology 査読委員；新津望，松田　晃，麻生範雄
　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
　Cancer Science 査読委員 ; 新津　望，麻生範雄
　Leukemia Research 査読委員 ; 新津　望，松田　晃，麻生範雄
　British Journal of Haematology 査読委員；麻生範雄
　臨床血液査読委員；新津望，麻生範雄
　PNH Frontier 編集アドバイザー：前田 智也
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本内科学会評議員：別所正美
　一般社団法人全国医学部長病院長会議理事，顧問：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
　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　望，脇本直樹，中村裕一，麻生範雄
　MDS Center of Excellence （MDS Foundation）施設責任医師：松田　晃
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　特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：黒川　峰夫）研究協力者：松田　晃
特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラル

レビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田　晃
不応性貧血（骨髄異形成症候群）の診断基準と診療の参照ガイド改訂版作成のためのワーキンググループ：松田　晃

　日本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　望
　日本リンパ網内系学会評議員：新津　望
　日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津 望
　日本リンパ網内系学会総会若手医師のためのリンパ腫セミナー企画委員；新津　望
　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　望，麻生範雄

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
日本血液学会プログラム企画委員：麻生範雄
日本血液学会専門医認定委員会委員：麻生範雄
日本臨床腫瘍学会評議員：麻生範雄
公益財団法人日本骨髄移植推進財団　調整医師：川井信孝，高橋直樹

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Aoki T, Izutsu K, Suzuki R, Nakaseko C, Arima H, Shimada K, Tomita A, Sasaki M, Takizawa J, Mitani K, Igarashi 
T, Maeda Y, Fukuhara N, Ishida F, Niitsu N, Ohmachi K, Takasaki H, Nakamura N, Kinoshita T, Nakamura S, 
Ogura M. Prognostic significance of pleural or pericardial effusion, and the implication of optimal treatment in 
primary mediastinal large B-cell lymphoma: a multicenter retrospective study in Japan. Haematologica. 2014;99

（12）:1817-25.
② Tateishi U, Tatsumi M, Terauchi T, Ando K, Niitsu N, Kim WS, Suh C, Ogura M, Tobinai K. Prognostic Significance 

of Metabolic Tumor Burden by PET/CT in Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma. 
Cancer Sci. 2015;106（2）:186-93.

③ Niitsu N The Association of nm23-H1 Expression with a Poor Prognosis in Patients with Peripheral T-Cell 
Lymphoma, Not Otherwise Specified. J Clin Exp Hematop. 2014;54（3）:171-7.

④Iriyama N, Asou N, Miyazaki Y, Yamaguchi S, Sato S, Sakura T, Maeda T, Handa H, Takahashi M, Ohtake S, Hatta Y, 
Sakamaki H, Honda S, Taki T, Taniwaki M, Miyawaki S, Ohnishi K, Kobayashi Y, Naoe T. Normal karyotype acute 
myeloid leukemia with the CD7+ CD15+ CD34+ HLA-DR + immunophenotype is a clinically distinct entity with a 
favorable outcome. Ann Hematol.93（6）:957-63, 2014

⑤ Okamura D, Matsuda A, Ishikawa M, Maeda T, Tanae K, Kohri M, Takahashi N, Kawai N, Asou N, Bessho M. 
Hematologic improvements in a myelodysplastic syndromes with myelofibrosis （MDS-F） patient treated with 
azacitidine. Leuk Res Rep. 3（1）:24-7, 2014 

⑥ Yamaguchi S, Iwanaga E, Tokunaga K, Nanri T, Shimomura T, Suzushima H, Mitsuya H, Asou N. IDH1 and IDH2 
mutations confer an adverse effect in patients with acute myeloid leukemia lacking the NPM1 mutation. Eur J 
Haematol 2014;92（6）:471-477. 

⑦ Kihara R, Nagata Y, Kiyoi H, Kato T, Yamamoto E, Suzuki K, Chen F, Asou N, Ohtake S, Miyawaki S, Miyazaki Y, 
Sakura T, Ozawa Y, Usui N, Kanamori H, Kiguchi T, Imai K, Uike N, Kimura F, Kitamura K, Nakaseko C, Onizuka 
M, Takeshita A, Ishida F, Suzushima H, Kato Y, Miwa H, Shiraishi Y, Chiba K, Tanaka H, Miyano S, Ogawa S, Naoe 
T. Comprehensive analysis of genetic alterations and their prognostic impacts in adult acute myeloid leukemia 
patients. Leukemia 2014;28（8）:1586-1595. 

⑧ Shinagawa K, Yanada M, Sakura T, Ueda Y, Sawa M, Miyatake J, Dobashi N, Kojima M, Hatta Y, Emi N, Tamaki 
S, Gomyo H, Yamazaki E, Fujimaki K, Asou N, Matsuo K, Ohtake S, Miyazaki Y, Ohnishi K, Kobayashi Y, Naoe T. 
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Tamibarotene as maintenance therapy for acute promyelocytic leukemia: Results from a randomized controlled 
trial. J Clin Oncol. 2014;32（33）:3729-35. 

⑨ 新津望 I 章リンパ腫診療の基礎知識　1. リンパ節腫脹の鑑別診断 . レベルアップのためのリンパ腫セミナー . 日
本リンパ網内系学会編集，編集責任者；新津望，飛内賢正 . 南江堂 p2-5.2014.

⑩ 松田晃 . 骨髄穿刺法，生検法（適応と方法）. 今日の治療指針（山口徹，北原光夫編）　医学書院　2015 年
p634-634

【総数：原著論文 8 件，総説論文　22 件，学会発表 19 件，講演 1 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厚労省科研費，革新的がん医療実用化研究事業「AYA 世代における急性リンパ性白血病の生物学的特性と小児
型治療法に関する研究」，研究代表者：早川文彦，研究分担者：麻生範雄

④科研費，基盤研究（C）（26461431）「急性骨髄性白血病の再発における遺伝子異常の解析」研究代表者：麻生
範雄

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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 7 回若手医師のためのリンパ腫セミナー 2014 年 6 月 21 日山形；新津　望
② 日本リンパ網内系学会；第 3 回リンパ腫スキルアップセミナー 2014 年 11 月 15 日 16 日；名古屋；新津　望
③ 日本リンパ網内系学会；第 3 回研修医，若手医師のためのリンパ腫基本セミナー 2015 年 3 月 14 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 27 年度第一回検鏡会 2014 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 27 年度第二回検鏡会 2015 年 1 月 31 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．今後も，さらにＢＳＬのあり方に工夫
を加えていく予定である．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・研修に関する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の国際研究が開始され，これに参加している．国内では再生不良性貧血および骨髄異形
成症候群のセントラルレビューの責任者を務め，特発性造血障害の班研究で重要な役割を果たしてきた．その成果
は，骨髄異形成症候群の診断基準の作成の一助となった．26 年度は２つの再生不良性貧血の国内臨床試験の委員と
して活動した．再生不良性貧血に対する新たな薬剤の開発にも取り組んでいる．赤芽球癆に関しては．Japan PRCA 
collaborative study group のメンバーとして活動し，その研究成果は 201 ５年に英国血液学会誌に掲載される．
　白血病症例の多くは JALSG の治療プロトコールへ登録し，多施設共同研究による新規治療法の開発へ貢献してい
る．全国の200を超える JALSG施設の中で，臨床試験の施設登録，症例登録ともに有数の施設となっている．しかし，
近年では高齢者の増加に伴い，これらの臨床試験へ登録できない場合も少なくない．高齢者の白血病に対する治療の
開発は社会的にも大きな課題と考えられる．白血病症例の病態解析と最先端医療の提供により少しでもその予後の改
善に結びつく成果を出していきたい．
　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グループである成人リンパ腫治療研究会（ALTSG）を始
めとする多くの臨床研究にリンパ腫症例の登録を行い，多施設共同治療研究を行って来た．引き続き，悪性リンパ腫
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に対する新たな予後因子の確立および新規分子標的の探索に関する研究を進めていきたい．
　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
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：専務理事：代表指導教員（大学院）：脳卒中の診療，脳微小循環：博士
高尾昌樹（TAKAO, Masaki）：教授：運営責任者：研究主任：診療部長：指導教員（大学院）：脳卒中の臨床，神経

　　　　　　　　　　　　　　  病理学：博士
林　健（HAYASHI, Takeshi）：准教授：教育主任：指導教員（大学院）：脳卒中の診療：博士
大平雅之（OHIRA, Masayuki）：講師：脳卒中の臨床，臨床神経生理学：博士
出口一郎（DEGUCHI, Ichiro）：講師：病棟医長：脳卒中の診療：博士
福岡卓也（FUKUOKA, Takuya）：講師：外来医長：脳卒中の診療：博士
丸山　元（MARUYAMA, Hajime）：講師：脳卒中の診療：博士
安部鉄也（ABE, Tetsuya）：クリニカルフェロー：脳卒中の診療
堀内陽介（HORIUCHI, Yohsuke）：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
水野諭児（MIZUNO, Satoko）：助教：脳卒中の診療

2．教育
2-1．目的・目標
　脳卒中をはじめとする神経救急疾患の専門的・多角的・効率的な診療経験を積むことが出来る体制を整える．また，
教室員は，各種専門医資格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）髄液検査の適応や検査結果の評価を行うことができる
3）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）の適応の判断や検査結果の評価を行うことができる
4）穿刺法（腰椎）を合併症なく実施できる

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・神経病理学的研究
2）脳微小循環に関する基礎的研究
3）神経変性疾患，プリオン病，高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究

3-3．研究内容と達成度
1）脳血管障害の臨床的研究：急性期脳血管障害の予後規定因子の検討，超急性期脳梗塞における rt-PA 静注療法

の治療効果に関する検討，心原性脳塞栓症と新規抗凝固薬内服についての検討，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：マウス一過性前脳虚血モデルにて脳表動静脈への白血球および血小板の付着
を観察し，脳卒中急性期の病態の解明や薬物の影響を検討している．

3）神経変性疾患，プリオン病，高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究を行っている．
いずれのグループも国内外の学会で研究成果を発表した．学術雑誌に投稿した複数の論文が受理・掲載された．

3-4．自己評価と次年度計画
　各研究グループとも精力的に国内外で学会発表を行った．投稿した論文が publish された．

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（棚橋），日本神経学会（幹事）（高尾），日
　　　　　　本脳循環代謝学会（林）
　査読委員：日本神経学会（棚橋），日本神経学会 , neuropathology （高尾），J Stroke Cerebrovasc Dis（棚橋，林，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

市民公開講座：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 35，学会発表 31，著書 3 

1． Sakurai K, Tokumaru A, Nakatsuka T, Murayama S, Hasebe S, Imabayashi E, Kanemaru K, Takao M, Hatsuta H, 
Ishii K, Saito Y, Shibamoto Y, Matsukawa N, Chikui E, Terada H. Imaging spectrum of sporadic cerebral amyloid 
angiopathy: multifaceted features of a single pathological condition. Insights Imaging;5（3）:375-85, 2014

2． Sakurai K, Imabayashi E, Tokumaru A, Hasebe S, Murayama S, Morimoto S, Kanemaru K, Takao M, Shibamoto 
Y, Matsukawa N. The Feasibility of White Matter Volume Reduction Analysis using SPM8 plus DARTEL for the 
Diagnosis of Patients with Clinically Diagnosed Corticobasal Syndrome and Richardson's Syndrome. Neuroimage 
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clinical （in press）
3． Ito S, Takao M, Hatsuta H, Kanemaru K, Arai T, Saito Y, Fukayama M, Murayama S. Alpha-synuclein 

immunohistochemistry of gastrointestinal and biliary surgical specimens for diagnosis of Lewy body disease. Int 
J Clin Exp Pathol. 7:1714-23. 2014 

4． Nishida K, Garringer  HJ, Futamura N, Funakawa I, Jinnai K, Vidal R, Takao M. A novel ferritin light chain 
mutation in neuroferritinopathy with an atypical presentation. J Neurol Sci 2014; 342（1-2）:173-7. doi: 
10.1016/j.jns.2014.03.060. 

5． Crary JF1, Trojanowski JQ, Schneider JA, Abisambra JF, Abner EL, Alafuzoff I, Arnold SE, Attems J, Beach TG, 
Bigio EH, Cairns NJ, Dickson DW, Gearing M, Grinberg LT, Hof PR, Hyman BT, Jellinger K, Jicha GA, Kovacs GG, 
Knopman DS, Kofler J, Kukull WA, Mackenzie IR, Masliah E, McKee A, Montine TJ, Murray ME, Neltner JH, Santa-
Maria I, Seeley WW, Serrano-Pozo A, Shelanski ML, Stein T, Takao M, Thal DR, Toledo JB, Troncoso JC, Vonsattel 
JP, White CL 3rd, Wisniewski T, Woltjer RL, Yamada M, Nelson PT. Primary age-related tauopathy （PART）: a 
common pathology associated with human aging. Acta Neuropathol. 2014 Dec;128（6）:755-66.

6． Hayashi T, Kato Y, Nagoya H, Ohe Y, Deguchi I, Fukuoka T, Maruyama H, Horiuchi Y, Nagamine Y, Sano H, 
Tanahashi N: Prediction of ischemic stroke in patients with tissue-defined transient ischemic attack. J Stroke 
Cerebrovasc Dis23: 1368-73, 2014.

7． Hayashi T, Seahara Y, Kato Y, Fukuoka T, Deguchi I, Ohe Y, Maruyama H, Horiuchi Y, Sano H, Nagamine 
Y, Tanahashi N. Clinical characteristics of cardioembolic transient ischemic attack: comparison with 
noncardioembolic transient ischemic attack. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 2169-73, 2014. 

8． Hayashi T, Kigawa H, Tanahashi N. Hypertrophic olivary degeneration after traumatic subarachnoid 
hemorrhage. Intern Med 53: 1453-4, 2014.

9． Kato Y, Hayashi T, Kawai-Masaoka A, Ichimura T, Sasaki A, Uchino A, Nagamine Y, Tanahashi N. A case of 
primary central nervous system cytotoxic T-cell lymphoma mimicking demyelinating disease. Intern Med 53: 
1197-200, 2014.

10． Kato Y, Hayashi T, Uchino A, Kakehi Y, Yamane F, Ishihara S, Tanahashi N: Fusiform dilatation of the outer 
contour of a dissected anterior cerebral artery revealed by magnetic resonance cisternography in a patient with 
simultaneous cerebral infarction and subarachnoid hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 1717-20, 2014. 

11． Kato Y, Maruyama H, Uchino A, Tanahashi N. Late-onset portosystemic encephalopathy in a patient with Rendu-
Osler-Weber disease. Intern Med. 53: 2653-4, 2014.

12． Fukuoka T, Hayashi T, Hirayama M, Maruyama H, Tanahashi N: Cilostazol inhibits leukocyte-endothelial 
cell interactions in murine microvessels after transient bilateral common carotid artery occlusion. Brain Res 
1543:173-8, 2014.

13． Fukuoka T, Hayashi T, Kato Y, Ohe Y, Deguchi I, Maruyama H, Horiuchi Y, Sano H, Nagamine Y, Tanahashi N. 
Clinical review of 24 patients with acute cholecystitis after acute cerebral infarction. Intern Med 53: 1321-3, 
2014. 

14． Fukuoka T, Kato Y, Ohe Y, Deguchi I, Maruyama H, Hayashi T, Tanahashi N. A case of anterior cerebral artery 
dissection caused by scuba diving. J Stroke Cerebrovasc Dis 23:1982-4, 2014.

15． 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 23: 1056-61, 2014. 

16． Deguchi I, Fukuoka T, Hayashi T, Maruyama H, Sehara Y, Kato Y, Horiuchi Y, Nagamine Y, Sano H, Tanahashi N. 
Clinical outcomes of persistent and paroxysmal atrial fibrillation in patients with stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 
23: 2840-4, 2014. 

17． Deguchi I, Horiuchi Y, Hayashi T, Sehara Y, Kato Y, Ohe Y, Fukuoka T, Maruyama H, Sano H, Nagamine Y, 
Tanahashi N. Effects of rosuvastatin on serum lipids and arteriosclerosis in dyslipidemic patients with cerebral 
infarction. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 2007-11, 2014.

18． Deguchi I, Dembo T, Yoshimura S, Sakai N, Okada Y, Kitagawa K, Kimura K, Hyogo T, Yamagami H, Egashira 
Y, Tanahashi N. Relationship between magnetic resonance angiography-diffusion-weighted imaging mismatch 
and clinical outcome in endovascular treatment for acute ischemic stroke: subgroup analysis of the Recovery by 
Endovascular Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism--Japan Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 1471-6, 
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2014.
19． Deguchi I, Hayashi T, Ohe Y, Kato Y, Fukuoka T, Maruyama H, Horiuchi Y, Sano H, Nagamine Y, Tanahashi 

N. CHADS2 score/CHA2 DS2 -VASc score and major artery occlusion in cardioembolic stroke patients with 
nonvalvular atrial fibrillation. Int J Stroke 9: 576-9, 2014.

20． Ohe Y, Hayashi T, Deguchi I, Fukuoka T, Horiuchi Y, Maruyama H, Kato Y, Nagoya H, Uchino A, Tanahashi N. 
MRI abnormality of the pulvinar in patients with status epilepticus. J Neuroradiol 41: 220-6, 2014.

21． Maruyama H, Fukuoka T, Deguchi I, Ohe Y, Kato Y, Horiuchi Y, Hayashi T, Nagamine Y, Sano H, Tanahashi 
N. Response to clopidogrel and its association with chronic kidney disease in noncardiogenic ischemic stroke 
patients. Intern Med 53: 215-9, 2014.

22． Maruyama H, Fukuoka T, Deguchi I, Ohe Y, Horiuchi Y, Kato Y, Sehara Y, Nagamine Y, Sano H, Hayashi T, 
Tanahashi N. Relationship between smoking and responsiveness to clopidogrel in non-cardiogenic ischemic 
stroke patients. Intern Med 53: 2575-9, 2014. 

23． Nagamine Y, Fukuoka T, Hayashi T, Kato Y, Deguchi I, Maruyama H, Horiuchi Y, Sano H, Mizuno S, Tanahashi 
N. Research article: clinical characteristics of isolated anterior cerebral artery territory infarction due to arterial 
dissection. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 2907-13, 2014. 

24． Nagamine Y, Hayashi T, Kakehi Y, Yamane F, Ishihara S, Uchino A, Tanahashi N. Contrast-induced 
encephalopathy after coil embolization of an unruptured internal carotid artery aneurysm. Intern Med 53: 
2133-8, 2014. 

25． Sano H, Fukuoka T, Maruyama H, Hayashi T, Tanahashi N. Cerebral sinovenous thrombosis in a patient with 
transient eosinophilia. Intern Med 53: 2139-42, 2014.

26． Maeshima S, Osawa A, Yamane F, Ishihara S, Tanahashi N. Association between microbleeds observed on T2*-
weighted magnetic resonance images and dysphagia in patients with acute supratentorial cerebral hemorrhage. J 
Stroke Cerebrovasc Dis 23: 2458-63, 2014. 

27．Ogihara T, Saruta T, Rakugi H, Saito I, Shimamoto K, Matsuoka H, Shimada K, Ito S, Horiuchi M, Imaizumi T, 
Takishita S, Higaki J, Katayama S, Kimura G, Umemura S, Ura N, Hayashi K, Odawara M, Tanahashi N, Ishimitsu 
T, Kashihara N, Morita S, Teramukai S; COLM Investigators. Combinations of olmesartan and a calcium channel 
blocker or a diuretic in elderly hypertensive patients: a randomized, controlled trial. J Hypertens 32: 2054-63, 
2014.

28． Uchiyama S, Shinohara Y, Katayama Y, Yamaguchi T, Handa S, Matsuoka K, Ohashi Y, Tanahashi N, Yamamoto 
H, Genka C, Kitagawa Y, Kusuoka H, Nishimaru K, Tsushima M, Koretsune Y, Sawada T, Hamada C. Benefit of 
cilostazol in patients with high risk of bleeding: subanalysis of cilostazol stroke prevention study 2. Cerebrovasc 
Dis 37: 296-303, 2014. 

29． Shimamoto K, Ando K, Fujita T, Hasebe N, Higaki J, Horiuchi M, Imai Y, Imaizumi T, Ishimitsu T, Ito M, Ito 
S, Itoh H, Iwao H, Kai H, Kario K, Kashihara N, Kawano Y, Kim-Mitsuyama S, Kimura G, Kohara K, Komuro I, 
Kumagai H, Matsuura H, Miura K, Morishita R, Naruse M, Node K, Ohya Y, Rakugi H, Saito I, Saitoh S, Shimada 
K, Shimosawa T, Suzuki H, Tamura K, Tanahashi N, Tsuchihashi T, Uchiyama M, Ueda S, Umemura S; Japanese 
Society of Hypertension Committee for Guidelines for the Management of Hypertension. The Japanese Society of 
Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension （JSH 2014）. Hypertens Res 37: 253-390, 2014. 

30． Matsumoto M, Hori M, Tanahashi N, Momomura S, Uchiyama S, Goto S, Izumi T, Koretsune Y, Kajikawa M, Kato 
M, Ueda H, Iekushi K, Yamanaka S, Tajiri M; J-ROCKET AF Study Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in 
Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation in relation to hypertension: a subgroup analysis of the 
J-ROCKET AF trial. Hypertens Res 37:457-62, 2014.

31． Maeshima S, Osawa A, Yamane F, Ishihara S, Tanahashi N. Dysphagia following acute thalamic haemorrhage: 
clinical correlates and outcomes. Eur Neurol 71: 165-72, 2014.

32． Yoshimura S, Sakai N, Okada Y, Kitagawa K, Kimura K, Tanahashi N, Hyogo T, Yamagami H, Egashira Y; Recovery 
by Endovascular Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism （RESCUE）-Japan Registry Investigators. Efficacy of 
endovascular treatment for acute cerebral large-vessel occlusion: analysis of nationwide prospective registry. J 
Stroke Cerebrovasc Dis 23: 1183-90, 2014. 

33． Uehara T, Kimura K, Okada Y, Hasegawa Y, Tanahashi N, Suzuki A, Takagi S, Nakagawara J, Arii K, Nagahiro S, 
Ogasawara K, Nagao T, Uchiyama S, Matsumoto M, Iihara K, Minematsu K. Factors associated with onset-to-door 
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time in patients with transient ischemic attack admitted to stroke centers. Stroke 45: 611-3, 2014. 
34． Uchiyama S, Hori M, Matsumoto M, Tanahashi N, Momomura S, Goto S, Izumi T, Koretsune Y, Kajikawa M, Kato 

M, Ueda H, Iekushi K, Yamanaka S, Tajiri M; J-ROCKET AF Study Investigators. Net clinical benefit of rivaroxaban 
versus warfarin in Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation: a subgroup analysis of J-ROCKET AF. J 
Stroke Cerebrovasc Dis 23: 1142-7, 2014.

35． Hirayama A, Tanahashi N, Daida H, Ishiguro N, Chachin M, Sugioka T, Kawai S; all ACCEPT study investigators 
in Japan. Assessing the cardiovascular risk between celecoxib and nonselective nonsteroidal antiinflammatory 
drugs in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Circ J 78:194-205, 2014..

36． Tanaka K, Uehara T, Kimura K, Okada Y, Hasegawa Y, Tanahashi N, Suzuki A, Takagi S, Nakagawara J, Arii K, 
Nagahiro S, Ogasawara K, Nagao T, Uchiyama S, Matsumoto M, Iihara K, Toyoda K, Minematsu K; Japan TIA 
Research Group 2009-2011. Features of patients with transient monocular blindness: a multicenter retrospective 
study in Japan. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: e151-5, 2014. 

37． Hori M, Matsumoto M, Tanahashi N, Momomura S, Uchiyama S, Goto S, Izumi T, Koretsune Y, Kajikawa M, Kato 
M, Ueda H, Iekushi K, Yamanaka S, Tajiri M; J-ROCKET AF Study Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in 
Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation in relation to the CHADS2 score: a subgroup analysis of the 
J-ROCKET AF trial. J Stroke Cerebrovasc Dis 23: 379-83, 2014. 

38． Araki K, Nakano Y, Kobayashi A, Matsudaira T, Sugiura A, Takao M, Kitamoto T, Murayama S, Obi T. Extensive 
cortical spongiform changes with cerebellar small amyloid plaques: the clinicopathological case of MV2K+C 
subtype in Creutzfeldt-Jakob disease. Neuropathology 2014 Dec;34（6）:541-6.

39． 大江康子 , 林 健 , 内野 晃 , 棚橋紀夫．けいれん発作にともなう急性期 MRI 異常信号． 脳卒中 36: 247-54, 2014.
40． 加藤裕司 , 林 健 , 小林俊樹 , 棚橋紀夫 : 経皮的心房中隔欠損孔閉鎖術と片頭痛の関連 臨床神経 54: 334, 2014.
41． 高尾昌樹．血管性認知症の臨床とその背景，問題点．血管医学．15: 9-16,  2014
◇日本神経学会関東地方会 

1． 長嶺唯斗，堀内陽介，加藤裕司，林 健，棚橋紀夫．生体腎移植後早期に HTLV-1 抗体関連脊髄症を発症した
38 歳女性例．第 208 回，2014 年 3 月． 

2． 佐野博康，福岡卓也，丸山 元，林 健，棚橋紀夫．一過性好酸球増多に伴う脳静脈洞血栓症の一例．第 209 回，
2014 年 6 月． 

3． 水野諭児，加藤裕司，林 健，出口一郎，棚橋紀夫．細菌性髄膜炎に続発した encephalomyeloradiculitis の 82
歳女性例．第 210 回，2014 年 9 月． 

4． 佐野博康，水野諭児，長嶺唯斗，堀内陽介，丸山 元，福岡卓也，林 健，高尾昌樹，棚橋紀夫．ＣＪＤとの鑑
別を要した低血糖脳症の一例．第 211 回，2014 年 11 月． 

◇第 39 回 日本脳卒中学会総会（大阪） 2014 年 3 月 
1． 棚橋紀夫．教育講演：脳卒中の予防（抗血栓療法）． 
2． 棚橋紀夫，永田 泉，宮地 茂，奥泉 薫，鈴木勝久．急性期虚血性脳血管障害患者に早期投与したプラビックス ?

錠の安全性および有効性：使用実態下の調査．
3． 棚橋紀夫．シンポジウム：脳血管障害合併高血圧の治療指針． 
4． 棚橋紀夫．ランチョンセミナー：高血圧と脳卒中―新しいエビデンスと JSH2014 について―． 
5． 棚橋紀夫．ランチョンセミナー：脳梗塞再発ゼロを目指した治療戦略． 
6． 林 健，瀬原吉英，加藤裕司，出口一郎，福岡卓也，大江康子，丸山 元，堀内陽介，棚橋紀夫．心原性および

非心原性一過性脳虚血発作の比較検討． 
7． 瀬原吉英，Suzanne Zukin，堀内陽介，丸山 元，大江康子，福岡卓也，出口一郎，加藤裕司，林 健，棚橋紀夫．

抗アポトーシス因子 survivin は転写因子 STAT3 を介してエストロゲンによる神経保護をもたらす． 
8． 出口一郎，林 健，瀬原吉英，加藤裕司，福岡卓也，大江康子，丸山 元，堀内陽介，棚橋紀夫．NVAF に伴う心

原性脳塞栓患者における CHADS2 score および CHA2DS2-VASc score と主幹動脈閉塞との関連について． 
9． 福岡卓也，林 健，加藤裕司，大江康子，出口一郎，棚橋紀夫．スキューバダイビング中に発症した前大脳動脈

解離による脳梗塞の一例． 
10． 丸山 元，福岡卓也，出口一郎，大江康子，加藤裕司，堀内陽介，瀬原吉英，林 健，棚橋紀夫．非心原性虚血

性脳卒中患者におけるクロピドグレルの反応性：慢性腎臓病との関連． 
11． 堀内陽介，林 健，大江康子，加藤裕司，福岡卓也，出口一郎，丸山 元，佐野博康，長嶺唯斗，棚橋紀夫．非

弁膜症性心房細動におけるワルファリンコントロール状況と心原性脳塞栓症発症について． 
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12． 佐野博康，長嶺唯斗，堀内陽介，林 健，高橋秀寿，棚橋紀夫．前内側視床梗塞 7 例の臨床的検討． 
13． 長嶺唯斗，林 健，佐野博康，堀内陽介，大江康子，出口一郎，福岡卓也，加藤裕司，瀬原吉英，棚橋紀夫．前

大脳動脈領域に限局した脳梗塞の臨床的検討． 
◇第 55 回日本神経学会学術大会（福岡） 2014 年 5 月 

1． 髙尾昌樹，百島祐貴，山脇健盛．本邦における神経フェリチン症の実態調査．
2． 福岡卓也，林 健，平山真紀子，丸山 元，棚橋紀夫．AT2 受容体欠損マウスにおける脳虚血再灌流後の脳軟膜

血管での血小板動態の検討． 
3． 丸山 元，福岡卓也，出口一郎，大江康子，加藤裕司，堀内陽介，瀬原吉英，長嶺唯斗，佐野博康，林 健，棚橋紀夫．

非心原性虚血性脳卒中患者におけるクロピドグレルの反応性と喫煙との関係． 
4． 瀬原吉英，Suzanne Zukin，長嶺唯斗，佐野博康，堀内陽介， 丸山 元，大江康子，福岡卓也，出口一郎，加藤裕司，

林 健，棚橋紀夫．Survivin は転写因子 STAT3 を介し，虚血後脳のエストロゲンによる神経保護をもたらす． 
5． 長嶺唯斗，佐野博康，堀内陽介，丸山 元，出口一郎，福岡卓也， 大江康子，加藤裕司，瀬原吉英，林 健，棚橋

紀夫．中脳単独梗塞 5 例についての検討． 
6． 出口一郎，林 健，瀬原吉英，加藤裕司，福岡卓也，丸山 元，堀内陽介，佐野博康，長嶺唯斗，棚橋紀夫．脂

質異常症合併脳梗塞患者に対する rosuvastatin の血清脂質および動脈硬化に及ぼす影響． 
7． 佐野博康，長嶺唯斗，堀内陽介，丸山 元，出口一郎，福岡卓也，大江康子，加藤裕司，瀬原吉英，林 健，棚橋紀夫．

脳梁部 MRI 異常信号を呈した脳髄膜炎の 4 例． 
8． 棚橋紀夫，山口武典，粟野秀人，松田博明．糖尿病患者における脳梗塞発症後の予後（前向き観察研究

PROTECT4.5 の中間集計より）． 
9． 永金義成，山本康正，高木 誠，鈴木則宏，寺山靖夫，棚橋紀夫， 田中耕太郎，田口芳治，安井敬三，中瀬泰然．

レンズ核線条体動脈領域梗塞における急性期梗塞巣増大と症状進行についての検討． 
10． 中瀬泰然，山本康正，星野晴彦，寺山靖夫，田口芳治，棚橋紀夫， 安井敬三，鈴木則宏，田中耕太郎，高木 誠．

穿通枝領域梗塞における病巣と症状の変化の関連，J-BAD Registry の結果解析から． 
◇第 26 回日本脳循環代謝学会総会（岡山）2014 年 11 月 

1． 福岡卓也 , 林 健 , 平山真紀子 , 丸山 元 , 棚橋 紀夫 . アンギオテンシン II type 1 レセプター欠損マウスにおける
脳虚血再灌流後の脳軟膜血管での血小板動態の検討 . 

2． 出口一郎 , 福岡卓也 , 林 健 , 丸山 元 , 加藤裕司 , 堀内陽介 , 佐野博康 , 長嶺唯斗 , 棚橋紀夫 . 非弁膜症性心房細動
に伴う心原性脳塞栓患者における持続性心房細動と発作性心房細動の臨床転帰に関する検討． 

3． 林 健 , 堀内陽介 , 加藤裕司 , 福岡卓也 , 丸山 元 , 佐野博康 , 長嶺唯斗 , 水野諭児 , 出口一郎 , 棚橋紀夫．脳梗塞慢
性期治療と NOACs ダビガトラン内服中に発症した脳梗塞の臨床的特徴． 

◇その他 
1． 加藤裕司，林 健，小林俊樹，石戸博隆，古屋大典，棚橋紀夫．経皮的心房中隔欠損閉鎖術と片頭痛の関連．第

111 回 日本内科学会総会（東京）
2． 高尾昌樹．神経内科医専門医か ? いる施設へ紹介 するタイミンク ? は ?　 城西地区フ ? ライマリ医 神経疾患

フォーラム
3． 高尾昌樹．認知症の神経病理診断．第 27 回岩手神経内科セミナー
4． 高尾昌樹．Molecular targeted therapy and infection. 第 1 回 MS サマーカレッジ
5． 高尾昌樹．この症例をどうみるか．AD 研究会
6． 高尾昌樹．シンポジウム．筋萎縮性側索硬化症．第 55 回日本神経学会総会
7． 高尾昌樹．脳（ブレイン）バンクの紹介．慶應医師会市民公開講座．
8． 高尾昌樹．タウ病理のオーバービュー．タウミーティング
9． 高尾昌樹．百寿者の脳病理からみえるもの．慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター開所記念シンポジウム

10． 森本悟，砂川昌子，櫻井圭太，小宮正，新井冨生，高尾昌樹，金丸和富，村山繁雄．頭痛及び発熱を伴
い，多彩な進行性神経症状を呈した 62 歳女性．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, 
Neuropathology 33 （suppl）: 87, 2014

11． 初田裕幸，高尾昌樹，森本悟，小宮正，大家寧，齋藤祐子，鈴木美紀，新井冨生，村山繁雄．下位運動ニューロン・
感覚ニューロンを病変の首座とし，TDP-43蓄積を伴う78歳男性例．第55回日本神経病理学会学術研究会，東京，
2014.6.7-11, Neuropathology   33 （suppl）: 104, 2014

12． 高尾昌樹，木村浩晃，吉田洋二，青柳真一，田野光敏，諏訪部桂，渡邊明日か，飯島仁美，谷津隆之，中野雄太，
野上茜，内野彰子，隅蔵大幸，初田裕幸，小幡真希，村山繁雄，美原盤．日本神経科学ブレインバンクネットワー
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ク施設からの年次報告．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 
132, 2014

13． 赤津祐康，堀映，栗原サチ，斉藤友紀子，小川倫弘，兼坂岳志，谷口知恵，山本孝之，高尾昌樹，村山繁
雄，橋詰良夫．福祉村 Brain Bank 2013 年次報告．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, 
Neuropathology 33 （suppl）: 132, 2014

14． 小幡真希，村山繁雄，高尾昌樹，初田裕幸，隅蔵大幸，野上茜，内野彰子，中野雄太，赤津祐康，齋藤祐
子．高齢者ブレインバンク 2013 年次報告．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, 
Neuropathology 33 （suppl）: 133, 2014

15． 内野彰子，一戸昌明，原敦子，三上哲夫，山下和也，三枝信，金澤直美，北村英二，荻野美恵子，西山和利，
高尾昌樹，村山繁雄．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 
134, 2014

16． 中野雄太，森本悟，東原真奈，小宮正，隅蔵大幸，内野彰子，野上茜，初田裕幸，新井冨生，高尾昌樹，村山繁雄．
臨床病理学的に軸索型ギラン・バレー症候群と診断した42歳男性剖検例．第55回日本神経病理学会学術研究会，
東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 140, 2014

17． 荒木邦彦，中野雄太，小林篤史，松平敬史，杉浦明，高尾昌樹，北本哲之，村山繁雄，小尾智一．皮質や基底
核に及ぶ広範囲な海綿状変性と小脳に kuru 斑を認めた孤発性 Creutzfeldt-Jakob 病 MV2 型の 1 剖検例．第 55
回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 142, 2014

18． 鈴木友里愛，井戸信博，伊藤傑，菊野宗明，加藤陽久，赫寛雄，高尾昌樹，美原盤，佐藤克也，北本哲之，林恭弘，
相澤仁志．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 143, 2014

19． 佐藤亮太，尾本雅俊，佐野泰照，小笠原淳一，古賀道明，石井文彩，高尾昌樹，池田栄二，神田隆．下位運動
ニューロン障害のみを呈した MND の死亡時 64 歳女性剖検例．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，
2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 151, 2014

20． 坊野恵子，内野彰子，北村美月，中山貴博，角田幸雄，中野雄太，野上茜，初田裕幸，高尾昌樹，園生雅弘，
村山繁雄，今福一郎．左右非対称性の進行性上肢筋力低下を呈した brachial amyotrophy dipelgia の 86 歳男性
剖検例．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 152, 2014

21． 荒木邦彦，隅蔵大幸，松平敬史，杉浦明，高尾昌樹，村山繁雄，小尾智一．小脳運動性失調で発症した進
行性核上性麻痺に，パーキンソン病の合併を認めた一剖検例．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，
2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 153, 2014

22． 田中裕三，能重歩，田邊肇，三橋里美，谷田部可奈，本間豊，鈴木幹也，尾方克久，芳賀芳久，高尾昌樹，美原盤，
川井充．パーキンソニズムが前景に立ち，抗α internexin 抗体陽性の封入体を認めた 1 例．第 55 回日本神経病
理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 154, 2014

23． 土田剛行，齋藤祐子，高尾昌樹，村山繁雄．軽度認知障害の神経病理学的検討．第 55 回日本神経病理学会学
術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 （suppl）: 164, 2014

24． 鈴木幹也，能重歩，本間豊，谷田部可奈，芳賀芳久，高尾昌樹，美原盤，川井充．65 歳で発症し全経過 9 年
の視神経脊髄炎の 1 剖検例．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology 33 

（suppl）: 186, 2014
25． 隅蔵大幸，金丸和富，中野雄太，内野彰子，野上茜，初田裕幸，高尾昌樹，村山繁雄．小脳に硬化性病変を伴っ

た多系統萎縮症の 1 剖検例．第 55 回日本神経病理学会学術研究会，東京，2014.6.7-11, Neuropathology  33 
（suppl）: 186, 2014

26． 村山繁雄 , 小幡真希 , 齊藤祐子 , 高尾昌樹 , 赤津裕康．2013 Annual Report of Japanese Brain Bank Network for 
Neuroscience Research　神経科学ブレインバンクネットワーク（JBBNNR）2013 年次報告．第 37 回日本神経
科学会，横浜，2014.9.11-13

27． Kato Y, Hayashi T, Kobayashi T, Ishido H, Furuya D, Tanahashi N. Migraine attacks after transcatheter closure of 
atrial septal defect. 56th Annual Scientific Meeting, The American Headache Society June , 2014 

28． Takao M. Overview of neurodegeneration with brain iron accumulation （NBIA） and superficial hemosiderosis. 
55th Japanese Society of Neuropathology, Tokyo, 6.7-6.9, 2014 symposium

29． Takao M, Murayama S, Shumikura H, Nogami A, Uchino A, Nakano Y, Obata M, Hirose N. Neuropathologic 
Analysis Of 59 Centenarian Brains. 90th Annual meeting of the American Association of Neuropathologists, Inc., 
Portland, OR, 6/11-14, 2014. J Neuropathol Exp Neurol 2014; 73, 618-9.

30． Newell K, Epperson F, Takao M, Farlow M, Unverzagt F, Ghetti B. Gerstmann-Str?ussler-Scheinker disease PRNP 
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A117V: Prion protein deposition in neurosensory retina. 90th Annual meeting of the American Association of 
Neuropathologists, Inc., Portland, OR, 6/11-14, 2014. J Neuropathol Exp Neurol 2014; 73, 625.

◇著書
1）高尾昌樹，木村浩晃，三村　將．Creutzefeldt-Jakob 病．福田正人監修．精神疾患の脳画像　ケースカンファ

レンス　診断と治療へのアプローチ，pp281-284，東京，中山書店，2014.
2）高尾昌樹，三村　將．那須 -Hakola 病　膜性リポジストロフィー（PLOSL）．福田正人監修．精神疾患の脳画像

　ケースカンファレンス　診断と治療へのアプローチ，pp285-287，東京，中山書店，2014.
3）高尾昌樹．死亡診断書および病理解剖の承諾書，依頼書．鈴木則宏責任編集．神経内科研修ノート，

pp673-678，東京，診断と治療社，2014.
6-2．獲得研究費

1）プリオン病剖検脳を用いたプリオン蛋白軸索輸送と変性疾患関連蛋白の神経病理学的検討．2014（平成 26）
年度～ 2016（平成 28）年度　文部科学省　科学研究費補助金基盤研究Ｃ（一般）（代表）

2）脳虚血後微小循環障害の機序解明 - アンギオテンシンに注目して -　文部科学省科研費（基盤 C）（代表）
3）脳微小循環障害時の血栓形成における angiotensin の役割についての検討　文部科学省科研費（若手 B）（代表）
4）厚生労働省　難治性疾患克服研究事業　遅発性ウイルス疾患に関する調査研究（分担）
6-3．受賞

1．日本神経病理学会学会賞（人体病理学的研究）Funabe S, Takao M, Saito Y, Hatsuta H, Sugiyama M, Ito S, 
Kanemaru K, Sawabe M, Arai T, Mochizuki H, Hattori N, Murayama S. Neuropathologic analysis of Lewy-related 
a-synucleinopathy in olfactory mucosa. 

2．高尾昌樹．感謝状　群馬県警察本部刑事部長
6-4．特許，実用新案
　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
ている．さらに高齢化に伴い，多くの合併症をかかえる症例に対応するため，総合内科としての診療，ひろく神経疾
患に対応できる体制の構築を目指し，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
　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：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・診療部長：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
　（以下，大学腎臓内科と兼担）
　井上勉，高根裕史，友利浩司，瀬戸建，小野淳，天野博明，伊藤悠人，杉山圭
　岡田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 を持った社会に役立つ医師・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．

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
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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，急性腎障害発症後の長期
予後調査，心腎連間と急性腎障害などの研究も行っている．
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（岡田，渡辺）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
　Editorial board: American Journal of Nephrology 等
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表

大学病院分，地方規模の研究会，商業誌への総説は除く
① Home hemodialysis and conventional in-center hemodialysis in Japan: a comparison of health-related quality of 

life.　Watanabe Y, Ohno Y, Inoue T, Takane H, Okada H, Suzuki H. Hemodial Int. 2014　;18 Suppl 1:S32-8. 
②Blood glucose levels in peritoneal dialysis are better reflected by HbA1c than by glycated albumin.　Watanabe Y, 

Ohno Y, Inoue T, Takane H, Okada H, Suzuki H. Adv Perit Dial. 2014;30:75-82.
③ Long-term survival benefits of combined hemodialysis and peritoneal dialysis.

Suzuki H, Hoshi H, Inoue T, Kikuta T, Takane H, Takenaka T, Watanabe Y, Okada H, Kimura Y.
Adv Perit Dial. 2014;30:31-5.

④ Evidence-based Clinical Practice Guideline for CKD 2013　Clinical and Experimental Nephrology. Okada H, 
Watanabe Y, et al  2014, Volume 18, Issue 3, pp 346-423

【総数：英文論文 4 件，学会発表 100 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
　埼玉透析医学会，埼玉県内科専門医会
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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：腫瘍内科学：博士
奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）：教授：診療科長：腫瘍内科学（緩和医療）：博士（2014 年 4 月 30 日退職）
髙橋孝郎（TAKAHASHI, Takao）：教授：診療科長：研究主任：教育主任：腫瘍内科学（緩和医療）：博士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014 年 9 月 1 日就任）
板谷亜希子（ITAYA, Akiko）：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
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（EGUCHI, Kenji）：非常勤講師：博士
瀧川奈義夫（TAKIGAWA, Nagio）：非常勤講師：博士　
平家勇司（HEIKE, Yuuji）：非常勤講師：博士
米盛　勧（YONEMORI, Kan）：非常勤講師：博士
堀田勝幸（HOTTA, Katsuyuki）：非常勤講師：博士
公平　誠（KOUDAIRA, Makoto）：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 2 名 （畝川，髙橋）
　　　3 年生 診療総論：がん （畝川）
　　　4 年生  腫瘍総論：薬物療法 1 （畝川）
　　　　 腫瘍総論：薬物療法 2・支持療法・他 （畝川）
　　　　　　 腫瘍総論：生物統計 / 臨床試験総論 （畝川）
　　　　　 腫瘍総論：分子標的治療 （瀧川）
　　　　　　 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：がん医療における医療倫理 （江口）
　　　　　 腫瘍総論：緩和医療 （髙橋）
　　　　　　 腫瘍各論：乳腺 （井上）
　　　　　　 腫瘍各論：呼吸器 （堀田）
　　　　　　 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 （公平）
　　　　　　 臨床導入実習 2 名 （畝川，髙橋）
　　　6 年生  医療総論：インフォームドコンセントとがん治療 （畝川）
　　　　　　 医療総論：緩和ケア，疼痛管理，WHO ラダー （髙橋）
　　「卒後教育」
 初期臨床研修 1 名 （畝川）
2-3．達成度
　2014 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初期研修医を対象とした卒後教育を十分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
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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」）

⑥切除不能・再発結腸 / 直腸がん初回化学療法例に対する mFOLFOX6 + bevacizumab （BV）療法，または
XELOX+BV 療法の治療感受性・耐性因子に関するバイオマーカー研究（WJOG7612GTR）

　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
　日本呼吸器学会「専門医テキスト」査読委員会委員
　日本臨床腫瘍学会「新臨床腫瘍学改定第 4 版」編集委員会委員
　Japanese Journal of Clinical Oncology （Reviewer）
　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　教育委員会委員
　日本肺癌学会　治療効果判定基準委員会委員
　WJOG 乳腺委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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論文
① Tsukada H, Yokoyama A, Goto K, Shinkai T, Harada M, Ando M, Shibata T, Ohe Y, Tamura T, Saijo N, for the Lung 

Cancer Study Group of the Japan Clinical Oncology Group （JCOG）. Randomized controlled trial comparing 
docetaxel-cisplatin combination with weekly docetaxel alone in elderly patients with advanced non-small-cell 
lung cancer: Japan Clinical Oncology Group （JCOG） 0207. Jpn J Clin Oncol 45:88-95, 2015.

② Nogami N, Takigawa N, Hotta K, Segawa Y, Kato Y, Kozuki T, Oze I, Kishino D, Aoe K, Ueoka H, Kuyama S, Harita 
S, Okada T, Hosokawa S, Inoue K, Gemba K, Shibayama T, Tabata M, Takemoto M, Kanazawa S,Tanimoto M, Kiura 
K. A phase II study of cisplatin plus S-1 with concurrent thoracic radiotherapy for locally advanced non-small-cell 
lung cancer: the Okayama Lung Cancer Study Group trial 0501. Lung Cancer 87:141-147, 2015.

学会発表
① S. Hironaka , Y. Shimada, N. Sugimoto, Y. Komatsu, T. Nishina, K. Yamaguchi, Y. Segawa, Y. Omuro, T. Tamura, 

T. Doi, S. Yukisawa, H. Yasui, F. Nagashima, M. Goto, T. Esaki, M. Emig, K. Chandrawansa, K. Muro, H. Wilke, A. 
Ohtsu. RAINBOW: a global, phase 3, randomized, double-blind study of ramucirumab （RAM） plus paclitaxel 

（PTX） versus placebo （PL） + PTX in the treatment of metastatic gastroesophageal junction （GEJ） and 
gastric adenocarcinoma following disease progression on first-line platinum and fluoropyrimidine-containing 
combination therapy: a subgroup analysis of Japanese patients. Annual 2014 Meeting of ASCO. June 2014, 
Chicago.

②島田安博，山口研成，畝川芳彦，小室泰司，田村孝雄，土井俊彦，行澤斉悟，安井博史，長島文夫，後藤昌弘，
江崎泰斗，前田開治郞，K. Chandrawansa，H. Wilke，大津敦 . 進行胃癌における RAM/PTX 併用第三相試験

（RAINBOW）: 日本人及び欧米人の部分集団解析 . 第 52 回癌治療学会学術集会 . 2014 年 8 月 , 横浜市 .
③ W. Ichikawa, Y. Sunakawa, A. Tsuji, T. Takahashi, T. Denda, K. Shimada, M. Kochi, M. Nakamura, M. Kotaka, Y. 

Segawa, H. Tanioka, Y. Negoro, A. Takagane, S. Tani, T. Yamaguchi, T. Masuishi, M. Takeuchi, H. Lenz, M. Fujii, T. 
Nakajima. Association of EGFR CA simple sequence repeat 1 （CA-SSR1） variant with cetuximab （cet）-induced 
skin toxicity （ST） in Japanese metastatic colorectal cancer （mCRC） patients （pts） with overexpressed EGFR and 
KRAS exon 2 wild-type （KRAS wt） （JACCRO CC-05/06 AR）. 2015 Gastrointestinal Cancer Symposium of the 
ASCO. January 2015, San Francisco.

④ T. Masuishi, T. Kawase, K. Nishikawa, C. Kunisaki, S. Matsusaka, Y. Segawa, M. Nakamura, K. Sasaki, N. Nagao, 
A. Tsuji, Y. Yuasa, S. Asami, M. Takeuchi, H. Furukawa, M. Fujii, T. Nakajima. Multicenter phase II study of 
trastuzumab with S-1 alone in elderly patients with HER-2 positive advanced gastric cancer （JACCRO GC-06）. 
2015 Gastrointestinal Cancer Symposium of the ASCO. January 2015, San Francisco.

⑤Y. Sunakawa, W. Ichikawa, A. Tsuji, M. Moran, SH. Astrow, D. Yang, W. Zhang, T. Takahashi, T. Denda, K. Shimada, 
M. Kochi, M. Nakamura, M. Kotaka, Y. Segawa, M. Takeuchi, H. Lenz, M. Fujii, T. Nakajima. EGFR ligands and 
ERCC1 mRNA expression to predict clinical outcome in Japanese （JPN） patients （pts） with metastatic colorectal 
cancer （mCRC） harboring overexpressed EGFR and KRAS exon 2 wild-type （KRAS wt） treated with cetuximab 

（cet） plus oxaliplatin-based chemotherapy （JACCRO CC-05/06 AR）. 2015 Gastrointestinal Cancer Symposium 
of the ASCO. January 2015, San Francisco.

著書
①畝川芳彦，中山博文 . がん救急 . 日本がん治療認定医機構教育委員会編 . がん治療認定医教育セミナーテキスト

第 8 版 . 東京，2014 年，pp98-104.
②畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：タキサン系抗癌薬による末梢神経障害への漢方薬予防投与以外の対策

は？佐伯俊昭編 . 乳癌薬物療法ケースファイル . 南江堂，東京，2014 年，pp20.
③畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：感染性腸炎と薬剤誘発性腸炎を区別する方法は？佐伯俊昭編 . 乳癌薬物

療法ケースファイル . 南江堂，東京，2014 年，pp249.
④畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：下痢の治療における整腸薬（ミヤ BM やラックビーなど）の使用方法は？

佐伯俊昭編 . 乳癌薬物療法ケースファイル . 南江堂，東京，2014 年，pp249.
⑤畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：治療中特に気を付けることは？佐伯俊昭編 . 乳癌薬物療法ケースファイ

ル . 南江堂，東京，2014 年，pp249.
⑥畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：乳癌患者の薬物アレルギー症状にステロイド投与は即効性がない？佐伯

俊昭編 . 乳癌薬物療法ケースファイル . 南江堂，東京，2014 年，pp261.
⑦畝川芳彦 . 専門医とのカンファランス：アレルギー発症後に抗癌薬再投与を検討してもよい場合はある？佐伯俊
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昭編 . 乳癌薬物療法ケースファイル . 南江堂，東京，2014 年，pp261.
【総数：論文 2 件，学会発表 5 件，書籍：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
　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：診療部長：感染症，感染制御：博士
　宮里明子（MIYAZATO, Akiko）：准教授：教育主任：感染症，感染制御：博士

2．教育
2-1．目的･目標
　「卒前教育」　市中および病院内で発生する感染症について発症病態を理解する．またその診断・治療について，基
本的な知識を習得する．
　医療関連感染についてはその重要性と意義を理解し，標準予防策や感染経路別予防策について基本知識と手技を習
得する．
　「卒後教育」　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と基本的な手技の習得を目
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
な知識の習得と実践を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）光武，宮里
　「卒前教育」

1）感染症総論・各論　感染症の診断と治療
2）感染制御学　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　7 時間（7 コマ）
【6 年生】内科総論　他　3 時間（3 コマ）
【BSL，チューター】BSL　12 コマ，チューター 2 コマ
【OSCE】評価者，ステーションリーダー（宮里）
【保健医療学部】3 時間（2 コマ）

「卒後教育」
＊感染対策の基本
＊抗菌薬の使い方

2-3．達成度
試験結果等から判断して，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，BSL や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．今後とも埼玉
医科大学感染症科と分担して教育を担当する．

3．研究
3-1．目的・目標
　病院感染に関して，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）Clostridium difficile 感染症 “ 一日 ” 多施設共同研究

3-3．研究内容と達成度
1）MRSA 感染症および対策における研究　臨床分離株における PVL 保有率に関して期間延長して（菌株数を増や

す）継続中
2）カンジダに対する宿主免疫に関する研究　継続中
3）Clostridium difficile 感染症 “ 一日 ” 多施設共同研究　終了し現在化学療法学会にて結果解析中．

3-4．自己評価と次年度計画
昨年度は国際機能評価（JCI，Joint commission international）受審準備のため大部分の時間をあてることになった

が，無事に認証を取得することができた．いくつかの指摘事項があったため，その改善と，特にデバイス関連サーベ
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イランスを充実させる必要がある．

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．研究に大きな変化はない．JCI認証を受け，感染症診療も強化を図る必要がある．

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（宮里　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 他
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　厚生労働省主催 感染対策講習会講師
　MRSA 感染症治療ガイドライン（日本化学療法学会）作成委員
　感染症治療ガイド（日本感染症学会・化学療法学会）作成委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①第 58 回医真菌学会総会　クリプトコックス髄膜炎の発症機序　宮里明子
②第 26 回臨床微生物学会　Kingella kingae による感染性心内膜炎の 1 例　渡辺 典之　他
③第 63 回日本感染症学会・第 61 回日本化学療法学会合同学会　当センターにおける MRSA 菌血症 127 症例の検

討　宮里明子　他
④第 63 回日本感染症学会・第 61 回日本化学療法学会合同学会　当センター集中治療系病棟における抗菌薬の使

用状況と分離菌の検討　吉本夏希　他　
⑤第 63 回日本感染症学会・第 61 回日本化学療法学会合同学会　乳幼児から分離された metallo- β -lactamase
（MBL）産生 Klebsiella pneumoniae について　橋北 義一　他

⑥第 63 回日本感染症学会・第 61 回日本化学療法学会合同学会　MRSA 治療・抗菌薬 TDM ガイドライン MRSA
による心内膜炎の治療　光武耕太郎

⑦ MRSA 感染症の治療ガイドライン　2014 年改訂版　感染症学雑誌（0387-5911）88 巻 5 号 Page597-668　光
武耕太郎

⑧医療関連感染と制御　医療関連感染で問題となる病原微生物・感染性因子の制御　日本防菌防黴学会誌
（2187-431X）42 巻 11 号 Page631-636　光武耕太郎

⑨心・血管系感染症 感染性心内膜炎　日本医師会雑誌 143 巻特別 2 PageS151-S153　
⑩ Clinical features of pulmonary cryptococcosis in non-HIV patients in Japan. Kohno S, Kakeya H, Izumikawa K, 

Miyazaki T, Yamamoto Y, Yanagihara K, Mitsutake K. et al J Infect Chemother. 2015 21:23-30
【総数：論文 5 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師 2 名だが，各診療科からのコンサルト 24 時間 365 日可能であり，貢献していると考える．教育に

関して，研修医にはセミナーも継続している．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継
続しているが，なかなか研究に充てる時間がないのが現状．学会発表や論文発表は，検査技師や薬剤師と連携して行っ
ており評価できる．
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3．10）消化器外科

1．構成員
小山　勇（KOYAMA, Isamu）：教授：運営責任者：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：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：診療科長：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）: 准教授：研究主任：病棟医長：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）：博士
石井利昌（ISHI, Toshimasa）：講師：病棟医長：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） ：博士
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
桑原隆一（KUWAHARA, Ryuichi）：助教：消化器外科
阿南勝宏（ANAMI, Katsuhiro）：助教：消化器外科：博士
石田慎悟（ISHIDA, Shingo）：助教：消化器外科
目井孝典（MEI, Takanori）：助教：消化器外科
椙田浩文（SUGITA, Hirofumi）: 助教：消化器外科：博士
スレスタ サントス（SHRESTHA, Santosh）：助教：消化器外科
小倉通一（OGURA, Michitaka）：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
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 例をこえる．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する．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
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　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垣根なく，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．従って消化器癌の診断，治療を，外科学，内科学の両面から学ぶことができる．
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 5 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 3 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．また例年より多い定
数いっぱいの 6 人のクリニカルクラークシップの学生を担当し，カルテ記載や縫合手技などの実践的な教育に当たっ
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．また日本外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは可能であった．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取得を達成し，高度技能医修得に向けては継続的な
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．
　これまで臨床フェロー制度は順調に遂行されてきたが，全国の複数の病院から臨床フェローの希望がありながら，
採用の確定時期が遅れるため複数の医師が他院を就労先として流れてしまい，結局減員となった．臨床フェローに採
用された医師は多数の手術を経験し，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 23 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））．生体親和性接着剤による膵液瘻，胆汁漏の予防．
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，食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討す
る介入研究

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



消化器外科

680

会，がん集学的治療財団および 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の企画，登録に参
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 3 に入っている．本年度より JCOG 胃がんグループに参加し，JCOG1001（深達度 SS/SE の切除可能胃癌に対
する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第 III 相試験）に症例登録を行った．

宮澤班：高瀬健一郎が食道の再生実験で学位を取得した．大静脈，肝外胆管，食道，胃，大腸，膀胱再生に関する
実験においては，臨床応用可能と考えられる研究結果を得ることができ，国内外に報告した．現在，臨床研究に
進めるよう，多数の大動物における実験を継続するとともに，補足的実験を行っている．

佐藤班：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，食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討す
る介入研究に関しては現在，いずれも症例登録中である．

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

食道癌に対する胸腔鏡下食道切除を 20 例に実施し，術後入院期間の短縮に寄与した．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．

胃癌切除例は 210 例で，このうち 131 例が腹腔鏡下手術であり全体の 62% を占め，昨年度より約 30 例増加し
た．臨床研究では，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比較第 II/III
相試験（JLSSG0901）， 深達度 SS/SE の切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第 III 相試験

（JCOG1001）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，症例を登録した．次年度は，臨床
病期 I 期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡下噴門側胃 切除術の安全性に関する非ランダム化検証的試験

（JCOG1401）および高度リンパ節転移を有するＨＥＲ 2 陽性胃癌に対する術前 trastuzumab 併用化学療法の意義
（JCOG1301）に参加予定である．
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が，引き続き継続中である．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ている．

肝胆膵外科
日本肝胆膵外科学会高度技能修練施設として肝胆膵癌の外科的治療と肝胆膵外科医養成に取り組んでいる．本年度

は 2 名の高度技能専門医を排出することができた．今後も昨今の肝胆膵外科治療に対する世間の厳しい批判によっ
て萎縮医療に陥ることなく難治性癌に取り組み，同時に術式改善を常に考えて安全確実な手術を行っていきたい．

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 351 例．胃がん手術件数は 229 例で切除例が 210 例．腹腔鏡下手術が 132 例（幽門側切除 83 例，
幽門保存胃切除 5 例，胃全摘 27 例，噴門側切除 16 例，その他 1 例）で開腹術が 97 例（幽門側切除 41 例，胃全
摘 34 例，噴門側切除 4 例，その他 18 例）．胃 GIST に対する手術は 8 例で，うち 7 例が腹腔鏡下手術．その他 51
例であった．食道がん手術件数は 64 例．食道がん切除は 51 例で，胸腔鏡下切除が 20 例，サルベージ手術が 7 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，消化器内視鏡科，消化器腫瘍科，放射線
腫瘍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．
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下部消化管
　2014 年全手術症例は 675 例．結腸癌切除 254 例，直腸癌切除 186 例．結腸癌切除のうち開腹が 21 例，腹腔鏡
が 233 例，直腸癌切除は開腹 9 例，腹腔鏡 170 例で，前年より大きく症例数が増加した．厚労省発表の 2013 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 189 例（全国第 3 位）12.5 日（全国第 3 位），直腸癌
切除で 180 例（全国第 6 位）15.2 日（全国第 6 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
　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．先天性胆道拡張症 1 例．膵癌切除は 50 例．うち通
常型膵管癌 40 例，IPMC5 例，PNET3 例など．IPMN3 例，MCN1 例，SCN1 例，S2 例，Psudocyst1 例，腫瘤形成
性膵炎2例，Groove膵炎 1例などであった．術式別では肝切除術111例，膵切除術79例（膵頭十二指腸切除術50例，
膵体尾部切除 20 例，膵全摘術 8 例，核出術 1 例）であった．
　上部消化管領域では，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．腹腔鏡下
胃がん手術も多くの症例に行い，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された．今後さらに，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，消化器腫瘍科，放射線腫瘍科と協力して切除率を向上させる
ことを掲げたい．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
合もさらに増加した．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．さらに消化器内視鏡科，消化器腫瘍科とも協力して手術件数の増加や，臨床試験に加わっ
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．また埼玉県がん対策推進協議
会，がん患者の就労等部会に参加しパンフレット作成に当たった．
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），World Journal of Clinical Oncology 編集委員（岡本）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

①理事
　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），日米医学医療交流財団（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，岡田），
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（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（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）
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6．業績
6-1．論文・学会発表

①山口茂樹 ：腹腔鏡下手術の Knack & Pitfalls　結腸右半切除術　Knack & Pitfalls　大腸・肛門外科の要点と盲点
　pp247-251,2014

②竹下宏樹 他：所属リンパ節転移を認めた長径 7 ㎜の Type Ⅲ 胃カルチノイドの 1 例　京都府立医科大学雑誌 
123（5）:355-361,2014

③原　聖佳 他 Components separation 法で腹壁再建した大腸癌腹壁浸潤の 1 例　日本臨床外科学会雑誌 75
（4）:1115-1119,2014

④岡田克也 他：超高齢者肝癌症例（80 歳以上）に対する腹腔鏡下肝切除術の検討　日本外科系連合学会誌 39
（5）:833-839,2014

⑤田代　浄 他：Inferior oncological prognosis of surgery without oral chemotherapy for stage Ⅲ colon cancer in 
clinical settings　World Journal of Surgical Oncology,2014

⑥ 森 田 洋 平 他：Does transumbilical incision increase incisional hernia at the extraction site of laparoscopic 
anterior resection? The American Journal of Surgery 209（6）:1048-1052,2015

⑦岡本光順 他：外科医が知っておくべき小腸疾患 小腸憩室 術式選択について　臨床外科 69（9）:1088-1091,2014
⑧佐藤　弘 他：胸部食道癌手術におけるＥＲＡＳ　外科 77（2）:147-150,2015
⑨小山　勇 他：手術創の分類と創傷治癒メカニズム　化学療法の領域　31（2）:200-206,2015
⑩宮澤光男 他：追加ニードルを挿入しない単孔式腹腔鏡下肝切除術 10 例の検討　日本臨床外科学会雑誌 75
（8）:2105-2109,2014

【総数：論文 16 件，学会発表 159 件，講演 38 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
③田代　浄：平成 26-28 年度（基盤研究 C）：新規消化管アデノウイルスに由来する腫瘍溶解療法の大腸癌幹細胞

モデルを用いた評価 
④山口茂樹（研究協力者）：平成 26 年度　革新的がん医療実用化研究事業：大腸がん肝転移切除例に適した新規

抗がん剤を用いた術後補助化学療法の研究（JCOG0603）
⑤桜本信一：平成 26 年度 厚生労働科学研究委託費：高度リンパ節転移を有するＨＥＲ 2 陽性胃癌に対する術前

trastuzumab 併用化学療法の意義
⑥桜本信一：平成 26 年度厚生労働科学研究委託費：患者の QOL 向上をめざした胃がんに対する低侵襲標準治療

確立に関する多施設共同試験
6-3．受賞
　①合川公康：第 27 回日本消化器病学会　奨励賞
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

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ほぼ満足のいく成果が上げられたと評価している．内科系のうち消化器内視鏡科のス
タッフ増加により，検査業務は安定化したが，化学療法担当の消化器腫瘍科のスタッフはまだ不足状態であり消化器
外科から応援の外来・病棟診療や業務サポートを余儀なくされている．上部消化管外科は櫻本教授ならびにスタッフ
の協力により，診療体制は安定しているが多くのフェローを抱える体制であり今後固定スタッフの問題がある．平成
26 年度は消化器病センターにおいて，1,200 例をこえる手術を行い，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多
くのスタッフ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
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の面の研究も着手した．毎年恒例の外科・内科合同の消化器病センター年次報告会では，各部門からの教育・研究・
臨床の業績報告を行う．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てゆく．



臨床医学部門（日高キャンパス）

684

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：診療副部長，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：診療部長，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
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
山口　慧（YAMAGUCHI, Kei）：助教：乳癌の生物学的予後因子：教育員，研究員

2．教育
2-1．目的･目標
　乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対する正確な診断能力と診
断技術を習得する．治療面では外科的基本手技の習得をするとともに特に乳癌の外科的治療につき理解し技術を習得
する．最終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である．大学院教育においては
乳腺外科学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的
研究が行える人材の育成を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる．画像診断は，
まず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの読影能を身に
つけ，CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる．毎週行われ
るカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し，要点を人に伝える技
術も習得でき，術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・再発乳癌の薬物療法の治療アルゴリ
ズムも理解できる．
　医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常識
として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した画像診
断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象とした BSL，クリニカル・クラークシップではケース・
プレゼンテーションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる．大学院教育におい
ては，乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．
こうしてバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラメイド治療につながる遺伝子解析につい
ての研究を行う．
2-3．達成度
　前期研修のローテーターにはクルズスを組み，①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画
像診断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法
＆ホルモン療法）の内容で講義を行った．個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い，基本的なマンモグラフィ
とエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基本的な外科手技である縫合，糸結びを
単独で施行可能になるまで指導できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで
外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，少しでも興味を持たせたい．5 年生のク
リニカルクラークシップ，6 年生のアダバンストクラークシップでは診療での魅力に加え，自分のキャリアパスを考
える場として色々なアドバイスを提供したい．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さらにアピールしたい．
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3．研究
3-1．目的・目標
　研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① Diffuse optical spectroscopy imaging（DOSI）による乳癌薬物療法の治療効果モニタリングの 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アロマターゼ阻害剤投与時の骨密度，骨強度および骨
代謝マーカーの変化④ 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⑦治療効果の画像診断および病理診断⑧高齢者乳癌の生物学的特徴と予
後に関する研究⑨併存疾患の有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑩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⑪家族性腫瘍に関する研究
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（Cancer Sci. 2014 Jul;105（7）:833-9, PLoS One. 2014 Jun 6;9（6）:e98715.）．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，新たな因
子の臨床的意義について研究を進めている（乳癌における科学療法ならびにホルモン療法耐性に関与する因子の発現
に関する臨床病理学的研究）．
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 2（1）:1-7, 2014）．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，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，査読委員 , 日本乳癌検診学会誌の編集委員を務めている．
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 Nakamiya N, Ueda S, Shigekawa T, Takeuchi H, Sano H, Hirokawa E, Shimada H, Suzuki H, Oda M, Osaki A, Saeki 
T. Clinicopathological and prognostic impact of imaging of breast cancer angiogenesis and hypoxia using diffuse 
optical spectroscopy. Cancer Sci. 2014 Jul;105（7）:833-9.

② Ueda S, Kuji I, Shigekawa T, Takeuchi H, Sano H, Hirokawa E, Shimada H, Suzuki H, Oda M, Osaki A, Saeki T.　
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Optical Imaging for Monitoring Tumor Oxygenation Response after Initiation of Single-Agent Bevacizumab 
followed by Cytotoxic Chemotherapy in Breast Cancer Patients. PLoS One. 2014 Jun 6;9（6）:e98715.

③ Osaki A, Shimada H, Sugitani I, Sugiyama M, Nakamiya N, Hirokawa E,  Shigekawa T, Ueda S, Takeuchi H and 
Saeki T. Profiling and Characterization of Breast Cancer Based on Noncoding RNA Analysis Global Journal of 
breast cancer research 2014 Sep;2（1）:1-7.

④ Sugiyama M, Hasebe T, Shimada H, Takeuchi H, Shimizu K, Shimizu M, Yasuda M, Ueda S, Shigekawa T, Osaki A, 
Saeki T. Grading system for blood vessel tumor emboli of invasive ductal carcinoma of the breast. Human Pathol 
46（6）:906-916,2014

⑤ Ueda S, Saeki T. Near-infrared optical imaging of cancer vascular remodeling after antiangiogenic therapy. 
Breast Cancer. 2014 Nov;21（6）:776-9.

⑥大崎昭彦，島田浩子，杉谷郁子，杉山迪子，廣川詠子，中宮紀子，上田重人，重川　崇，竹内英樹，佐伯俊昭 . 
70 歳以上の手術可能高齢者乳癌の治療選択と予後に関する検討 . 乳癌の臨床 30（1）:51-56, 2014

⑦島田 浩子，佐伯 俊昭，上田 重人，重川 崇，松浦 一生，杉谷 郁子，杉山 迪子，廣川 詠子，佐野 弘，中宮 紀子，
竹内 英樹，高橋 孝郎，大崎 昭彦 . HER2 陰性原発性乳癌に対する術前化学療法（Nab-Paclitaxel followed by EC
療法）の安全性に関する中間報告 . 第 22 回日本乳癌学会学術総会，大阪，，2014．

⑧廣川 詠子，（大崎 昭彦），重川 崇，上田 重人，杉山 迪子，杉谷 郁子，島田 浩子，佐伯 俊昭，横川 秀樹，中塚 貴志，
竹内 英樹，佐野 弘，高橋 孝郎，岡部 みどり，小島 真奈美，当院における乳房再建の変化．第 22 回日本乳癌
学会学術総会，大阪，2014．

⑨重川 崇，伊地知 暢広，池田 和博，宮崎 利明，堀江 公仁子，青儀 健二郎，津田 均大崎 昭彦，佐伯 俊昭，井上 聡，
清水 千佳子，佐治 重衡，エストロゲン応答遺伝子 EBAG9 は乳癌におけるタモキシフェン治療抵抗性に関与する．
第 22 回日本乳癌学会学術総会，大阪，2014．

⑩杉谷 郁子，松浦 一生，佐伯 俊昭，上田 重人，島田 浩子，杉山 迪子，廣川 詠子，佐野 弘，中宮 紀子，重川 崇，
竹内 英樹，高橋 孝郎，大崎 昭彦，HER2 陽性乳癌に対する術前 Docetaxel, Carboplatin, Herceptin（TCbH）療
法の第 II 相臨床試験の中間解析．第 2 回日本乳癌学会学術総会，大阪，2014．

【総数：論文　10 件，学会発表　19 件】
6-2．獲得研究費
（1）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｂ）「光イメージングによる腫瘍血管・低酸素を標的とした抗癌剤

反応性バイオマーカーの開発」課題番号：26282144　研究代表者　阪原晴海　研究分担者　上田重人　3,250
千円，佐伯俊昭　195 千円

（2）厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業））「がん診療ガイドライン普及
促進とその効果に関する研究及び同ガイドライン事業の在り方に関する研究」課題番号：H26- がん政策 - 指定
-001　研究代表者　平田公一　研究分担者　佐伯俊昭　900 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」課題番号：25830105　研究代表者　上田重人　1,040 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 37 回乳腺腫瘍セミナー　2014.9.12
　　石川　孝先生：乳癌治療の個別化に向けた試み
　第 38 回乳腺腫瘍セミナー　2014.11.5
　　難波　聡先生：家族性乳癌・卵巣癌の遺伝カウンセリング
　第 39 回乳腺腫瘍セミナー　2014.12.11
　　大内　徹先生：Recent Progress of BRCA1/BRAT1-associated Breast Cancer Research
　第 40 回乳腺腫瘍セミナー　2014.12.12
　　紅林淳一先生：進行・再発乳癌のホルモン療法～第 1 次・第 2 次療法中心に～
　第 41 回乳腺腫瘍セミナー　2015.3.13
　　戸井雅和先生：乳癌治療　2015 最新動向
　第 8 回市民公開がん医療講座　2014.10.11　乳がんに負けない かろやかに生きよう！
　　大崎昭彦先生：乳がんになりやすい人，なりにくい人
　　吉田裕之先生：がんと遺伝のはなし～遺伝性乳がん・卵巣がん症候群について～



687

乳腺腫瘍科

　　TSUBO-KEN 先生：TSUBO-KEN Solo トーク & ライブ～リレー・フォー・ライフの活動を通して～

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 26 年 4 月 1 日より山口　慧助教がスタッフに加わ
り精力的に診療，学会発表などを行っている．
　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
　鈴木聡一郎（SUZUKI, Soichiro）: 助教（フェロー）：研究員：修士 * 平成 27 年 1 月～
　呉屋朝幸（GOYA, Tomoyuki）: 客員名誉教授：前杏林大学医学部：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
習で患者さんとの面接や診察を通して検査や治療方針を体験する．
　「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（石田，坂口，金子）．
　　　　　　　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，鈴木）．
　　　　　　　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，とくに原発性肺癌や自然気胸に対する完全胸腔鏡下手術，原発性肺癌の積極的縮小手術，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と胸膜肺全摘術などの臨床研究や，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；　石田，坂口，山崎
　B　診断に関する研究；　石田，山崎，二反田
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　C　治療法に関する研究；　坂口，石田，二反田，山崎
　D　合併症や予後に関する臨床研究；　坂口，山崎
　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）肺すりガラス様結節（GGN）“ 早期肺癌 ” の病理診断・手術に関する研究　80%
2）肺癌組織における　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%
3）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 70%

　B　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　30%
2）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究　70%
3）原発性肺腺癌の前がん状態，上皮内腺癌，微少浸潤性腺癌の CT 画像上の特徴と肺 GGN との関係　80%

　C　治療法に関する研究；
1）悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法（ＩＰＨＣ）・・・学会報告，達成度　80%
2）胸膜中皮腫に対するＩＰＨＣと全身化学療法後の胸膜肺全摘術・・・学会報告　80%
3）自然気胸手術時の臓側胸膜カバーリング後の再発率・・・学会報告後も臨床研究継続中
4）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
5）気管支断端瘻予防のための吸収性シートと心膜周囲脂肪織による断端被覆法・・・学会発表（中間報告），　
　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）
　・・学会報告と症例蓄積中 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%
4）原発性肺腺癌の上皮内腺癌，微少浸潤性腺癌の手術成績に関する調査

　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% は学会報告を行った．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　305 例であったが，原発性肺癌 154 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．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．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本臨床外科学会誌　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坂口浩三，二反田博之，山﨑庸弘，石田博徳，田口　亮，金子公一：当院での中皮腫に対する胸膜肺全摘術．第

15 回胸骨正中経路による肺癌手術懇話会　（日本橋）　2014.4.12
②二反田博之，田口亮，山崎庸弘，坂口浩三，石田博徳，金子公一：右側大動脈弓を伴った左上葉肺癌の 1 手術例．

第 165 回日本胸部外科学会 関東甲信越地方会（横浜市）2014.6.7 
③石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，二反田博之，田口　亮，金子公一 : 気管支断端瘻予防のための吸収性シートと

心膜周囲脂肪織による断端被覆法．第 55 回日本肺癌学会学術集会（京都市）2014.11.15
④山﨑庸弘，石田博徳，坂口浩三，二反田博之，田口　亮，金子公一：当科で経験した縦隔原発悪性胚細胞腫切除

例 10 例の治療成績について．第 55 回日本肺癌学会学術集会（京都市）2014.11.15
⑤二反田博之，坂口浩三，田口　亮，山﨑庸弘，石田博徳，金子公一：術前診断に苦慮した肺放線菌症の 1 例．

第 76 回日本臨床外科学会総会（郡山市）2014.11.21
⑥山﨑庸弘，石田博徳，坂口浩三，二反田博之，田口　亮，金子公一：間質性肺炎合併右上葉肺癌両側縦隔リ

ンパ節転移に対し右上葉切除 ND3 αを施行した 1 切除例．第 171 回日本肺癌学会関東支部学術集会（新宿）
2014.12.6 

　【論文・症例報告・分担執筆】
⑦二反田博之，石田博徳，山﨑庸弘，坂口浩三，金子公一：血友病 A を合併した血気胸の 1 手術例．日本気胸・

嚢胞性肺疾患学会雑誌　Vol.14 No.1 P64-68, 2014
⑧金子公一：差分解説：自然気胸の外科．日本医事新報　No.4697 P57, 2014
⑨二反田博之，田口　亮，山﨑庸弘，坂口浩三，石田博徳，金子公一：横隔膜腫瘍に対する手術症例の検討．胸部

外科　Vol.67 No.11 P982-989, 2014
　【講演】
　⑩金子公一：呼吸器外科医の思うこと . 第 31 回日本呼吸器外科学会総会　（東京）2014.5.29
　【総数：論文・執筆 4 件，学会発表 10 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
　①会長　金子公一　第 31 回日本呼吸器外科学会総会　2014.5.29‐30　ホテル日航東京（東京）

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．教育に関して学生講義やBSLに力を入れ，学生からの高い評価を得ている．臨床研修医に対しても，
診断学の指導や外科的手技や実技の指導に重点を置き，好評であった．研究に関して，限られた医局員のため臨床と教
育にややウェイトが置かれ，学会発表や論文作成の総数は昨年より減少した．今後の課題として取り組みたい．
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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：診療部長：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：副診療部長：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：
神戸　将　（KAMBE, Masaru）: 助教　病棟医長
高橋　研　（TAKAHASHI,Ken）：助教
池田昌弘（IKEDA, Masahiro）：助教
道本　智（DOMOTO, Satoru）：助教
岡田至弘（OKADA, Norihiro）：助教
高澤晃利（TAKAZAWA, Akitoshi）: 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ができること，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）
卒前教育
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　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
　①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究平成 14 年，埼玉医科大学病院時に心臓移植
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実施施設に認定され，平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実施した．当院においては，平成 22 年 7 月に心
臓移植実施施設の認定を受け，同年 9 月に第 1 例目の心臓移植手術を実施した．また，補助人工心臓治療症例の自
己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓再生医療も実施し，LVAS 離脱成功症例も増加しつつ
ある．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 Cardiac Surgery: MICS）など低侵襲の治療に特化し，大血管疾患に関しては，ステ
ントグラフトを用いた血管内治療も行っている．当診療科は，外科手術の適応外とされる合併症等がなければ，低左
心機能，慢性維持透析患者なども手術適応と考えており，特に維持透析患者の開心術は全体のほぼ 10% に及ぶ．ま
た，当院は心臓移植の認定施設であり，心臓移植以外では救命できない患者に対しては心臓移植手術を実施している．
昨年度から引き続き，24 時間体制での緊急手術の対応や，重症患者などの手術にも積極的に対応した結果，平成 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心臓血管外科手術における治療戦略：Trifecta 生体弁を用いた心臓血管外科手術における治療戦略について：
2014 年 5 月日（新浪）：名古屋徳洲会総合病院

②第 11 回毛呂山・越生糖尿病症例検討会：糖尿病患者に対する冠動脈バイパス術の治療戦略：2014 年 5 月日（新
浪）：埼玉医科大学丸木記念館 
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③第 165 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会 ランチョンセミナー：冠動脈バイパス術におけるハーモニックカ
ルペルの有用性：2014 年 6 月日（新浪）ワークピア横浜

④第 101 回東海心臓外科懇話会：糖尿病患者に対する冠動脈バイパス術：2014 年 9 月日（新浪）:　アクトシティ
浜松コングレスセンター 

⑤第 92 回宮崎市郡医師会病院心臓病研究会：大動脈弁狭窄症に対する治療 ?TAVI の導入による外科治療の今後：
2014 年 11 月日（新浪）：宮崎観光ホテル 

⑥第 25 回関東心臓外科手術手技研究会：OPCAB の際の ITA による sequential 吻合のコツ：2014 年 11 月日（新
浪）：ホテルオークラ東京 

⑦立川綜合病院学術講演会：最新の心臓血管外科手術 ? 重症心不全の外科治療と経カテーテル大動脈弁留置術 ?：
2014 年 11 月日（新浪）：立川綜合病院

⑧横浜心臓外科セミナー：re-visit for CABG- 私の基本手技と戦略 -：CABG における動脈グラフトの意義：2015 年
3 月日（新浪）：ホテルニューグランド本館 

6．業績
6-1．論文・学会発表　　指針構築　

① Satoru Domoto, Hiroyuki Nakajima, Hiroshi Niinami, Fumiko Kimura : Double giant pseudo aneurysms of the 
aortic root and arch after ascending aorta replacement : Journal of Vascular surgery .2014.04

② Satoru Domoto, Hiroshi Niinami, Fumiko Kimura, Akimitsu Nasuno : Clinical images of radiation-induced heart 
disease : European Heart Journal online 2014.04

③ Nakajima H, Iguchi A, Tabata M, Koike H, Morita K, Takahashi K, Asakura T, Nishimura S, Niinami H,: Predictors 
and prevention of flow insufficiency due to limited flow demand:J  Cardiothorac Surg.2014 .12

④朝倉利久，小池裕之，中嶋博之，上部一彦，田畑美弥子，森田耕三，高橋研，道本智，岡田至弘，鈴木大悟，林
祐次郎，井口篤志，新浪博士：当院の device 特性を考慮した EVAR device 選択の変遷と遠隔期成績改善を期待
した治療戦略：第 42 回日本血管外科学会学術総会：2014 年 5 月 23 日：リンクステーション青森

⑤道本智，井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，森田耕三，高橋研，岡田至弘，鈴
木大悟，高澤晃利，新浪博士：冠動脈バイパス術中に発症した逆行性大動脈解離の 1 例：第 165 回日本胸部外
科学会関東甲信越地方会：2014 年 6 月 7 日：ワークピア横浜

⑥田畑美弥子，森田耕三，高橋 研，道本 智，岡田至弘，高澤晃利，小池裕之，上部一彦，中嶋博之， 朝倉利久，
井口篤志，新浪博士： 　左前下行枝ひ ? まん性病変に対する血行再建　?Multiple sequential anastomoses or 
Onlay patch grafting? ：第 67 回日本胸部外科学会定期学術集会：2014 年 10 月 3 日：福岡国際会議場

⑦高橋 研，中嶋博之，高澤晃利，岡田至弘，道本智，森田耕三，田畑美弥子，
小池裕之，上部一彦， 朝倉利久，井口篤志，新浪博士：慢性維持透析患者の冠動脈バイパス術における両側内胸動

脈使用についての検討：第 67 回日本胸部外科学会定期学術集会：2014 年 10 月 3 日：福岡国際会議場
⑧中嶋博之，上部一彦，朝倉利久，小池裕之，森田耕三，田畑美弥子，道本 智，
岡田至弘，高澤晃利， 井口篤志，新浪博士： 鈍的外傷後急性期の左心室心尖部と前壁基部破裂の修復術：第 67 回

日本胸部外科学会定期学術集会：2014 年 10 月 3 日：福岡国際会議場
⑨中嶋博之，上部一彦，田畑美弥子，森田耕三，小池裕之，高橋 研，道本 智，岡田
至弘，高澤晃利， 井口篤志，新浪博士： MICS 手術における大動脈合併症回避のための手術戦略 : 上行大動脈送血

の 有用性の検討：第 67 回日本胸部外科学会定期学術集会：2014 年 10 月 3 日：福岡国際会議場
⑩森田耕三，小池裕之，高橋　研，道本　智，田畑美弥子，岡田至弘，高澤晃利，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，

新浪博士，金子公一：　心臓血管外科手術における間質性肺炎スクリーニンク ? の有用性に関する検討：第 67
回日本胸部外科学会定期学術集会：2014 年 10 月 2 日：福岡国際会議場

⑪小池裕之，井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦 k，田畑美弥子，森田耕三，神戸将，高橋研，道本智，岡田至弘，
高澤晃利，新浪博士：TAVR 時代における大動脈弁狭窄症の治療戦略：第 45 回日本心臓血管外科学会学術総会：
2015 年 2 月 16 日：国立京都国際会館

⑫上部一彦，朝倉利久，小池裕之，森田耕三，田畑美弥子，高澤晃利，岡田至弘，道本智，高橋研，中嶋博之，井
口篤志，新浪博士：StanfordA 型急性大動脈解離手術 Open Stent-graft の残像儀腔血流に対する影響：第 45 回
日本心臓血管外科学会学術総会：2015 年 2 月 17 日：国立京都国際会館

【総数：論文 5 件，学会発表 36 件，講演 14 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
　①第 5 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2014 年 4 月 14 日　：
　　埼玉医科大学国際医療センター
　②第 6 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2014 年 10 月 27 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臨床研究，基礎研究などの学術にも取り組み，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．重症
心不全の分野では植込み型補助人工心臓の本邦で使用できるすべての機種を導入し，良好な成績を納めている．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．
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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）
　高見向平（TAKAMI, Syohei）：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 では，受け持ち患者の病態・治療方針が理解
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，術者・助手
として手術を行い，学会発表，論文発表を行う．
　大学院教育：研究を行う上で必要な文献検索，文献の読み方，問題点の把握，仮説の立て方を指導する．研究の基
本手技を学び，実践できるようにする．また，仮説を実証するための研究法について，院生が考え，それを組み立て
ることができるようにする．また，研究費獲得の為の基本的な考え方，研究費応募法について学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育：小児外科の授業は，古村　眞，寺脇　幹，佐竹亮介，中野美和子が担当した．BSL の学生は，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，受け持ちの患
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った．
　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，高見向平が担当した．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，以前当科で作成されたテキストブックに準拠して授業が行われ，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て担
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，患者のプレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるような体制をとった．患者管理の為の診断方法，治療方
針について自身で組み立てさせ，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．学生が十分な知識を得たか，試験にて確認した．限られた講義時間内で効率的
に授業を行うために，授業内容をさらに吟味し，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
ら，臨床応用の為の研究を行っている．科学研究費の助成されている腸管，横隔膜の再生，キメラ化した細胞による
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細胞療法・そ組織再生プロジェクトをスタートさせた．
　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している
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によっ
て，海外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，研究を開始した．
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．新た
なプロジェクトを充実させる．また，臨床研究の症例を蓄積する．

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．
　国際医療センターでは，小児固形腫瘍を中心とした 5 件の手術を施行した．小児腫瘍，先天性心疾患を有する小
児外科疾患，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
　　International Journal of Nanomedicine　　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．埼玉帝京医会北ブロック講演会　
　　2014 年 11 月 6 日　　埼玉グランドホテル本庄（本庄市）
　　演題：日常診療における小児外科疾患のプライマリ・ケアと up to date
　2．第 23 回埼玉西北部小児科症例検討会
　　2014 年 11 月 26 日　　埼玉（坂戸グランドホテル　WIN）
　　演題：日常診療における小児外科疾患のプライマリ・ケアと up to date
　3．地域小児医療勉強会　特別講演
　　2014 年 1 月 16 日　　津田沼中央総合病院 3 階会議室（習志野市）
　　演題：整容性を考慮した小児外科診療

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ishimaru T, Komura M, Sugiyama M, Komura H, Arai M, Fujishiro J, Uotani C, Miyakawa K, Kakihara T, 
Hoshi K, Takato T, Tabata Y, Komuro H, Iwanaka T. Slow　release of basic fibroblast growth factor （b-FGF） 
enhances mechanical properties of rat trachea. J Pediatr Surg. 2015 Feb;50（2）:255-9. doi: 10.1016/
j.jpedsurg.2014.11.012. Epub 2014 Nov 11. PubMed PMID: 25638613.

② Otani Y, Komura M, Komura H, Ishimaru T, Konishi K, Komuro H, Hoshi K, Takato T, Tabata Y, Iwanaka T. 
Optimal amount of basic fibroblast growth factor in gelatin sponges incorporating β -tricalcium phosphate with 
chondrocytes. Tissue Eng Part A. 2015 Feb;21（3-4）:627-36. doi: 10.1089/ten.TEA.2013.0655. Epub 2015 
Jan 20. PubMed PMID: 25287675; PubMed Central PMCID: PMC4334093.

③ Terawaki K, Satake R, Takano N, Yonekawa H, Ikebukuro K, Komuro H, Honma T, Sasaki A, Komura M. A rare 
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case of duplicated vas deferens and epididymis. J Ped Surg Case Reports 2 （2014） 541-543
④古村 眞 . 精巣・精索水瘤，停留精巣 . 小児科（0037-4121）55 巻 13 号 Page1947-1952（2014.12）
⑤鈴木 啓介 , 古村 眞 , 寺脇 幹 , 小高 哲郎 , 佐竹 亮介 , 池袋 賢一 , 米川 浩伸 , 菊地 淳 , 佐々木 惇 , 川嶋 寛 . 腹

腔鏡による検索が有用であった小腸 Peutz-Jeghers 型ポリープによる腸重積の 1 例 . 日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）50 巻 6 号 Page1048-1052（2014.10）

⑥村　眞，佐竹亮介，古村浩子，西澤　悟，浅輪幸世，二藤隆春，星　和人，山岨　達也，高戸　毅，岩中　督　
小児気道再生の基礎的研究から前臨床研究　第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014 年 4 月 3 日～ 5 日　　
国立京都国際会館（京都市）

⑦小髙哲郎，鈴木啓介，佐竹亮介，寺脇幹，古村眞　血便・下血を主訴とする小児に対する大腸内視鏡検査及び内
視鏡的ポリープ切除術について　第 51 回日本小児外科学会学術集会 2014 年 5 月 8 日～ 10 日　大阪国際会議
場（大阪市）

⑧ Komura M, Suzuki K, Satake R, Kodaka T, Terawaki K, Komuro H, Iwanaka T　Trasheoplasty with cartilage 
engineered outside the esophagus PAPS2014 2014年5月25日～29日 FAIRMONT　BANFF　SPRINGS（カナダ）

⑨小髙哲郎，鈴木啓介，佐竹亮介，寺脇幹，古村眞 新生児期の機械的要因に起因すると思われる回盲部捻転の 2
例 第50回日本周産期・新生児医学学会学術集会 2014年7月13日～15日 シェラトン・グランデ・トーキョー
ベイ・ホテル（浦安市）

⑩ Komura M, Suzuki K, Satake R, Kodaka T, Terawaki K. PROMOTION OF TRACHEAL CARTILAGE GROWTH BY 
INTRA-TRACHEAL ADMINISTRATION Of BASIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR（b-FGF） IPEG'S 23rd Annual 
Congress for Endosurgery in Children BAPS 61st Annual Meeting 2014 年 7 月 22 日～ 26 日エジンバラ国際会
議場（イギリス）

【総数：論文 5 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
　平成 26 年度新規として
　　主任研究者　小高哲郎
　　川野小児医学奨学財団助成金研究　平成 26 年度
　　『肝外胆管前駆細胞に注目した胆道閉鎖症の病態解明のための基礎研究』
　文部科学省科学研究補助金　平成 26 年～平成 28 年　基盤研究 C　
　　主任研究者　寺脇　幹
　　『biotube を足場とした自己再生能力を用いた機能的小腸再生の研究』
　主任研究者　小高哲郎
　　『分子生物学的キメラ誘導と抑制性サイトカインを併用した組織再生法の開発』
　主任研究者　鈴木啓介
　　『細胞放出性鋳型を用いた同種生体内 biosheet による機能的横隔膜の再生研究』
　平成 26 年度継続
　　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　佐竹亮介
　　『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』
　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　高戸　毅
　　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　高戸　毅
　分担研究者　古村　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
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され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　医長，軟部腫瘍，医学博士
今西淳悟（IMANISHI, Jungo）：助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，軟部腫瘍，なし
大久保武人（OKUBO, Taketo ）：助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，軟部腫瘍，医学博士
栗原大聖（KURIHARA, Taisei）：助教（フェロー），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得る．そのために系統的に説明し，実例をあげて
具体的に説明する．さらに臨床経験でその知識を再度認知する．
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 年生の実習生と前期研修生
を各 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，重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

知識を押し込むより，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 iPad を用いたテキストブックを作成した．年次を経て改訂してゆ
く予定．

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．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）
5．PET 検査における腫瘍の疑陽性について（責任：今西）
6．骨軟部腫瘍に対する 5 - アミノレブリン酸を用いた術中蛍光診断と Photodynamic Therapy の開発（責任：大

久保）
7．Exostosis of Pes Anserinus の遺伝子学的検討（責任：矢澤）
8．骨軟部腫瘍の凍結組織標本の保存，解析（責任：矢澤）

3-3．研究内容と達成度
疾患台帳（外来，入院，手術，病理）にて症例情報の蓄積をしている．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している．転移性骨腫瘍についての臨床情報をまとめている．徐々
にまとまりつつある．
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，生存率の解析も行っている．結果は学会，研究会にて報告し論文としている．

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．
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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

第 47 回日本整形外科学骨・軟部学術集会査読委員
第 64 回東日本整形外科災害査読員
2014 年 Contemporary Oncology WO-00598-2013-01 
2015 年 World Journal of Surgical Oncology WJSO-D-15-00042 
2015 年 BMJ Case Reports bcr-2015-209999

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：後腹膜癌の 5 例 .　 第 47 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 , 大阪（大阪）
② Yasuo Yazawa： Wide Resection of Soft Tissue Sarcoma - Significance of Anatomical Barrier. The 10TH Asia 

Pacific Musculoskeletal Tumour Society, Melbourne, Australia
③矢澤康男：軟部肉腫の切除縁におけるバリアーの意義 . 第 47 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 , 大阪（大

阪）
④栗原大聖：術中CTを用いて再建した足部PVNSの1手術例. 第11回埼玉オルソペディックセミナー, 川越（埼玉）
⑤大久保武人：当院における chronic expanding hematoma の 13 例，第 47 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術

集会 .　 大阪（大阪）
⑥ Takanori Wakayama：Bilateral non-osteochondroma-related proximal tibiofibular synostosis. Skeletal Radiol, 43
（12）, 1737-1742, 2014

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 Jungo Imanishi：A bone metastasis of non-small cell lung carcinoma with prominent clear cell features. BMJ 

Case Rep, 10.1136-1139, 2014
⑨栗原大聖：転移性軟部腫瘍を初発症状として癌症例の検討，第 55 回関東整形外科学会，さいたま（埼玉）
⑩矢澤康男：整形外科医に必要な骨軟部腫瘍の知識，第 55 回関東整形外科学会，さいたま（埼玉）

【総数：論文 2 件，学会発表 18 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費

平成 26 年度日高プロジェクト骨軟部腫瘍に対する 5 - アミノレブリン酸を用いた術中蛍光診断と Photodynamic 
Therapy の開発（栗原大聖）
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

7．自己点検・評価
スタッフ，症例，研究すべての業績とも順調に伸びている．今後は質の向上を目指す．次年度より海外留学生を受

け入れる予定で有り，我々の良い刺激となろう．更に骨転移外来，サルコーマセンター設置等系統的体制創り継続し
て行くつもりである．
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3．16）脳神経外科（脳卒中外科，脳・脊髄腫瘍科，脳血管内治療科）

1．構成員 
1-1．脳卒中外科

（常勤）
栗田浩樹（KURITA, Hiroki）中央手術部長，診療部長：指導教員：教授：脳血管障害：博士
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）：診療副部長，研修担当医長：指導教員：講師：脳血管障害：博士
池田俊貴（IKEDA, Toshiki）：病棟医長，教育副主任：指導教員：講師：脳血管障害：博士
吉川雄一郎（KIKKAWA, Yuichiro）：外来医長，研究副主任：講師：脳血管障害：博士
伏原豪司（FUSHIHARA Goji）：専門医員：助教：脳血管障害
山口洋平（YAMAGUCHI Yohei）：脳血管外科 fellow：助教：脳血管障害
上野　龍（UENO, Ryu）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
横佐古卓（YOKOSAKO, Suguru）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
鈴木海馬（SUZUKI, Kaima）：後期研修医（G5）：国立循環器病研究センター出向中 
佐藤大樹（SATO, Hiroki）：後期研修医（G5）：済生会熊本病院出向中
柳川太郎（YANAGAWA, Taro）：後期研修医（G5）：中村記念病院出向中
柴田碧人（SHIBATA Aoto）：後期研修医（G4）：虎の門病院出向中
池田峻介（IKADA, Shunsuke）：後期研修医（G4）：助教：脳神経外科一般
栢原智道（KAYAHARA, Tomomichi）：後期研修医（G3）：助教：脳神経外科一般

（非常勤）
大井川秀聡（OOIGAWA, Hidetoshi）：客員准教授：埼玉県立循環器・呼吸器病センター部長：博士
中島弘之（NAKAJIMA Hiroyuki）：非常勤講師：水戸ブレインハートセンター医長：博士
小倉丈司（OGURA,　Takeshi）：非常勤講師：黒沢病院脳卒中センター部長：博士
田辺英紀（TANABE,　Hideki）：非常勤講師：田辺脳神経外科病院院長：博士
湯山隆次（YUYAMA, Ryuji）：非常勤講師：入間川病院部長
坪川民治（TSUBOKAWA, Tamiji）：非常勤講師：所沢中央病院部長：博士
金子伸行（KANEKO, Nobuyuki）：非常勤講師：埼玉県立循環器・呼吸器病センター医長：博士
大塚宗廣（OOTSUKA, Munehiro）：非常勤医師：埼玉県立循環器・呼吸器病センター医長
中島まゆ（NAKAJIMA, Mayu）：非常勤医師：黒沢病院脳卒中センター医師
宮本直子（MIYAMOTO, Naoko）：非常勤医師：老年病研究所付属病院医長

1-2．脳・脊髄腫瘍科
（常勤）

西川　亮（NISHIKAWA, Ryo）：診療部長：代表指導教員：教授：脳腫瘍：博士
三島一彦（MISHIMA, Kazuhiko）：診療副部長：指導教員：教授：脳腫瘍：博士
安達淳一（ADACHI, Jun-ichi）：外来・研修指導医長・研究主任：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
鈴木智成（SUZUKI, Tomonari）：病棟医長・教育副主任：講師：脳腫瘍：博士
福岡講平（FUKUOKA, Kohei）：専門医員：大学院教員：助教：小児脳腫瘍 
石田穣治（ISHIDA, Joji）：医員：助教（臨床フェロー）：脳腫瘍
柳澤隆昭（YANAGISAWA, Takaaki）：客員教務：小児脳腫瘍：博士
内田栄太（UCHIDA, Eita）：後期研修医（G4）：助教：脳神経外科一般

（非常勤）
西本　博（NISHIMOTO, Hiroshi）：非常勤講師：小児脳腫瘍：博士

1-3．脳血管内治療科
（常勤）

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：診療部長：指導教員：教授：脳血管内治療：博士
山根文孝（YAMANE, Fumitaka）：診療副部長：指導教員：准教授：教育主任：脳血管内治療：博士
神山信也（KOHYAMA, Shinya）：外来医長：指導教員：准教授：脳血管内治療：博士
上宮奈穂子（UEMIYA, Nahoko）：研修担当医長：講師：脳血管内治療：博士
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溝上康治 （MIZOGAMI Kouji）：専門医員：助教：脳血管内治療
根木宏明（NEKI, Hiroaki）：専門医員：助教：脳血管内治療
新美　淳（NIIMI, Jun）：助教（臨床フェロー）：脳血管内治療
大塚俊宏（OTUKA, Toshihiro）：助教（臨床フェロー）：脳血管内治療
塚越栄介（TSUKAKOSHI, Eisuke）：後期研修医（G3）：助教：脳神経外科一般

（非常勤）
新見康成（NIIMI, Yasunari）：非常勤講師：脳血管内治療：博士
布施孝久（FUSE, Takahisa）：非常勤医師：脳血管内治療
掛樋善明（KAKEHI, Yoshiaki）：非常勤医師：脳血管内治療
陶山大輔（SUYAMA, Daisuke）：非常勤医師：脳血管内治療
豊岡輝繁（TOYOOKA, Terushige）：非常勤医師：脳血管内治療

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している．
特に，頭部外傷や脳卒中の初療など，一般内科医，外科医にとっても重要な神経救急疾患のマネージメントを重要視
している．

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が主たる目標であり，卒後教育においては，高いレベルの手術技術
の習得は勿論のこと，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を理解するのと同時に，医療
チームの一員として，看護師，薬剤師，リハビリ，検査の技士達との協調性を養うこと，その中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している．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，学位取得を目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：

（1）講義：

竹田　理々子
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 25
頭部外傷 1（総論）
4 年生

頭部外傷の特殊性
脳損傷発生の機序と病態
頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

ヒトの病気 2 神経 26
脳腫瘍 1（総論）
4 年生

脳腫瘍とは何か
脳実質内発生と実質外発生腫瘍の重要性
神経膠腫総論― Neuro-Oncology 分野の最重要腫瘍

栗田　浩樹
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 28
脳外科における外科解剖
4 年生

頭蓋内外科微小解剖
局所解剖と系統解剖の差
顕微鏡下脳神経外科手術の実際

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

ヒトの病気 2 神経 29
脳腫瘍 2（悪性 1）
4 年生

神経膠腫の診断と治療
中枢神経系悪性リンパ腫の発生，頻度，画像，治療
転移性脳腫瘍の画像，原発巣別頻度，治療方針

石原　正一郎
（脳血管内治療科）

ヒトの病気 2 神経 32
脳血管障害 4
4 年生

閉塞性疾患の外科治療 1
脳血管撮影
脳血管内治療総論

西本　博
（非常勤講師）

ヒトの病気 2 神経 33
小児脳神経外科
4 年生

脳・脊髄の先天性奇形
小児脳腫瘍・脳血管障害
水頭症の診断と治療
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栗田　浩樹
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 34
脳血管障害 3
4 年生

脳血管外科総論
くも膜下出血の診断と治療
脳動脈瘤の外科治療戦略

吉川　雄一郎
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 36
頭部外傷 2（各論 1）
4 年生

緊急手術を要する頭部外傷
脳挫傷の治療
急性頭蓋内血腫の分類とその治療

吉川　雄一郎
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 47
頭部外傷 3（各論 2）
4 年生

頭蓋骨骨折の分類と治療
慢性硬膜下血腫の分類と治療
外傷後てんかん

柳澤　隆昭
（客員教務）

ヒトの病気 2 神経 54
脳腫瘍 3（悪性 2）
4 年生

小児がん・小児脳腫瘍の特徴
小児脳腫瘍の種類
小児脳腫瘍の診断と治療

栗田　浩樹
（脳卒中外科）

脳・神経系疾患（10）
脳血管障害 2
6 年生

脳動脈瘤の外科治療
頭部外傷の外科治療
神経救急の初期加療

大井川　秀聡
（客員准教授）

脳・神経系疾患（15）
必須の症候と疾患
6 年生

頭蓋内疾患の救急処置
頭蓋内疾患の緊急手術

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

内分泌・代謝（5）
下垂体腫瘍
3 年生

下垂体腺腫の画像診断
下垂体腺腫の治療
頭蓋咽頭腫の病態と治療

池田　俊貴
（脳卒中外科）

医療総論
（死の概念・臓器移植）
6 年生

脳死と心臓死の違い
脳死判定基準
脳死後臓器移植の手順

栗田　浩樹
（脳卒中外科）

特別演習
（脳血管障害・頭部外傷）
5 年生

脳卒中の発症様式と応急対応
頭部外傷の機転と応急対応

三島　一彦
（脳脊髄腫瘍科）

良医への道
医学英語：医学論文読解

医学論文読解の指導（2）PBL：3 つの課題を担当．

（2）臨床推論：教員が順に担当．
（3）BSL：全教員がクルズス，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．
（4）CC：BS 全教員が担当患者を決めてカンファランスでの症例提示などを指導．

卒後教育：日々の手術や患者管理の指導に加え，以下の教育セミナーを主催，あるいは後期研修医や教員を派遣した．
（1）The 14th Helsinki Live Demonstration Course in Operative Neurosurgery. 
（2）国循脳血管外科フォーラム 2014. 第 20 回脳血管外科治療セミナー
（3）第 35 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ．
（4）多摩微小解剖セミナー
（5）OSCE 評価者講習
（6）Visiting fellow, Department of Cerebrovascular Surgery, UCSF Medical Center.
（7）埼玉医科大学臨床指導医セミナー
（8）埼玉医大国際医療センター脳卒中外科手術手技セミナー
2-3．達成度
　講義，PBL，BSL・卒後教育全てにおいて責任を全うすることが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：講義については，今後学生の関心と理解を深めるため，3D- の動画や手術 video を多用してより visual
な「体験的な講義」を心がけている．また細かい医学的な専門知識の詰め込みではなく，将来どの診療科に進んでも
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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を導入した．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
に配慮した．特に BSL では，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．結果，本学から過去 3 年間に 6 名の新入医局員を
迎えることができた．
卒後教育：

脳卒中外科においては，手術技術の向上をその教育の核とし，診療科で行われたすべての手術について，ビデオカ
ンファレンスを行って術前・術後の検討を行った．また関連訓練施設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，国立循環器病研究センター脳血管外科
セミナー）で診療部長が構師を務め，医員全員が出席して手術技術の獲得・向上に努めた．平成 26 年度には 5 名の
初期研修医がローテーションし，他大学から手術研修の為の臨床フェローを 2 名受け入れ，専門医員 1 名が Lawton 
MT 教授（UCSF）のもとに留学した．この間の指導が評価され，研修担当医長（竹田理々子講師）が優秀臨床研修
指導医に選出された．また，2014 年度は初めて外国人医師をイタリア，フィレンツェ大学より手術研修のために研
究生として受け入れた．

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，研修医の英語プレゼンテーショ
ン技能の習得にも努めた．

脳血管内治療科では，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た．ま
た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を開催し，
また専門医員 1 名が Moret J 教授（Beaujon University Hospital）のもとに留学した．

3．研究
3-1．目的・目標
　脳神経外科学に関係する基礎科学，診断，治療の全てにわたって新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
脳血管障害研究グループ
（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
（3）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
（4）放射線手術後の血管内皮障害
（5）分泌型 microRNA 発現解析によるくも膜下出血後の脳血管攣縮の新規診断・治療法の開発
（6）くも膜下出血後の脳血管攣縮の分子機序の解明
（7）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
（8）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
（9）くも膜下出血後の血管攣縮予防におけるアスコルビン酸＋ Mg による脳槽洗浄の効果
（10）頸椎骨折に伴う脳血管障害に関する検討．
（11）脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発
（12）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
（13）脳内出血に対する低侵襲手術法の開発
（14）脳内出血患者の予後を左右する因子に関する研究
（15）慢性硬膜下血腫の再発因子に関する研究
（16）慢性硬膜下血腫に対する新しいドレナージ術にの開発

脳腫瘍研究グループ
（1）神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究
（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）中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究
（4）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第 2 相試験
（5）分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発
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（6）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発
（7）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三相臨床研究
（8）高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法
（9）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
（10）成人・小児グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析
（11）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・科学療法第 2 相臨床試験
（12）Pediatric Quality of Life Inventory （PedsQL）? 頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL
（13）青少年の日常生活と脳腫瘍（mobi-kids Japan）
（14）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
（15）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築

脳血管内治療研究グループ
（1）脳血管内治療における脳循環動態・病態生理モニタリング
（2）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
（3）頸動脈ステント留置後の高次脳機能と過灌流状態の脳循環動態
（4）脳卒中に対する血管内治療
（5）各種動脈瘤の流体力学による各種病態解明
（6）脳血管内手術用シミュレーターの開発
（7）動静脈シャント性疾患の高次脳機能
（9）脳卒中後てんかんの脳循環動態・高次脳機能障害
3-3．主な研究内容と達成度
脳血管障害研究グループ

（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（栗田・石原）
【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 43 例
の high-grade AVM を安全に治療する事が可能であり，摘出標本から ONYX が病的な血管に炎症を惹起する事，炎症
細胞の侵潤は周囲脳組織にはほとんど認められない事などが明らかにされつつある．治療効果と病理所見に関しては
複数の学会で報告を行い，現在論文を投稿中である．

【達成度】90%
（2）高難易度脳動脈瘤に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発（栗田・石原）
【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 による手術を現在まで 10 例に施行し，全例で良好な予後が得られた．この手術法が臨床に広く普及すれば，
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．初期治療経験を学会発表し，論文を作成
した．現在長期成績を調査中である．

【達成度】80%
（3）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%
（4）分泌型 microRNA 発現解析によるくも膜下出血後の脳血管攣縮の診断法の開発（吉川・栗田）
【研究内容】

microRNA（miRNA）は近年同定された小分子 non-coding RNA であり，その配列特異的に遺伝子発現を制御する
新たな分子制御機構であるが，脳血管における miRNA の機能に関しては未だ不明な点が多く，くも膜下出血におけ
るその発現や機能に関しては未解明である．われわれは，これまでの動物モデルを用いた網羅的遺伝子発現解析によ
り，動物モデル脳底動脈において経時的に多くの遺伝子発現が変動していることを同定し，こうした遺伝子発現変動
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がくも膜下出血特異的な miRNA により制御されている可能性を考慮している．脳血管攣縮の原因としては，髄液中
および血液中の攣縮誘発物質や血管の形質転換誘発物質の存在が強く疑われているが，分泌型 miRNA が液性因子と
しての機能を有することから，脳血管攣縮においても何らかの重要な役割を担っている可能性が考えられる．本研究
は分泌型 miRNA に着目した新たな視点からの脳血管研究であり，脳血管攣縮に対する新たな診断 ? 治療法の開発を
目指すものである．現在サンプルを鋭意取集中である．

【達成度】20%
（5）くも膜下出血後の脳血管攣縮の分子機序の解明（吉川・栗田）
【研究内容】

くも膜下出血後の脳血管攣縮は，頭蓋内主幹動脈の持続的収縮による脳虚血を引き起こし，患者の生命予後を大き
く左右する．しかし，その分子機構は未だ不明であり，発症を完全に予防，制御するには至っていない．我々はこれ
までに，くも膜下出血後の血管平滑筋収縮性増大が，脳血管攣縮の発症基盤として重要な役割を担うことを明らかに
し，さまざまな先駆的な研究実績を積み上げてきた．本研究はこれをさらに発展的に推進するものであり，以下の 2
つを目的とする．①くも膜下出血後の脳血管における網羅的遺伝子発現解析に基づき，脳血管攣縮発症に関与すると
考えられる新規分子を同定し，脳血管収縮性増大におけるその役割を解明する．②発現変動を認めた候補分子の血中，
髄液中おける経時的推移と脳血管攣縮発症との関連を解明し，脳血管攣縮発症における発症予測バイオマーカーとし
ての役割を検討する．現在サンプルを鋭意取集中である．

【達成度】20%
（6）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（伏原・栗田）
【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．現在サンプ
ルの収集が終了している．

【達成度】40%
（7）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（池田・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 26
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%
（8）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（小倉・栗田）
【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%
（9）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，
現在論文が完成し，学位を習得した．

【達成度】100%
（10）脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発（竹田・栗田）
【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，論文として発表した．現在長
期成績を調査中である．

【達成度】90%
脳腫瘍研究グループ

（1）予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究（西川・
三島）



脳神経外科 

708

【研究内容】
本研究は JCOG 脳腫瘍グループにおける膠芽腫（1308），退形成性神経膠腫（JCOG1016），ならびに低悪性度神

経膠腫（JCOG1303）の多施設共同試験である．JCOG 脳腫瘍グループ代表として全体を総括し，また各研究におい
ては分担研究者として参加した．プロトコール作成に関わり，登録開始以降は積極的に症例登録を行った．

【達成度】70%
（2）高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究（西川）
【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】100%
（3）中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究（西川）
【研究内容】

本研究は厚生労働省科学研究費委託費を頂いた西川班班研究である．この JCOG1114 試験は先進医療 B 制度の適
用を受け，2014 年に登録開始となった．順次登録可能施設を拡大中である．

【達成度】10%
（4）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第 2 相試験（西川）
【研究内容】

膠芽腫においてはMGMTのメチル化がテモゾロミドによる効果予測因子であることが徐々に明らかになってきた．
特に高齢者においては，ドイツの臨床試験の後解析によって，MGMT のメチル化のある症例では，テモゾロミド単
独治療が放射線治療に優るとも劣らない事が示され，高齢者において放射線治療を避けることができる可能性が示さ
れている．我々は，高齢者膠芽腫において，MGMT を前向き研究で解析し，層別化して，MGMT メチル化症例では
テモゾロミド単独治療を，MGMT 非メチル化症例では放射線治療を行う第 2 相試験を開始した．

【達成度】30%
（5）分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発（西川）
【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（次世代がん）に参加した．
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．胚細胞腫に
関してはゲノム解析が終了し，いくつかの新知見が認められ，論文を準備中である．中枢神経原発悪性リンパ腫に関
しては，やはりゲノム解析が終了し論文投稿中である．

【達成度】50%
（6）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三相臨床研究（西川）
【研究内容】

ペプチドワクチンによる再発膠芽腫治療の治験に参加している．ベバシズマブ（遺伝子組換え）の登場などにより
登録はやや難航しているが，平成 28 年 3 月に登録終了となる見込みである．

【達成度】50%
（7）高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法により照射を回避した治療戦略
（三島・西川）
【研究内容】

高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫（ePCNSL）は非常に予後不良であり，標準治療である大量 MTX（HD-MTX）
基盤化学療法と全脳照射は，遅発性神経障害を高頻度にきたし QOL を損ねるため，新たな治療法の開発が必要である．
我々は ePCNSL に対し導入免疫化学療法と維持化学療法を施行し照射は回避する治療戦略をとっている．その有効性
と安全性を評価・検証する．

【達成度】80%
（8）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・西川）
【研究内容】

悪性神経膠腫（グリオーマ）は予後不良な脳腫瘍で，その治療を困難としている理由として，腫瘍細胞が放射線照
射に抵抗性を示すことが挙げられる．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
的とする．データ解析の結果，MRN を阻害する低分子化合物（Mirin）は悪性グリオーマ細胞に対して有効な放射線
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増感剤であり，MRN は悪性グリオーマの放射線治療抵抗性の克服につながる新たな治療標的となる可能性が示唆さ
れた． 

【達成度】80%
（9）成人・小児グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析（安達・西川）
【研究内容】
①グリオーマにみられる遺伝子変異の中で，IDH1/2 変異，染色体 1p/19qloss，MGMT プロモーターメチル化，
TERT，ATRX 及び H3F3A 変異，BRAF 遺伝子異常はグリオーマの診断，予後予測，治療反応性を示すバイオマーカー
として，その解析の重要性が高まっている．自施設内での上記バイオマーカーの効率かつ迅速な解析体制の確立を試
みた．結果，one run で複数遺伝子変異のスクリーニング可能な PCR primer の設定，HRM 法のような簡便で感度・
特異度の高い assay 法を採用することにより効率かつ迅速な分子マーカー異常の解析が可能と考えられた．

【達成度】80 %
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：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，IDH1/2 遺伝子変異の存在は成人神経膠腫の予後良好因
子とされているが，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
極めて少ない．そこで，我々は小児グリオーマに特有な Histone H3F3A，BRAF 遺伝子の変異の有無についても解析
を行い，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．その結果，Histone H3F3A の K27M 点突
然変異を有する小児グリオーマは早期に播種再発を来して予後不良であることを報告した．

【達成度】70%
（10）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・科学療法第 2 相臨床試験（鈴木・西川）
【研究内容】

頭蓋内胚細胞腫に対して放射線化学療法を行う多施設共同第Ⅱ相臨床試験である．現在登録期間中であり，当院に
て診断治療した胚細胞腫の登録を行った．

【達成度】60%
（11）Pediatric Quality of Life Inventory （PedsQL）基準範囲の作成 ? 頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL-（鈴

木・西川）
【研究内容】

頭蓋内胚細胞腫患者に対する，長期的な ADL の把握を目指し，QoL 指標としての PedsQL の妥当性等を探索する
臨床試験に参加した．登録期間が終了し，現在追跡期間である．

【達成度】80%
（12）青少年の日常生活と脳腫瘍（mobi-kids Japan） （鈴木・西川）
【研究内容】

青少年の日常生活と脳腫瘍との関連性を調査する臨床試験に参加した．特に携帯電話との関連解明に重点が置かれ
ている．青少年の脳腫瘍において同意を得られた症例の登録を行った．

【達成度】60%
（13）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（鈴木・西川）
【研究内容】

国立がん研究センター脳腫瘍連携分野（市村研）を中心に全国規模で行われている，小児の頭蓋内胚細胞腫を中心
とした悪性脳腫瘍の新規治療標的およびバイオマーカーの発見を目指している多施設共同研究である．現在，症例の
登録を行っている．

【達成度】40%
（14）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築（鈴木・西川）
【研究内容】

小児頭蓋内悪性腫瘍のうち，特に髄芽腫および上衣腫の遺伝子診断体制の構築を行っている．大阪医療センターと
国立がん研究センターを拠点とする多施設共同研究である．髄芽腫および上衣腫の症例を継続して登録している．

【達成度】40%
脳血管内治療研究グループ

（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・石原）
【研究内容】
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特に近赤外線モニターにて脳局所酸素飽和度を持続的測定（INVOS），ステント留置術後の過灌流の早期発見を可
能にするよう，その数値の基準を作成．今年度には論文にまとめられ投稿済みである．

【達成度】70％
（2）Brain OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発（石原・栗田）
【研究内容】

血管内治療，開頭クリッピング双方で難易度の高い脳動脈瘤の治療，さらに脳動静脈奇形では塞栓術を施行してす
みやかに摘出を行う合同手術など，術式は完成しつつある

【達成度】80％
（3）頸動脈ステント留置後の高次脳機能と過灌流状態の脳循環動態（溝上・山根）
【研究内容】

高次脳機能の推移，それに関連する脳循環動態については現在論文としてまとめ中である．達成度 90％
【達成度】90％
（4）脳卒中に対する血管内治療の成績（溝上・石原）
【研究内容】

急性期脳卒中の血管内治療について，無作為試験である RESCUE-J が一時期開始となったが，その後あらたなエビ
デンスが12月に出て，その臨床試験は中止となった．現在，脳卒中内科と緊密な連携をしつつ新しいエビデンスに則っ
た動線，新しいフローについて検討中である

【達成度】20％
（5）各種動脈瘤の流体力学による各種病態解明（上宮・石原）
【研究内容】

動脈瘤，特に，椎骨動脈解離，破裂動脈瘤の再発に関して流体力学による解析を駆使して病態を解明中である．そ
の成果はいくつかまとまり，海外の他施設と共同研究を模索中である．

【達成度】20％
（6）脳血管内手術用シミュレーターの開発（根木・石原）
【研究内容】

拍動流発生装置によるシミュレーターは完成している．さらにこれを用いて各種コイル，ステントなどデバイスの
使用経験など，また専門医教育の一環としておこなっておりほぼ 90％達成している．いずれ将来的にはカテーテル
実験室にて常にこのようなシミュレーターが使用可能となるようにする．

【達成度】90％
（7）動静脈シャント性疾患の高次脳機能（上宮・石原・山根）
【研究内容】

現在，硬膜動静脈瘻の認知障害に注目している．特に治療後改善する症例が多く，それに関与する病態を解明して
いく．

【達成度】50％
（8）脳卒中後てんかんの脳循環動態・高次脳機能障害（山根）
【研究内容】

脳血管内治療とは直接の関連はないものの，脳卒中後てんかん発作について脳循環動態，高次脳機能の面からその
病態を解明していく． 

【達成度】50％
3-4．自己評価と次年度計画
脳血管障害研究グループ
　本年も複数の科学研究費を獲得することができ（基盤Ｃ　課題番号 25462235　「放射線および塞栓術が脳の血管
内皮細胞，微小循環に与える影響に関する研究：主任研究者：栗田浩樹」，基盤Ｃ　課題番号 26462164　「くも膜
下出血後脳血管攣縮の新たな分子機構の解明と発症予測バイオマーカーの同定：主任研究者：吉川雄一郎」，基盤Ｃ
　課題番号 26461278　「脳虚血後微小循環障害の機序解明―アンギオテンシンに注目して：主任研究者：林健，分
担研究者：栗田浩樹」，また本学からも日高プロジェクト（吉川雄一郎），関口記念特別賞（竹田理々子）の 2 つの
グラントを頂いた．各プロジェクトは概ね順調に成果を上げつつあり，複数の英文論文が作成された．次年度も現在
継続中のプロジェクトを進行させ，また新しい手術術式に対するプロジェクトを複数立ち上げる予定である．
脳腫瘍研究グループ
　本年度も複数の研究補助を獲得することができた．特に中枢神経系原発悪性リンパ腫に関する JCOG1114 臨床試
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験に関しては厚労科研委託費を主任研究者として獲得した．この試験は国際的にも認知され，国内でも先進医療 B
の適用を受け，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，登録を開始することができた．また継
続課題である神経膠腫，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
解析を行い，徐々に結果が出始めている．これらは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，次年度も引き続き積極的に推進させたい．
脳血管内治療研究グループ
　脳循環モニタリングは一定の成果をあげて論文にまとめて投稿済みである．周術期管理，モニタリングについては
すでに完成しつつあり，おおむね目的は達成されたと考えている．他術中モニタリング，特に脳動静脈奇形の術中出
血に関与する要因をあきらかにすること，他静脈血中酸素飽和度等各種新しいモニタリング法も開発されており，そ
れを採用するのがよいか鋭意検討していく．流体力学の応用，さらに脳循環動態，高次脳機能の解明など来年度も上
記研究はそのまま継続していく．さらに，動脈硬化に関わるメカニズム，特に糖尿病との関連についても解明していく．
　特に，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であり，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も力を入れていく必要がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
脳卒中外科および脳血管内治療科は，日本最大の脳血管外科手術数となり，脳卒中内科やリハビリテーション科と

の強い連携のもと，脳卒中センター内で有機的に機能できたと思われる．手術症例の増加は，経験の蓄積となり，手
術成績の向上に直接的に関与している．今後も，引き続いて，更に高度の技術が要求される難度の高い動脈瘤あるい
は脳動静脈奇形の治療法の新しい複合治療法の開発について尽力していく所存である．脳・脊髄腫瘍科は覚醒下手術
をはじめ，悪性腫瘍に対する集学的治療を安定して行ない，術後化学療法で先進医療 B の指定を獲得した．3 診療科
を合わせた手術数は年間 1000 例を超え，脳神経外科学会認定基幹施設として，全国最多となった．今後も手術数の
みでなく，治療成績でも日本の leading hospital としての役割を担えるよう，継続的に努力していく所存である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県医事裁判鑑定人（栗田浩樹）
独立行政法人医療品医療機器総合機構　専門医員（石原正一郎，西川亮，三島一彦）
国立がん研究センター先進医療評価委員会　技術委員（西川亮）

5-2．学術誌・編集委員，査読委員
Neurologia medico-chirurgica （西川亮：Editorial Board, 栗田浩樹，石原正一郎，三島一彦，柳澤隆昭：Reviewer）
Jpn J Neurosurg（栗田浩樹：Editorial Board）
Indian J Neurosurg（石原正一郎：Editorial Board）
J Neurosurg Sci（栗田浩樹：Reviewer）
Clin Neurol Neurosurg（栗田浩樹：Reviewer）
Neuro Image（石原正一郎：Reviewer）
J Neuroendovasc Therapy（石原正一郎：Reviewer）
Acute Med Surg（石原正一郎：Reviewer）
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）
Pediatric International（柳澤隆昭：Reviewer）
Neuropathology（三島一彦：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）

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日本脳腫瘍学会（理事長：西川亮，事務局長：三島一彦）
埼玉脳神経外科医会・理事（栗田浩樹，西川亮）
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日本脳神経外科学会・代議員（栗田浩樹）
日本脳神経外科コングレス・運営委員（栗田浩樹）
日本脳卒中の外科学会・代議員（栗田浩樹）
日本脳卒中学会・代議員（栗田浩樹，石原正一郎）
日本脳神経外科救急学会・評議員（栗田浩樹，竹田理々子，中島弘之）
日本神経救急学会・世話人（栗田浩樹）
日本心・脳卒中学会・評議員（栗田浩樹）
脳神経外科手術と機器学会・運営委員（栗田浩樹）
スパズム・シンポジウム・世話人（栗田浩樹）
Mt. Fuji Workshop on CVD 運営委員（栗田浩樹）
日本高次脳機能障害学会・代議員（山根文孝）
手技にこだわる脳神経外科ビデオカンファレンス・世話人（栗田浩樹）
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）労働大学校非常勤講師（三島一彦）
日本脳神経外科学会診療報酬委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会国際教育小委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会地区代表委員（西川亮）
小児血液・がん学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）
日本脳神経血管内治療学会関東地方会・世話人（石原正一郎）
関東脳神経外科懇話会・幹事（栗田浩樹，石原正一郎）
関東脳核医学研究会・世話人（山根文孝）
Brain Attack Forum 関東・幹事（石原正一郎）
西関東 Neuro IVR セミナー・代表世話人（石原正一郎）
埼玉脳神経外科懇話会・代表世話人（西川亮），同・世話人（栗田浩樹）
埼玉脳血管障害の外科懇話会・世話人（栗田浩樹，石原正一郎）
埼玉ブレインセミナー世話人（栗田浩樹，大井川秀聡）
埼玉中枢神経画像診断研究会・世話人（栗田浩樹，石原正一郎）
埼玉てんかん治療研究会・世話人（山根文孝）
埼玉てんかん懇話会・世話人（山根文孝）
武蔵野脳神経外科手術手技研究会・代表世話人（西川亮），同・事務局（栗田浩樹）
武蔵野脳卒中外科研究会・代表世話人（栗田浩樹），同・事務局（竹田理々子）
新都心神経内視鏡症例検討会・代表世話人（石原正一郎）
日高脳血管障害セミナー・代表世話人（栗田浩樹），同・事務局（鈴木海馬）
埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会・世話人（栗田浩樹，石原正一郎）
西埼玉脳神経懇話会・幹事（栗田浩樹，西川亮，石原正一郎）
西埼玉抗血小板療法研究会・世話人（石原正一郎）
石尊山神経懇話会・世話人（栗田浩樹，西川亮，石原正一郎）

6．業績
6-1．論文・学会発表・講演
脳卒中外科（論文 32，国際学会発表 34，講演 32，国内学会発表シンポジウム 10，一般演題 80）
脳・脊髄腫瘍科（論文 19，学会発表 30，講演 5）
脳血管内治療科（論文 9）
代表論文

① Kikkawa Y, Kameda K, Matsuo S, Kurogi R, Nakamizo A, Mizoguchi M, Sasaki T: Mechanisms underlying 
increased vascular smooth muscle contractivity in the rabbit basilar artery following subarachnoid hemorrhage. 
Acta Neurochir （Wien） 120: 95-98, 2015
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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） 34: 379-386, 2014

③ Ogura T, Takeda R, Ooigawa H, Nakajima H, Kurita H: Effect of diltiazem on sympathic activity in patients with 
hyperacute aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Acta Neurochir （Wien） 120: 47-50, 2014

④ Ooigawa H, Takeda R, Ikeda T, Nakajima H, Yoshikawa S, Otsuka M, Kurita H: Analysis of cerebral perfusion and 
vascular reserve after combined revascularization for moyamoya disease. J Neurol Disorder Stroke [Epub ahead 
of print] 2014

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 Wang L, Yamaguchi S, Burstein MD, Terashima K, Chang K, Ng H-K, Nakamura H, He Z, Doddapaneni H, Lewis 
L, Wang M, Suzuki T, Nishikawa R, Natsume A, Terasaka S, Dauser R, Whitehead W, Adekunle A, Sun J, Qiao 
Y, Marth G, Muzny DM, Gibbs RA, Leal SM, Wheeler DA, Lau CC.  Novel somatic and germline mutations in 
intracranial germ cell tumours.  Nature 511:241-245, 2014.

⑦Feng H, Lopez GY, Kim CK, Alvarez A, Duncan CG, Nishikawa R, Nagane M, Su AJ, Auron PE, Hedberg ML, Wang L, 
Raizer JJ, Kessier JA, Parsa AT, Gao WQm, Kim SH, Minata M, Nakano I, Grandis JR, McLendon RE, Bigner DD, Lin 
HK, Furnari FB, Cavenee WK, Hu B, Cheng SY.  EGFR phosphorylation of DCBLD2 recruits TRAF6 and stimulates 
AKT-promoted tumorigenesis.  J Clin Invest 124:3741-3756, 2014

⑧ Fukuoka K, Yanagisawa T, Suzuki T, Shirahata M, Adachi JI, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M, Nishikawa 
R.Duration between onset and diagnosis in CNS tumors: impact on prognosis and functional outcome. Pediatr 
Int.56:829-833, 2014

⑨ Neki H, Kohyama S, Yamane F, Ishihara H, Uemiya N, Kakehi Y, Niimi J, Ishihara S. The feasibility of 
lumboperitoneal shunting for hydrocephalus after endovascular coil embolization of aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage. Innovative Neurosurgery. 3:43-7

⑩ Kohyama S, Kakehi Y, Yamane F, Ooigawa H, Kurita H, Ishihara S. Subdural and intracerebral hemorrhage caused 
by spontaneous bleeding in the middle meningeal artery after coil embolization of a cerebral aneurysm. J Stroke 
Cerebrovasc Dis. （2014）;23（9）:e433-5.

6-2．獲得研究費
1．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 25462235：放射線および塞栓術が脳の血管内皮細胞，

微小循環に与える影響に関する研究．（主任研究者：栗田浩樹）
2．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 26462164：くも膜下出血後脳血管攣縮の新たな分子

機構の解明と発症予測バイオマーカーの同定．（主任研究者：吉川雄一郎）
3．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）: 悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の開発．
（主任研究者：三島一彦）

4．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 26461278：脳虚血後微小循環障害の機序解明―アン
ギオテンシンに注目して（主任研究者：林　健，分担研究者：栗田浩樹）

5．厚生労働科学研究費委託費：中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準的治療確立に関
する研究．（主任研究者：西川亮）

6．厚生労働科学研究費委託費：予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的
とした多施設共同研究．（主任研究者：成田善孝，分担研究者：西川亮）

7．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．（主任研究者：西川亮）

8．厚生労働科学研究費委託費：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．（主任
研究者：伊東，分担研究者：西川亮）

9．厚生労働科学研究費委託費：小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発．（主任研究者：原，分担研
究者：西川亮）

10．2014年度・日高プロジェクト：くも膜下出血後脳血管攣縮の新たな分子機構の解明と発症予測バイオマーカー
の同定．（研究者：吉川雄一郎）

11．2014 年度・関口記念特別賞：脳内出血の超急性期増大因子に関する研究．（研究者：竹田理々子）
6-3．受賞
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（1）栗田浩樹：Best Doctors in Japan 2014-2015
（2）竹田理々子：関東脳神経外科懇話会・H26 年度年次奨学賞
（3）竹田理々子：埼玉医科大学国際医療センター優秀臨床指導医
6-3．特許・実用新案
　該当なし
6-4．学会，研究会，セミナー等の開催実績
（1）第 8 回埼玉てんかん治療研究会　浦和　2014.4.3　（会長：山根文孝）
（2）第 12 回新都心神経内視鏡症例検討会　神田　2014.5.10　（会長：石原正一郎）
（3）第 43 回西関東 NeuroIVR セミナー　大宮　2014.5.24　（会長：石原正一郎）
（4）第 3 回西北関東脳血管外科手術手技セミナー　須賀川　2014.5.24-25　（会長：栗田浩樹）
（5）第 10 回日本脳神経外科光線力学学会，浜松，2014.6.28（会長：西川亮）
（6）第 1 回 Neurosurgical Forum　川越　2014.7.2　（会長：栗田浩樹）
（7）第 11 回日本脳神経血管内治療学会関東地方会　東京　2014.7.12　（会長：石原正一郎）
（8）第 13 回新都心神経内視鏡症例検討会　神田　2014.10.25　（会長：石原正一郎）
（9）第 48 回埼玉てんかん懇話会　大宮　2014.11.6　（会長：山根文孝）
（10）第 3 回武蔵野脳卒中外科カンファレンス　大宮　2014.11.22　（会長：栗田浩樹）
（11）第 44 回西関東 NeuroIVR セミナー　大宮　2014.12.13　（会長：石原正一郎）
（12）第 1 回埼玉西部脳循環代謝研究会　日高　2015.3.3　（会長：栗田浩樹）
（13）第 2 回日高脳血管障害セミナー　坂戸　2015.3.30　（会長：栗田浩樹）

7．自己点検・評価
脳卒中外科：教育に関しては，講義には staff が，BSL には診療部長以下全員が熱意を持ってあたり，6 名の初期

研修医を受け入れ，後期研修医が 1 名入局し，他大学から臨床フェローを 2 名受け入れ，また初めて手術研修のた
めの外国人医師を研究生として受け入れることができた．研修担当医長が優秀臨床研修指導医に選出された事からも，
一定の成果が得られたと考えられる．研究に関しては，3 つの科研費を含む 5 つの競争的研究費を獲得し，国際学会
に 30 以上の paper が accept され，国内学会でも 100 以上の発表を行ったが，論文制作数が限られており，来年度
は学術論文の制作により力を注ぎたい．診療に関しては，本年度も手術数の増加が得られ，脳動脈瘤，脳動静脈奇形
に関しては，全国一の治療数となったが，現状に満足せず，通常の大学病院では手術不可能な高難度病変を全国から
無差別に受け入れることが可能な組織を目指したい．しかし診療科として最も重要な事は埼玉県における神経救急の
最後の砦として，救急患者を無条件に全例受け入れる体制を維持することであり，今後も救急医学科，脳卒中内科，
脳血管内治療科との密接な関係を維持しながら，「治療戦略の統合化」と「技能分担の細分化」を推し進めていきた
い．それが地域医療と大学病院としての先進医療を両立する鍵であり，「断らない」医療を継続的に実践するために，
今後も精進を重ねたい．（診療部長　栗田浩樹）．

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（診療部長　西川亮）．

脳血管内治療科：今年度はおおむね目標は達成したと言える．診療面では数字においては伸びに限界はあるものの，
当科の医療安全等体制の限界を踏まえると，まず妥当な線であろうと考える．また，教育においても，診療科スタッフ，
フェロー，シニアレジデント，さらに学生教育までおおむね当科の使命は遂行したと考える．研究面では原著論文が
少なく，今年度の課題であった．各人テーマはそれぞれ有しており，それらいっそう掘り下げてまとめて行く必要が
ある．来年にむけて，これら診療，教育，研究面での具体的成果をあげるべくいっそう進めて行きたい．（現・診療
部長　山根文孝）
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脳神経外科（全体）：脳神経外科全体としては手術数の増加が得られ，診療実績の向上は果たせたと思われる．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おり，最近は他大学からの手術見学希望も多い．ま
た 3 科とも臨床フェローを受け入れ，後期研修医も毎年平均 3 名が脳神経外科に入局し．若い力に満ちて世代交代
も順調に進みつつある．研究・教育を含めて，日本の leading hospital / university としての責務を果たせるよう，今
後も 3 科の強い協力関係を維持しながら，それぞれの診療科が独立性を保って，ともに発展できる体制を築いてい
きたい．（運営責任者　栗田浩樹）
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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
石川昌一（ISHIKAWA, Shouichi）: 助教：難治性潰瘍，皮弁移植
池　大官（IKE, Daikan）：研修医

2．教育
2-1．目的・目標：形成外科一般の学生教育は埼玉医大病院で行っており，当科単独では行っていない．研修医も通
常は埼玉医大病院で形成外科の研修を行う．当科は主に頭頸部腫瘍科と診療をともにしているため，頭頸部腫瘍科を
学ぶ学生・研修医に，頭頸部再建について基本的な点を理解してもらう．また，乳腺腫瘍科との合同手術も多く，乳
腺腫瘍科を学ぶ学生・研修医に再建手術を見学，理解してもらう．その他，救急部や骨軟部腫瘍科からも組織欠損の
修復依頼があり，同様に学生の教育に役立てている．なお，現在当科には大学院生はいない．
2-2．教育内容（担当者）：頭頸部再建（横川秀樹・中塚貴志）
　　　　　　　　　　　　乳房再建（廣川詠子（乳腺腫瘍科に属している形成外科医））
2-3．達成度：頭頸部再建，乳房再建，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 26 年度の新患数は 289 名，入院患者数 90 名，入院
手術数 277 件，外来手術数 27 件，総手術数 304 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．50 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
日本創傷外科学会理事 中塚貴志
日本頭蓋顎顔面外科学会監事　　　 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
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日笠志津，須田幸子，石川昌一，市岡滋：難治性下肢潰瘍患者のテーラーメイド栄養療法の確立に向けた予備的
調査：日本下肢救済・足病学会誌，6 巻 3 号，p161 ～ 166，2014 年 9 月

②真野樹子，時岡一幸，松本美樹，田中恵理，長谷川紘也，品川令，箕田碧，富田志保，中塚貴志，須田直
人：　歯肉骨膜形成術を施行した唇顎口蓋裂児の顎裂部の三次元評価　日本口蓋裂学会雑誌　39 巻 3 号：
201-208,2014

学会発表
①横川秀樹，中塚貴志，栗原健：下行大動脈人工血管置換術後の慢性膿胸に対し，遊離広背筋皮弁による充填術を

行った 1 例　第 6 回日本創傷外科学会総会・学術集会 2014 年 7 月 25 日 香川
②横川秀樹，栗原健，中尾阿沙子，中塚貴志，菅澤正：咽喉食摘・遊離空腸再建後に発症した遊離空腸粘膜下動脈

瘤破裂の一例　第 57 回日本形成外科学会総会・学術集会 2014 年 4 月 11 日 長崎
③石川昌一，白石春野，佐藤智也，簗由一郎，市岡滋：仙骨部褥瘡再建における皮弁選択の検討：第 57 回日本形

成外科学会総会・学術集会，2014 年 4 月 11 日，長崎
④石川昌一，市岡滋：糖尿病性踵部潰瘍と踵骨骨髄炎に対し踵骨全摘出術と遊離皮弁を施行した 1 例：第 41 回マ

イクロサージャリー学会学術集会，2014 年 12 月 5 日，京都
⑤石川昌一：慢性創傷の病態に応じた栄養管理：第 13 回日本フットケア学会年次学術集会，2015 年 2 月 14 日，

東京
⑥廣川詠子，横川秀樹，石川昌一，中塚貴志：当院における放射線照射例に対する乳房再建の検討：第 57 回日本

形成外科学会総会・学術集会，2014 年 4 月 12 日，長崎
⑦廣川詠子，石川昌一，横川秀樹，大崎昭彦，中塚貴志：放射線照射後の乳房再建，TRAM flap に部分壊死に対し

遊離真皮脂肪移植による修正術を行った一例：第 6 回日本創傷外科学会総会・学術集会，2014 年 7 月 25 日，
高松

【総数：論文　2 篇，学会発表 7 回】
6-2．獲得研究費：　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：診療部長：小児循環器病学：博士
小林俊樹（KOBAYSHI, Toshiki）：教授：診療副部長：外来医長：代表指導教員：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
小島拓朗（KOJIMA, Takuro）：助教：小児循環器病学
熊本　崇（KUMAMOTO, Takashi）：助教：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
趙　麻未（CHOU, Ami）：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
C．家族性不整脈・心臓伝導障害の遺伝子解析と機能解析
D．遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン等の作成
E．小児心臓移植医療の社会的基盤を検討する
F．乳幼児突然死症候群（SIDS） および乳幼突発性危急事態（ALTE） の病態解明と死亡数減少を計る

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
C．QT 延長症候群，カテコラミン誘発多形性心室頻拍，Brugada 症候群，QT 短縮症候群，家族性心臓伝導障害な

どの遺伝性不整脈に関する多施設共同研究
3-3．研究内容と達成度
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A．左心低形成症候群　病型による治療選択がほぼ確立されてきている．現在ステージ治療中の適切な病状評価法
についての検討を行っている

B．カテーテル治療の導入や保険適応の拡大　日本医師会からの予算も付き 2013 年の冬頃より治験開始予定
C．厚労科研費を中心とした遺伝子解析により，新たな遺伝性不整脈を発見し，解析する．
D．厚労科研費「遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン等の作成に関する研究」を中心に本邦

での遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインを作成する．昨年 4 月から開始している．
E．厚労科研費『小児心臓移植医療の社会的基盤に関する研究』を中心に日本の小児心臓移植の現状を把握し，移

植ドナーの増加を計るためにはどのような体制が必要かを検討する．本年 4 月から開始している．
F．厚労科研費「乳幼児突然死症候群（SIDS） および乳幼突発性危急事態（ALTE） の病態解明等と死亡数減少のた

めの研究」を中心に，SIDS，ALTE を減少させるためにはどのようにする必要があるかを検討する．昨年 4 月か
ら開始している．

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

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．

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 408 名，外来受診総数 3909 名，心臓カテーテル検査 220 名，根治的カテーテル治療 33 名，心臓術

前術後のカテーテル治療 62 名と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，
臨床心臓電気生理

査読委員：Journal of Arrhythmia，心電図，Heart and Vessels，Heart Rhythm，Journal of Arrhythmia Cases，Heart 
Rhythm 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，認定心電検査技師認定委員会委員長
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，
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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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論文
①Kojima T, Kuwata S, Kurishima C, Iwamoto Y, Saiki H, Ishido H, Masutani S, Senzaki H： Aortic root dilatation and 

aortic stiffness in patients with single ventricular circulation. Circ J 2014; 78（10）: 2507-2511
② 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. Pediatr Int. 2014; 56: 258-261
③ Mitani Y, Ohta K, Ichida F, Nii M, Arakaki Y, Ushinohama H, Takahashi T, Ohashi H, Yodoya N, Fujii E, Ishikura 

K, Tateno S, Sato S, Suzuki T, Higaki T, Iwamoto M, Yoshinaga M, Nagashima M, Sumitomo N: Circumstances and 
outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in elementary and middle school students in the era of public-access 
defibrillation: Implications for emergency preparedness in schools. Circ J. 2014; 78:701-7

④小島拓朗，小林俊樹，白石昌久，葭葉茂樹：術後肺動脈狭窄に対する noncomliant balloon の有効性に関する検討 , 
日本小児循環器学会雑誌 . 2014; 30（4）: 424-428

⑤藤田之彦，橋本修，神山　浩，住友直方，上原　任，中島一郎，加納達也，熊谷保宏，片山容一：日本大学医学
部・歯学部と芸術学部演劇学科との学部間協力による標準模擬患者養成，日大医学雑誌 . 2014; 73（1）: 26-30

⑥ Ohkubo K, Watanabe I, Okumura Y, Kofune M, Nagashima K, Mano H, Sonoda K, Nakai T, Kasamaki Y, Hirayama 
H, Sumitomo N, Nakayama T: Spatial and transmural repolarization, and dispersion of repolarization and late 
potentials evaluated using signal-averaged vector-projected 187-channel high-resolution electrocardiogram in 
Brugada syndrome, J Arrhythm  2014; 30（6）: 433-438

⑦ Shimizu A, Mitsuhashi T, Nitta T, Mitamura H, Kurita T, Abe H, Nakazato Y, Sumitomo N, Kadota K, Kimura K, 
Okumura K: Japan Implantable Devices in Coronary Artery Disease （JID-CAD） study design, J Arrhythm. 31（2）: 
83-87, 2014

⑧ Suzuki T, Sumitomo N, Yoshimoto J, Miyazaki A, Hinokiyama K, Ushinohama H, Yasukochi S.: Current trends 
in use of implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization therapy with a pacemaker or 
defibrillator in Japanese pediatric patients. Circ J. 2014; 78（7）: 1710-1716, 

⑨ Abe K, Machida T, Sumitomo N, Yamamoto H, Ohkubo K, Watanabe, I Makiyama T, Fukae S, Kohno M, Harrell 
DT, Ishikawa T, Tsuji Y, Nogami A, Watabe T, Oginosawa Y, Abe H, Maemura K, Motomura H, Makita N. Sodium 
channelopathy underlying familial sick sinus syndrome with early onset and predominantly male characteristics. 
Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014; 7（3）:511-7

⑩三浦　大，賀藤　均，土井庄三郎，朴　仁三，中川雅生，藤原優子，住友直方，深澤隆治，水上愛弓，松裏裕行，
安河内聰，清澤伸幸：日本小児循環器学会所属施設における心臓カテーテル検査・インターベンションの深鎮静
に関する全国調査，日本小児循環器学会雑誌 . 2014; 30（5）; 580-587

⑪ Abe Y, Sumitomo N, Okuma H, Nakamura T, Fukuhara J, Ichikawa R, Matsumura M, Miyashita M, Kamiyama 
H, Ayusawa M, Watanabe, M Joo K, Makita N, Horie M: Successful control of life threatening polymorphic 
ventricular tachycardias by radiofrequency catheter ablation in an infant. Heart Vessel. 2014; 29:422-6. 

⑫趙　麻未，住友直方，加藤雅崇，渡邉拓史，小森暁子，阿部百合子，神山　浩，鮎沢　衛，高橋昌里，三澤正弘，
大塚正弘：心房中隔欠損術後，心室期外収縮に伴う心不全を発症し，カテーテルアブレーションにより改善した
幼児例，心臓 , 2014; 46（supple 3）: 253-25

著書，総説
1．住友直方：刺激伝導系の発達，心臓の成長と不整脈，「HEART’s Selection」発達心臓病学，企画：佐地勉，心臓，

46（2）: 156-161, 2014
2．住友直方：先天性心疾患における不整脈治療の最前線，循環器内科，75（1）; 52-58, 2014
3．住友直方：コラム「基礎疾患を認めない不整脈の管理基準」の改訂，平成 25 年度版学校保険の動向，2014
4．住友直方：小児不整脈の学校生活管理指導ガイドライン（2013），特集小児循環器領域 up to date，小児科，

55（1）：55-54, 2014
5．住友直方：小児循環器専門医のための総説，学校心臓検診，学校生活管理指導表，日本小児循環器学会誌，30
（1）: 11-21, 2014

6．住友直方：頻拍性不整脈，小児科診療　増刊号，77：378-381, 2014
7．住友直方：カテコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT），QT 短縮症候群（SQTS） 「遺伝性不整脈の診断とマ

ネージメント」Expert Consensus Statement を踏まえた遺伝性不整脈の診断とマネージメント，CARDIAC 
PRACTICE：25（2）;111-117, 2014

8．Sumitomo N: Review. Device therapy in Children and Patients with Congenital Heart disease, J Arrhythm, 2014; 
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30（6） 428-432
9．Sumitomo N: Editorial Comment. E1784K Mutation in SCN5A Gene and Overlap Syndrome, Circ J, 78（8）; 

1839-1840, 2014 
10．住友直方：心室頻拍，心室細動「小児疾患診療のための病態生理 1 改訂 5 版」，小児内科：46；366-373, 

2014
学会発表

第 26 回臨床不整脈研究会
1．心房中隔欠損術後，心室期外収縮に伴う心不全を発症し，カテーテルアブレーションにより改善した幼児例

趙　麻未，住友直方，加藤雅崇，渡邉拓史，小森暁子，大熊洋美，阿部百合子，福原淳示，市川理恵，鮎沢　衛，
日根幸太郎，三澤正弘，大塚正弘，牛ノ濱大也
第 25 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会

2．房室結節リエントリー頻拍の slow pathway 焼灼後に junctional tachycardia と思われる頻拍が誘発され診断に
苦慮した一例
加藤雅崇，住友直方，趙　麻未，渡邉拓史，小森暁子，大熊洋美，阿部百合子，福原淳示，市川理恵，松村昌治，
神山　浩，鮎沢　衛

3．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

4．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　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

5．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，小島拓朗，住友直方

6．静脈管ステント留置により新生児期早期の開心術を回避した，下心臓型総肺静脈還流異常合併，単心室，肺動
脈閉鎖の 1 例
葭葉茂樹，小林俊樹，安原　潤，清水寛之，小島拓朗，住友直方

7．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

8．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
APPCS 2014

9．An infant with Brugada Syndrome with atrial tachycardia, ventricular tachycardia, and sick sinus syndrome
Kato M, Sumitomo N, Cho A, Watanabe H, Komori A, Okuma H, Abe Y, Fukuhara F, Ichikawa R, Matsumura M, 
Kamiyama H, Ayusawa M, Takahashi S, Nakamura T, Yokoyama S, Miura M

10．Improvement of cardiac failure after catheter ablation of premature ventricular contraction in a 5-year-old 
infant with post operation of atrial septal defect
Cho A, Sumitomo N, Kato M, Watanabe H, Komori A, Okuma H, Abe Y, Fukuhara F, Ichikawa R, Matsumura M, 
Kamiyama H, Ayusawa M, Hine K, Misawa M, Otsuka M, Ushinohama H

第 117 回日本小児科学会
11．肺ヘモジデローシスを合併した 21 トリソミーの一例

加藤雅崇，渡邉拓史，大熊洋美，松村昌治，鮎沢 衛，住友直方，高橋昌里，金澤剛二，渡邊直樹，泉 裕之
12．学校検診により早期発見と介入が可能であった拘束型心筋症の検討

市川理恵，鮎沢 衛，渡邉拓史，大熊洋美，小森暁子，阿部百合子，神山 浩，住友直方，岡田知雄，高橋昌里
13．SIDS に関する 1 ヵ月健診時と 1 年後の環境リスク因子の検討

平林雅子，田中裕治，吉永正夫，野村裕一，堀米仁志，長嶋正實，牛ノ濱大也，田内宣生，佐藤誠一，住友直方，
白石裕比湖

第 50 回日本小児循環器学会
14．乳児重症左心不全の鑑別診断における心筋血流イメージングの有用性

渡邉拓史，神山　浩，唐澤賢祐，加藤雅崇，大熊洋美，阿部百合子，市川理恵，鮎沢衛，住友直方，高橋昌里
15．QT 延長症候群における当院での管理

小森暁子，住友直方，加藤雅崇，趙　麻未，渡邉拓史，大熊洋美，阿部百合子，市川理恵，神山　浩，鮎沢衛，
高橋昌里
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16．学校管理下の肥大型心筋症による心事故発生状況の変化
阿部百合子，鮎沢衛，加藤雅崇，渡邉拓史，趙　麻未，小森暁子，大熊洋美，市川理恵，神山　浩，住友直方，
伊東三吾

17．胎児・新生児期に発症する先天性 QT 延長症候群 3 型の遺伝子型と臨床症状の関連および治療と予後
堀米仁志，林立申，加藤愛章，高橋美穂，中村昭宏，後藤浩子，岩本眞理，住友直方，吉永正夫，田内宣生

18．心蘇生後に植込み型除細動器の適応となった学校生徒に関する分析
加藤雅崇，鮎沢衛，渡邉拓史，趙　麻未，小森暁子，大熊洋美，阿部百合子，市川理恵，神山　浩，住友直方

19．心房中隔欠損術後，心室性期外収縮に伴う心不全を発症し，カテーテルアブレーションにより改善した幼児例
趙　麻未，住友直方，加藤雅崇，渡邉拓史，小森暁子，大熊洋美，阿部百合子，市川理恵，鮎沢衛

20．Hybrid strategy は左心低形成症候群（HLHS）の予後を変えることができるか？
葭葉茂樹，小林俊樹，安原　潤，熊本　崇，清水寛之，小島拓朗，住友直方

21．修正大血管転位 （cTGA） に対する治療戦略　?Double switch 手術のメリット，問題点とは？
葭葉茂樹，安原　潤，熊本　崇，清水寛之，小島拓朗，小林俊樹，住友直方

20．先天性心疾患における RDW の比較 :RDW は有用な心不全マーカーとなりうるか
小島拓朗，安原　潤，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹

22．卵円孔狭小化を合併した左心低形成症候群に対するカテーテルインターベンション
安原　潤，熊本　崇，小島拓朗，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹，住友直方

23．日本における肺動脈狭窄に対するステント留置術の現状と未来
安原　潤，熊本 崇，小島拓朗，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹，住友直方

第 31 回日本心電学会，第 29 回日本不整脈学会シンポジウム
24．学術諮問委員会提言シンポジウム「小児科領域の遺伝性不整脈に対する薬物療法」

住友直方
25．Progressive Cardiac Conduction Defect in Children

Sumitomo N
ESC 2014
26．How do we explain the risk of sudden death caused by representative cardiovascular diseases diagnosed by the 

screening system for school children?
Ayusawa M, Kato M, Watanabe H, Chou A, Komori A, Abe Y, Kamiyama H, Sumitomo N

第 18 回東京循環器小児科治療 Agora
27．QT 延長症候群の管理についての検討

小森暁子，住友直方，加藤雅崇，趙麻未，渡辺拓史，大熊洋美，阿部百合子，市川理恵，福原淳示，松村昌治，神山浩，
鮎沢衛，高橋昌里

28．先天性心疾患術後の頻拍発作に対する III 群薬の効用について
熊本　崇，住友直方，安原　潤，小島拓朗，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹，細田隆介，宇野吉雅，枡岡　歩，
鈴木孝明
Resuscitation Science Symposium 2014

29．Analysis of Successful Resuscitation for an Emergency in School Demonstrates Contribution of Teachers and 
Proposes Issue for Location of Automated External Defibrillator
Komori A, Ayusawa M, Kato M, Chou A, Watanabe H, Abe Y, Jinbo S, Kamiyama H, Sumitomo N, Takahashi S

30．Basic Life Support and Defibrillation Are Changing the Prognosis of Hypertrophic Cardiomyopathy in School 
Students
Ayusawa M, Kato M, Chou A, Watanabe H, Komori A, Abe Y, Kamiyama H, Sumitomo N, Takahashi S

第 45 回埼玉不整脈ペーシング研究会
31．Glenn 術後の両側大腿静脈閉塞に対し，右腸骨静脈にステント留置術を行い，アブレーションに成功した心房

粗動の一例
熊本　崇，住友直方，小林俊樹，葭葉茂樹，安原　潤，小島拓朗，清水寛之

第 26 回アブレーション関連秋季大会
32．無脾症候群，二重房室結節に合併した心房頻拍に対し，緊急カテーテルアブレーションを行なった 1 例

安原　潤，熊本　崇，清水寛之，小島拓朗，葭葉茂樹，小林俊樹，住友直方，小柳喬幸，山岸敬幸
第 19 回日本小児心電学会



723

小児心臓科（小児心臓科）

33．左側自由壁に存在する slow conducting 副伝導路による房室回帰頻拍を認めた乳児例
熊本　崇，住友直方，安原　潤，小島拓朗，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹，岡　健介

34．副伝導路の焼灼に失敗したが，頻拍のコントロールが可能であった Ebstein 奇形の 1 例
小野　晋，渡邉友博，新津麻子，金基成，西澤崇，柳貞光，上田秀明，住友直方

35．アミオダロンによる肝機能障害のため心室頻拍抑制に難渋した急性心筋炎の乳児例
趙　麻未，加藤雅崇，渡邉拓史，小森暁子，阿部百合子，神保詩乃，神山　浩，鮎沢　衛，高橋昌里，住友直方

36．学校一次心臓検診の心電図検査の実態（12 誘導心電図 vs 省略 4 誘導心電図）
岩本眞理，長嶋正實，吉永正夫，住友直方

講演
1．Sumitomo N: Invited Lecture, APPCS 2014 EP Work Shop Fetal and Neonatal Arryhthmias, Neonatal Atrial 

Flutter: Acute and long term management, , The 5th Congress of Asia Pacific Pediatric Cardiac Society （APPCS 
2014）, New Delhi, India, 2014.3.6

2．住友直方：特別講演「小児における遺伝性不整脈」，第 23 回 近畿不整脈フォーラム，大阪，2014.7.19
3．住友直方：特別講演「運動と小児不整脈」，第 14 回群馬スポーツ医学研究会，高崎，2014.7.29
4．住友直方：器質的心室頻拍（先天性心疾患）日本不整脈学会カテーテルアブレーション関連秋期大会 2013，

カテーテルアブレーション研修セミナー , 新潟，2014.10.11
5．住友直方：学校健診で注意すべき心電図異常，第 8 回城北不整脈フォーラム , 東京，2014.10.24
6．住友直方：カテコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT） update，第 7 回お茶の水ハートリズム研究会，東京，

2014.10.25
7．Sumitomo N: Invited Lecture, Ablation of Pediatric Idiopathic Ventricular Tachyarrhythmia, Pediatric Ablation: 

tips and tricks, 7th Asian Pacific Heart Rhythm Society 2014, New Delhi, India, 2014.10.30
8．住友直方：ランチョンセミナー「小児・若年者の遺伝性不整脈」第 159 回日本循環器学会東北地方会，仙台，

2014.12.6
9．住友直方：特別講演「学校健診と小児の不整脈」，第 158 回日本小児科学会埼玉地方会，さいたま市，

2014.12.7
【総数：論文 12 件，総説著書 10 件，学会発表 36 件，講演 9 件】
6-2．獲得研究費

1．堀江 稔，清水 渉，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，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，中野由紀子：遺伝性不整脈疾患の診断
基準・重症度分類・診療ガイドライン等の作成に関する研究（Ｈ 26 －難治等（難）－一般－ 040）

2．吉永正夫，堀米仁志，住友直方，長嶋正實，清水渉，堀江稔，蒔田直昌，牛ノ濱大也，田内宣生，佐藤誠一，
高橋秀人，酒井規夫，市田蕗子，岩本眞理，野村裕一，太田邦雄，畑忠善，清水　渉：『乳児突然死症候群（SID）
および乳幼児突発性危急事態（ALTE）の病態解明等と死亡数減少のための研究（研究代表者：加藤稲子）』

3．中西敏雄，市田蕗子，賀藤均，小川俊一，山岸敬幸，土井庄三郎，住友直方，犬塚　亮，白石公，朴　仁三，
小野安生，丹羽公一郎，佐地　勉，岡田芳和，福嶌教偉，中川聡，清水直樹，山崎健二，日沼千尋：平成 27 年
度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等政策研究事業，移植医療基盤
整備研究分野，小児心臓移植医療の社会的基盤に関する研究（H 2 5 - 難治等（免）- 一般 - 1 0 2）

4．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
1．葭葉茂樹，小林俊樹，安原　潤，清水寛之，小島拓朗，住友直方：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，第 25 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会，JPIC 賞
6-4．特許，実用新案
　無し

7．自己点検・評価
　今までの経験，周辺医療機関との病診連携を基に，多くの患者の紹介を得て，心臓病センター小児心臓科の入院患
者増加にさらに貢献する努力を行なう．当院では新生児，乳児早期の患者が多く，極めて重症な複雑心奇形の患者が
多いため，術後も種々の緊急処置，緊急カテーテルインターベンション，緊急カテーテルアブレーションなどが必要
となることが多い．また，術後に心内修復が必要な状況が発生し，再手術を行うこともしばしばである．このため，
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入院患者の術前の管理のみならず，術後の管理，患者情報の把握体制を徹底し，患者がトラブルなく手術に望め，術
後も問題なく退院できるように体制を整えるためにさらなる努力を重ねる．また，両親との関係構築も重要で，信頼
される医師，患者関係を築いて行く努力を行なう．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．18）（2）小児心臓科（小児心臓外科）

1．構成員
鈴木孝明（SUZUKI，Takaaki）：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補佐，
　　　　　　　　　　　　　  心臓病センター長，診療部長，研究主任，教育副主任，医学博士
　　　　　　　　　　　　　  専門領域：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），副診療部長，病棟医長，研究副主任，医学博士
　　　　　　　　　　　　　　　 専門領域：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，教育主任，医学博士
　　　　　　　　　　　　　　 専門領域：先天性心疾患外科治療
細田隆介（HOSODA，Ryusuke）：助教
加藤木利行（KATOGI，Toshiyuki）：教授，保健医療学部副学部長，医学博士
　　　　　　　　　　　　　　　　 専門領域：先天性心疾患外科治療

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
いても講義する．BSL，クリニカルクラークシップでは，手術症例についての診断方法，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う．
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を通して治療に参加させ，また手術にも参加することで統合された実習を行
うことができると考えている．多くの研修医の獲得を目指したい．

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．この分野での
臨床研究を行う．また新しい手術方法の開発にも取り組む．
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研究データの解析が終了した．
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3-4．自己評価と次年度計画
　脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている．Hybrid治療は継続中である．また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学会報告と論文作成を予定している．また iPS 細胞
技術を用いて発生分化異常であるファロー四徴症の病因解明を行う研究に着手する予定である．

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

90 例で，全手術が 157 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）：査読委員（鈴木）
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery（日本小児循環器学会機関紙）: 査読委員（鈴木）　 
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery: 査読委員（鈴木）
日本心臓血管外科学会雑誌 : 査読委員（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
　日本胸部外科学会評議員（鈴木）
　日本心臓血管外科学会評議員（鈴木）
　日本小児循環器学会学術委員（鈴木）
　日本小児循環器学会カリキュラム委員（鈴木）
　日本小児循環器学会評議員（鈴木）
　日本心臓血管外科専門医機構試験問題委員（鈴木）

6．業績
6-1．論文・学会発表

学会発表
①土屋真理（学生），枡岡　歩，細田隆介，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明

TCPC 術後大動脈縮窄に対し非解剖学的上行大動脈 - 下行大動脈バイパス術を施行した一例
第 165 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2014/6/7

②細田隆介，枡岡　歩，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明
下心臓型総肺静脈還流異常症を合併した無脾症単心室肺動脈閉鎖の症例に対し静脈管ステントを留置した後肺静
脈還流異常修復術を施行した一例
第 166 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2014/11/8

③細田隆介，枡岡　歩，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明
自己免疫性好中球減少症合併心室中隔欠損症に対し G-CSF 投与下に根治術を施行した一例
第 167 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2015/3/14

④細田隆介，枡岡　歩，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明
修正大血管転位に対する治療戦略
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第 67 回日本胸部外科学会定期学術集会　2014/10/3
⑤枡岡　歩，細田隆介，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明  

Ebstein 病の手術経験 - 新生児症例から成人症例 -
第 50 回日本小児循環器学会学術集会　2014/7/5

⑥宇野吉雅，鈴木孝明，枡岡　歩， 加藤木利行， 葭葉茂樹， 清水寛之， 安原　潤， 小林俊樹
IAA に対する First Palliation としての Hybrid approach の経験と検討
第 50 回日本小児循環器学会学術集会　2014/7/3

⑦枡岡　歩，細田隆介，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明  
Two patch plasty to prevent branch pulmonary artery stenosis in TOF repair
第 14 回小児手術手技研究会　2014/7/3

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

論文
⑨鈴木孝明

リハ医のための心臓外科手術の今
Journal of Clinical Rehabilitation 2014;23（8）:787-9

⑩ Yamagishi S, Masuoka A, Uno Y, Katogi T, Suzuki T,
Influence of bidirectional cavopulmonary anastomosis and concomitant valve repair on atrioventricular valve 
annulus and function.
Ann Thorac Surg 2014;98（2）:641-7

【総数：論文 2 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
　平成 26 年度日高研究プロジェクト
　胸腺線維芽細胞を用いた human iPS 細胞心筋細胞誘導法の確立
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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，BSL 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，学生を指導して学会発表まで達成させることができた . 卒後教育についても後期研修医
を指導して専門医取得に向けて学会発表や手術症例の経験を積ませることができた . 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できる結果を残すことができた . 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 . また，研究をより充実して学会発表と論文を増やしてい
きたいと考えている．
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3．18）（3）小児腫瘍科

1．構成員
　田中竜平（TANAKA, Ryuhei）：教授：運営責任者：診療部長：小児がん・血液疾患
　渡辺温子（WATANABE, Atsuko）：講師：小児がん・血液疾患

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 の一部を渡辺が担当している．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少ない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，後方座席の学生からは，その内容を理解・
記憶しようとする姿勢が感じられない．当方の講義内容の評価はおおむね平均レベルである．
2-4．自己評価と次年度計画
　学生教育に関してはその責を十二分に果たしていると考えている．今後も現在の方針で，対話型（学生に質問し，
意見を発言させる）の講義を行っていく．
　BSL では，努めて臨床現場で必要な実技（鎮静，マルクや骨髄生検，中心静脈確保など）の現場に立ち会わせ，臨
場感を体感させるようにしている．また，若年者への「がんの告知」や「終末期医療のあり方」について，渡辺講師
からディスカッション形式の BSL を行っているが，これらの実習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））

・MLL 関連遺伝子異常を有する AML with myelodysplasia-related changes の異常キメラ遺伝子解析
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，当科には，希少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を蓄積しつつある．単一施設として希少がん症例を短期間に多数集積できる施設は極
めて希である．これらに関し，単一施設としての経験を「臨床研究」の形に昇華させるべく検討中である．
3-4．自己評価と次年度計画
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　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 Watanabe A, Tanaka R. Successful prevention of tumorlysis syndrome using recombinant urate oxidase in a 
patient with metastatic and bulky prostate rhabdomyosarcoma. Case reports in clinical medicine 3: 18-22; 2014

② Watanabe A, Tanaka R, et al. Severe hyperphosphatemia resulting in acute renal failure and ischemic 
encephalopathy in a patient with infantile leukemia. Case report in clinical medicine 3: 129-134; 2014

③ Kanazawa H, Sakamoto S, Tanaka R, et al. Technical refinement in living-donor liver transplantation for 
hepatoblastoma with main portal vein tumor thrombosis ? a pullout technique. Pediatr Transplant 18: 
E266?E269; 2014

④田中竜平，渡辺温子，丹野修宏，当科で最近 4 年間に経験した傍髄膜発生の横紋筋肉腫 3 例：診断，治療そし
て予後の問題点，第 52 回日本癌治療学会，2014，横浜，ポスター

⑤渡辺温子，田中竜平，他，腫瘍崩壊に伴う高リン血症にて急性腎不全および虚血性脳障害をきたした乳児白血病，
第 12 回日本臨床腫瘍学会，2014，福岡，ポスター

⑥ Tanaka R, Watanabe A, et al. SVC syndrome in hematology: The initial response to the steroid is the major 
prognostic factor. 2014, Osaka, Poster presentation.

⑦田中竜平，丹野修宏，渡辺温子，AYA 世代の固形腫瘍患者の治療には多職種合同の治療戦略が必須である，第
56 回日本小児血液・がん学会，2014，岡山，口頭発表

⑧丹野修宏，田中竜平，左大腿部腫脹から肉腫との鑑別を要した成熟 B 細胞性リンパ腫の一例，第 56 回日本小児
血液・がん学会，2014，岡山，ポスター

6-2．総説・著書
田中竜平 ,2 次発がん . （石岡千加史 編）抗がん剤の副作用と支持療法 . 日本臨牀社 , pp524-527, 2014

【総数：論文　4 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．
　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ことを期待したい．
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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
佐藤さゆり（SATO  Sayuri）：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・中村泰大・寺本由紀子）．
研修医・助教等：積極的に外来・病棟診療，研究に従事させ，主治医として手術の執刀をまかせ，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・寺本由紀子）
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，とくにクリニカルクラークシップにて研
修した学生は大いに満足していた．

助教：着実に経験を積み，見識を向上させ，1 名は大学院（がんプロフェッショナルコース）にて学位論文の取得
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，着実に研鑚が積みあげられた．大学院
（がんプロフェッショナルコース）の助教はその研究にて学位論文の取得に至り，成果をあげた．
　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をめざす．とくにメラノーマの分子
標的治療薬やインターフェロン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）
　JCOG メラノーマグループ研究（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（インターフェロン）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．JCOG メラノーマグループ研究は準備中であり，27
年度から開始予定．
3-4．自己評価と次年度計画
　研究発表および論文（とくに英語論文）の業績が増加してきた．今度もさらに臨床経験および研究を重ねて，積極
的な業績の向上に努力したい．
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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
ベルの高度な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，レベルの高い専門的診療を行い，患者の高い満足度も得ら
れている．次年度はさらに患者数とスタッフを増やして規模を拡大し，積極的な展開を進めたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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，International Journal of 
Clinical Oncology などの査読）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：（山本：日本皮膚悪性腫瘍学会理事（財務委員長），日本皮膚科
学会皮膚悪性腫瘍指導専門医委員会委員長，日本バイオセラピー学会評議員，日本がん治療認定医機構暫定教育医な
ど，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

① Nakamura Y, Teramoto Y, Sato S, Yamamoto A. Current Surgical Management of Acral Lentiginous Melanoma, 
Melanoma. Edted by Murph M, Intech Croatia, 2014

② Teramoto Y, Nakamura Y, Yamada K, Yamamoto A: Oral S-1 in advanced cutaneous squamous cell carcinoma. J 
Dermatol 41（6）:494-497, 2014

③ Nakamura Y, Teramoto Y, Tanaka R, Nakamura Y, Maruyama H, Fujisawa Y, Sato S, Fujimoto M, Yamamoto A: 
Surgical management of umbilical basal cell carcinoma: published work review and the optimal depth of surgical 
excision. J Dermato, 41（11）:992-5, 2014

④ Nakamura Y, Teramoto Y, Yamada K, Yamamoto A: Giant vascular eccrine spiradenoma mimicking chronic 
expanding hematoma. J Dtsch Dermatol Ges 12（10）:908-910, 2014

⑤ Nakamura Y, Shimizu M, Fujisawa Y, Taguchi S, Nakamura Y, Teramoto Y, Sato S, Yamamoto A: Pedunculated 
dermatofibrosarcoma protuberans: an unusual presentation. J Dtsch Dermatol Ges 12（12）:1132-1134, 2014

⑥ Nakamura Y, Teramoto Y, Sato S, Yamada K, Nakamura Y, Fujisawa Y, Yamamoto A: Axillary giant lipoma: a 
report of two cases and published work review. J Dermatol 41（9）:841-844, 2014

⑦ Nakamura Y, Teramoto Y, Sato S, Fujisawa Y, Yamada K, Yamamoto A. Long-term control of pleural metastasis 
of Stewart-Treves syndrome with single-agent chemotherapies followed by maintenance chemotherapy, J Dtsch 
Dermatol Ges, in press, 2015

⑧中村泰大，寺本由紀子，山田勝裕，佐藤さゆり，山本明史：悪性黒色腫における所属リンパ節郭清の方針と手術
手技　－世界の趨勢と当科の現状－．Skin Cancer 29（2）: 114-116, 2014

⑨中村泰大，山本明史：どう対応すればよい !?　肺癌の分子標的治療における副作用マネジメントの秘訣 ! ②　皮
膚粘膜障害．薬局　65（12）：83-88，2014

⑩佐藤さゆり，寺本由紀子，中村泰大，山本明史： 15 年間にわたり局所再発を繰り返している高分化型脂肪肉腫
の 1 例 . Skin Cancer, in press, 2015

【総数：論文 29 件，学会発表 18 件，講演 4 件】
6-2．獲得研究費：厚生労働省がん研究開発費　約 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：日高皮膚疾患診療懇話会を 2 回開催第 14 回 2014 年 10 月 9 日・第
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15 回 2015 年 3 月 12 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，ひいては地域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はあ
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・
発展を築きたい．
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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：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：指導教員（大学院）：前立腺小線源治療：博士
城武　卓（SHIROTAKE, Suguru）講師：外来医長：大学院教員（大学院）：博士
鈴木賢次郎（SUZUKI, Kenjiro）：助教：大学院教員（大学院）：博士
安水洋太（YASUMIZU, Yota）：助教：大学院教員（大学院）
花島文成（HANASHIMA, Fuminari）：助教：大学院教員（大学院）
木村　天（KIMURA, Takashi）：助教（2014.8.11. から 2014.12.5. まで防衛医科大学校より研修）
古賀章郎（KOGA, Akio）：助教（2014.12.8. から 2015.3.27. まで防衛医科大学校より研修）
岡部尚志（OKABE, Takashi）：大学院生，（2014.4.1 からスイス留学中）
秘書；
小林由佳里（KOBAYASHI, Yukari）

2．教育
2-1．目的･目標
　各学年の段階に合わせて泌尿器腫瘍学の基礎から臨床までを学び，common disease の診断・治療について知る学
生への講義と BSL に対する指導を充実させ，泌尿器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する．
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
指す．
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育
　講義では泌尿器科の理解を深め，EBM が実践できる医師として発展できるような修練を意識している．学生時代
に求められる知識に加え，より現場に参加できるような環境を今以上に構築していきたい．また，当院で経験する症
例の殆どが悪性疾患であり，対象疾患の偏りが生じかねないため，クルズスを通じて良性疾患についても知識を深め
ていく．
2-2-2．卒後教育
　臨床教育の必修化に伴い，研修医は研修期間中に希望選択科目として泌尿器科を選択することが出来るようになっ
た．必要な泌尿器科領域の疾患を重点的に経験し，さらには限られた期間の中で外科医として助手さらには術者の経
験を積むことができるように指導していきたい．また関連学会への参加のみならず学会発表や論文作成の指導教育を
強化し，研究マインドの基盤を構築する．
2-2-3．大学院教育（今期は在籍なし）
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，基礎的外科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・クルズスでの講義を行ってい
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る一方で，泌尿器科の外科的側面を大いに知る機会
でもあるため，外科を希望する学生にとっていい経験になれば幸いである．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を行うべく，さらなる努力を惜しまない所存である．また，ログブック入力を推進す
ることで，学生の理解度の把握が可能となっている．

3．研究
3-1．目的・目標
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　当院包括がんセンターに所属する当科は，泌尿器科悪性腫瘍において手術を含めた診療対象症例は全国有数である．
本年度終了時には開院 7 年となるため，今までの診療から得られた膨大な臨床データをさまざまな観点から統計学
的に解析し，今後の癌診療に役立てるべく全国ならびに世界へ発信する責務がある．また，当院における癌診療実績
の多さから，臨床治験に積極的に参加しなければならない．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・泌尿器科癌における 5- アミノレブリン酸（5-ALA）内服による薬物動態の変化に関する検討（小山）
・多施設共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（小山・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）
・尿路上皮癌患者の予後予測因子の検討（城武）
・進行性 / 転移性腎癌症例における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（古平・安水）
・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（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・古平・安水）
・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（古平・安水）
・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（城武）
・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（IMRT/IGRT）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 を用いた光力学的な内視鏡診断および内服による体内動態や血中マーカーとしての役
割に関する研究は現在も継続している．
　前立腺癌治療において，限局癌症例に対する低侵襲治療としての放射線療法の前向き試験は継続している．また骨
転移症例に対しては Bone Navi による骨定量化ソフトを用いることで，診断能力の向上を図り，本邦にはいまだ定着
していない骨シンチソフトの改訂を目指している．また，埼玉北部西部地区を中心とした前立腺癌登録を継続的に行っ
ており，各地域における前立腺癌患者背景や治療内訳などの疫学調査により，同県における前立腺癌診療の向上を図
る．
　基礎研究としては，癌細胞が有する生体内リズムの生物学的意義に関して検討した．ある特定の腎細胞癌株におい
て腫瘍微小環境における低酸素状態，とくに HIF-1 αの発現に関連することが示唆された．
　当院では開院当初よりクリニカルパスの運用が低かったため，当科を中心として前立腺針生検，経尿道的膀胱腫瘍
切除術（TUR-Bt），小線源療法（LDR・HDR）用のクリニカルパスを積極的に運用してきた．さらに昨年度より一部
の全身麻酔下手術においてもパスを導入したことで，よりスムーズな入院診療が可能となっている．
3-4．自己評価と次年度計画
　基礎研究に関しては，現在岡部医師がスイス留学中により当院における継続的な研究は行っていない．次年度には
留学先から帰国し，そこで得た知識と技術を存分に発揮してもらいたい．
　臨床研究においては，おもに前立腺癌，腎癌，尿路上皮癌症例のデータ集積を行った．すでに尿路上皮癌について
は多施設共同研究によって多くの研究結果を得ている．今後はほかの癌症例の後方視的解析を行うとともに，積極的
に臨床治験に参加していく．
　なお，クリニカルパスの運用については，コメディカルと密接に連携しパスの有用性と安全性への理解を深め，引
き続き積極的に活用することで，よりスムーズで安全な診療を行っていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当院当科における外来紹介患者および手術症例数は開院以来増加の一途をたどっており，埼玉県内はもとより本邦
有数の泌尿器癌診療を担っていると言っても過言ではない．ロボット補助による手術こそ行っていないが，消化器外
科や心臓血管外科など多くの診療科と密に連携することで進行性泌尿器科癌に対する治療選択は多い．とくに放射線
腫瘍科の協力を得ることで限局性前立腺癌の放射線治療ならびに各種癌における疼痛緩和に対する姑息的治療につい



泌尿器腫瘍科

736

ても選択肢が多い．
　世界標準のがん診療を目指す一方で，最先端の治療を提供するべく多くの臨床治験に積極的に参加している．
5-ALA のがん診断における診断もしくは予後マーカーとしての意義に関する検討や，転移性腎細胞癌に対する
TKI258 の有効性と安全性に関する検討，転移性前立腺癌や白金製剤抵抗性進行性膀胱癌に対するペプチドワクチン
療法の第 2 相試験などが挙げられる．
　いずれにしろ日常診療においてもっとも重要なことは医療安全が担保されていることと考える．今後も症例数は増
加することが予想される．そのためには各人の医療技術の向上や最新の医療情報獲得はもとより，やはりがん診療チー
ムとして安定した医局員の確保と他診療科およびコメディカルとの密接な連携は不可欠である．

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
　小山：International Journal of Urology
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特記すべきことなし．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

（論文）
① Independent predictors for bladder outcomes after treatment of intravesical recurrence following radical 

nephroureterectomy in patients with primary upper tract urothelial carcinoma. Tanaka N, Kikuchi E, Kanao K, 
Matsumoto K, Shirotake S, Kobayashi H, Miyazaki Y, Ide H, Obata J, Hoshino K, Hayakawa N, Hagiwara M, Kosaka 
T, Oyama M, Miyajima A, Momma T, Nakagawa K, Jinzaki M, Hasegawa S, Nakajima Y, Oya M. Ann Surg Oncol. 
2014 Sep;21（9）:3151-8.

② A multi-institutional validation of the prognostic value of the neutrophil - to - lymphocyte ratio for upper tract 
urothelial carcinoma treated with radical nephroureterectomy.  Tanaka N, Kikuchi E, Kanao K, Matsumoto K, 
Shirotake S, Miyazaki Y, Kobayashi H, Kaneko G, Hagiwara M, Ide H, Obata J, Hoshino K, Hayakawa N, Kosaka T, 
Hara S, Oyama M, Momma T, Nakajima Y, Jinzaki M, Oya M. Ann Surg Oncol. 2014 Nov;21（12）:4041-8.

（学会発表）
③鈴木賢次郎，奈良林至，岡部尚志，花島文成，城武卓，古平喜一郎，小山政史：膀胱全摘術後の骨盤内再発に対

する化学療法が奏功し，会陰部痛が改善したためオキシコドンの投与が中止可能であった一例　第 19 回日本緩
和医療学会学術大会，神戸　2014/6/20

④立花康次郎，鈴木賢次郎，花島文成，安水洋太，城武卓，古平喜一郎，小山政史：食思不振を契機に発見された
巨大腎血管筋脂肪腫の一例　日本泌尿器科学会埼玉地方会（第 67 回埼玉地方会），大宮　2014/6/21

⑤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 -2014 年），第 79 回日本泌尿器科
学会東部総会，東京，2014/10/14

⑥木村天，古平喜一郎，花島文成，安水洋太，鈴木賢次郎，城武卓，小山政史：甲状腺乳頭癌腎転移の 1 例，日
本泌尿器科学会埼玉地方会（第 68 回埼玉地方会），越谷　2014/11/8

⑦古平喜一郎　花島文成　安水洋太　鈴木賢次郎　城武卓　小山政史：術後回復強化プロトコール（ERAS）を用
いた前立腺全摘術パス　第 15 回日本クリニカルパス学会，福井 2014/11/14

⑧古平喜一郎，鈴木賢次郎，牧野壮壱，花島文成，安水洋太，城武卓，加藤眞吾，小山政史　：中・高リスク前立
腺癌に対する外部照射併用高線量組織内照射と治療成績　第 30 回前立腺シンポジウム　品川 2014/12/14

【総数：論文 2 件，学会発表 13 件】
（大学院） 

⑨ The impact of HIF1 α on the Per2 circadian rhythm in renal cancer cell lines.
Okabe T, Kumagai M, Nakajima Y, Shirotake S, Kodaira K, Oyama M, Ueno M, Ikeda M. PLoS One. 2014 Oct 21;9
（10）:e109693.
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【総数：論文 1 件，学会発表 0 件】
6-2．獲得研究費
6-2-1. 文部科学省

進行性腎癌に対するチロシンキナーゼ阻害薬における腎生涯予測バイオマーカーの検討
交付額：1,200,000 円

6-3．受賞
埼玉県医師会医学奨励賞 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 2014/11/13
6-4．特許，実用新案
　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）

7．自己点検・評価
　教育においては，当科の手術症例の多さから手術主体の病院研修になりがちである．今後は外来見学やクルズスの
内容をさらに吟味して，まずは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環境を築いていきたい．
研修医にとっては，一人当たりの手術症例数が多いため，基礎的外科手術手技の技術向上において一定の成果を上げ
ていると考える．
　研究においては，日常業務の中で臨床診療に偏りがちであり，予定通りの目標を達成できていなかった．しかしな
がら本年度より今までに得られたデータを本格的に集積解析し，論文作成および学会発表を積極的に行うことができ
た．引き続き症例の蓄積を重ね，今後の癌診療に寄与すべく検討を継続していかなければならない．
　臨床においては，限局性前立腺癌への放射線治療症例，筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘術や各種腹腔鏡手術の
症例，および転移性腎細胞癌に対する分子標的療法症例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．一方で医局員が少ないことからコメディカルとの連携を密に
し，常に医療安全に留意していかなければならない．
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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）：准教授：副診療科長，指導教員（大学院）：頭頸部腫瘍，喉頭機能外科：
　　　　　　　　　　　　　　　　医学博士
蝦原康宏（EBIHARA, Yasuhiro）：講師：研修担当医長：頭頸部腫瘍
27 年 1 月より
小柏靖直（KOGASHIWA, Yasunao）：講師：病棟医長，研究主任，指導教員（大学院）：頭頸部腫瘍：医学博士
26 年 8 月より
南　和彦（MINAMI, Kazuhiko）：講師：外来医長：内視鏡手術
髙城　文彦（TAKAJYO, Fumihiko）：助教：専門医員
26 年 7 月まで
林　崇広　（HAYASHI, Munehiro）：助教：医員
松村聡子（MATUMURA, Satoko）：助教：専門医員
大庭　晋（OOBA, Susumu）：助教：医員
井上　準（INOUE, Hitoshi）：助教：医員
26 年 8 月まで
久場潔実（KUBA, Kiyomi）：助教：医員
26 年 9 月から
井上智恵（INOUE, Chie）：助教：医員
27 年 1 月から
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：口腔外科
髙松俊輔（TAKAMATU, Shunsuke）：大学院研究生

2．教育
2-1．目的，目標
　耳鼻咽喉科のサブスペチャリティである，頭頸部外科，喉頭機能外科領域の卒後研修，専門医教育を行う．又，附
属病院中唯一の頭頸部癌専門医認定教育施設として，専門医取得後の，頭頸部腫瘍外科の教育を行っている．卒前教
育として，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不可能であることから，耳鼻咽喉科の BSL 受け入れは中止し選択科目として年間 20 名ほどの学
生を受け入れている．又，大学病院耳鼻咽喉科 BSL の学生を週 2 回火曜，金曜に，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，諸外国に比較し開業医が GP の一部の役
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，外科系の専門医である認識は薄い．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を出来たと考える．
　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．
　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
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している．
　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して，研修プログラムを作成した．
大学院教育
　現在大学院生の在籍はないが，研究室の整備は進んでおり，後期研修医を中心に様々な臨床研究が開始されている．
大学院研究生が 1 名在籍しており，論文博士による，学位取得を目指し臨床研究を開始している．
2-3．達成度
　BSL では耳鼻咽喉科学の外科的側面，頭頸部外科学を，学生に示すことが出来たが，週 1 日の見学のみでは，十分
な理解を得ることが困難であり，資料等の整備が必要である．選択科目者のBSLでは，系統的な講義が行われていない．
マンパワーも充実してきたため，クルズスを充実させ，学生にニーズに応えたい．院内カンファは充実し，他職種間
の意見交換も活発になった．定期的症例検討など専門医教育の基礎は確立できた．
本年度は抽選に漏れ参加できなかったが，国外も含めて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，医学教育ワークショップに助教 1 名が参加した．
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，後期研修医の受け入れを開始している．埼玉医科大学三病院で専門医教育プログラムを作成中で
ある．
　今後も，積極的に当科の特異性をアピールしクラークシップ学生，研修医の受け入れを推進したい．

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，蝦原，小柏，南
　　頭頸部深部領域への外科的アプローチの改良：菅澤，蝦原，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，
　　大庭，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，高松，大庭
　　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，佐野
　　頭頸部癌機能画像診断法の評価：菅澤，中平，蝦原，小柏，南，松村，久場，大庭，井上
　　頭頸部癌がんと papilloma virus 感染：菅澤，中平，蝦原，小柏，南，久場，大庭，井上
　　内視鏡による頭蓋底手術の新展開：菅澤，南
　　頭頸部がんにおける NLR の有用性の確認とその意義：菅澤，蝦原，小柏，南，久場，
　“ 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．臨床例の資料を用いた解析を，開始予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
　人的余裕が生じ，臨床検体を用いる基礎研究を遂行する基盤が確立した．又，7F にて，免疫染色等の基礎実験を
行える実験設備等の設置が完了し，漸く研究体制が確立した．

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，北関東の頭頚部癌治療のセン
ターとして活動している．悪性疾患新患総数 251 名で，手術件数は 339 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
営は限界であり，病診連携の確立に努力している．今後，マンパワーを生かして，先進医療，臨床試験に積極的に取
り組み，大学病院として頭頸部癌治療の EBM 確立を目指している．
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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　社会あるいは医学貢献に関わる業務
　菅澤　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
　　日本耳鼻咽喉科学会評議員　　　
　　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　28 編，学会研究会発表 18 回
代表論文

久場 潔実 , 蝦原 康宏 , 井上 準 , 林 崇弘 , 松村 聡子 , 高城 文彦 , 盛田 恵 , 中平 光彦 , 菅澤 正：中咽頭扁平上皮癌と
p16 免疫染色における統計学的検討．頭頸部癌 41（1）　57-62 2015 年

菅澤　正：【読影のポイントとピットフォール】　部位別診断法　口腔・咽頭・唾液腺　pick up ミニレクチャー 上
咽頭血管線維腫．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 86；224-226（2014）

井上 智恵 , 上條 篤 , 中島 正己 , 松田 帆 , 井上 準 , 菅澤 正 , 加瀬 康弘：骨破壊を伴った，アレルギー性真菌性鼻副
鼻腔炎（Allergic fungal rhinosinusitis）の 2 症例．アレルギー 63；951-957（2014）

菅澤　正：【こんなときどうする】 頭頸部外科学領域　頸部郭清術後にリンパ漏が生じてなかなか止まらない !．
JOHNS30；1370-1372（2014）

菅澤　正：超高齢社会と気管食道科】 高齢者の頭頸部癌治療．日本気管食道科学会会報 65；388-394（2014）
中平光彦，菅澤　正：下咽頭癌と食道癌の重複癌に対する治療戦略 同時性食道癌を合併した下咽頭癌症例の検

討および p16 陽性中咽頭癌を合併した同時性下咽頭・食道癌　症例報告．耳鼻と臨床 60 巻 Suppl.1 ；S13-
S20,S23（2014）

菅澤　正：頭頸部癌術後瘻孔への対応．日本耳鼻咽喉科学会会報 118；158-159（2015）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．日本気管食道科学会会報 65；24-31（2014）

南和彦，土師知行：当院における Endoscopic Modified Lothrop Procedure の検討．日本鼻科学会会誌 53；
499-505 （2014）南和彦，土師知行：鼻内内視鏡下視神経管開放術が奏功した副鼻腔嚢胞による視神経炎例．
日本鼻科学会会誌 53；535-541（2014）

小柏靖直，甲能直幸　【Sentinel node navigation surgery】 頭頸部癌における sentinel node navigation surgery. 外
科 76（4）: 361-364, 2014

小柏靖直，甲能直幸　【大きく代わりつつある頭頸部癌化学療法】　頭頸部癌化学療法の歴史　JOHNS 30（8）: 
947-949, 2014
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松本吉史，小柏靖直，甲能直幸：頸部リンパ節結核 9 症例の検討．日本耳鼻咽喉科学会会報 117:184-190,2014
甲能直幸，唐帆健浩，小柏靖直：がん薬物療法キードラッグ 65　古瀬純司編　中外医学社 p.10, 16, 25-26, 

81-84, 89-90, 99-100, 194-195, 255-256, 2014
福島 洋介大久保 正彦 , 中岡 千恵里 , 佐野 良恵 , 榎木 祐一郎 , 佐藤 毅 , 坂田 康彰 , 依田 哲也 : 創傷治癒遅延の要因

としてメトトレキサートと長期間のステロイド薬内服が考えられた口蓋部筋上皮腫の 1 例． 有病者歯科医療 23 
Page74-79（2014）

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.

南和彦：鼻出血についての疑問　鼻出血の診療のポイントは？　JOHNS　30: 905-908, 2014.
南和彦，土師知行：当院における Endoscopic Modified Lothrop Procedure の検討．日鼻誌　53:449-505, 2014.
南和彦，土師知行：鼻内内視鏡下視神経管開放術が奏功した副鼻腔嚢胞による視神経炎例．日鼻誌　53:535-541, 

2014.
竹内寅之進，土師知行，佐藤進一，市丸和之，西村一成，南和彦，他：当科における喉頭癌の臨床的検討．耳鼻と

臨床　60: 16-23, 2014.
岩永 健，佐藤 進一，南 和彦：側頭骨内に発生した顔面神経海綿状血管腫例．　耳鼻臨床　107: 797-803, 2014.
Nojima Junya, Enoki Yuichiro, Fukushima Yosuke, Sato Tsuyoshi, Sano Yoshie, Shimamura Yumiko, Sugasawa 

Masashi, Yoda TetsuyaA Case of Adenoid Cystic Carcinoma that was Complicated by A Brain Abscess after 
Treatment with A Combination of Surgery and CyberKnife Irradiation.Hospital Dentistry & Oral-Maxillofacial 
Surgery 26,53-57（2014）

・Laryngeal osteosarcoma: case report and literature review.
　Kuba K, Inoue H, Hayashi T, Matsumura S, Minami K, Takajo H, Morita K, Nakahira M, Sugasawa M.
　Head Neck. 37（2）:E26-9　2015
Ken Iwanaga, Shinichi Sato, Kazuhiko Minam）A Case of Facial Nerve Cavernous Hemangioma in the Temporal 

Bone．Practica　Oto-Rhino-Laryngologica107 797-803 （2014） 
Yamauchi K, Kogashiwa Y, Moro Y, Kohno N.
The effect of topical application of royal jelly on chemoradiotherapy-induced mucositis in head and neck cancer: a 

preliminary study.
Int J Otolaryngol. 2014
Ikeda T, Kobayashi R, Kogashiwa Y, Matsuda T, Kohno N.
Epstein-barr virus diversity in immunocompetent healthy persons: reassessment of the distribution of genetic 

variants.
J Med Virol. 2014 Feb;86（2）:301-5
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.36:328-33.（2014）

Nakahira M, Saito N, Yamaguchi H, Kuba K, Sugasawa M.;Use of quantitative diffusion-weighted magnetic resonance 
imaging to predict human papilloma virus status in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma.Eur 
Arch Otorhinolaryngol. 271:1219-25（2014）

Yoshimoto S, Nakashima T, Fujii T, Matsuura K, Otsuki N, Asakage T, Fujimoto Y, Hanai N, Homma A, Monden N, 
Okami K, Sugasawa M, Hasegawa Y, Nibu K, Kamata SE, Kishimoto S, Kohno N, Fukuda S, Hisa Y.; Japanese Board 
Certification System for head and neck surgeons.Auris Nasus Larynx. 41:327-30（2014）

Hama T, Tokumaru Y, Fujii M, Yane K, Okami K, Kato K, Masuda M, Mineta H, Nakashima T, Sugasawa M, Sakihama N, 
Yoshizaki T, Hanazawa T, Kato H, Hirano S, Imanishi Y, Kuratomi Y, Otsuki N, Ota I, Sugimoto T, Suzuki S.Prevalence 
of human papillomavirus in oropharyngeal cancer: a multicenter study in Japan.Oncology. 87:173-82.（2014）

6-2．獲得研究費
中平光彦　文部科学省科学研究費（平成 26-28 年度）一般 C　研究代表者
　課題番号 2642622
　下顎歯肉癌における発現遺伝子の網羅的解析とネトリン 1 関与の解明
小柏靖直　文部科学省科学研究費（平成 26-28 年度）　若手研究 B
　頭頸部癌細胞に対するＣｅｔｕｘｉｍａｂの効果予測因子と浸潤メカニズムの解明（代表）　364 万円



耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）

742

　平成 26 年度　日高研究プロジェクト　
　PD-1 及び PD-L1 の発現が頭頸部癌患者の予後に与える影響についての解明　（代表）　70 万円

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

2015/2/26  埼玉分子標的薬セミナー　（大宮）　　主催（代表世話人）
2014/10/2　北関東頭頸部がん研究会（大宮）　　主催（代表世話人）

7．自己点検・評価
　臨床面では，大学病院屈指の症例数を生かし，成果が上がっている．マンパワーも充足してきており，研究，教育
活動に力を注いでいる．積極的な教育活動，学会活動を通じて当院のアクティビティをアピールし，内外から人材を
確保する必要がある．研究室等の研究基盤作りの基礎は完成した．
　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 8 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，当院ならではの特徴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，がんプロ大学院生
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：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
宮坂亞希 （MIYASAKA, Aki）助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
矢野友梨 （YANO, Yuri）助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
新谷大輔 （SHINTANI, Daisuke）助教（後期研修医）：産婦人科学，がんプロ大学院生
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．

卒前教育の目標は，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，今井，藪野，宮坂，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，今井，藪野，宮坂が，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．西川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．しかし，今年度は 5 年生の CC に 6 名が参加し，充実した実習が可能となった．

卒後教育では，西川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．藪野，矢野が，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．

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終了し，論文執筆中である．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，吉田，黒崎，西川，藪野，今井，宮坂が中心と
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．特に，CC 参加者
が 6 名となったことは，我々が行っている BSL が高く評価されたものと理解している．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
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た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標

婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米国 Gynecologic Oncology Group（GOG）との国際共同試験
・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）
・GOG275 試験　（低リスク絨毛性疾患に対する最適な化学療法を検証するための国際共同第Ⅲ相比較試験）　 
婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（JGOG）での多施設共同試験
・JGOG3017 試験　（卵巣明細胞癌に対する化学療法第Ⅲ相試験，GCIG 国際共同試験）　試験終了
・JGOG3018 試験　（プラチナ抵抗性卵巣癌に対する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
・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
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を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（TR）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．また，iPocc 試験に関連した TR
としてシンガポール国立大学との共同研究に関連した MTA を合意した．今後の発展が期待される．
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，西川，新谷が「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．

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
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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　副理事長
　　Gynecologic Oncology Group　Principal Investigator, Ovarian Committee 委員
　　婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構　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　14　学会発表数　16

1．Sugiyama T, Fujiwara K, Ohashi Y, Yokota H, Hatae M, Ohno T, Nagai Y, Mitsuhashi N, Ochiai K, Noda K Phase 
III placebo-controlled double-blind randomized trial of radiotherapy for stage IIB-IVA cervical cancer with or 
without immunomodulator Z-100: a JGOG study. Ann Oncol. 2014 May;25（5）:1011-7.

2．Monk BJ, Poveda A, Vergote I, Raspagliesi F, Fujiwara K, Bae DS, Oaknin A, Ray-Coquard I, Provencher DM, 
Karlan BY, Lhomm? C, Richardson G, Rinc?n DG, Coleman RL, Herzog TJ, Marth C, Brize A, Fabbro M, Redondo A, 
Bamias A, Tassoudji M, Navale L, Warner DJ, Oza AM.　Anti-angiopoietin therapy with trebananib for recurrent 
ovarian cancer （TRINOVA-1）: a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 
Oncol. 2014 Jul;15（8）:799-808.

3．du Bois A, Floquet A, Kim JW, Rau J, Del Campo JM, Friedlander M, Pignata S, Fujiwara K, Vergote I, Colombo 
N, Mirza MR, Monk BJ, Kimmig R, Ray-Coquard I, Zang R, Diaz-Padilla I, Baumann KH, Mouret-Reynier MA, Kim 
JH, Kurzeder C, Lesoin A, Vasey P, Marth C, Canzler U, Scambia G, Shimada M, Calvert P, Pujade-Lauraine E, Kim 
BG, Herzog TJ, Mitrica I, Schade-Brittinger C, Wang Q, Crescenzo R, Harter P.  Incorporation of Pazopanib in 
Maintenance Therapy of Ovarian Cancer. J Clin Oncol. 2014 Oct 20;32（30）:3374-82.

4．Fujiwara K, Monk B, Devouassoux-Shisheboran M.  Adenocarcinoma of the Uterine Cervix: Why is it different?  
Curr Oncol Rep. 2014;16:416-424

5．Nagao S, Nishikawa T, Hanaoka T, Kurosaki A, Iwasa N, Hasegawa K, Fujiwara K. Feasibility Study of 
Combination Chemotherapy with Paclitaxel, Doxorubicin and Cisplatin without Prophylactic Granulocyte Colony-
stimulating Factor Injection for Intermediate-to-high Risk or Recurrent Endometrial Cancer. Jpn J Clin Oncol. 
2014 Nov;44（11）:1040-4.

6．Hasegawa K, Nagao S, Yasuda M, Millan D, Viswanathan AN, Glasspool RM, Devouassoux-Shisheboran M, 
Covens A, Lorusso D, Kurzeder C, Kim JW, Gladieff L, Bryce J, Friedlander M, Fujiwara K. Gynecologic Cancer 
InterGroup （GCIG） Consensus Review for Clear Cell Carcinoma of the Uterine Corpus and Cervix. Int J Gynecol 
Cancer. 2014 Nov;24（9 Suppl 3）:S90-5.

7．Fujiwara H, Yokota H, Monk B, Treilleux I, Devouassoux-Shisheboran M, Davis A, Kim JW, Mahner S, Stany M, 
Pignata S, Ray-Coquard I, Fujiwara K.  Gynecologic Cancer InterGroup （GCIG） Consensus Review for Cervical 
Adenocarcinoma. Int J Gynecol Cancer. 2014 Nov;24（9 Suppl 3）:S96-S101.

8．Satoh T, Takei Y, Treilleux I, Devouassoux-Shisheboran M, Ledermann J, Viswanathan AN, Mahner S, Provencher 
DM, Mileshkin L, Avall-Lundqvist E, Pautier P, Reed NS, Fujiwara K. Gynecologic Cancer InterGroup （GCIG） 
Consensus Review for Small Cell Carcinoma of the Cervix.  Int J Gynecol Cancer. 2014 Nov;24（9 Suppl 3）:
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S102-8.
9．Sasaki Y, Miwa K, Yamashita K, Sunakawa Y, Shimada K, Ishida H, Hasegawa K, Fujiwara K, Kodaira M, Fujiwara 

Y, Namiki M, Matsuda M, Takeuchi Y, Katsumata N. A phase I study of farletuzumab, a humanized anti-folate 
receptor α monoclonal antibody, in patients with solid tumors.  Invest New Drugs. 2014 Nov 9. [Epub ahead of 
print]

10．Matsuo K, Yoshino K, Hiramatsu K, Banzai C, Hasegawa K, Yasuda M, Nishimura M, Sheridan TB, Ikeda Y, Shiki 
Y, Mabuchi S, Enomoto T, Kimura T, Fujiwara K, Roman LD, Sood AK.  Effect of lymphovascular space invasion on 
survival of stage I epithelial ovarian cancer.  Obstet Gynecol. 2014 May;123（5）:957-65

11．Li C, Wang J, Hu J, Feng Y, Hasegawa K, Peng X, Duan X, Zhao A, Mikitsh J, Muzykantov V, Chacko AM, Pryma 
D, Dunn S, Coukos G. Development, Optimization, and Validation of Novel anti-TEM1/CD248 Affinity Agent for 
Optical Imaging in Cancer. Oncotarget. 2014 5（16）:6994-7012, 

12．Takeshima N, Matoda M, Abe M, Hirashima Y, Kai K, Nasu K, Takano M, Furuya K, Sato S, Itamochi H, Tsubamoto H, 
Hasegawa K, Terao K, Otsuki T, Kuritani K, Ito K. Efficacy and safety of triple therapy with aprepitant, 
palonosetron, and dexamethasone for preventing nausea and vomiting induced by cisplatin-based chemotherapy 
for gynecological cancer: KCOG-G1003 phase II trial. Support Care Cancer. 2014 22（11）:2891-8

13．Matsuo K, Yoshino K, Hiramatsu K, Banzai C, Hasegawa K, Yasuda M, Nishimura M, Sheridan TB, Ikeda Y, Shiki 
Y, Mabuchi S, Enomoto T, Kimura T, Fujiwara K, Roman LD, Sood AK. Effect of Lymphovascular Space Invasion on 
Survival of Stage I Epithelial Ovarian Cancer.  Obstet Gynecol. 2014　123（5）:957-965

14．Li C, Chacko AM, Hu J, Hasegawa K, Swails J, Grasso L, El-Deiry WS, Nicolaides N, Muzykantov VR, Divgi CR, 
Coukos G. Antibody-Based Tumor Vascular  Theranostics Targeting the Human Endosialin/TEM1 In Vivo.  Cancer 
Biol Ther. 2014 15（4）:443-51

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  
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 8 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
坂田康彰（Yasuaki Sakata）：准教授：運営責任者：診療部長：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；顎変形症：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
3-1．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．
3-2．周術期口腔機能管理が入院患者の誤嚥性肺炎の発症および予後に与える影響についての多施設研究
3-3．各施設での肺炎発生率等を後方視的に解析中
3-4．次年度も継続して解析

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．今後は，術前外来と連携し，手術予定患者の周術

期口腔機能管理の徹底を図る．

5．その他　埼玉県医科歯科連携推進委員会委員．

6．業績
6-1．論文（1 件）

① Possible presence of HLA alleles to inhibit the recurrent aphtous stomatitis onset Yasuaki Sakata et. al. JOMSMP 
27 172-175 2015

6-2-5
　該当なし

7．自己点検・自己評価
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．
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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：診療部長：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：診療部長：指導教員（大学院）：脳卒中リハ：博士
内田龍制（UCHIDA, Ryusei）：講師：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　牧田担当），4 年生に対

し講義を 3 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）, （小児のリハビリテーショ
ン：「皮膚･運動器」のユニット　高橋担当）,（外傷性脊髄損傷のリハビリテーション：「皮膚･運動器」のユニット
　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，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 2 回（胸痛について：
牧田担当）（下血について：高橋担当），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）
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3-3．研究内容と達成度
心臓リハビリテーションにおいては，新たに作業療法士や言語聴覚士をスタッフに加え，ADL 障害や嚥下障害な

らびに認知機能障害に着目して介入していくことを開始した．とくに高齢心不全患者や左室補助人工心臓患者に重要
であると考えている．また，がんのリハビリテーションをシステム化して，肺がん周術期リハビリテーションに加え
て，造血器腫瘍，乳腺腫瘍と骨軟部腫瘍の領域において，新たな取り組みを開始した．脳卒中のリハビリテーション
では，脳卒中センターにおける各科診療医師と協力し，急性期の脳卒中リハビリテーション，摂食嚥下障害，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，2014 年心臓内科は 492 件，心臓血管外科は 555 件と昨年並みの実績となっ

た．心肺運動負荷試験は713件であった．多発外傷を含む救命救急関係では486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 807 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 18 名を受け入れた．

脳卒中のリハビリテーションでは1077名を実施した．内訳は，脳梗塞392名，脳出血207名くも膜下出血123名，
その他の脳血管障害 141 名，その他 214 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 1.29 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．

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
　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），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），
日本高度先進リハビリテーション医学会理事（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① M.Saito, K.Ueshima, M.Saito,T.Iwasaka, H.Daida, M.Kohzuki, S.Makita, H.Adachi, H.Yokoi, K.Omiya, H.Mikouchi, 
H.Yokoyama, Y.Goto: Safety of exercise-based cardiac rehabilitation and exercise testing for cardiac patients in 
Japan. Circ J 78（7）:1646-1653,2014

②平野恵健 , 新田收 , 高橋秀寿 , 西尾大祐 , 木川浩志 : ロジスティック回帰分析を用いた重度脳卒中片麻痺患者の
歩行可否に及ぼす因子の検討　回復期リハビリテーション病棟での試み . 理学療法科学 29 巻 6 号 , 885-890, 
2014. 

③間歇性跛行を有する閉塞性動脈硬化症の外来監視型リハビリテーション 2 症例の経験 . 牧田茂，内田龍制
　　第 51 回日本リハビリテーション医学会　2014 年 6 月 5 日　名古屋
　④食道癌手術前後の心肺フィットネスの比較 .　牧田茂，内田龍制
　　第 51 回日本リハビリテーション医学会　2014 年 6 月 5 日　名古屋
　⑤心肺運動負荷試験における不整脈の発生について－ 3 年間の調査－ .
　　樋田あゆみ，内田龍制，牧田茂
　　第 39 回日本運動療法学会　2014 年 6 月 21 日　ホテルプラザ菜の花　千葉市
　⑥植込み型補助人工心臓（ＶＡＤ）装着術後患者に対する高次脳機能評価の意義と作業療法士の役割 .
　　武田智徳，鈴木真弓，花房祐輔，伊藤純平，内田龍制，高橋秀寿，牧田茂
　　第 20 回日本心臓リハビリテーション学会　2014 年 7 月 19 日　京都
　⑦植込み型補助人工心臓装着患者への認知機能評価の経験－言語聴覚士の立場から－ .
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　　伊藤純平，矢内敬子，間野政行，西本淳司，武田智徳，外山洋平，花房祐輔，鈴木真弓，内田龍制，牧田茂
　　第 20 回日本心臓リハビリテーション学会　2014 年 7 月 19 日京都
　⑧植込型補助人工心臓装着患者に対する包括的心臓リハビリテーション .
　　牧田茂
　　メディカルスタッフセッション 5「心不全のチーム医療」
　　第 62 回日本心臓病学会学術集会　2014 年 9 月 28 日　仙台市民会館　仙台
　⑨心不全疾病管理プログラムとしての外来心臓リハビリテーションの有効性と課題 .
　　牧田茂
　　ジョイントシンポジウム 2「心不全治療としての心臓リハビリテーション：到達点と未解決課題」
　　第 18 回日本心不全学会　2014 年 10 月 11 日　大阪国際会議場
　⑩整形外科的運動障害を有する内科疾患患者に対する運動療法 .
　　牧田茂
　　シンポジウム「健康長寿を実現する予防 / 治療法としての運動療法の現状と課題」
　　第 33 回日本運動療法学会　2014 年 9 月 6 日　大阪　
　【総数：論文 2 件，学会発表 28 件，講演 26 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 2013?2015 年　課題番号 25350660
　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
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）卒後教育委員会後援　セミナー運営
　　第 15 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー
　　シンポジウム「慢性腎臓病と心臓リハビリテーション」
　　2014 年 4 月 26，27 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．心臓リハビリテーション，がん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：診療部長：代表指導教員（大学院）：臨床麻酔：博士
　磨田　裕（USUDA, Yutaka）：教授：診療部長（集中治療科）：指導教員（大学院）：集中治療：博士
　西部伸一（NISHIBE, Shinichi）：教授：教育主任：指導教員（大学院）：小児心臓麻酔：博士
　古田島太（KOTAJIMA, Futoshi）：准教授：専門医員：集中治療：博士
　有山　淳（ARIYAMA, Jun）：准教授：研究主任：：指導教員（大学院）：臨床麻酔と経食道心エコー：博士
　辻田美紀（TSUJITA, Miki）：講師：専門医員：：大学院教員（大学院）：小児心臓麻酔：博士
　古市昌之（FURUICHI, Masayuki）：講師：専門医員：心臓血管麻酔：博士
　市川ゆき（ICHIKAWA, Yuki）：助教：専門医員：心臓血管麻酔
　今西宏和（IMANISHI, Hirokazu）：助教：専門医員：心臓血管麻酔
　上嶋浩順（UESHIMA, Hironobu）：助教：専門医員：神経ブロック
　大野聖加（OHNO, Seika）：助教：医員：臨床麻酔
　小林克江（KOBAYASHI, Katsue）：助教：医員：臨床麻酔
　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
　加藤百合子（KATOH, Yuriko）：助教：医員：臨床麻酔
　土屋　香（TSUCHIYA, Kaori）：助教：医員：臨床麻酔
　野村麻子（NOMURA, Asako）：助教：医員：臨床麻酔
　森田蓉子（ISHIHARA, Yoko）：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 22 名のほか，非常勤医師あり

2．教育
2-1．目的･目標
　麻酔科学は呼吸，循環管理のみならず，術後患者や重症患者の集中治療管理および急性，慢性疼痛の治療を対象と
する総合臨床医学である．それは生理学，薬理学，解剖学，精神心理学を基礎としており，その臨床応用という面か
らの理解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．
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3．研究
3-1．目的・目標
　臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を行い，
安全で予後の良い全身管理を追及する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後の BIS 脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛
・薬必要量に及ぼす影響に関する研究
・全身麻酔薬が，中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究

-ICG を用いての検討
・完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の

差異に関する研究
・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・著書

① Ueshima H, Mieda T, Ichikawa Y, Ariyama J, Kitamura A. A case of internal jugular vein dissection that occurred 
during central venous catheter insertion. J Clin Anesth. 2014 May; 26（3）:250-1

② Komasawa N, Fujiwara S, Atagi K, Ueki R, Haba M, Ueshima H, Kaminoh Y, Minami T. Effects of a simulation-
based sedation training course on non-anesthesiologists’attitudes toward sedation and analgesia. J Anesth. 2014 
Oct; 28（5）:785-9 

③ Ueshima H, Kitamura A. Combination of Parker Flex-ITTM  Stylet and McGRATH MAC for effective double lumen 
tube intubation. Saudi J Anaesth. 2014 Oct; 8（4）:574

④ Nishibe S, Imanishi H, Mieda T, Tsujta M. The effects of dexmedetomidine administration on the pulmonary 
artery pressure and the transpulmonary pressure gradient after the bidirectional superior cavopulmonary shunt. 
Pediatr Cardiol. 2015 Jan; 36（1）:151-7

⑤ Ueshima H, Tominaga A, Usuda Y, Kitamura A. The Endotrol tracheal tube using McGrath can be a viable 
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alternative to laryngoscope intubation. J Clin Anesth. 2015 Feb; 27（1）:86-7
⑥森田蓉子 , 有山淳 , 三枝勉 , 寺尾和久 , 上嶋浩順 , 北村晶 . 意識下気管支ファイバー挿管を行った巨大前縦隔腫瘍

摘出術の麻酔経験 . 臨床麻酔 . 2014.04; 38（4）:611-614
⑦上嶋浩順 , 磨田裕 . 麻酔科医に必要な気道確保のポイントと教育（第 1 回）麻酔と気道確保麻酔覚醒時の戦略 . 

日本臨床麻酔学会誌 . 2014.05; 34（3）:472-476
⑧臣永麻子 , 上嶋浩順 , 有山淳 , 北村晶 . 挿管困難な症例に TOKIBO-Ambu ラリンゲルマスクアングルタイプ -i ガ

イド下で気管挿管し胃管チューブも挿入し管理できた 1 症例 . 麻酔 . 2014.05; 63（5）: 545-547
⑨伊藤一志 , 西部伸一 , 関口淳裕 , 三枝勉 , 辻田美紀 , 北村晶 . 卵巣癌切除術中に肺血栓塞栓症を発症したが，迅速

な対応で後遺症なく退院しえた 1 症例 . 日本臨床麻酔学会誌 . 2015.03; 35（2）:182-186
⑩西部伸一 . 小児心臓麻酔 - 最近の話題 -. 臨床麻酔（真興交易）. 2014.11; 38:1529-1536

【総数：論文 30 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，診療部長，教育主任，代表指導教員（大学院）：救急医学全般，
　　　　　　　　　　　　　　 外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共同研究，外傷初
　　　　　　　　　　　　　　 期診療の教育・研究，医学博士
　主な資格 ： 日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インス
　　　　　　 トラクター　他
高平修二（TAKAHIRA, Shyuji）：講師（兼担：腎臓内科），副診療部長，病棟医長，専門医員，教育員，研究員，
　　　　　　　　　　　　　　 大学院教員（大学院）
　救急医学全般，院外心肺停止例の蘇生に関する多施設共同研究，救急疾患における血液浄化法の研究，医学博士
　主な資格 ： 日本救急医学会専門医，日本内科学会認定医，日本腎臓学会専門医，ICLS ディレクター，JATEC イ
　　　　　　 ンストラクター，日本内科学会 JMECC ディレクター他
龍神秀穂（RYUJIN, Hideho）：講師，外来医長，教育副主任，専門医員，教育員，研究員
　大学院教員（大学院）：救急医学全般，熱傷，自殺企図患者に対する救急治療
　主な資格 ： 日本救急医学会専門医・指導医，JATEC・ICLS インストラクター　他
鳥尾哲矢（TORIO, Tetsuya）：講師（兼担：整形外科），専門医員，教育員，大学院教員（大学院）骨損傷急性期治
　　　　　　　　　　　　　  療，外傷外科，脊椎・脊髄外科
　主な資格 ： 日本整形外科学会専門医，日本脊椎脊髄病学会指導医　他
関根康雅（SEKINE, Yasumasa）：助教，専門医員，教育員，研究員
　　　　　　　　　　　　　　  救急医学全般，災害医療，整形外科一般
　主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC インストラクター　他
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
　主な資格：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
吉川　淳（KIKKAWA, Jun）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員
　　　　　　　　　　　　　骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救急一般
　主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー
川村耕平（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
　主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC プロバイダー
木村文彦（KIMURA, Fumihiko）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員
　　　　　　　　　　　　　　　骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救急一般
　主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー　
川原　毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）：助教，医員　救急医学全般
　主な資格：JPTEC・JATEC・ICLS プロバイダー　他
園田健一郎（SONODA, Kenichiro）：助教，医員，救急医学全般
　主な資格：日本救急医学会専門医，ICLS ディレクター，JPTEC インストラクター　他
小川博史（OGAWA, Hiroshi）：助教，医員　救急医学全般
　主な資格：日本救急医学会専門医，JATEC・JPTEC プロバイダー　他
野村侑史（NOMURA, Yuushi）：助教，医員　救急医学全般
　主な資格：日本救急医学会専門医，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
　主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他
中埜亜希（NAKANO, Aki）：助教，医員　救急医学全般
　主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他
中村　一郎（NAKAMURA, Ichiroho）：救急救命士
　プレホスピタルケア，救急隊教育，DMAT 隊員



755

救急医学科（救命救急科）

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
小井土雄一（KOIDO, Yuichi）非常勤教授，救急医学全般，外科一般，災害医療，医学博士
　主な資格：日本救急医学会専門医，日本外科学会専門医　他
河相開流（KAAI, Kairyu）非常勤講師，救急全般，外科一般，医学博士
　主な資格：日本救急医学会専門医，日本外科学会専門医，JATEC・ICLS プロバイダー　他

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．
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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
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．

2014 年の防ぎ得た外傷死発生率は 8.6%（標準：20% 未満）であった .
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．現在，多施設共同研究として IRB 承認を得ているので進めている．
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）根本　学，吉野暁子　救急医療における看取り．救急医学．2014.09.38（9）:1066-1072
2）龍神秀穂，根本　学，高平修二，他　右卵巣動脈からの出血による特発性後腹膜血腫の 1 例 . 日本救急医学会

関東地方会雑誌 . 2014.12. 35（2）:398-401
3）平林絵里子，高平修二，根本　学，他　脳卒中と鑑別を要した低血糖発作の 3 例人工呼吸器装着下での歩行訓
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練を行った 1 例 . 日本救急医学会関東地方会雑誌 . 2014.12. 35（2）:436-440
4）吉川　淳，鳥尾哲矢，織田徹也，他　大腿骨頚部 / 転子部骨折に対する緊急手術の検討 - 第 2 報 -　骨折．

2014.36（2）:311-315
5）Pilon 骨折（AO 分類 43-C3）に対する治療戦略　- 一時的創外固定の有用性 -．骨折．2014.36（2）:378-382
6）河野義彦，鳥尾哲矢，吉川　淳，他　一時的創外固定を使用した下腿開放骨折に対する治療方法．骨折．

2014.36（3）:693-696
7）菅野温子，鳥尾哲矢，織田徹也，他　二つ折り血管柄付き遊離腓骨皮弁術により再建した下腿開放骨折の経験　?

受傷後 2 週間で救助された山岳遭難例 -．骨折．2014.36（3）:701-705
8）関端浩士，鳥尾哲矢，織田徹也，他　Targon Femoral Neck（FN）を用いた大腿骨頸部骨折に対する治療経験．

骨折．2014.36（4）:896-899
9）吉川　淳，鳥尾哲矢，織田徹也，他　大腿骨頚部 / 転子部骨折に対する緊急手術の検討 - 第 3 報 -　骨折．

2015.37（3）:657-660
10）河村耕平，鳥尾哲矢，吉川　淳，他　中下位頸椎脱臼骨折に対する緊急手術の検討．骨折．2015.37（2）:339-342
　【総数：論文 15 件，学会発表 37 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

特定非営利活動法人　日本外傷診療研究機構　JATECTM コース
コースディレクター：根本　学，コースコーディネーター：龍神秀穂
日本救急医学会認定 ICLS コース
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定 ICLS 指導者養成ワークショップ
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定 BLS コース
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定病院前外傷教育プログラム　JPTECTM プロバイダーコース・更新コース
コース開催責任医師，埼玉県世話人：根本　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
根本　学（NEMOTO, Manabu）：教授，診療部長代行

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共同研究，外傷初期診療の教育・
研究，医学博士

　主な資格：日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インス
　　　　　　トラクター　他

2．教育
2-1．目的・目標　　小児の発育と発達を理解し，病態を考察し適切な検査や鑑別を行い得るよう指導する．小児の
事故の特性を理解し，予防の重要性を体得する．
2-2．教育内容　小児救急，BSL，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．研修医の臨床指導：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．小児救急について研修医の臨床教育に努める．

3．研究
3-1．目的・目標　　小児外傷の実情と予防対策
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　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％．
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．

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：なし．
5-3．その他　なし．

6．業績
6-1．【論文・総説等】【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

7．自己点検・評価
　小児救急科専従医不在の中，代行として救命救急科医師と協働して小児外傷治療を実施し，その責任を果たしてい
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（平成 26年度） 
松岡孝裕 （MATSUOKA, Takahiro） 講師　診療部長　

（専門分野　精神科救急医学　神経生理学（脳波））
非常勤医師：18 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．今年度も学生から一定程度の満足度を得られた．　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
も調査を継続中である．
3-4．自己評価と次年度計画

プロジェクト 1，プロジェクト 2 につき，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（24 時間カバー）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精神科病棟へ円滑に
入院して頂き，継続性をもって治療できる体制となっている．
　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　131 件（日勤帯：　103 件，
夜間帯：　28 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，例年，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

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　　

埼玉県川越市　精神保健福祉家族教室　統合失調症編　川越保健所

6．業績
6-1．論文・学会発表　平成 27（2015）
1）学会発表

1．大学病院型「スーパー救急」における精神・身体合併症：休日夜間の精神科病棟入院事例の実態と実践的トリ
アージ（試案）について　第 22 回日本精神科救急学会 . 2014.09. 旭川　◎（松岡孝裕），平田吾一，豊嶋良一，
太田敏男 .

2）論文
1．一般精神科医が日常診療で自閉スペクトラム症を診るということ . 臨床精神医学 2015.01. 44（1）:109-119.

◎（松岡孝裕），横山富士男，太田敏男，豊嶋良一 . 
2．スーパー救急型」総合病院有床精神科における措置入院，身体合併症，自殺企図事例への対応　～その実状と

課題について～ . 臨床精神医学　2014.05. 43（5）:589-596. ◎（松岡孝裕），平田吾一，山下博栄，太田敏男，
豊嶋良一 .　

総数：論文 2 件，学会発表 1 件　講演 1 件
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　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，学生から一定程度の満足度を得られた．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の試み，②精神科救急システムの運営に関する検討を継続し，②について学術
発表を行うことができた．以上，診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図って行きたい．
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3．27）（1）放射線科（画像診断科）

1．構成員
酒井文和（SAKAI, Fumikazu）：教授：診療部長：画像診断一般，胸部画像診断：博士
木村文子（KIMURA, Fumiko）：教授：診療副部長：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
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
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
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：専門医員：骨軟部画像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診断 : 博士
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 
　谷坂　愛（TANISAKA, MEGUMI）：医師 1 類：画像診断一般
　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
　水越 和歌（MIZUKOSHI, Waka）：医師 3 類：：画像診断一般，乳腺・小児画像診断：博士
　渡邉 祐亮（WATANABE, Yusuke）: 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）
　中澤　賢（血管造影診断と IVR）
　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．

3．研究
3-1．目的・目標
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　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，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，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，肺癌の EGFRTKI 遺伝子変異と画像診
断の相関に関する検討，造影 subtraction CT による肺血流解析

③心臓グループ：ASIR を用いた冠動脈石灰化スコアの検討（継続），HCM 患者における心筋ストレインの検討（継
続），subtraction を用いた冠動脈 CTA 評価

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）

⑥ 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．
⑦頭頸部グループ：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（継続），造影 subtrcation CT による肺血流解析（継続）

③心臓グループ： HCM 患者における心筋ストレインの検討（継続），subtraction を用いた冠動脈 CTA 評価（継続），
MRI による TAVI 術前評価

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．

⑥頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の ADC 値 histogram 解析による検討（継続），CT，MRI を用いた頸椎外傷の検討
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（継続）．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 26 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 の効率的利用であるであったが，概ね達成する
ことができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

酒井 文和：
環境省中央環境審議会委員（石綿健康被害判定部会）
環境省中皮腫登録に関する委員会委員
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 26 年度石綿の健康リスク調査等に関する意見交換会
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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，内野 晃，小澤栄人，岡田吉隆
・日本磁気共鳴医学会雑誌：内野 晃，小澤栄人，齋藤尚子
・Magnetic Resonance in Medical Sciences：内野晃，齋藤尚子
・Cardiovascular & Interventional Radiology, Neuroradiology, Surgical and Radiologic Anatom：内野 晃
・Magnetic Resonance in Medical Sciences, Journal of magnetic resonance imaging, Clinical Imaging：小澤 栄人
・Internal Medicine，European Journal of Radiology，European Radiology，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

・Heart and Vessels：木村 文子
・Abdominal Imaging：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 Sujino Y, Kimura F; Tanno J, Nakano S, Yamaguchi E, Shimizu M, Okano N, Tamura Y, Fujita J,  Cooper LT, 
Senbonmatsu T, Muramatsu T,  Nishimura S  Cardiac Magnetic Resonance Imaging in Giant Cell Myocarditis: 
Intriguing Associations With Clinical and Pathological Features. Circulation. 2014;129:e467-e469.

② Uchino A, Saito N, Takahashi M, Kurita H, Ishihara S: Cerebral arterial variations associated with moyamoya 
disease diagnosed by MR angiography. Neuroradiol J 27:697-701, 2014

③ Johkoh T, Sakai F, Kusumoto M, Arakawa H, Harada R, Ueda M, Kudoh S, Fukuoka M　Association between 
baseline pulmonary status and interstitial lung disease in patients with non-small cell lung cancer treated with 
erlotinib － a cohort study.Clin Lung Cancer 2014; 15:448-454

④Diffusion-weighted MR imaging findings of ovarian adenocarcinofibromas and adenofibromas.Kozawa E, Inoue K, 
takahashi M, Kato T, Yasuda M, Kimura F.Clin Imaging. 2014 Jul-Aug;38（4）:483-9.

⑤中澤 賢，田島 廣之，村田 智：静脈血栓塞栓症に対する IVR : IVCf 留置術および PTE・DVT に対する再灌流療法 
（特集 胸部の IVR） -- （血管 IVR）. 日本胸部臨床 73（4）, 383-395, 2014-04

⑥ Saito N, Hito R, Burke PA, Sakai O. Imaging of penetrating injuries of the head and neck:current practice at a 
level I trauma center in the United States. Keio J Med. 2014;63（2）:23-33.

⑦高橋正洋，小澤栄人，渡邉祐介，岡野奈々美，田中淳司，井上勉，木村文子：Diffusion tensor magnetic 
resonance imaging is useful for evaluating patients with chronic kidney disease.　第 72 回日本医学放射線学会総
会

⑧渡邉祐亮，岡田吉隆：CT による大腸癌 T3 と T4a の術前鑑別診断― CT colonography 用画像データを用いた検
討―．埼玉医科大学雑誌 2015: 41:135-138

⑨岡野奈々美，岡田 吉隆，小澤 栄人，中澤賢，木村 文子，小山勇，山口 ? 浩　　第 28 回日本腹部放射線学会　
　胆管断端神経腫の 1 例 Left carotid-anterior cerebral artery anastomosis diagnosed by MR angiography: a case 
report 

【総数：論文 97 件，学会発表 49 件，講演 39 件】
6-2．獲得研究費

①酒井 文和：厚生労働難治疾患政策事業補助金　びまん性肺疾患調査研究班　分担研究者
②酒井文和：厚生労働委託科学研究　びまん性肺疾患に対するエビデンスを構築する新規戦略的研究班　分担研究

者
③酒井 文和：文部科学省科学研究費補助金基盤研究 C 縦隔腫瘍取扱い規約にもとづく縦隔区分法の再評価と縦隔

腫瘤性病変における画像診断を用いた病期分類の提案　分担研究者
④酒井文和：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　主任研究者（継続）
⑤小澤 栄人：平成 25-27 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
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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
6-2．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 89 回間質性肺疾患研究会　2014 年 6 月 13 日（東京アステラス製薬本社講堂）
　第 5 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28回胸部放射線研究会（日本医学放射線学会第50回秋季大会併催）：2013年9月26日（神戸ポートピアホテル）

2014/5/20　第 5 回埼玉心臓 MRI カンファレンス
2014/4/19　第 1 回 CMR カンファレンス
2015/1/31　第 6 回埼玉心臓 MRI カンファレンス
2015/2/7-2/8　日本医学放射線学会　関東地方会セミナー

7．自己点検・評価
　学部：学生・研修医に対して画像診断の基礎的知識が取得できるように教育を行った．画像診断科の各研究グルー
プともに，国際医療センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて，多く研究成果の発表と論文作成を行
うことができた．
　大学院：社会人大学生　1 名（高橋 正洋）
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3．27）（2）放射線科（核医学科）

1．構成員
　久慈一英（KUJI, Ichiei）：教授：診療部長：教育員：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
　山根登茂彦（YAMANE, Tomohiko）：准教授：診療副部長：教育副主任：研究員：指導教員（大学院）：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
　今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）：客員准教授：脳核医学，腫瘍核医学：博士
　島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）：非常勤講師：一般核医学：博士
　伊藤邦泰（ITOH, Kuniyasu）：非常勤講師：画像診断学
　藤島基宣（FUJISHIMA, Motonobu）：社会人大学院生
　河野正志（KOUNO, Masashi）：非常勤講師：大学院専攻生：画像診断学

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，山根登茂彦）
卒後教育
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（山根登茂彦）
・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）
・専門医教育（久慈一英，山根登茂彦）
その他
・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）

2-3．達成度
　卒前教育：80%，卒後教育：80％，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．スタッフが 1 名増えたため，BSL や講義がやりやすくなったので，もう少し
行き届いた教育ができるようになると考える．

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
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経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．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．スタッフが 1 名増えたため，余裕が生まれた．

大学院教育：大学院生の学位論文が完成し，学位審査も合格した．大学院講義を 1 コマ担当した．新たな大学院
研究生が加わったので，指導を続け，テーマを見定めていく．

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など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）
　①脳アミロイド（PIB）イメージングに関する研究
　② PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
　③ SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
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
　脳アミロイドの研究は，臨床応用に入ってきた．自動合成装置が医療機器承認を受けた．達成度 90%.
・ PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
　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．低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO は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，光拡散光イメージングとの比較検討で成果が生まれている．新たに消化器外科と協同
で膵癌の低酸素について研究を開始した．文部科学省科学研究費も獲得できた．達成度 70%.

・PET/CT によるエストロゲン受容体画像の臨床応用に関する研究可能性の検討
　今年度から新規のトレーサを導入できるか検討した．自動合成装置のプログラミング等を実施施設から経験者を

招いて試験的に合成を試みたところ，可能であることがわかった．来年度から臨床研究を開始することにした．
達成度 0％

・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
　新型 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 装置の導入が私学助成金により

決定し，設置工事中．達成度 70%.
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に関しては，研究は 11C-PIB で続けるが，18F 標識薬剤の自動合
成装置が医療機器承認を受けたため，保険医療への導入を検討中である．メチオニンによるアミノ酸代謝イメージン
グは，他大学にて先進医療実施中だが，当院での参加は困難である．FDG による糖代謝イメージングでは PET/CT に
よる診断向上のための研究を進めている．18F-FMISO による低酸素イメージングは乳癌における光拡散光イメージ
ングとの比較検討で良い結果が出ており，成果が出てきている．乳癌にてエストロゲン受容体画像が可能と判断され
たので，臨床研究を計画する．定量可能な新型SPECT/CTが導入決定したので，来年度からの新しい展開が期待できる．
スタッフ 1 名が増員したため，来年度からの科研費取得など進捗があった．研究を進めるためには，さらなる人材
の獲得が重要である．また，Joint Commission International（JCI）に対応するために，マニュアルや研究書類の整
備を行ったが，新しい研究倫理規定に対応するためにはもう少し体制の充実が必要と考えている．

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．新規核医学イメー
ジング製剤や治療薬の効果判定などに関する臨床試験を行う．本年度からスタッフが1名増加した．本年度全体では，
6,282 件の検査，治療が行われ，前年度と比較してほぼ同数の約 0.8% 減少であった．次年度に新型 SPECT/CT1 台
を増設し，スタッフ 1 名増員予定である．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
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備の学会 GMP 基準に合わせた施設改修を計画している．新規アミノ酸 PET 製剤に関する臨床試験を脳腫瘍および前
立腺癌にて第 2 相から継続的に行っている．また，Joint Commission International（JCI）に対応するために，マニュ
アルや手順書類の作成および整備を行ったので，今後は運用を徹底していく．

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, International Journal of Radiology
査読委員　日本医学放射線学会 , Japanese Journal of Radiology, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics

　山根登茂彦
査読委員　Annals of Nuclear Medicine, Cancer Imaging, Journal Thoracic Disease, Journal of Clinical Imaging 
Science, Journal of Radiation Research

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，第 54 回日本核医学会学術総会プログラム委員，金沢大学十全医学会評議員，日本核医学
会関東甲信越地方会幹事，埼玉核医学研究会世話人，小児核医学研究会世話人，西部放射線医学セミナー幹事，
日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

［論文］
①Senda M, Sasaki M, Yamane T, Shimizu K, Patt M, Barthel H, Sattler B, Nagasawa T, Schultze-Mosgau M, Aitoku Y, 

Dinkelborg L, Sabri O. Ethnic comparison of pharmacokinetics of 18F-florbetaben, a PET tracer for beta-amyloid 
imaging, in healthy Caucasian and Japanese subjects. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 42 （1）, 89-96, 2015

② Senda M, Yamamoto Y, Sasaki M, Yamane T, Brooks D J, Farrar G, McParland B, Heurling K. An exploratory 
efficacy study of the amyloid imaging agent [18F]flutemetamol in Japanese Subjects. Ann Nucl Med, （in press）, 
2015

③ Shimada H, Ueda S, Saeki T, Shigekawa T, Takeuchi H, Hirokawa E, Sugitani I, Sugiyama M, Takahashi T, 
Matsuura K, Yamane T, Kuji I, Hasebe T, Osaki A. Neoadjuvant triweekly nanoparticle albumin-bound paclitaxel 
followed by epirubicin and cyclophosphamide for Stage II/III HER2-negative breast cancer: evaluation of efficacy 
and safety. Jpn J Clin Oncol, （in press）, 2015

④ Yamane T, Seto A, Suzuki T, Yokota K, Li C P, Mimura T, Kuji I. Orbital IgG4-Related Disease Detected by 
11C-Methionine PET/CT. Clin Nucl Med, （in press）, 2015

［学会発表］
⑤久慈 一英 , 島野 靖正 , 上田 重人 , 佐伯 俊昭 , 瀬戸 陽 , 山根 登茂彦 : 癌術前補助化学療法による糖代謝および低

酸素状態変化の PET/CT による測定 . 第 73 回日本医学放射線学会総会 . 2014.04. 横浜
⑥ Kuji I, Ueda S, Saeki T, Shimano Y: Change of hypoxic status during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer 

by using PET/CT imaging. The SNMMI 2014 Annual Meeting. 2014.06. セントルイス，米国
⑦久慈 一英 , 上田 重人 , 島野 靖正 , 山根 登茂彦 , 瀬戸 陽 , 佐伯 俊昭 : 乳癌術前化学療法による低酸素状態変化の

18F-FMISO-PET/CT を用いた評価 . 第 54 回日本核医学会学術総会 . 2014.11. 大阪
⑧山根 登茂彦 , 瀬戸 陽 , 久慈 一英 : FDG-PET による前縦隔原発悪性リンパ腫と胸腺原発上皮性腫瘍との鑑別 . 第

54 回日本核医学会学術総会 . 2014.11. 大阪
［講演］

⑨久慈 一英：新しい脳神経核医学診断の有用性について　- 認知症診断を中心に -. 第 17 回千里浜脳循環代謝カン
ファレンス , 2014.5, 金沢

⑩山根 登茂彦：腫瘍 PET トレーサの現状と課題 . 第 43 回断層映像研究会 , 2014.11, 秋葉原
【総数：論文 4 件，学会発表 14 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
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1）平成 26 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（B）一般 , 光イメージングによる腫瘍血管・低酸素を標的とし
た抗癌剤反応性バイオマーカーの開発，研究代表者，阪原晴海，分担研究者，久慈一英，15 万円

2）平成 26 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（C）一般 , ホルモン感受性乳癌患者に対するホルモン治療薬初
回全身投与時の画像診断，バイオマーカーによる治療効果予測に関する検討，研究代表者，上田重人，分担研究
者，久慈一英，10 万円

3）平成 26 年度私立大学等経常費補助金，放射能濃度定量可能な高精度 CT 減弱補正技術を利用した次世代型
SPECT/CT 融合測定装置

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 45 回埼玉核医学研究会　共催，会長：久慈一英，2015.3.7，大宮，さいたま市

7．自己点検・評価
　学部教育において，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充実させると共に，さらにポイント
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．9 月から大学院研究生を 1 名教育，指導中である．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 PET/CT による悪性腫瘍治療効果判
定および腫瘍低酸素に関する研究，③ SPECT/CT の臨床的有用性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．臨床応用の時期にさしかかっている．②については，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，乳癌における低酸素イメージングについて成果が現れてきた．
③の研究は，定量可能な新型 SPECT/CT が導入決定したので，来年度からの新しい展開が期待できる．また，Joint 
Commission International（JCI）に対応するために，マニュアルや研究書類の整備を行ったが，新しい研究倫理規定
に対応するためにはもう少し体制の充実が必要と考えている．
　診療において，本年度全体では，6,282 件の検査と治療が行われた．実施件数は昨年度とほぼ同数で 0.8％減少し
たが，来年度は新規SPECT/CT導入により，SPECT検査数は増加が見込める．しかし，検査数の増加に対応するために，
さらなる必要人員確保が課題である．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．新規アミノ酸 PET 製剤に関する臨床試験を脳腫瘍および前立腺癌
にて第 2 相から継続的に行っている．また，JCI に対応するために，マニュアルや手順書類の作成および整備を行っ
たので，今後は運用を徹底していく．
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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：診療部長：代表指導教員（大学院）：放射線治療：博士
　鹿間直人（SHIKAMA, Naoto）：教授：教育副主任：指導教員（大学院）：診療副部長：放射線治療：博士
　田巻倫明（TAMAKI, Tomoaki）：講師：指導教員：外来医長：放射線治療：博士
　熊﨑　祐（KUMAZAKI, Yu）：講師：指導教員：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
　牧野壮壱（MAKINO, Souichi）：助教：研究員
　宮澤一成（MIYAZAWA, Kazunari）：助教：研究員
　阿部孝憲（ABE, Takanori）：助教：研究員
　平井隆太（HIRAI, Ryuta）：助教：研究員：医学物理士

2．教員
2-1．目的・目標

卒前教育：医師としてがん診療における放射線治療に関する最低限の知識を身につけることを目標とする．がん診
療における放射線治療の位置付け，放射線治療の種類，方法，利点と欠点について理解するための基礎的な教育を行う．

卒後教育：後期研修医に対しては，埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して，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．目標は日本医学放射線学会認定放射線科専門医の資格取得とする．その
後は放射線治療に関するより専門的な教育を行う．目標は日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放射線
治療専門医の資格取得とする．
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，田巻）．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，田巻，熊崎）．

卒後教育：指導医の下で，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とともに，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（加藤，鹿間，田巻）．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，田巻，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：指導医は個々の症例において各疾患に対する放射線治療方法および併用療法を指導した．また重要な論
文を用いて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科学論文作成の指導を行った．放射線治療方
法および外来診療に関する知識と技術は指導したが，若手医師の科学論文作成に関する達成度は十分でなかった．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：平成 26 年度の講義および BSL のコマ数は十分とはいえなかった．平成 27 年度は臨床講義数および
BSL の更なる拡充を図る．

卒後教育：平成 27 年度は，若手医師の日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療専門医の資
格取得を目指す．

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
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　・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
　・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
　田巻倫明
　・局所進行子宮頸癌に対する画像誘導小線源治療に関する多施設共同前向き観察研究
　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
　・HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究
　宮浦和徳
　・質の高い放射線治療普及のための基盤研究
　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
　宮澤一成
　・頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療の臨床評価に関する研究
　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）

　田巻倫明
・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）
・子宮頸癌に対する中央遮蔽を用いた骨盤照射と腔内照射の併用放射線治療における線量体積パラメーターの解析
（埼玉医科大学）

　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（橘班）

　・HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究（科研費）
　宮浦和徳

・質の高い放射線治療普及のための基盤研究を行う（伊藤班）
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
宮澤一成
・頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療の確立と標準化のための臨床研究（西村班）
阿部孝憲
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・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 27 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

・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 RAS6/062「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）
　田巻倫明
　・国際原子力機関／地域協力協定（IAEA/RCA）国内対応委員会委員（外務省）
　・地域協力協定プログラム諮問委員会委員（RCA Program Advisory Committee）
　・低中所得国における放射線治療技術普及に関する諮問委員会委員（国際原子力機関）
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
　　Japanese Journal of Clinical Oncology （JJCO）
　・編集委員
　　Japanese Journal of Gynecologic Oncology （JJGO）
　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）
　田巻倫明
　・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
　・日本医学放射線学会代議員（防護委員）
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　・日本婦人科腫瘍学会理事（編集委員）
　・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
　・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　婦人科腫瘍研究班班員
　・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
　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
　田巻倫明
　・日本放射線腫瘍学会　教育委員
　・日本医学物理学会　国際交流委員
　・認定特定非営利活動法人　放射線医療国際協力推進機構　理事
　熊﨑　祐
　・日本医学物理学会代議員（計測委員，QA/QC 委員）
　・医学物理士認定機構（試験委員）
　宮浦和徳
　・日本医学物理学会代議員（QA/QC 委員会）
　・医学物理士認定機構（認定委員）
　・日本医学物理士会評議員
　・日本医学物理士会企画委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1．論文

① Wakatsuki M, Kato S, Ohno T, Karasawa K, Kiyohara H, Tamaki T, Ando K, Tsujii H, Nakano T, Kamada T, Shozu 
M, and The Working Group of the Gynecological Tumor. Clinical outcomes of carbon ion radiotherapy for locally 
advanced adenocarcinoma of the uterine cervix in Phase 1/2 clinical Trial （Protocol 9704）. Cancer 2014, 120 

（11）: 1663-1669. 
② Wakatsuki M, Kato S, Ohno T, Karasawa K, Ando K, Kiyohara H, Tsujii H, Nakano T, Kamada T, Shozu M, and 

The Working Group of the Gynecological Tumor. Dose-escalation study of carbon ion radiotherapy for locally 
advanced squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Gynecol Oncol. 2014, 132 （1）: 87-92. 

③ Wakatsuki M, Ohno T, Kato S, Ando K, Noda S, Kiyohara H, Shibuya K, Karasawa K, Kamada T, Nakano T. Impact 
of boost irradiation on pelvic lymph node control in patients with cervical cancer. J Radiat Res. 2014, 55 （1）: 
139-145. 

④ Abe T, Tamaki T, Makino S, Ebara T, Hirai R, Miyaura K, Kumazaki Y, Ohno T, Shikama N, Nakano T, Kato S. 
Assessing cumulative dose distributions in combined radiotherapy for cervical cancer using deformable image 
registration with pre-imaging preparations. Radiation Oncology 2014, 9:293-300.

⑤ Wakatsuki M, Kato S, Kiyohara H, Ohno T, Karasawa K, Tamaki T, Ando K, Tsujii H, Nakano T, Kamada T, Shozu 
M, and The Working Group of the Gynecological Tumor. Clinical trial of prophylactic extended-field carbon-
ion radiotherapy for locally advanced uterine cervical cancer （Protocol 0508）. PLoS One 2015, 10 （5）: 
e0127587.

⑥ Abe T, Ebara T, Miyaura K, Kumazaki Y, Nakahira M, Sugasawa M, Shikama N, Kato S. Malignant melanoma of 
the nasal cavity treated with stereotactic radiotherapy using CyberKnife: report of 2 cases. Am J Otolaryngol 
2015, 36: 306-309.

⑦ Wakatsuki M, Kato S, Ohno T, Kiyohara H, Karasawa K, Tamaki T, Ando K, Irie D, Shiba S, Tsujii H, Nakano 
T, Kamada T, Shozu M, and The Working Group of the Gynecological Tumor. Difference in distant failure site 
between locally advanced squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the uterine cervix after C-ion RT. J 
Radiat Res. 2015.

⑧ Shikama N, Tsujino K, Nakamura K, Ishikura S. Surver of advanced radiation technologies used at designated 
cancer care hospitals in Japan. J Clin Oncol, 2013
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⑨ Shikama N, Sekiguchi K, Nakamura N, Sekine H, Nakayama Y, Imanaka K, Akiba M, Hatayanma Y, Ogo E, 
Kagami Y, kawashima M, 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 with involved margins or 
margin widths 1mm or less than. American jauranal of breast cancer research 2014　Columbia international 
publishing.2014; vol 1

⑩ Nakamura N, Takahashi O, Kamo M, Hatanaka S, Endo H, Mizuno N, Shikama N, Ogita M, Sekiguchi K. Effects of 
geometrical uncertainties on whole breast radiotherapy :A comparison of four different techniques. Journal of 
breast cancer.2014;4:157-60

【総数：論文 13 件，学会発表 25 件，総説・著書 8 件】
6-2．獲得研究費

文部科学省
田巻倫明
1．平成 25 年度～ 27 年度　文部科学省科学研究費助成事業　若手研究（B）「3 次元的生物効果線量（BED）分布

解析による新たな包括的放射線治療評価法の検索」（主任研究者）　338 万円
厚生労働省
鹿間直人
1．平成 26 年度～厚生労働科学研究費補助金がん対策推進道号研究事業（がん政策研究事業）がんの診療科デー

タベースと Japanese National Cancer Database （JNCDB）の運用と他がん登録との連携（主任研究者：手島昭樹）
分担金 5 万円

2．平成 26 年度～がん研究開発費 26-A-4「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究」（主任研究者：
飛内賢正）分担金 40 万円

熊﨑祐
1．平成 26 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 26 年度　日高研究プロジェクト「Ir-192 線源による画像誘導小線源治療における品質保証ファントムの

開発」主任研究者：熊﨑祐）分担金 90 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. Hirosaki, Japan, November 4-8, 2014.
　加藤眞吾，田巻倫明
2．IAEA/RCA RAS/6/062 Regional Training Course on 3D image-guided brachytherapy for cervical Cancer. 

Saitama, Japan, September 29-October 3, 2014.

7．自己点検・評価
　平成 26 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」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．また，医学生の見学希望者に対しても対応しており，学年により知識の取得程度が異なることを考
慮した教育を行う．

　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る．
②卒後教育：（大西秀樹，石田真弓）
　緩和ケアチームカンファレンス，病棟・外来など実践の現場で教育・指導する．さらにリサーチカンファレンス

への参加も促す．
　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，啓発活動を行う．その一環として，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，看護師を対象とした「精神症状」「心
理状態」「ストレスマネジメント」の研修を行う．

　さらに，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つつ，多
職種共働の考え方にふれる．

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・死生学勉強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
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②がん患者の心理社会的研究
③進行・再発がん患者における集団精神療法プログラムの開発
④がん患者家族・遺族の心理社会的研究

3-3．研究内容と達成度
　上記の研究はそれぞれ進行中であり，国際誌に論文としてその成果が掲載されている．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に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
　該当なし
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理事（大西秀樹）
　日本臨床死生学会常任理事（大西秀樹）
　日本サイコオンコロジー学会代議員（石田真弓）
　日本臨床死生学会評議員（石田真弓）

6．業績
6-1．論文・学会発表
【論文（英文）2 編，総説（和文）6 編，著書 0 編】
（代表論文）
① Miyashita M, Wada M, Morita T et al. Care Evaluation Scale-Patient Version: Measuring the Quality of the 

Structure and Process of Palliative Care From the Patient's Perspective. J Pain Symptom Manage 2014; 48: 
110-118.

② Nakajima N, Kusumoto K, Onishi H, Ishida M. Does the Approach of Disclosing More Detailed Information of 
Cancer for the Terminally Ill Patients Improve the Quality of Communication Involving Patients, Families, and 
Medical Professionals? Am J Hosp Palliat Care 2014.

（総説）
③ 大 西 秀 樹 , 石 田 真 弓 . 家 族 と 遺 族 の ケ ア . Japanese Journal of Psychosomatic Medicine (Tokyo). 

2014;54(1):45-52.
④大西秀樹 . ナースはもっと力になれる　がん患者の ” 心の問題 ” を知ろう　サイコオンコロジーの立場から . エ

キスパートナース . 2014;30(7):76-84.
⑤遠山啓亮 . 不安の ” 意外な原因 ” を見逃さない技術 . エキスパートナース . 2014;30(7):89-92.
⑥石田真弓 . 患者さんと一緒に心配事を整理する方法 . エキスパートナース . 2014;30(7):93-6.
⑦石田真弓 & 大西秀樹 (2014). 医療者の違和感から考える防衛機制 - がん患者の家族と遺族のケース -. 緩和ケア , 

24(3), 190-194.
⑧大西秀樹，石田真弓，棚橋伊織，遠山啓亮 . 乳がん患者におけるサイコオンコロジーの進歩 . 日本薬剤師会雑誌 . 

2014;66(11):1505-1511.
【学会発表 4 回，特別講演 1 回，シンポジウム 5 回　総数 10 回】
6-2．獲得研究費



精神科（精神腫瘍科）

776

・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）

・平成 26 年度学内グラント「進行・再発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確立と普及」（石
田真弓：80 万円）

・平成 26 年度日高研究プロジェクト「『遺族外来』における高齢者診断アルゴリズムの開発」（石田真弓：40 万円）
6-3．受賞
　日本サイコオンコロジー学会　奨励賞（石田真弓）
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．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）（兼担）：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 実習教育を半日実施している．保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部

3 年生，杏林大学保健学部 3 年生の臨地実習を中央検査部と輸血細胞移植部で担当する．
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）の指導を行う
③大学院教育
　女子栄養大学の修士大学院生を対象に臨床血液学の講義と実習を 12 コマ担当する．

2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部 5 年生 BSL を池淵，田地，内田，網野，室谷が担当
　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．

　保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部 3 年生，杏林大学保健学部 3 年生の臨地実習は田地，
松本，田中，佐藤，大谷，渡辺，棚澤，三村，菅野が担当し，7 週から 8 週間で見学と実習を行い，病院の検査
部という大学内では体験できない環境で実習が行えている．

　医療学部 4 年生の卒業研究は希望者に対応しているが，平成 26 年度は希望者がゼロだった．担当は池淵．
②卒後教育：エコー検査を五十嵐，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．平成 26 年度は希望者がゼロであった．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．

　保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部 3 年生，杏林大学保健学部 3 年生：病院の検査部門
の実感を経験できたと良い感想をもらっている．

②卒後教育．初期研修医10名の研修を受け入れることができた．心臓エコー検査，腹部エコー検査を希望科目に沿っ
て検査技師が指導できた．研修医からは達成感があったとコメントを聞くことができた．

③大学院教育．今年度は希望者が出なかったので，次年度に希望者がいることを期待する．
2-4．自己評価と次年度計画

①卒前教育．現在技師はルーチンをこなしながら，何とか教育担当者を決めて実習に対応している．次年度も継続
する．実習の時間が限られており，学習項目はこれ以上増やせないと考えている．

②卒後教育．希望者にはできるだけ現場の負担にならない限り受け入れ研修をさせる予定である．総合医療センター
の研修医の希望者が多く，できれば総合医療センターの検査部でエコー検査の研修をできるようにセットアップ
していただきたいとお願いした．
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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．

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：五十嵐，三村，山本
③全血の亜鉛測定系の開発と臨床応用：池淵，田地，室谷

3-3．研究内容と達成度
①試薬検討グループでは，1）クロストリジウムディフィシル迅速診断キットを CD 毒素のみのを検出するキット

から CD 毒素と抗原を同時検出できるキットに変更した．2）便ロタウイルス抗原検査キットを便ロタウイルス
とアデノウイルス同時検出キットに変更した．3）急性心筋梗塞などの早期発見のため，心筋トロポニン I 測定
試薬を高感度試薬に変更し，単位，基準値変更を行った．

②超音波検討グループでは血管内エコーに習熟した技師が部内の教育を充実させている．
③重要な微量金属の亜鉛であるが，体内貯蔵の場所，体内動態，貯蔵場所から必要とされる臓器への移行，などに

関して情報が十分得られていない．臨床検査で確立された血清亜鉛を測定するシステムを応用して，血清と赤血
球成分に存在する亜鉛のトータル量を測定することを計画している．また亜鉛のサプリメントを服用した後に血
清および赤血球のどちらに亜鉛が蓄積されるかを検討し，赤血球そのものが亜鉛の貯蔵臓器として機能している
という仮説を立て，それを証明したいと考えている．

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
　埼玉県合同輸血療法委員会自己血輸血小委員会委員長
　埼玉自己血研修会代表世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）

論文発表
①山本哲也：コンベックス型探触子における連続波ドプラ法による最大血流速度測定の有用性．超音波検査技術　

39:163-171,2014
②山本哲也：下肢静脈，コンパクト超音波αシリーズ血管エコー．　ベクトルコア　139-175,2014　　　
学会・研究会発表
③式田秀美，五十嵐利恵子，塩田祥子，他：右膝窩副乳癌の 1 例．第 39 回日本超音波検査医学会学術集会．
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④松野順平，木下博美，松本雅子，他：肺癌由来の腫瘍細胞を末梢血液塗抹標本中に認めた一例．第 51 回関東甲
信地区臨床検査技師会

⑤田地功忠，室谷明子，田中のり子，他：自律搬送ロボット「HOSPI」を用いた検体搬送．第 46 回日本臨床検査
自動化学会

⑥渡辺典之，橋北義一，田地功忠，他：小児の血液培養から検出された Spingomonas pseudosonguinis の 1 症例：
第 63 回日本感染症学会東日本地方学術集会

⑦田中沙知，網野育雄，室谷明子，他：当センターにおける TAT(Turnaround Time)　報告の取り組みについて．
第 32 回私立医科大学臨床検査技師会学術研修会

⑧大坂圭司，大谷真弓，内田弘行，他：限外ろ過フィルターを用いたケトン体測定法の評価．第 43 回埼玉県医学
検査学会

⑨関　紗織，橋北義一，渡辺典之，他：Corynebacterium striatum による感染性心内膜炎の一症例．第 26 回日本
臨床微生物学会総会

⑩渡辺典之，橋北義一，田地功忠，他：Kingella kingae による感染性心内膜炎の 1 例．第 26 回日本臨床微生物学
会総会　

【総数：著書 0 件，論文 2 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　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．今後数年計画であるが，検査技師さんが
学位取得できるよう指導をしていきたい．
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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，代表指導教員（大学院）：診療科長：研究主任：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：研究主任，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：教育主任，指導教員（大学院）：診断病理，乳腺病理，消化管病理，膵・
　　　　　　　　　　　　　　　  胆道病理：医学博士
藤野　節（FUJINO, Takashi）：准教授，学位論文審査教員（大学院）：専門医：骨軟部病理：医学博士
永田耕治（NAGATA, Koji）：講師，学位論文審査教員（大学院）：研究副主任：専門医員：診断病理，消化器病理：
　　　　　　　　　　　　  医学博士
山口　浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）：講師，大学院教員（大学院）：専門医員：診断病理，膵･胆道病理：医学博士
榊　美佳（SAKAKI, Mika）：講師，大学院教員（大学院）：専門医：外科病理，リンパ網内系：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）：助教：医員：乳腺
島田浩子（SHIMADA, Hiroko）：助教：医員：乳腺

　＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi），瀬山　敦（SAYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA, 
Yasuo），中村　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
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

　＜非常勤医師＞
Gregory Y. Lauwers：客員教授
清水禎彦（SHIMIZU, Yoshihiko）：非常勤講師
伴　慎一（BAN, Shin-ichi）：非常勤講師
鈴木雅子（SUZUKI, Masako）：非常勤講師
槻木恵一（TSUKINOKI, Keiichi）：非常勤講師
村田晋一（MURATA, Shin-ichi）：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． 
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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），腫瘍（2 時間：藤野，3 時間：長谷部，3 時間：安田）
〈3 年生〉「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（2 時間：清水禎，1 時間：長谷部），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），医学英
語（3 時間：安田，2 時間：長谷部，2 時間：永田）

〈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），皮膚・運動（1 時間：藤野）

〈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 45 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根幹をなしており，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
　著書18編　論文は計17 編を発表した．その内訳は英文16 編，邦文1 編である．学会発表は，海外5回，国内25 回，
講演 14 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）
　平成 26 年度の病理診断数は，組織診 9,629 件，術中迅速診断 1,234 件，細胞診 7,603 件，迅速細胞診 515 件，
染色体検査 326 件であった．病理解剖数は 29 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．
CPC 臨床病理検討会（年 29 回・45 例）も実施している．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無．該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Archives Pathology & Laboratory Medicine, International Editorial Board：Michio Shimizu 
　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
　日本臨床細胞学会誌査読委員：安田政実
　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
　卵巣腫瘍取扱い規約委員（安田政実）
　日本病理学会コンサルテーション委員（清水道生，安田政実）
　国立がん研究センター病理診断コンサルテーション委員（安田政実，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
①Hasegawa K, Nagao S, Yasuda M, Millan D, Viswanathan AN, Glasspool RM, Devouassoux-Shisheboran M, Covens 

A, Lorusso D, Kurzeder C, Kim JW, Gladieff L, Bryce J, Friedlander M, Fujiwara K: Gynecologic Cancer InterGroup 
（GCIG） consensus review for clear cell carcinoma of the uterine corpus and cervix International journal of 
gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society 24:S90-95, 2014

② Kozawa E, Inoue K, takahashi M, Kato T, Yasuda M, Kimura F: Diffusion-weighted MR imaging findings of ovarian 
adenocarcinofibromas and adenofibromas Clinical imaging 38:483-489, 2014

③ Matsuo K, Yoshino K, Hiramatsu K, Banzai C, Hasegawa K, Yasuda M, Nishimura M, Sheridan TB, Ikeda Y, Shiki 
Y, Mabuchi S, Enomoto T, Kimura T, Fujiwara K, Roman LD, Sood AK: Effect of lymphovascular space invasion on 
survival of stage I epithelial ovarian cancer Obstetrics and gynecology 123:957-965, 2014

④ Sujino Y, Kimura F, Tanno J, Nakano S, Yamaguchi E, Shimizu M, Okano N, Tamura Y, Fujita J, Cooper LT, 
Senbonmatsu T, Muramatsu T, Nishimura S: Cardiac magnetic resonance imaging in giant cell myocarditis: 
intriguing associations with clinical and pathological features Circulation 129:e467-469, 2014

⑤ Yasuda M: Immunohistochemical characterization of endometrial carcinomas: endometrioid, serous and clear 
cell adenocarcinomas in association with genetic analysis The journal of obstetrics and gynaecology research 
40:2167-2176, 2014

学会発表
⑥ Kikuchi J: A case of atypical lipoleiomyoma. The 18th Japan-Korea-Taiwan Joint Conference for Gynecological 

Pathology May 24th,2014 Taipei, Taiwan.
⑦ Yasuda M: Endometrial polyp-associated carcinomas: review of 22 cases. The 18th Japan-Korea-Taiwan Joint 

Conference for Gynecological Pathology May 24th,2014 Taipei, Taiwan.
⑧ Katoh T: A case of synchronous mucinous metaplasia and neoplasia of the female genital tract （SMMN-FGT）. 

The 18th Japan-Korea-Taiwan Joint Conference for Gynecological Pathology May 24th, 2014 Taipei, Taiwan.
⑨ Chih-Ping Li: A case of pulmonary basaloid carcinoma. The 5th Taiwan-Japan Conjoint Slide Conference of IAP 

October 26th（Sun）,2014 Taipei, Taiwan
【総数：論文 17 件，学会発表 30 件，講演 14 件】
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
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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：基盤研究（C）26460458　膵管内管状乳頭腫瘍における全ゲノムエクソン配列解析．期間：26-28
6-3．受賞
6-4．特許．実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1）彩の国さいたま病理診断セミナー
　6 月14-15日の両日，「第12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 4 名が招聘され全 8 講演と Self-Assessment 方式の症例解説が
2 回行われた．本セミナーは例年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 Self-Assessment など
がきわめて好評で，日本全国から専門医試験を受験する若手からスキルアップを目的とするベテランまでの 156 
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，毎日行われている科内のカンファレンスや，毎週行われている抄読会，研究打合などでお互いを鼓
舞することが，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．担当は平山，棚澤．

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．

③ 薬剤部で受け入れている城西大学薬学部実習生を 1 班 2 名単位，半日のワクで現場見学実習を行う．血液製剤
の保管状況，血小板の外観検査（スワーリング），血液型検査，交差適合試験などを見学してもらう．担当は平山，
棚澤．

2-3．達成度
① 血液製剤は適正に使用される必要があること，血液製剤の外観検査が重要であることに理解を深めてもらった．
2-4．自己評価と次年度計画
　初期研修医を対象とした講義では，輸血実施時の PDA 照合，輸血適合票の扱い，血液バッグと輸血ラインの接続，
輸血オーダー時の諸注意，など具体的に役立つ解説講義に努めたい．
　少数ながらまだ血液型検査検体取り違えがおきているため，新人看護師向けの輸血講義を医療安全の講習の一環と
して取り組んだ．

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 部の臨床工学技士とデータを解析し，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，アフェレシス当日の早朝時採血検体の一部を用いて CD34 陽性細胞率
（A）を測定する．また採取完了したバッグ内の一部を用いて CD34 陽性細胞率（B）を測定する．処理した血液
全体に（A）の割合で CD34 陽性細胞が存在したと仮定した時の予想採取総数と実際に採取できた採取総数を比
較して，アフェレシス効率を計算した．症例ごとにばらつきがあるが，最低 30％，最大 100％となった．これ
をもとに，採取当日の末梢血中に CD34 陽性細胞が絶対数として 30 個／μ l 以上存在した場合は，1 回の採取
で 1 回の移植に足る CD34 陽性細胞が採取できることが予想できた．これを平成 27 年 5 月の日本輸血・細胞治
療学会で報告する予定．

② 血管再生治療は平成 26 年度は対象症例がゼロであったが，継続する予定である．
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3-4．自己評価と次年度計画
　末梢血幹細胞採取のアフェレシスデータを解析し，それぞれ学会発表につなげることができた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，再生医療分野
では末梢血単核球移植治療を支援している．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
体制整備は整備され，臨床との間で特にトラブルなく業務ができている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（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）
埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人，同自己血輸血小委員会委員長
埼玉自己血研修会代表世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表　該当なし
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　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．
　国際医療センターが業務の効率化を指標として求めている CI 値として輸血・細胞移植部では血液製剤廃棄率と新
鮮凍結血漿／赤血球比を設定した．後者はまだ目標値に達していないため，臨床側との協議・支援を求めて近づけて
いきたいと考えている．
　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．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  
加藤木利行 （KATOGI, Toshiyuki） : 特任教授：副学部長：外科学：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
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，神経内科学 , リハビリテーション医学：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
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
辻脇邦彦（TSUJIWAKI, Kunihiko）：准教授：指導教員（大学院）：精神看護学：修士
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
吉田真里子（YOSHIDA, Mariko）：准教授：大学院教員（大学院）： 成人看護学：博士（9 月まで）　
青森広美（AOMORI, 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
金子優子（KANEKO, Yuko）： 講師：大学院教員（大学院）：神経生理学：博士
西岡ひとみ（NISHIOKA, Hitomi） ：講師：地域看護学：修士（1 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
今村久美子（IMAMURA, Kumiko）：助教：修士
小田沙矢香（ODA, Sayaka）：助教：修士
折元美雪（ORIMOTO, Miyuki）：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
成田みぎわ（NARITA, Migiwa）：助教：修士
樋口美樹（HIGU ＣＨＩ ,Miki）：助教：修士
内田久子（UCHIDA, Hisako）：助手
鈴木優子（SUZUKI,Yuko）：助手
町田貴絵（MACHIDA, Takae） ：助手
松本里加（MATSUMOTO, Rika）：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Ⅱ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：「精神看護学とは，人々の精神的健康の保持・増進のための看護を扱う学問領域である」ことを
確認し，精神看護学概論では身体疾患により，または日常生活において心の問題によって危機的状況にある対象に対
して精神的・心理的側面から対象を理解し，看護を提供できる力を養う．そのうえで，いわゆる狭義の精神看護を学
ぶ．精神看護学活動論では，精神疾患が患者の身体面，精神面，社会面，スピリチュアルな面に及ぼす影響を理解す
るための知識と支援方法を修得し，精神看護学実習ではこれらの知識・技術を活用し，実践的に学ぶ．

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，公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ・Ⅱ，公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ・Ⅱ，健康教育Ⅰ・Ⅱ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
【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 , 青森広美，湯澤八江）
・病むことの心理：2 年生，1 単位 30 時間　（大賀淳子 , 辻脇邦彦）
・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（金子優子ほか）
・人体の構造と機能Ⅱ：1 年生，2 単位 60 時間（金子優子ほか）
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・人体の構造と機能Ⅲ：1 年生，2 単位 60 時間（金子優子ほか）
・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 , 佐久間肇ほか）
・看護関係法規：2 年生，1 単位 15 時間（浅川典子）
・医療の基本Ⅰ（医の倫理／患者－医療人関係））：1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）　　
・医療の基本Ⅱ（医療安全管理とチーム医療）：2 年生，1 単位 30 時間（佐久間肇 , 大野良三 , 加藤木利行ほか）　

【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 , 小田

沙耶矢香，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 , 小田

沙耶矢香，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）
・成人看護学方法論Ⅰ：2 年生 ,1 単位 30 時間（吉田真里子 , 本山仁美）
・老年看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（浅川典子）
・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，藤村博恵，大森智美）
・母性看護学活動論：2 年生 ,2 単位 60 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 今村久美子）
・成人看護学方法論Ⅱ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 吉田真里子）
・成人看護学方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 吉田真里子）
・成人看護学方法論Ⅳ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 古地順子 , 吉田真里子 , 丸山惠子 , 松本里加）
・老年看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（浅川典子 , 佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子，折元美雪）
・小児看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（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 （大賀淳子 , 大澤優子 , 辻脇邦彦 , 成田みぎわ）
・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 , 町田貴絵 , 内田久子）
・公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ :3 年生 ,2 単位 30 時間（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ）
・公衆衛生看護学対象別活動論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ）
・公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ : 3 年生 ,1 単位 15 時間（菊池チトセ）
・公衆衛生看護学活動展開論Ⅱ : 3年生 ,1単位30時間（菊池チトセ ,千田みゆき ,山路真佐子 ,町田貴絵 ,内田久子）
・健康教育論Ⅰ :3 年生 ,1 単位 15 時間（山路真佐子）
・健康教育論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 町田貴絵 , 内田久子）
・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 , 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 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 青森広美，秋葉沙織 , 小林由起子 , 小

田沙矢香 , 樋口美樹） 
・成人看護学実習Ⅰ：3 年生 ,2 単位 90 時間（古地順子 , 本山仁美 , 丸山惠子 , 松本里加）
・成人看護学実習Ⅱ：3 年生 ,2 単位 90 時間（古地順子 , 本山仁美 , 丸山惠子 , 松本里加）
・成人看護学実習Ⅰ -B：4 年生 ,1 単位 45 時間（古地順子 , 本山仁美 , 吉田真里子 , 丸山惠子 , 松本里加）
・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 , 吉田真里子 , 丸山惠子 , 松本里加）
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・老年看護学実習Ⅰ：2 年生 ,1 単位 45 時間（浅川典子，佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子，折元美雪）
・老年看護学実習Ⅱ：3 年生 ,3 単位 135 時間（浅川典子 , 佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子，折元美雪）
・小児看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間　（藤沼小智子 , 杉山智江，鈴木優子）
・母性看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 今村久美子）
・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 , 町田貴絵 , 内田久子）
・地域看護学実習：4 年生 ,4 単位 180 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 町田貴絵 , 内田久子）
・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 , 湯澤八江 ,浅川典子 , 大賀淳子 ,大森智美 ,

菊池チトセ , 辻脇邦彦 , 本山仁美 , 吉田真里子 , 山路真佐子 , 大澤優子 , 藤沼小智子 , 藤村博恵 , 秋葉沙織 , 今村久
美子 , 折元美雪 , 杉山智江 , 成田みぎわ , 鈴木優子 , 町田貴絵 , 松本里加 , 丸山惠子 , 内田久子）　

【ケアの質向上のための看護学】
・看護過程論：2 年生 ,1 単位 15 時間（小倉邦子，大澤優子）
・パリアティブケア論：2 年生 ,1 単位 15 時間（吉田真里子 , 辻脇邦彦 , 成田みぎわ）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵，今村久美子）
・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 , 辻脇邦彦）
・地域看護管理論：4 年生 ,1 単位 15 時間（千田みゆき）
・看護研究セミナー：4 年生 ,2 単位 90 時間（全教員）

（他学科での講義・演習）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係））：理学療法学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・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（佐久間肇ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：理学療法学科 3 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医療の基本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（佐久間肇 , 加藤木利行ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：医用生体工学科 4 年生，1 単位 30 時間（佐久間肇 , 加藤木利行ほか）
・人体の構造と機能 I（解剖学・生理学）：健康医療科学科 1 年生，4 単位 30 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能 I（機能系実習）：健康医療科学科 1 年生偶数班，1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能 I（機能系実習）：健康医療科学科 1 年生奇数班，1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
・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．基礎看護技術の科目

では，技術習得のため基礎看護技術実技試験項目を 6 項目実施し，個別指導やグループへの指導を行ったことにより，
学生は基礎看護技術習得の成果が得られた．また，今年度より基礎看護学実習Ⅰ . 基礎看護学実習Ⅱは，国際医療セ
ンターで一括して実習を実施することができた．実習開始に当たって，臨床側との打ち合わせなど，連携を図りなが
ら実習を進めたことにより，実習指導者から実習目標に沿った多くの指導を受け，実習目標の達成も高まったと考え
る．

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は慢性的な健康障害をもつ患者・家族に看護過程を用いてセルフマネジメント支援を，実習Ⅱは患者
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
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学習できた．老年看護学活動論では高齢者への個別性のある看護援助を展開するための基本的な知識・技術について
学習でき概ね目標は達成できた．老年看護学実習Ⅰでは，老いを生きるということについて理解を深めることができ
た．老年看護学実習Ⅱでは，学生は認知症高齢者を受け持ち必要な看護援助について理解を深めることができた．

小児看護学領域：小児看護学概論は非常勤講師の担当であったが，講師との連携をとり学生が子どもの成長発達や
特徴を理解し健康障害を持つ子どもと家族の看護の学習につなげていけるように努めた．活動論では資料の工夫や事
例の精選を行い，小児期に多い疾患の特徴と看護について学べた．実習に向けて看護過程の展開や小児の基礎看護技
術の習得ができるよう演習を行い実習で活用できた．実習では，初日から子どもに関わり，日々の援助や看護過程の
展開を通して，子どもの回復とウェルビーイングの実現に向けた考えを深められていた．

母性看護学領域：母性看護学概論では，生殖の意義，母性と父性の概念，女性のライフサイクル各期の健康と課
題，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，また援助技術の演習を行った．母性看護学実習では
5 箇所の実習施設の臨地実習指導者が一堂に会し実習報告・調整会議を行い，施設間で学生の実習を円滑に行うため
の意見・情報交換を行うことができた．学生は受け持ち対象者の看護を通して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 視聴を取り入れている．また，精神看護学活動論では当事者の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．

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．カリキュラムの改正の該当年度で地域看護学活動論が公衆衛生看護学対象
別看護論Ⅰ . Ⅱ，公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ . Ⅱ，健康教育論Ⅰ . Ⅱと科目数，単位数，時間数も多くなり，また，
選択性となったので混乱をしないよう対応した．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．次年度以降は，学生の技術習
得の強化をさらに図るため，基礎看護技術の授業方法や実技試験の内容，方法なども含めて，基礎看護技術教育のあ
り方を検討していきたい．基礎看護学実習Ⅰ・基礎看護学実習Ⅱについては，今年度同様に，学生の実習環境を整え，
実習目標の達成度を上げるため，国際医療センター 1 か所での実施を予定し，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．

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し，方法論ⅠからⅣの内容に有機的つながりをもたせた．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：老年看護学概論，老年看護学活動論においては，更に資料を工夫し，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，昨年度検討した演習内容を踏襲し，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，引き続き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：次年度の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
および現代社会の特徴を捉えた小児看護の役割を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資料や展開の工夫により積極的に学習できた．次年度は，学生が子どもと家族の看護の方
向性を考察できるようにさらに資料や展開を工夫する．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
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効果のあるものとしていくための検討を進める．活動論における演習をより実習に結び付けていくために内容を検討
していく．実習においては，実習施設の指導者の協力を得て，実習計画は順調に進められ，学生は母性看護でしか学
べない生命誕生の場において，産むことの女性の大変さ，また女性の力強さを実感として学べていた．看護過程にお
いては，学生がより理解できているという実感を持って考えることができるように個別指導をさらに充実していきた
い．

精神看護学領域：「精神看護学概論」，「精神看護学活動論」，「精神看護学実習」の連続性（学内講義・演習と実習の連動）
を意図した教授・演習デザインにより，学生の実習での理解・学びはよりスムーズであったと考える．次年度以降も
同様の授業計画としたい．

地域看護学領域：在宅看護学概論は教授内容の精選，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する．また，
公衆衛生看護学関連科目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授業と演習の工夫をする．次年
度は 4 年次から地域診断論Ⅰ . Ⅱと公衆衛生看護学実習が開講するため，学生の理解度を見ながら授業と公衆衛生看
護学実習を結び付ける工夫をする．地域看護管理論は内容が抽象的なので，具体例を挿入する等の工夫をしていく．
実習は，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と授業内容が対応しているか検討し
授業を進めていきたい．

3．研究
＜看護関連科学領域＞
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．網膜，イオンチャネルについて，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．
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（金子優子）
3-3．研究内容と達成度：①②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については，網膜ド
パミン作動性アマクリン細胞に発現する電位依存性 Na チャネルについて日本神経科学大会で報告した（医学部生理
学教室との共同研究）．また，平成26年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究に採択され（金子優子ほか，「網
膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定」），単一細胞 RT-PCR での解析を行える実験環境を整備
中である．達成度 30%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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．④臨地実習指導者が指導した倫理上の問題場面について明らか
にし，看護学における実習教育への示唆を得る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①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），④臨地実習指導者が指導した倫理上の問題場面に
関する研究（青山広美，冨田幸江（平成 26 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，倫理審査の承認を受け，調査を実施中である．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について，国内文献の動向について検討し，総説論文とした．達成度 40％．3-2
の③については，倫理審査の承認を受け，予備調査，本調査を実施した．データの分析結果については，協力施設に
報告が終了し，今後，看護系の学会での発表，論文投稿を予定している．達成度 90％，3-2 の④については，倫理
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審査の受審を受け，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．また，今年度は，保健医療学部プロジェクト研究費に新たに 1 本採択され，新
たな研究課題に取り組んでいる．今後は，データ収集・分析を終えている研究について，学会発表および論文化し，
業績数を増やしていくこと，さらに，継続している研究については，研究をすすめ達成度を高めることとする．
＜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）：該当なし
3-3．研究内容と達成度：該当なし
3-4．自己評価と次年度計画：過密な教育活動のため，教員は個々に努力しているものの論文にまとめる作業に費や
す時間的余裕がなく，せいぜい学会発表に留まった．これは開学以来の実習計画との関連によるものであり，今後年
間の授業ならびに実習計画を学科単位で見直す必要があると考える．成人看護学領域は，日進月歩の医療の高度化に
沿いつつ，エビデンスに基づく看護実践を目指すことから，臨床的研究課題を取り上げ，授業や実習に活かせる研究
活動を目指したい．
＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：地域包括支援センターの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の
遂行には，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：郵送調査を実施した．達成度 90％
3-4．自己評価と次年度計画：データ分析を進め，結果を学会発表，論文にて公表する．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：①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．②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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①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，杉山智江，鈴木優子他：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幼児が医療機関を受診する際の親のかかわりに関する研究 （藤沼小智子ほか）
3-3．研究内容と達成度：① 480 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，調査結果を学会にて
発表した．達成度 70% ②質問紙調査の結果について考察を行い投稿論文の準備中である．達成度 80%
3-4．自己評価と次年度計画：今年度は昨年度までのプロジェクトを継続して行った．領域内の欠員があり，例年と
比べるとなかなか研究活動を進めることができなかった．今後は①②ともに投稿論文としていけ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有職の高年初産婦に関する研究（藤村博恵，大森智美）
3-3．研究内容と達成度：①現在，投稿準備中である．達成度 90％．
3-4．自己評価と次年度計画：①一昨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．
＜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 1 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，これと異なる他の 2 つの活動（院内外）
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した．本研究は，平成 25 年度埼玉
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医科大学保健医療学部プロジェクトによるものであるが，対象施設決定が遅れ（平成 26 年 2 月），適切な季節（同
年 5 月）を待っての調査実施となったため，ここに報告するものである．②共依存に向けた養育態度や自己価値感
との関連性についてのアンケート調査は若干回収が遅れたものの，集計および分析は終了した．達成度 80% 
3-4．自己評価と次年度計画：①調査は計画通りに終了し（平成 26 年 5 月），結果を対象施設へ報告した（同年 9 月）．
学会発表および雑誌投稿は平成 27 年度に行う予定であり，現在準備中である．②平成 25 年度の保健医療学部研究
プロジェクト研究をまとめ，発表し，論文にしていく予定である．
＜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 , 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残りのデータの分析及び報告書，論文の作成中である．達成度 85%　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研究で，報告書を
作成した．達成度 100%　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 70%
3-4．自己評価と次年度計画：①は論文投稿と報告書の完成を目指す．②は引き続き分析をすすめ，学会発表を目指す．
③は完了．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）
　小児心臓外科手術（週 1 回午前・午後）（加藤木利行）

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 , 吉田真里子）, 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

日本胸部外科学会編集委員（加藤木利行） ，日本心臓血管外科学会査読委員（加藤木利行） ，Annals of Thoracic 
and Cardiovascular Surgery 査読委員（加藤木利行）, 日本地域看護学会査読委員（千田みゆき），聖路加看護学会誌
査読委員（千田みゆき）, 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），日本フォレンジック看護学会査読委員（今村久美子）
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】
東海大学非常勤講師（加藤木利行）, 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）, 埼玉医科大学国

際医療センター看護研究勉強会講師（千田みゆき，浅川典子），埼玉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 , 大森智美，辻脇邦彦，本山仁美 , 大澤優子 , 小林由起子 , 杉山智江 , 町
田貴絵 ,

大堀昇 , 小倉邦子，藤沼小智子 , 折元美雪），埼玉医科大学市民公開講座（千田みゆき），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），埼玉医科大学病院看護部実地指導者研修会講師（冨田幸江），埼玉医科大学認定
看護管理者教育課程ファーストレベル講師（大堀昇），飯能看護専門学校非常勤講師（辻脇邦彦 , 大賀淳子 , 大澤優子）, 
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），日本精神科看護技術協会認定看護師制度，精神
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科薬物療法看護領域育成担当（辻脇邦彦），埼玉医科大学毛呂病院行動制限最小化委員会研修会講師（辻脇邦彦），埼
玉医科大学国際医療センター院内認定看護師研修会講師（本山仁美 , 吉田真里子 , 青森広美）, 日本医療科学大学非常
勤講師（金子優子），毛呂病院看護専門学校第二学科非常勤講師（金子優子）

【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），日本胸部外科学会名誉会員（加

藤木利行）,Congenital Heart Surgeons Society 東日本代表世話人（加藤木利行），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），埼玉県看護協会認定看護管理者教育運営委員（大堀昇），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 6 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）, 第 24 回日本精神保健看護学会企画委員（辻脇邦彦）, 第 14
回日本アディクション看護学会学術大会企画委員（辻脇邦彦 , 大澤優子）, 日本アディクション看護学会幹事（大澤
優子）, 第 24 回日本精神保健看護学会実行委員（大澤優子）, 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）, 日本精神科看護技術協会埼玉県支部看護研究発表会講評（大澤優子）, 日本精神科看護技術協会埼玉県支部看
護研究査読委員（大澤優子）, 日本生理学会評議員（金子優子）

【その他】
川越市保健所保健師集合研修講師（千田みゆき）, 日本リハビリテーションネットワーク研究会理事（佐久間肇）, 

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）,　日本精神科看護協会精神科薬物療法看護研修会講師（辻脇邦彦）, 秋田県美郷町メンタル
ヘルスサポーター養成講座講師（山路真佐子），日本精神科看護協会埼玉県支部看護研究指導（大澤優子）, 日高市立
高根中学校エピペン研修会講師（町田貴絵 , 菊池チトセ）

6．業績
＜看護関連科学領域＞
6-1．論文・学会発表

① Yamagishi S, Masuoka A, Uno Y, Katogi T, Suzuki T. : Influence of bidirectional cavopulmonary anastomosis 
and concomitant valve repair on atrioventricular valve annulus and function. The Annals of thoracic surgery 98

（2）:1448-9,2014
② 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 22（7）:846-8, 2014
③ Masuoka, A., Sakurai, H., Shiraishi, M., Yoshiba, S., Katogi, T., Suzuki, T.: Giant epicardial cyst presenting 

as acute cardiac tamponade in a 2-year-old boy. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals DOI : 
10.1177/0218492314566331

④ T Inayama, Y Higuchi, N Tsunoda, H Uchiyama and H Sakuma：Associations between abdominal visceral fat and 
surrogate measures of obesity in Japanese men with spinal cord injury, Spinal Cord, 52（11）, 836-841, 2014, 9.

⑤佐久間肇：臨床工学技士 / グリーン・ノート基礎編，見目恭一編 , メディカルビュー社 , 2014, 12．　　
⑥佐久間肇：臨床工学技士 / グリーン・ノート臨床編 , 見目恭一編 , メディカルビュー社 , 2014, 12．　
⑦佐久間肇：平成 26 年版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト（独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支

援機構編）, 2014, 8. 　
⑧鈴木 孝明 , 枡岡 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（シンポジウム），2014
⑨細田　隆介 , 枡岡 歩 , 宇野 吉雅 , 細田　隆介 , 加藤木 利行，鈴木 孝明：修正大血管転位に対する治療戦略 . 第

67 回日本胸部外科学会定期学術集会，2014
⑩金子優子，青葉 - 藤牧香代，渡辺修一：ドパミン作動性アマクリン細胞に発現する電位依存性 Na チャネル，第

37 回日本神経科学学会，2014．9，横浜．
【総数：論文 4 件，著書 3 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費：

①金子優子，小糸寿美：網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定（平成 26 年度埼玉医科大
学保健医療学部プロジェクト研究費 98 万円）

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 
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① Congenital Heart Surgeons Society 東日本という小児心臓外科の研究会を 6 月 6 日と 11 月 7 日の二回開催（大
手町産経ホール）：代表世話人加藤木利行，事務局鈴木孝明

＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①小林由起子 , 佐鹿孝子：精神科看護師が専門的ケア行動を実施できる要因―精神看護専門看護師・精神科認定看
護師への面接を通して― , 看護教育研究学会誌 ,6（1）,13-23,2014.

②大堀昇 , 湯澤八江 :A 病院に通院する患者の服薬受容に影響を及ぼす経済的要因 , 埼玉医科大学紀要 ,8（1）, 
9-16.2015.

③秋葉沙織 , 大堀昇 : 医療現場が求める看護基礎教育での看護技術教育と A 看護系大学における看護技術教育の比
較 , 埼玉医科大学紀要 ,8（1）,2015.1-8,2015.

④樋口美樹,大堀昇,湯澤八江:外来患者の日常生活における健康維持活動と服薬受容との関連, 埼玉医科大学紀要,8
（1）,17-24,2015.

⑤佐藤朝美 , 小倉邦子 , 濱邉富美子：在宅重症心身障害児（者）の母親が語る「医療処置」の決断に対する評価 ,
日本重症心身障害学会誌 ,39（1）,93-98,2014.

⑥佐藤朝美 , 小倉邦子 , 濱邉富美子：在宅重症心身障害児（者）の「医療処置」の決断において，母親が望む医療
者からの支援 , 日本重症心身障害学会誌 ,39（1）,99-104,2014.

⑦天野雅美，冨田幸江 ; 患者から暴言を受けた看護師の対応に関する分析 , 看護教育研究会誌 ,6（1）, 3-12,2014.
⑧青森広美：看護専門学校の教員が臨地実習において倫理上の問題を感じて指導した時の思い，日本看護倫理学会

　第 7 回年次大会，2014.5, 京都．
⑨横山ひろみ , 冨田幸江 , 大堀昇 , 五十嵐麻美 : 看護学生の終末期患者との援助関係形成の経験とその関連要因 , 日

本看護研究学会第 40 回学術集会 , 奈良 .
⑩西尾美恵子 , 辻本俊之 , 小倉邦子 , 岡﨑直人：NPO 法人埼玉ダルクの取り組みと課題 第三報－家族会の現状と課

題－ , 第 36 回日本アルコール関連問題学会学術大会 ,2014.10, 横浜 .
【総数：論文 7 件，学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費

①青森広美，冨田幸江：臨地実習指導者が指導した倫理上の問題場面に関する研究（平成 26 年度埼玉医科大学保
健医療学部プロジェクト研究費 30 万円）

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①古地順子：看護職の自律性概念の探究　－第一報：英語圏の文献から－日本看護倫理学会誌 ,7（1）,26-35,2015.
【総数：論文 1 件，学会発表 0 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績 

①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）シンポジウム」2014 年 9 月 27 日（古地順子 , 吉田真里子）

＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①内野聖子 , 浅川典子 , 橋本志麻子：実施場面における録画映像の観察調査から得られた実施者のグループ回想法
実践能力 , 国際医療福祉大学学会誌 ,20（1）,69-77,2015

②浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者ケアマネジメントスキル尺度の構成概念妥当性
の検証 , 第 34 回日本看護科学学会学術集会講演集 , 277,2014 

③浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者ケアマネジメントスキル尺度の開発 , 日本公衆衛
生雑誌 ,61（10）, 230,2014 
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④浅川典子 , 細谷たき子 , 叶谷由佳：「独居認知症高齢者に対するケアマネジメント実践」を測定する尺度（原案）
の作成 , 日本ケアマネジメント学会第 13 回研究大会抄録集 ,56,2014 

⑤テイラー栄子 , 小長谷百絵：在宅看取りを実現している小規模訪問看護ステーションにおける管理者の要因 , 第
4 回日本在宅看護学会学術集会抄録集 ,83,2014

⑥折元美雪，鳴海喜代子：2 型糖尿病高齢者の療養上の思いに関する一考察「持てる力の発揮」に着目して，第
19 回日本老年看護学会学術集会抄録集，211，2014．

【総数：論文 1 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費　：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 該当なし
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表    

①杉山智江，佐鹿孝子：小児がんの子どもがターミナル期に病気の予後や死の不安・恐怖を「語り」始めた瞬間か
らの看護師のかかわりのプロセス，日本小児看護学会誌 23（2），1-9, 2014.7.

②藤沼小智子，佐鹿孝子，坂口由起子，杉山智江，鈴木優子他：予防接種を受ける子どもと家族への看護職のかか
わり～ A 県西部地方の診療所・保健センターでの実態～， 第 61 回日本小児保健協会学術集会 , 2014.6，福島 .

③杉山智江，藤沼小智子，佐鹿孝子，坂口由起子 , 鈴木優子：診療所・保健センターで予防接種を受ける子どもへ
のプレパレーション - 看護職が実施前に心がけていること -, 第 34 回日本看護科学学会学術集会，2014.11，名
古屋．

【総数：論文 1 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞： 該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表：該当なし
【総数：論文 0 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：該当なし
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①大澤優子 , 田中瞳 , 松下年子 , 丸山昭子 , 篠原百合子 , 渡邊裕見子：看護系大学生における共依存傾向と親の養育
態度および自己価値感の関連性についての予備的調査 , 日本看護学会誌精神 , 286-289,2015.3. 

②篠原百合子 , 山口恵 , 大澤優子 , 五十嵐愛子 , 丸山昭子 , 福田里美 : がんターミナル期にある患者のスピリチュア
ルペインへの支援 , 東都紀要 , 5（1）,45-50,2015.03.

③大賀淳子，横塚正和：障害者自立支援施設を利用する精神障害者の服薬アドヒアランス , 第 73 回日本公衆衛生
学会 ,2014.11, 宇都宮 .

④大賀淳子，大石えりこ：看護学生の精神障害者に対するイメージとその影響要因 , 第 34 回日本社会精神医学会，
2015.3, 富山 .

⑤大澤優子 , 田中瞳 , 松下年子 , 丸山昭子 , デッカー清美：大学生が評価した自らの親の養育態度 -PBI を用いた質
問紙調査 -, 日本精神保健看護学会 ,2014,6, 神奈川 .

⑥大澤優子 , 田中瞳 , 松下年子 , 丸山昭子 , 篠原百合子：看護大学生の共依存傾向と親の養育態度及び自己価値感の
関連性 , 日本看護学会誌精神 ,2014.10, 長野 .

⑦成田みぎわ：乳幼児ふれあい体験プログラム ｢ 赤ちゃん登校日 ｣ 授業に参加する母親へのエンパワメント効果の
検討（第 3 報）- 虐待リスクを抱える母親を中心に -, 日本精神保健看護学会第 24 回学術集会 ,2014,6, 神奈川 .

⑧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 -15 ヵ月後の変化 -, 日本精神保
健看護学会 ,2014,6, 神奈川 .
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⑨丸山昭子 , 大澤優子 , 田中瞳 , 池田恵都子 , デッカー清美：乳幼児を持つ女性看護師のバーンアウトの実態 , 日本
精神保健看護学会 ,2014,6, 神奈川 .

⑩河口朝子 ,松下年子 ,原田美智 ,小林一裕 ,大澤優子 :入職 2ヶ月時の新人看護師の気分状態と職場適応との関連 ,
日本精神保健看護学会 ,2014,6, 神奈川 .

【総数：論文 2 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：　

①第 24 回日本精神保健看護学会学術集会･ワークショップ , 精神看護カウンセリングからみたアディクション看護
介入の視点 ,2014 年 6 月 , 神奈川（辻脇邦彦）

② 第 34 回日本看護科学学会学術集会･交流集会 , 対人関係依存の事例検討会 ,2014 年 11 月 , 愛知（辻脇邦彦）
＜地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

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　地域健
康づくり調査報告書 ,2015,3.

②千田みゆき , 山路真佐子 , 菊池チトセ：A 市住民の疾病の既往と生活習慣 , 日本地域看護学会第 17 回学術集
会 ,2014,8 月 2-3 日 , 岡山 .

【総数：論文 1 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第 6 回保健師活動研究会「知ろう！語ろう！ソーシャルキャピタル」2015 年 3 月（千田みゆき , 菊池チトセ ,
山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 内田久子）

②健康づくりプロジェクト in 毛呂山，2015 年 2 月，3 月（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町
田貴絵 , 内田久子）

7．自己点検・評価
　看護学科の教育においては，平成 26 年度の保健師国家試験は既卒者を含め合格率は 100% であった．看護師国家
試験は 97.7％（新卒）で全国平均 95.5％を上回ることができた．看護師国家試験は，国試対策委員会・担任会をは
じめ全教員が協力体制を組んで指導したが，平成 25 年度に続き 2 年連続で全員合格の成績を維持することはできな
かった．平成 27 年度は再び全員合格となるよう，引き続き試験対策を続けていく．
　本年度は，平成 24 年度改正カリキュラム該当の学生が 3 年生となり，保健師教育課程の選択制に伴う選抜を行っ
た．選抜の該当科目に関する資料を事務の協力のもとに作成し，判定会議，教授会報告などの必要な仕組みについて
検討し実施した．選抜については，全学年に新学期ガイダンス時に説明し周知に努めた．また，カリキュラムを見直
し，1 年次開講の「生命倫理」は，学生の学習の必要性や学習内容についての理解が難しく毎回受講生が少ない科目
であることから，開講学年を 2 年次に改めた．
　教員の研究活動においては，欠員を補充できない領域もあり，教育に多くの時間をかけざるを得ないため，研究の
ための時間確保が十分できたとは言えず，学内のプロジェクト研究費や公的研究費の獲得数も数件にとどまった．教
員の欠員を補充し，教育業務・運営業務の負担を軽減し，研究活動を支援することが次年度の課題である．
　看護学科の学科運営については，各委員会が年度目標に沿って計画的に活動し，円滑に遂行した．公開講座は「臨
床実践の場で取り組む看護研究～事例に学ぶ～」というテーマで講演を行い，111 名（33 施設）の参加があった．
第 9 回看護学科 FD は「看護研究論文のクリティーク～看護研究能力の向上に向けて～」をテーマに，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．全教員が参加し，
短時間ではあったが，研究マインドを奮起させる貴重な時間となった．「看護学実習に関する実習施設との意見交換会」
は実践応用の看護学実習をテーマに実施し，より良い実習を目指して実習施設からご意見を頂き，教育と臨床の連携
を図ることができた．



799

保健医療学部

2．健康医療科学科

1．構成員
村田栄子（MURATA, Eiko）：学科長，教授：人体の構造と機能Ⅰ（解剖学）：博士
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：副学科長，教授：独文学：修士
佐藤正夫（SATOH, Masao）：教授（1 月に昇格）：微生物学，医動物学：博士
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
和合治久（WAGO, Haruhisa）：教授：免疫学，臨床免疫学，輸血移植学：博士
飯野　望（IINO, Nozomi）：准教授：遺伝子検査学，血液学：博士（11 月より）
来住野　修（KISHINO, Osamu）：准教授：臨床生理学：学士（4 月より）
野寺　誠（NODERA, Makoto）：准教授：予防医学，労働衛生学：博士
間山　伸（MAYAMA, Shin）：准教授：英文学：修士
村本良三（MURAMOTO, Yoshimi）：准教授：臨床化学：学士（4 月より）
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）：准教授：病理学：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
小糸寿美（KOITO, Hisami）：講師：人体の構造と機能Ⅰ（生理学）：博士
小峰伸一（KOMINE, Shinichi）：講師：臨床検査学，検査管理学：修士
周東真代（SHUTO, Masayo）：講師：病理細胞検査診断学：博士
髙橋　俊（TAKAHASHI, Shun）：講師：医用工学，情報科学，臨床微生物学：修士
伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）：講師：人体の構造と機能Ⅱ A, B，栄養学，：博士
下垣里河（SHIMOGAKI, Satoka）：助教：博士
宮嶋由佳（MIYAJIMA, Yuka）：助教：修士
山本晃司（YAMAMOTO, Koji）：助教：修士（8 月より）
成清羊佳（NARIKIYO, Mika）：助手：学士（10 月より）
細田裕貴（HOSODA, Hiroki）：助手：学士

2．教育
2-1．目的・目標
　健康医療科学科は，幅広い教養と生命の尊重を基盤とする高い倫理観と人を思いやる豊かな人間性をもち，確かな
医学知識と医療技術を修得して質の高い臨床検査技師を養成する使命と，働く場の衛生，環境保全あるいは食の安全
などに関する幅広い知識と技術を修得して，卒業後は保健衛生活動を実践する行動力を備えた第 1 種衛生管理者あ
るいは食品衛生管理者・監視員を養成する使命の 2 つを達成する目標を掲げて設置された．このような当学科のディ
プロマポリシ－に加え，さらに設立以来，病院における診療情報の管理と統括業務が遂行できる診療情報管理士の養
成も目標の一つに掲げてきた．
　平成 25 年度より，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
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元素検査学，臨床微生物学と実習，臨床免疫学と実習，輸血移植学と実習，遺伝子検査学，臨床生理学Ⅱ･Ⅲと実習，
検査管理学，検体情報処理科学，検体採取処理技術などを開講して，幅広く充実した臨床検査医学教育を行うことを
目標にした．加えて，臨地実習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食品分析学・同実習，食品加工学，栄養学実習，環境
化学・同実習，医薬品安全性学，国際疾病分類概論，分類法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】
　人体の構造と機能Ⅰ･ 24 時間（村田），ドイツ語･ 30 時間（市岡），医動物学･ 30 時間（佐藤），微生物学･ 20 時間（佐
藤），臨床微生物学･ 20 時間（佐藤），食品衛生学･ 30 時間（佐藤），検査学特論･ 16 時間（佐藤），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･ 8 時間（鈴木），
免疫学･ 24 時間（和合），臨床免疫学･ 18 時間（和合），輸血移植学･ 14 時間（和合），原書講読Ⅰ･ 30 時間 , 臨床
生理学Ⅱ･ 30 時間（来住野），臨床生理学Ⅱ , Ⅲ･ 60 時間（来住野），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），検査学特
論･ 6 時間（野寺），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･ 20 時間（村本），臨床化学･ 20 時間（村本），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），臨床生理学Ⅰ･ 30 時間（内田），臨床生理学Ⅱ･Ⅲ･ 22 時間（内
田）, 臨床免疫学･ 14 時間（木村），輸血移植学･ 16 時間（木村），免疫学･ 8 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），人体の構造と機能Ⅰ･ 14 時間（小糸），検査機器学･ 8 時間（小峰），臨床検査総
論･ 28 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･ 16 時間（小峰），
検体採取処理技術･ 2 時間（周東），情報科学･ 24 時間（髙橋），医用工学概論･ 20 時間（髙橋），微生物学･ 4 時間（髙橋），
臨床微生物学･ 4 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Ⅱ A ･ 28 時間（伴塲），人体
の構造と機能Ⅱ B ･ 30 時間（伴塲），検査機器総論･ 2 時間（伴塲），栄養学･ 30 時間（伴塲），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･ 6 時間（下垣），公衆衛生学･ 30 時間（宮嶋），環境保健学
･ 16 時間（宮嶋），産業保健学 2 時間（宮嶋），検査学特論･ 90 時間（村田 , 佐藤 , 和合 , 来住野 , 村本 , 渡辺 , 野寺 ,
内田 , 木村 , 小峰 , 周東 , 髙橋 , 伴塲 , 下垣 , 宮嶋）

【当学科実習等】
　人体の構造と機能Ⅰ（構造系実習）･ 90 時間（村田 , 周東 , 成清），卒業研究･ 180 時間（村田），医動物学実習
･ 84 時間（佐藤 , 細田），臨床微生物学実習･ 88 時間（佐藤 , 髙橋），卒業研究･ 20 時間（佐藤），卒業研究･ 180 時間（鈴
木），臨床免疫学実習･ 84 時間（和合 , 木村），卒業研究･ 50 時間（和合），臨床生理学Ⅰ実習･ 84 時間（来住野 , 内田），
臨床生理学Ⅱ実習･ 90 時間（来住野 , 内田），臨床生理学Ⅲ実習･ 48 時間（来住野），卒業研究･ 180 時間（来住野 ,
内田），公衆衛生学実習･ 42 時間（野寺 , 宮嶋）, 卒業研究･ 20 時間（間山），基礎臨床化学実習･ 96 時間（村本 , 下垣 ,
伴塲），臨床化学実習･ 88 時間（村本 , 下垣 , 伴塲），卒業研究･ 180 時間（渡辺 , 周東），臨床生理学Ⅲ実習･ 66 時間（内
田），輸血移植学実習･ 84 時間（木村 , 和合 , 山本），生物学実験･ 84 時間（木村），人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）
･ 84 時間（小糸 , 鈴木），化学実験･ 84 時間（小糸），食品分析学実習･ 42 時間（小糸），臨床検査総論実習･ 96 時間（小
峰 , 宮嶋 , 細田），臨床血液学実習･ 84 時間（小峰 , 細田），病理組織細胞検査学実習･ 84 時間（周東 , 渡辺），病理細
胞検査診断学（演習）･ 56 時間（周東 , 渡辺 , 成清），情報科学実習･ 48 時間（髙橋 , 市岡 , 宮嶋 , 細田），物理学実験
･ 84 時間（髙橋），医用工学実習･ 84 時間（髙橋），人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･ 88 時間（伴塲 , 下垣 , 村本），
栄養学実習･ 42 時間（伴塲 , 小糸），卒業研究･ 180 時間（伴塲），企業実習･ 40 時間（和合 , 野寺 , 高橋 , 木村 , 下垣 ,
宮嶋） 

【他学科講義･実習等】
　人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）･ 14 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）･ 28 時間（村田），人体の
構造と機能Ⅲ（看護学科）･ 28 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），人体の構造と機能構造系実習 （理学療法学科）･ 46 時間（村田），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），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），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），人体の構造機能Ⅰ（看護学科）･ 28 時間（鈴木），人体の構造機能
Ⅱ（看護学科）･ 22 時間（鈴木），人体の構造機能Ⅲ（看護学科）･ 18 時間（鈴木），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），
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公衆衛生学（理学療法学科）･ 10 時間（野寺），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），
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），人体の構造と機
能実習（機能系実習）（理学療法学科）･ 50 時間（内田），免疫学（看護学科）･ 14 時間（木村），人体の構造機能
Ⅱ（看護学科）･ 12 時間（小糸），人体の構造機能Ⅱ（看護学科）･ 34 時間（小糸），人体の構造機能Ⅲ（看護学科）
･ 22 時間（小糸），人体の構造機能Ⅱ（看護学科）･ 12 時間（周東），人体の構造機能Ⅱ（看護学科）･ 16 時間（周
東），人体の構造機能Ⅲ（看護学科）･ 16 時間（周東），情報リテラシー（看護学科）･ 30 時間（髙橋 , 市岡）, 情報
科学演習（理学療法学科）･ 20 時間（髙橋 , 市岡），食物･栄養学Ⅰ（看護学科）･ 16 時間（伴塲），食物･栄養学Ⅱ（看
護学科）･ 14 時間（伴塲），栄養学（理学療法学科）･ 14 時間（伴塲），公衆衛生学（医用生体工学科）･ 12 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】
　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），生理学（短
期大学）･ 10 時間（内田），情報科学（短期大学）･ 58 時間（髙橋），良医への道 2 ･栄養学総論（医学部）･ 16 時間（伴
塲），生化学（毛呂病院看護専門学校）･ 26 時間（下垣），公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）･ 18 時間（宮嶋）

【他大学等の講義･実習】
　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），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），臨床免疫学（帝京大学）（和合），臨床化学（桐
蔭横浜大学）（村本），病理学（西部文理大学）（渡辺），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），臨床免疫学（大東文化大学）（木村），免疫検査学実習（新渡戸文化短期大学） （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），公衆衛生学（学校法人村上学園専門学校日本医科学大学校）（宮嶋）

【大学院教育】
　生体機能形態学概論（埼玉医科大学大学院）･ 14 時間（村田），環境微生物学特論（埼玉医科大学大学院）･ 30 時
間 （佐藤），生体機能科学特論（埼玉医科大学大学院）･ 14 時間（鈴木），生体分子機能医科学演習（埼玉医科大学大
学院）･ 120 時間（鈴木），生体分子機能医科学特別研究（埼玉医科大学大学院）･ 120 時間（鈴木），人体統合機能
論（埼玉医科大学大学院）･ 4 時間（鈴木），生体機能学特論（埼玉医科大学大学院）･ 7 時間（和合），病理学概論（埼
玉医科大学大学院）･ 4 時間（渡辺），人体統合機能論（埼玉医科大学大学院）･ 6 時間（小糸） 
2-3．達成度 

各教員は年度初めに学生に提示したシラバスの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．ただし，4 年生のうち臨床検査技師国家試験を希望した学生で留年
した 1 名をのぞき，受験した新卒学生の合格が 81.3% であった点は反省点としたい．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がますますの教員相互理解と協力が必要である．以下教
員のコメント（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．）（ドイツ語は，辞書を
ひきながらドイツ語を読むことが目標であり，学生は概ね目標に到達したしたと考える．また情報リテラシーの演習
を新しく担当したが，学生は十分に習熟したと考える．）（70％）（臨床生理学の国家試験範囲の学習は行えた．）（担
当科目は，国家試験の得点も水準以上の成績を収めたと考えている．）（講義を予定通り全うできた意味で 100%．）（概
ねシラバスに沿って進めることが出来た．）（学生の目線を常に意識し，分かりやすい講義や実習に心掛けた．国家試
験対策は短時間で得点率を高められるような内容に工夫し，一定の成果が得られた．）（シラバス通りに達成された．）

（担当科目が変更になり，新たに加わった科目に関しては前任者の講義内容や進行度と比較しながら行なった（達成
度 60％）．）（70% の達成度である．授業・実習・国家試験対策に尽力したが，国家試験不合格者もみられた．）（担
当科目については，国家試験のガイドラインに遵守して実施でき，国家試験の得点に結びつけられたと考えられる．）
2-4．自己評価と次年度計画
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【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a） 理学療法学科の解剖学実習などすべての学科で解剖学見学をすることができた．次年度は各学科にもとめられ

る内容に沿ってさらに工夫したい．
b） 大学院教育では受講者が 1 名であるので，ディスカッションが多くとれる内容に工夫したい．
c） moodle は教師としても使い勝手がよく，学生諸君も楽しんで勉強した．来年度も継続する予定．今年度新しく

担当した情報リテラシーでは，埼玉医大の webclass を使用したが，学生には評判が良かったと考える．ただし，
初めは，方法論を理解しない学生が多かったので，来年度は，この点を工夫したい．

d） ふだんの講義への授業評価は全体的に平均以上の評価を得られたが，臨床検査技師国家試験の対策には，内容
をさらに充実していきたいと考えている．特に 4 年生の国家試験への取り組み開始時期を早めるように指導し
たいと考えている．

e） 所属以外の学科でもその学科の特性に合わせ，国家試験対策にもなるように講義を工夫していく予定である
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もあるが，マトを絞って理解しやす

いように講義をするように心がけた．次年度は，さらに分かりやすくに解説することを心がけたい．
g） 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 , 結果と考察の項

目を重点的に記載してもらい , 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提示して解答してもらった．

h） 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ので , この方法を効果的と考え，次年度も継続させていく．

i） 原書講読Ⅰでは , 「How the immune system works」を講読し , 臨床免疫学分野の英語の書籍を意欲をもって読む
ことで，学生が自ら英語論文を読む要領を会得してもらうことができた．こうした方法は次年度にも継続させて
いく．

j） 学生にとって臨床生理学が身近な授業となるようにする．
k） 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．
l） 実習は臨床検査の現場で必要な内容に改変した．また，待ち時間の少ない実習を目指し，内容を創意工夫した．

次年度は，検査学特論講義内容の充実と，担当科目における，より分かり易い講義とより実践的な実習を組み立
てる．

m） 専門基礎科目の担当であるが，学生の基礎科目の予備知識が皆無に等しいと言わざるを得ない．よって基礎知
識導入から専門科目の内容へと講義を進めざるを得ない状況であり，予定した内容についての講義時間が制約さ
れている．学生の学力向上を期待したい．一方，講義内容は年々詳細化してきており，絶えず最新知識を取り入
れる努力が必要である．この点を改善するため，さらに臨床現場からの知識を取得して講義にのぞみたい．

n） 臨床生理学では各項目終了毎に小テストを実施し，問題の解説をノートにまとめさせた．熱心に取り組んだ学
生は定期試験および国家試験につながる勉強ができたと思われる．今年度は 2 年後期から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ることができた．

o） 今年度の国家試験対策では，一年を通して学生指導に取り組んだが合格率低下となってしまった．合格率を向
上させるため，的確な指導の検討が必要であると思われた．

p） 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内容を検討した．また，一人一人が実習に多く関わ
れるよう試薬や器具を増やすように工夫した．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指
導内容の充実に努めたい．

q） 健康医療科学科，看護学科や大学院の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．
また，人体の構造と機能Ⅰの機能系実習では，レポートを提出させても理解できないまま実習を終了している学
生がいることを聞いたので，実習書をわかりやすく改良することや実習中の小テストを実施することなどにより，
実習内容を理解できるようにしていきたいと考えている．

r） 例年学生から，「板書の文字が読みにくい」との指摘を受けていたため，パワーポイントの導入を試みた．講義
の進行に幾分は役立ったように思える．今回の経験を参考に動画の組込みや投影のタイミングなどをより効果的
になるよう工夫していきたい．

s） 昨年度から縦割りのグループ担任制度になったが，学年を越えた繋がりを作ることが難しくほとんどできなかっ
た．4 年生に関してはそれぞれの要望に応じた面談などの対応ができたと考える．2 ･ 3 年生へは先輩と交流で
きる大学行事への参加を呼びかけ早くから将来を意識させるような関わりをしたい．
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t） 医用工学および情報科学系の講義･実習では，苦手な学生が多いため，予習復習の徹底を図り，毎回小テストを
実施し，評価へ加点することを事前に学生へ周知させ，意欲向上に努めた．次年度も継続していきたい．

u） 臨床微生物学実習では，微生物を取り扱うためのテクニックを身に付けさせるため，実技試験を取り入れた．
また，レポートに関しても国家試験の受験勉強に活用できるようなレポート作りを徹底させた．次年度も継続し
ていきたい．

v） レポートをデジタル文書で提出させ，ペーパレス化を行っている．提出されたレポートに関してコピペ判定支
援ソフトを用いて監視しているが，コピペを行う学生が多々見受けられた．今後も監視を続け，コピペを行った
学生に関しては注意喚起を行い，オリジナルの文章を作成できるように教育していきたい．

w） 1 年次開講科目が多くなり，学生の基礎能力と理解度の把握に偏りがちになった．進行のペース配分が把握で
きたので，各学科の特性に合った講義内容の充実に努めたい．

x） 学生の理解度を上げる為に，丁寧な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．

y） 臨床検査技師をはじめ様々な医療従事者志望の学生に対し講義を行う上で，各学科，各学校に応じて適切な講
義が出来るよう心掛けた．今後も継続して学生の立場に立った，気軽に質問出来るような雰囲気の講義を行いた
い．

z） 学生の習熟度を高められるような講義，実習を行い，国家試験の得点を高めたいと考えている．
【大学院教育】

a） H26 年度は社会人大学院生の指導ということで，仕事との両立を考えながら，研究の進め方，データの解釈等
の指導を行った．H27 年度は修了年にあたるため，論文作法等の指導を行いたい．

b） オムニバス方式の一員として講義している．受講者は臨床現場で働いており，講義内容を即時に理解してもらえ，
円滑に講義できる．今後は精度をさらに増したものとしたい．

【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
　平成 26 年度は当学科設立 9 年目に当たり，教員の数名の退職と採用があり，学科長の交代があった．受験者数，
入学者数の減少を解消するために，次年度からの学科名の変更，受験科目の変更，教員による高校訪問を実施し，新
しい教育体制の説明を行った．その結果，受験者数の増加，入学者数の定員を満たすことができた．
　教員の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．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 , 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．臨床検査技師国家試験対策については，10 科目
ある国試コア科目への重点授業を学科内教員で検査学特論として開講し，その後，国試直前実力向上策として補講も
展開した．しかし，新卒学生の国家試験合格率 81.3％が示すように，最後に実力を発揮できる体制がとれなかった．
次年度は，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，既卒者の再受験のサポートも整えたい．
　入学した学生から個別指導を重視し意識を向上させながら，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，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．以下教員のコメント（コンピュータを用いたドイツ語教育を追
究している．）（睡眠時無呼吸症候群（OSAS）のモデル動物の呼吸反射を含めた生理機能変化と GABAB 受容体機構
の関連を解析する．）（乳腺腫瘤の経時的な体積変化について超音波検査を用いて評価する．）（「微量栄養素の過剰と
欠乏の生活習慣病への影響に関する研究」と「労働者の抱える健康問題への対応」を予防医学の観点から研究してい
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る．）（血清アルブミン測定における標準化の問題点の洗い出しと，その要因の改善策の提案．）（臨床生理学分野の研
究を通じて，生体の機能に関わる自然現象の解明に貢献すること．また検査機器の特性を把握し適切な利用法を検討
すること．）（誘電泳動インピーダンス計測法を用いた新しい検査法の開発．）（炎症および発癌過程におけるアミノ酸
トランスポーターとプロスタグランジンの関係をより明確にする．）（抗腫瘍性生薬の細胞増殖及びアポトーシス誘導
への影響に関する研究．）（がんにおける糖鎖異常の意義とその機構の解明を目的に研究を行っている．特に，肺腺癌
における EGFR 変異とその関係性に焦点を当て解析を進めていく．）
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） 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．（村田）
（2） moodle の Windows2008 Server での運用 （市岡）
（3） 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）
（4） 慢性間欠的低酸素負荷後の呼吸調節における GABAB 受容体機構の役割 （鈴木 , 小峰 , 伴塲：埼玉医科大学保健

医療学部プロジェクト研究）
（5） Diazepam 抑制下のウサギ舌下神経活動に対する picrotoxin および bicuculine の効果対する benzodiazepine 受

容体の役割 （鈴木，JA 熊谷総合病院麻酔科との共同研究）
（6） 現在，学生の卒業研究と共に超音波検査における腫瘤体積の評価についての検討を行っており，今後臨床例の

検討に向かう予定．（来住野）
（7） 「亜鉛欠乏が生活習慣病に及ぼす影響」については，上原記念財団研究助成金の報告書作成を終了できた．「労

働者の抱える健康問題への対応」については，「若手看護師のストレス」に焦点を当て，研究成果を関係雑誌に
発表した．（野寺）

（8） 改良ブロムクレゾールパープル法による血清アルブミン測定おける ERM DA-470k との反応差の解析 （村本）
（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：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研

究）
（10） 補体レクチン経路に関連するコイ血清レクチン（MFAP4）の異物認識特異性の探索（九州大学大学院農学研

究院との共同研究，埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（11） ニューロンー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 , 村田：埼玉医科大学

保健医療学部プロジェクト研究）
（12） 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）
（13） 誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）による薬剤感受性検査への応用 （髙橋，佐藤：埼玉医科大学保健医

療学部プロジェクト研究）
（14） 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）
（15） 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（下垣 , 木村 , 和合：埼玉医科

大学保健医療学部プロジェクト研究）
（16） 肺癌で異常亢進する形質膜シアリダーゼ NEU3 の意義：特に EGFR 変異との関連において （山本）
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） 成果の一部を学会発表と同時に原著としてまとめた．達成度 :80%
（2） 昨年度に続いて，マルチメディア独和辞書の校正に取り組んだ．moodle の Windows2008 Server での運用に

ついての問題は解決したと考える．達成度 :80%
（3） 長寿関連遺伝子が肝機能等検査値に及ぼす影響を解析し検討中である．達成度 :50%
（4） OSAS のモデル動物である間欠的低酸素負荷動物において，化学受容器性反射による呼吸興奮の増強が見られ

るが，その増強に GABAB 受容体機構の機能低下が関与することを GABAB 受容体のポジティブ･モジュレーター
である GS39783 等を使用して明らかにした．達成度 :70%

（5） Diazepam によるウサギ舌下神経活動の抑制後，GABAA 受容体機構に抑制作用を有する picrotoxin および
bicuculine を投与し，その後，benzodiazepine 受容体拮抗薬投与により picrotoxin 投与動物のみ投与前値より神
経活動が増加した．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%

（6） 乳腺腫瘤の体積算出方法の検討の基礎検討まで．達成度 :5%
（7） 労働者の抱える健康問題への対応」については，学術団体および労働衛生関係の団体と協力しながら，「現場
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主義」を重視しながら，新知見を得る予定である．達成度 :30 %
（8） 改良ブロムクレゾールパープル法による血清アルブミン測定おける ERM DA-470k との反応差の解析について

検討した．達成度 :70％
（9） 実験協力者の応募があり順調に進むと思われたが，基礎体温の測定を続けることが出来ず，新たに協力者を募

集することになった．また測定結果の正確性を求めて測定方法の変更を試みたが , 物品の販売中止のため再検討
が必要となった．達成度 :45％

（10） コイ血清中に存在するレクチン（MFAP4）の異物認識特異性を探索した．使用した微生物の中に MFAP4 が認
識していると推定されるものが存在した．達成度 :70％

（11） 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 :70％

（12） 効率的に研究を進めるための予備実験や文献的検索が不充分であった．時間のない中で結果を残そうとした
結果，逆に追加実験等に時間を費やすことになった．文献的検索も含めた研究時間の確保が課題である．達成
度 :50％

（13） 誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）を用いて，従来の薬剤感受性試験と DEPIM 結果を比較し，高い相
関を得た．達成度 :70％

（14） プロスタグランジン（PG）によるアミノ酸トランスポーターに与える影響について培養上清中におけるアミ
ノ酸変動を基に検討した．非刺激時の残存アミノ酸量とある種の PG 刺激時の残存アミノ酸量からアミノ酸の取
り込み状況の変化を比較検討したものの顕著な変化は現れなかった．達成度 :60％．

（15） 抗腫瘍性生薬が細胞増殖及びアポトーシス誘導に影響することを示した．達成度 :60%
・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%

・抗腫瘍性生薬が HL-60 細胞のアポトーシスに至るまでの形態変化に及ぼす影響を検討した．達成度 :80％
（16） 各種ヒトがんで発現が異常亢進し，がん細胞の悪性形質を増強させることが明らかとなっている形質膜シアリ

ダーゼ NEU3 が肺腺癌において EGFR の活性化や変異に如何に影響を与えているかについて培養細胞株を用いて
解析を行っている．達成度 :25％

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，論文（7 件），学会発表（24 件）の結果からみて，学会へ
の積極的な参加をうながしたい．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．以下教員のコメント（研究の継続と新たに共同研
究を進めたい．）（マルチメディア独和辞書に関しては，恒常的な校正が必要である．来年度に向けては，埼玉医大の
webclass でのマルチメディア化の可能性を検討したい．）（長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との
関連について，各調査データとの相関を検討し精査を進めていく予定である．）（H26 年度は保健医療学部プロジェ
クト研究により，OSAS のモデル動物（慢性間欠的低酸素負荷動物）によって，中枢内 GABAB 受容体機構低下が発
現することを明らかにした．H27 年度は本のモデル動物における GABA 作動性シナプスのトランスポーターの機能
変化を明らかにすることを目標としている．）（数例の臨床経過を観察し，臨床経過の動向を調査し徐々に症例を増や
す．）（極めて多忙であった点を考慮すると自己評価は高い．次年度，学会報告および論文投稿を計画．）（実験協力者
の協力内容に難があること，測定方法の再検討など実験を実施するにはかなりの内容変更が必要となった．実施可能
な内容への変更を検討し進めていきたい．）（2 つのプロジェクト研究を遂行でき，ある一定の成果が得られたことは
良かった．次年度はコイ血清中に存在するレクチンの異物認識特異性の探索をさらに進めていきたい．）（DEPI を用
いた薬剤感受性への応用は概ね良好な研究結果となり，今後，論文作成に繋げたい．次年度に関しては，本大学病院
中央検査部と共同研究にて，誘電泳動を利用した微生物同定装置MALDI Biotyer の前処理法を確立していきたい．）（担
当科目の変更などで，実験できる時間がごく限られ，発展的な研究を進められなかった．極僅かずつでも蓄積してい
く data から PG とアミノ酸トランスポーターに因果関係が認められない可能性があるので，その証拠固めを行なっ
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ていく方針である．）

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
　野寺　誠：中央労働災害防止協会･執筆委員 （酸素欠乏症および硫化水素中毒）
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
　野寺　誠：日本微量栄養素学会･評議員 （兼査読委員）
　村本良三：日本臨床衛生検査技師会誌「医学検査」査読委員，埼玉県臨床検査技師会誌「埼臨技会誌」編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

村田栄子：日本解剖学会選挙管理委員
市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会会員，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
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
鈴木正彦：日本薬理学会代議員，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，本学大学院委員会委員，本学大学院医学研究科委員会委員，本学大学院医学研
　　　　　究科修士課程運営委員会委員，本学保健医療学部学生部委員会委員長，本学保健医療学部動物実験小委
　　　　　員会委員長，本学保健医療学部防災訓練実施小委員会委員長，本学保健医療学部ハラスメント相談員，
　　　　　本学保健医療学部危機管理委員会委員，本学動物実験委員会委員，本学医学研究センター （安全管理部
　　　　　門） 動物分野担当部門員，本学医学研究センター （安全管理部門） 薬物分野部門員，本学医学研究セン
　　　　　ター･フェローシップ部門･部門員
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，NPO ふる
　　　　　さとテレビ顧問 , 日本アゼルバイジャン友好協会理事 , 第 9 回日本臨床検査学教育学会学術集会副大会
　　　　　長，NPO「We love 信州の会」特別顧問 , 本学保健医療学部入試問題作成委員，日本臨床検査教育協議
　　　　　会･国家試験問題対策委員，本学保健医療学部 IR 委員，本学保健医療学部図書館分館長
来住野修：日本乳腺･甲状腺超音波医学会幹事，日本超音波医学会超音波検査士試験委員，本学保健医療学部倫理
　　　　　委員会委員
野寺　誠：日本臨床検査教育協議会･国家試験問題対策委員，埼玉県労働基準協会連合会･講師 （衛生管理者等），　
　　　　　日本産業･医療ガス協会，医療ガス情報担当者（MGR）･試験委員
村本良三：生物試料分析科学会理事，日本臨床化学会評議員，日本臨床検査自動化学会科学技術委員，本学保健医
　　　　　療学部広報委員会委員
渡辺宏志：本学保健医療学部学務委員会委員
内田康子：本学保健医療学部広報委員会委員
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，本学保健医療学部学生部委員会委員
木村美智代：日本臨床検査学教育協議会評議員，第 9 回日本臨床検査学教育学会学術大会大会事務局補助，本学
保健医療学部健康医療科学科診療情報管理士責任者，本学保健医療学部健康医療科学科健康食品管理士責任者
小糸寿美：本学保健医療学部オリエンテーション実施小委員会委員，全学 RI 安全委員
小峰伸一：本学保健医療学部自己点検評価委員会委員
周東真代：第 24 回埼玉県細胞診ワークショップ実行委員会委員
髙橋　俊：本学保健医療学部情報機器運営会議委員
伴塲裕巳：本学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会部会員
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6．業績
6-1．論文・学会発表
【代表的な当学科著書】（6）
①江連和久，村田栄子：看護学生のためのよくわかる BOOKs　看護学生のための解剖生理 . メジカルフレンド社，

東京，2014 年 12 月
②鈴木正彦 （共著）：臨床工学技士　グリーンノート．P16-19，P63-64，メジカルビュー社，東京，2014 年
③和合治久 （共著）：臨床工学技士　グリーンノート．メジカルビュー社，東京，2014 年 12 月
④野寺誠 （共著）：公衆衛生学わかりやすい公衆衛生学 （第 5 版），三共出版，東京，2015 年 3 月
⑤内田康子 （共著）：臨床工学技士 グリーンノート臨床編．メジカルビュー社，東京，2014 年 12 月
⑥木村美智代 （共著）：臨床工学技士　グリーンノート基礎編．メジカルビュー社，東京，2014 年 12 月

【代表的な当学科論文】（7）
① Murata E, Matsumoto S, Shuto M, Akita M. Immunohistochemical localization of CD133, nestin, Bmi-1 and 

mTOR in the pancreas of rat models of type 1 and type 2 diabetes mellitus. J Stem Cells Res, Rev & Rep.2014; 1
（1）:6. 

② S. Tsukamoto, T. Mizuta, M. Fujimoto, S. Ohte, K. Osawa, A. Miyamoto, K. Yoneyama,　 E. Murata, A. Machiya,E. 
Jimi, S. Kokabu,and T. Katagiria. Smad9 is a new type of transcriptional regulator in bone morphogenetic protein 
signaling. Sci Rep. 2014; 4: 7596. 

③鈴木正彦，栁下聡介，吉川圭介，淡路健雄．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 （平成 25 年度学内グラント終了報告）. 埼玉医科大学雑誌　2014;41:66-70.　

④村本良三，佐々木真弓．CK-MB 測定法は免疫阻害法からラテックス免疫比濁法へ移り変わる．日本臨床検査自
動化学会 2014;39:656-660

⑤樽本憲人，渡辺典之，田辺公一，橋北義一，髙橋俊，結城篤，廣瀬米志，関根進，叶一乃，霜島正浩，金田光
稔，大野秀明，宮﨑義継，前﨑繁文．埼玉県における無菌材料から分離されたカンジダ属の薬剤感受性．The 
Japanese Journal of Antibiotics 2014; 67（4）:215-220

⑥宮嶋由佳，野寺誠，柳澤裕之．働く女性の健康－新人看護師を対象としたストレス研究－．産業医学ジャーナル
　2015;38（2）:100-103

⑦ Yamamoto,K.,Takahashi,K.,Shiozaki,K.,Yamaguchi,K.,Moriya,S.,Hosono,M.,Shima,H.,and Miyagi,T. Potentiation of 
epidermal growth factor ?mediated oncogenic transformation by sialidase NEU3 leading to Src activation. PLoS 
One 2015;10（3）: e0120578.

【代表的な当学科学会発表】
（A） 基礎医学系　（8）
① Murata E, Matsumoto S, Shuto M, Akita M. Immunohistochemical localization of CD133, nestin,Bmi-1 and mTOR 

in the pancreas of rat models of type 1 and type 2 diabetes mellitus. The 120th Annual Meeting of the Japanese 
Association of Anatomists. 2015.03.

②小風暁，吉田正雄，石川守，苅田香苗，大津忠弘，落合裕隆，白澤貴子，南里妃名子，佐藤正夫，高島　豊．長
寿関連ミトコンドリア DNA 多型におけるコーヒー飲用と肝機能検査成績との関係解析．第 85 回日本衛生学会
総会，和歌山，2015 年 3 月

③ Nakamura, S., Suzuki,M., Nishida, M., Terayama, K., Terao, K., Mieda, T., Arai, T., Nagasaka, H., Matsumoto, N., 
Kitamura, A. : Flumazenil with pre-administered picrotoxin, not by itself, nor with bicuculline, caused marked 
excitation in the diazepam-induced hypoglossal nerve inhibition in anesthetized rabbits. American Society of 
Anesthesiologists 2014 Annual Meeting, New Orleans, LA, U.S.A., 2014.10.15.

④仁科正実，鈴木正彦，冨永信子，石原由夏，松下和弘． [1-13C]glucose と [1,2-13C]acetate を用いた睡眠時無呼
吸症候群　モデルマウスの脳 Glucose 代謝 . 第 24 回体力栄養免疫学会大会，京都，2014 年 8 月 27 日

⑤栁下聡介，鈴木星也，淡路健雄，平澤明，鈴木正彦，丸山敬．リン酸化タウが増加する新規モデルマウスの作製
及びその解析．第 131 回日本薬理学会関東部会，横浜，2014 年 10 月 11 日

⑥栁下聡介，鈴木星也，淡路健雄，吉川圭介，鈴木正彦，平澤明，丸山敬．内在性タウのリン酸化を更新させた新
たな神経変性疾患モデルの作製．第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム，日高，2014 年 10 月 31 日

⑦中村信一，鈴木正彦，丸山敬，杉田和夫，佐々木茂樹，大根則正，木村道雄．ジアゼパムにより抑制した舌下神
経活動に対してベンゾジアゼピン受容体拮抗薬のフルマゼニルは非競合的 GABAA 拮抗薬ピクロトキシンの前投
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与により興奮作用を誘発する．第 88 回日本薬理学会年会，名古屋，2014 年 3 月 21 日
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（第二報）－臨床生理学教育の立場から－，第 9

回日本臨床検査学教育学会学術大会，東京，2014 年 8 月
（B）臨床検査医学系（17）
①来住野修．肝臓の見方から肝癌まで．埼玉県保険医協会 . 腹部超音波研究会，川越，2014 年 4 月 24 日
②来住野修．第 32 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会ハンズオン（エラストグラフィ），横浜．2014 年 5 月

11 日
③式田秀美，塩田祥子，井上準子，五十嵐利恵子，来住野修，池淵研二．右腋窩副乳癌の 1 例．第 39 回日本超音

波検査学会学術集会，2014 年 6 月 15 日
④来住野修．胆嚢のエコー．埼玉県保険医協会 . 腹部超音波研究会，川越，2014 年 6 月 26 日
⑤来住野修．膵臓のエコー．埼玉県保険医協会 . 腹部超音波研究会，川越，2014 年 9 月 25 日
⑥来住野修．甲状腺超音波の見方．第 25 回埼玉臨床画像研究会，大宮，2014 年 11 月 21 日
⑦来住野修．乳腺のエコー．埼玉県保険医協会 . 腹部超音波研究会，川越，2014 年 11 月 27 日
⑧来住野修．甲状腺･唾液腺「初心者から指導者へステップアップ．日本超音波検査学会」　第 125 回医用超音波

講義講習会講演，大宮，2015 年 1 月 11 日
⑨来住野修．消化管の超音波．埼玉県保険医協会．腹部超音波研究会，川越，2015 年 2 月 26 日
⑩宮崎孝，大野洋一，野寺誠，木戸尊將，柳澤裕之，竹中恒夫，佐藤真喜子，高橋幸子，柴崎智美，鈴木洋通．亜

鉛欠乏ラットにおける活動性の低下と海馬でのセロトニン合成酵素の遺伝子発現．第 87 回日本産業衛生学会総
会，2014 年 5 月 24 日

⑪宮崎孝，下垣里河，野寺誠，大野洋一，竹中恒夫，佐藤真喜子，高橋幸子，荒木隆一郎，柴崎智美，鈴木洋通．
亜鉛欠乏ラットの血清インスリン濃度と GSK3 βと GS を介した血糖値の上昇について．第 84 回日本衛生学会
学術総会，2014 年 5 月 27 日

⑫下垣里河，宮崎孝，佐藤真喜子，高橋幸子，荒木隆一郎，宮嶋由佳，木村美智代，野寺誠，柴崎智美，大野洋一，
竹中恒夫，鈴木洋通．亜鉛欠乏ラット肝臓での p-GS と p-GSK3 βのタンパク発現について．第 31 回日本微量栄
養素学会，2014 年 6 月 7 日

⑬宮崎孝，木戸将尊，大野洋一，佐藤真喜子，高橋幸子，野寺誠，荒木隆一郎，柴崎智美，鈴木洋通．亜鉛欠乏ラッ
ト肝臓における亜鉛転写因子 GATA4 の遺伝子発現と糖代謝の解析．第 85 回日本衛生学会学術総会，2015 年 3
月 27 日　

⑭村本良三．血清アルブミンの分別定量（酸化型と還元型比率の測定について）．生物試料分析科学会関東支部学
術集会，東京，2014 年 6 月 14 日

⑮村本良三．血清アルブミンの測定法．日本臨床化学会年次学術集会（教育講演），東京，2014 年 9 月 6 日
⑯中村勝，矢島沙紀，鎌倉靖夫，山口浩，高柳奈津子，安田政実，茅野秀一，永田耕治，瀬山敦，後藤義也，鎌田

孝一，周東真代，長谷部孝裕，清水道生．心嚢水細胞診にて myeloid sarcoma が疑われた 1 例．第 28 回関東臨
床細胞学会学術集会，静岡　2014 年 9 月

⑰髙橋俊，河村亨：DEPIM を利用した薬剤感受性検査への応用－微量液体希釈法との比較－．第 26 回日本臨床微
生物学会総会，東京，2015 年 2 月

【総数：著書　6 件，論文　7 件，　学会発表　25 件】
6-2．獲得研究費

1．鈴木正彦，小峰伸一，伴塲裕巳：平成 26 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「慢性間欠的低酸
素負荷後の呼吸調節における GABAB 受容体機構の役割 ｣（83.7 万円）

2．内田康子：平成 26 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－」（15 万円）

3．木村美智代：平成 26 年度保健医療学部プロジェクト研究「補体レクチン経路に関連するコイ血清レクチン
（MFAP4）の異物認識特異性の探索」（15 万円）

4．小糸寿美，金子優子，村田栄子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「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」（88.2 万円）

5．周東真代，渡辺宏志：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「尿路上皮癌組織の構造異型の発生機序に
ついて」（62 万円）

6．髙橋俊，佐藤正夫，河村亨：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「誘電泳動インピーダンス計測法
（DEPIM）による薬剤感受性検査への応用」（84.9 万円）
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7．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 90 万円）

8．下垣里河，木村美智代，和合治久：平成 26 年度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」（49.5 万円）

6-3．受賞
　鈴木正彦：若手優秀発表賞，第 131 回日本薬理学会関東部会，2014 年 10 月 11 日
6-4．特許，実用新案
　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

和合治久：第 8 回日本臨床音楽研究会，京都，平成 26 年 6 月
和合治久：第 20 回日本催眠応用医学会，東京 , 平成 26 年 10 月
和合治久：第 43 回埼玉県臨床検査技師学会，埼玉，平成 26 年 12 月

7．自己点検・評価（総括）
　平成 26 年は 4 名の退職者のあと 3 名の臨床検査技師 25 年以上の経験者を教員として迎え，さらに 2 名の本学科
卒業生が教員として加わり，臨床検査学教育に特化できる体制を整えつつある．今年度から実施したことは①副学科
長を設けた．②学科会議を教授・准教授による学科運営会議と全教員による学科連絡会議の 2 階層制にした．教員
からの意見徴収が活発におこなえるようにした．③キャリアパスセミナーを開催した．卒業生がどのような社会で活
躍しているか在校生に説明した．④臨地実習報告会を開催した．3 年生も聴講し次年度の参考にできるようにした．
⑤臨地実習連絡会を開催した．臨地実習をお引き受けいただいている各病院の検査技師責任者と学科教員との意見交
換を行える環境をつくった．⑥卒業研究の論文集を簡素化し，中間発表会をおこなう計画をたて学生が研究の内容を
早期に理解できるようにした．さらに，学科の特性を解りやすくするため「臨床検査学科」への名称変更を学生・保
護者・卒業生・社会へ説明し，次年度からの変更準備を行った．
　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．
　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．
　一方，学生の就職活動については，その準備を早期から開始し，種々の問題を緩和できるように努めていきたい．
研究について，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，6 期生の卒業研究結果を「平成 26 年度生卒業研究論文集，Vol. 6 :2014」として公表でき
たことも成果であった．次年度からは研究主任制度が導入されることから学科内教員の研究体制がさらに強化される
ことを期待する．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．
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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．本年度で学科開設時の旧カリキュラムから新カリキュラムへの移行が完了し，ここ数年
の新旧カリキュラムの並列実施は解消される． 
　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
りであり，講義の進行に合わせて十分に演習時間をとり，基礎学力の定着を目標とした． 
　工学系専門基礎科目では，工学系基礎科目から進展した分野を基盤とし，医用機器類の機能を原理から理解する素
養を身につけることを目標とした．実習・実験では講義内容の理解を深めるとともに補完も行い，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． 
　総合系分野では，各学年で生体工学総合演習（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ），生体工学実習，臨床実習，卒業論文を実施する．
総合演習は，それぞれ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．これらの演習には国家試験対策の性格を持たせており，早い学年から国家試験への意識を高め
ること，4 年生では当然ながら全員合格の実現を目標として実施した．4 年次の総合演習Ⅳには月 1 回，計 8 回の模
擬試験の実施も含んでいる．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
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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．今年度初めて実施される 4 年次の医用情報処理工学，生体組織工学，医用光学，臨床工
学は国試レベルを基本としたこれまでの講義から卒業研究を踏まえたより高い段階の知識の習得を目指す．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．
　なお， 4 年生に対しては，カリキュラム外であるが，就職活動支援を目的として外部講師によるキャリアパスセミ
ナーや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・30 時間（脇田），
専門基礎講義科目：

力学・30 時間（若山，戸井田，脇田），力学演習・30 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・30 時間（中島），電子工学・30 時間（加藤），電子工学演習・30 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・60 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，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・30 時間（戸井田），生体計測機器・30 時間（宮本），医用音響工学・14 時間（田邊），医用超
音波工学・30 時間（戸井田，下岡，宮本），診断治療システム・30 時間（奥村），生体情報モニタリング・30 時間（加
納）， 医用画像機器・30 時間（戸井田，宮本），医用材料学・30 時間（脇田）

ヒトの病気Ⅰ・30 時間（田邊），ヒトの病気Ⅱ・30 時間（田邊）， ヒトの病気Ⅲ・30 時間（田邊），
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

環機能代行機器・30 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・30 時間（加納），
医用機器安全管理学Ⅱ・30 時間（加納），医用情報処理工学・30 時間（小林，加藤，駒形），生体組織工学・30 時間（下
岡，田邊，脇田，中島），臨床工学・30 時間（加納，見目，山下，奥村），医用光学・30 時間（戸井田，宮本，若山）
工学系専門実習，実験科目：

情報リテラシー実習・30 時間（中島，加藤，駒形），プログラミング実習・60 時間（小林，中島，駒形，石川），電気・
電子実験・120 時間（宮本，加藤，駒形，石川）， 
臨床工学系実習科目： 
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機能代行機器実習Ⅰ・60 時間（山下，奥村，三輪，川邊，丸山），機能代行機器実習Ⅱ・60 時間（見目，奥村，丸山），
機能代行機器実習Ⅲ・60 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・30 時間（若山，三輪，丸山），生体工学総合演習Ⅱ・30 時間（戸井田，川邊），生体工学総
合演習Ⅲ・60 時間（下岡，宮本，若山，田邊，加藤，駒形，三輪，川邊，石川，丸山），生体工学総合演習Ⅳ・150
時間（所属全教員）

生体工学実習・94 時間（所属全教員）， 
卒業論文・270 時間（所属全教員）

≪保健医療学部看護学科向け≫
疾病の成り立ち・34 時間（田邊）

≪保健医療学部健康医療科学科向け≫
ヒトの病気・30 時間（田邊）
医療の基本・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
　4 年次まで新カリキュラムが進行し，各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，ほぼ例年通り
の達成度といえる． 
　始めてカリキュラムが適用された 4 年次前期は臨床実習が 3 年次に既習となり，逆に講義科目がいくつか実施さ
れた．これらの科目で受講者が極端に少なくなる懸念があったが，そこそこの人数が集まり，まずは無難なスタート
を切ることが出来た．
　3 年次では 1 名，2 年次で 1 名，1 年次で 2 名が留年者することとなった．留年に関しては問題意識を持って取り
組んだのであるが，4 名が留年し，この点では満足のいく結果とはいえなかった．ただし 1 年生は入学試験の結果が
思わしくなく，当初から心配をかかえながらスタートし，実際に成績の振るわないものが多い．留年者が 2 名でと
どまったのは僥倖ともいえる．
　冒頭で述べたように概ねは例年通りの達成度であるといえるが，学生の学業に対する意識が年々低下しているよう
に見受けられる．能力はありそうで留年するレベルではないが，という程度の学生の割合が増え，成績上位といえる
学生の数もレベルも低下しているように感じる．その意味で達成感に不安感が混じる結果となっている．
　1 年次の修士は，社会人 1 名であったが，講義の履修は本人の希望により日高キャンパス内で昼間に行われ，計画
通り遂行された．また，2 年次の修士 3 名のうち社会人 2 名は長期履修生として研究を継続している．また，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た結果，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 91.2%，既卒を含んだ全体でも 82.5% と昨年の結果をわずかに下回った．
例年と比べて遜色のない数値ではあるのだが，今年度は全国平均が大幅に高くなり，いずれも全国平均を下回ってし
まい，その意味で遺憾であるといわざるを得ない．ただし，我々の予想では最高の結果でも 2 名の不合格は出ると
考えていたところである．合格率は微減であるが，学科の平均点は昨年よりも 5 ポイント以上あがっており，特に
教育システムに欠陥があるとは思われない．来年度も不合格の候補者が存在することは確定しており，個別指導等を
強化して新卒の 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，学年進行が終了した．上でも記したが新カリキュラムの卒業 1
年目において合格率には顕著な差は見られていない．実際のところ演習の実施による低成績層の学力向上の手ごたえ
は今一つである．しかし，総合演習の結果，学生も自身の実力不足は認識するようになっており，試験に向けて相当
量の勉強を実施した，という学生は多い．総合演習の存在はかなり有用であると判断している．しかし，今のところ
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本来の目的である短期記憶から長期記憶への定着に成功しているのは，やはり成績上位の者に限られている．今年度
は 3 年次，4 年次学生で進級が危うかったものの動向に注意を払いつつ実施したい．また，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．必修科目のみならず選択必修科目および一部の選択科目は
国家試験に直結する科目であるため，単位が取得できなくとも必ず受講はするように指導しているが，卒業要件を満
たしてしまえば選択必修科目・選択科目を履修しない学生が出て来ている．この点の指導を強め，基礎学力の維持に
努めることを目標の一つとしたい．
　数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．特に 1 年次での留年や退学には，毎年の悩みの種
となっている．上述したが，今年度も 1 年次では 2 名の留年を出し，さらに複数の予備軍が存在する．これらに対
しては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
が，教員間の連絡を密にして 1 年次における勉学に対するモチベーションの向上に努めたい．
　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いため，入試で偏差値を上げていくしかない
と思われる．しかし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．
生体医工学（大学院）》
　修士課程は，今年度と同様に，2 年次（長期履修生を 2 名を含む）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．一方，1 年は，次年度の入学者がなかったことから，次年度は在校生の進学および社会人
に対して早期に情報提供することで入学者の増加を図る．また，研究についても充実を図り，高度な研究の遂行をめ
ざす．
　加えて，医学研究科に医学専攻（博士課程）生体医工学領域の入学者の確保をめざし，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） 3 次元形態統合型定量病理画像診断の研究（小林，駒形，石川，埼玉医科大学学内グラント，国際医療センター

病理診断室，）
（4） 操作を伴う 3 次元映像／における生体への悪影響の定量的解析に関する研究（小林，石川）
（5）複数の生体指標を用いたストレス評価法の検討（小林，石川）
（6）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）
（7） 清浄化予測機能付き透析液管理システムの開発（石川，川邉，加納，小林，A-STEP）
（8） 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）
（9） 細胞診断支援のための核小体抽出法の検討（駒形，石川，平成 26 年度保健医療学部プロジェクト研究）

（10）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，H26 年度保健医療学部プロジェクト研究）

（11） 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）

（12）表在性血管の分光画像 3D 解析による分光画像への深度情報付与の可能性検証（戸井田，H24 年度保健医療
学部プロジェクト研究）

（13） 医療機関でのハイブリッド版 T-Location.H の有効性検証およびビーコン，音波の安全性の評価（2014.10 －
2015.03　大成建設との受託研究）

（14） 医療機器保守管理のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究（平成 26 年度厚生労働科研 .　◎石
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原美弥，櫛引俊宏，中島章夫，（加納　隆），髙倉照彦，須田健二）
（15）光線力学的治療（ＰＤＴ）における一重項酸素の生成の基礎的研究（田邊）
（16）ラット皮膚刺激による発毛過程の研究（田邊）
（17）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）
（18）GMP, QMS, GTP 及び医薬品添加剤のガイドラインの国際整合化に関する研究（医療機器の品質管理監督シス

テムの構築のあり方）（宮本，厚生労働科学研究　地球規模保健課題解決のための行政施策に関する研究事業）
（19） 0.66 μ m ～ 16.2 μ m で波長依存性のない螺旋位相子の開発（若山，学外共同研究，平成 26 年度 JST 

ASTEP 探索化タイプ）
（20） 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，学外共同研究，平成 26 年度 JST ASTEP ハイリスク挑戦化タイプ）
（21）　 近赤外・中赤外領域アクロマティック・ベクトルビームの制御（若山，学外共同研究，平成 26 年度 科学研

究費助成事業　基盤研究（C））
（22） 隔離室患者の行動制限最小化を目指した睡眠ステージ評価方法に関する研究（加藤，辻脇　保健医療学部プロ

ジェクト研究）
（23） 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）
（24） 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）
（25） 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）
（26）　神経組織作製に関する基礎的検討（脇田）
（27）非接触型体外循環血液回路内圧計の作成（三輪，川邉）
（28）自動コロニーカウント機能付き透析液清浄化支援システムの開発　（川邊，H26 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評価，病理画像の核配

列構造に基づく定量的評価および脂肪滴の抽出による脂肪領域の除去技術の研究開発を行い，定量的診断支援シ
ステムのプロトタイプとして，評価システムを構築，病理医による評価を行い，良好な結果を得た．この点を踏
まえ，プロジェクトの最終報告書を作成した．（論文 1 件，国際会議発表 5 件，国内発表 3 件，表彰 2 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）（達成度　95％）

（3）3 次元形態統合型定量病理画像診断の研究は，3 次元画像の生成ツール環境（ハード，ソフト）を整備すると
ともに，国際医療センターと協議して，微小膵管の連続切片画像を作成し，その 3D 画像を生成した．また，埼
玉医科大学病院の病理学講座とも連携しグリオーマの血管内マクロファージ分布を 3 次元再現した．（達成度
60％）

（4）操作を伴う 3 次元映像における生体への悪影響の定量的解析に関する研究は，生体指標及び体動の影響から
映像酔いを推定に関して，国際会議にて成果発表を行った．次の段階として 2D，3D の違いを明らかにする検
討を開始した．（外部発表 1 件）（達成度 80％）

（5）複数の生体指標を用いたストレス評価法の検討は，複数の視覚刺激に加えた場合の生体信号＋瞳孔反応によ
り評価実験を行った．その結果，刺激としては動画の視覚探索課題が有望であるとともに，複数刺激の測定で精
度が上がることが示された．（外部発表 1 件）（達成度 90％）

（6）ドーム筐体における映像酔い軽減の研究は，3 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，単純に視野が狭くなると，別のストレスがかかっていること明らかにした．（達成度 90％）

（7）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
る精度向上技術を開発した． （達成度 95％）

（8）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 60％）

（9）細胞診断は子宮頚部などのがん検診や腫瘍診断等で広く普及されており，病変の有無や病理学的診断を求め
る重要な診断である．しかし，診断は経験的な要素も多く含まれ，客観的評価が可能な定量的指標による診断補
助が求められている．従来より細胞診検体の顕微鏡画像から核の外形形態の特徴や核のクロマチン分布特性の自
動定量化が検討されたが，本研究ではこれらに加え，子宮頚部の細胞診検体病理画像の核小体の肥大や核小体数
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の自動定量化を目的として検討している．（達成度 60％）
（10）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，COレーザー照射37℃制御群と半導体レー

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を確認した．（達成度 90％）

（11）埼玉県産業振興公社の医療系ものづくり産業支援「光学を応用した血糖測定機の開発」プロジェクトを進め，
ポンプ光 30mW ＠ 1064nm，ストークス光 30 ｍ W ＠ 1209nm のコリニア励起により，グルコース 1mol 溶液
から C － O 伸縮振動バンド（1130cm-1）に対応した CARS 信号＠ 950nm を確認した．またグルコース 1mol
～ 0.001mol 溶液における「グルコース濃度 対 CARS 信号強度」特性を検証した．（達成度 80％）

（12）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し，JST-A Step FS シーズ顕在化
タイプへ応募するも不採択．（達成度 50％）

（13）スマートフォンの電波ならびに音波検知機能を利用して，医療スタッフの所在把握ならびに医療スタップへ
の情報提供を行うものである．電波の特性を生かしてビーコンによる大まかな位置情報把握，音波の特性を利用
して所在箇所の限定が，それぞれどの位の精度で行えるかを検証した（達成度：60％）．

（14）医療機器保守管理のガイドラインの策定の第一歩として，輸液ポンプのチェックリストを作成して，いくつ
かのモニター病院で，実際に使用してもらい評価を行った．（達成度：70％）

（15）ポルフィリン溶液にレーザー光を照射し，一重項酸素の生成を in vitoro で証明し，さらにポルフィリンをラッ
トに注射し，各臓器での蛍光を分光器にて測定した．（達成度　70％）

（16）ラットに酢酸を注射し，その後の発毛状態を観察した．さらに，ラット皮膚にレーザー光（Nd:YAG レーザー）
を照射し，発毛過程に与える影響を観察した．（達成度　70％）

（17）高度管理医療機器の審査を登録認証機関へと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，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%）．

（18）医薬品医療機器等法施行前の全国の医療機器製造販売業者の QMS に対する認識とその構築状況を把握するた
め，アンケート調査を実施，厚生労働科学研究成果報告および医療機器産業連合会主催の第 28 回 QMS 講習会
を通じて公表した．平成 26 年度総括・分担研究報告書　（http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.
do?resrchNum=　201403028A）（達成度 100％）

（19）0.66 μ m ～ 16.2 μ m で波長依存性のない螺旋位相子の開発をした．偏光の循環的な変化から幾何学的位相
をビームの空間内に見出して螺旋位相を発生させる．偏光状態の変化に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のが本素子の特徴である．宇都宮大学・工学部・東口准教授らと共に研究を進めている．
H26 年度はマッハ・ツェンダー干渉計から光渦の特徴の一つである 2 重螺旋の干渉縞が観察された．レーザー
加工機に応用することを目指して研究開発を進めている．（達成度：80%）

（20）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．現在は三次元誘導
システムとして機能するように研究開発を実施している．（達成度：85%）

（21）近赤外・中赤外領域で軸対称な偏光状態を持つベクトルビームの制御に関する実験を行っている．ベクトル
ビームを精密に制御するためのデバイスとして近中赤外領域で機能するアクロマティック軸対称波長板を ZnSe
結晶を用いて設計した．直線偏光の CO2 レーザーを入射した結果，出射偏光状態はベクトルビームになること
を確認した．入射偏光を円偏光にし，偏光調整を行った結果，ラジアル偏光モードになることを明らかにした．（達
成度：85%）

（22）画像解析により画像の輝度値変化から脈波様のデータを抽出し，次に脈波様波形の周期を求めて心拍数を推
定した．脳波の計測データは 30 秒毎に区切って睡眠ステージを判定した．画像から求められた心拍数の推定結
果と心電図で計測した心拍数とには相関がみられ，心拍数とレムとノンレム睡眠の間には相関があることが分か
り，睡眠中の顔画像から睡眠判定が行える可能性が示された．より細かな睡眠ステージとの関連の解明にはさら
なる解析が必要である（達成度 75％）．

（23）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
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を目的としている．（達成度 70%）
（24）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 60%） 

（25）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%）

（26）神経組織の作製を目指した基礎的研究として，embryonal carcinoma cell から神経細胞への分化誘導を行い，
また，その分化を確認する方法を確立した（達成度 80%）．

（27）血液回路に加わる内圧を非接触で測定する装置を作成した．血液回路の外径の変化を正確に測定することで，
血液に触れることなく内圧を測定する装置を作成した．研究の結果，内圧と外径には弱い相関関係が認められた．

（達成度 70%）
（28）血液透析おける透析液清浄化の支援を目的とした「自動コロニーカウント機能付き透析液清浄化支援システ

ムの開発」を行った．具体的には，透析液清浄化に関連した生菌及びエンドトキシンなどの記録を一元的に管理
するアプリの開発である．このアプリは，生菌測定において培地をカメラで撮影することで自動的にコロニーを
カウントする機能，測定値の予測機能を有する．このような，アプリを作成し，現在臨床現場において評価を行っ
てもらっている状況である．（達成度：80％）

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・指導に時間を費やさざるをえず，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っている．今年度も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となった．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．
学期期間中においても，新カリキュラムで学年進行が終了して新規に追加された総合演習および実習実施のめどが
立ったわけではあるが，これらによる負荷の増加も相当に厳しく，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，若手教員が学会発表において賞を受
けるなど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，来年度は学科開設 10 年目を
迎えるとあって，工学系の研究・器材の老朽化もしている．何とか設備の更新を望みたい．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．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約　該当なし

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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）
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3．小林直樹，画像電子学会（編集委員，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．若山俊隆，精密工学会会誌，Reviewer
14．脇田正嘉，Photodiagnosis and Photodynamic Therapy，Reviewer
15．加藤綾子，ライフサポート（編集委員，論文査読委員）
16．駒形英樹，画像電子学会（査読委員）
17．駒形英樹，IEEE GCCE 2013（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，日本臨床工学技士会（常任理事）
2．加納隆，東京都臨床工学技士会（理事）
3．加納隆，日本生体医工学会（代議員）
4．加納隆，日本医療機器学会（評議員）
5．加納隆，日本医療福祉設備学会（理事）
6．加納隆，日本不整脈学会（評議員）
7．加納隆，日本臨床モニター学会（評議員）
8．加納隆，日本集中治療医学会（理事）
9．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）

10．小林直樹，画像電子学会（企画委員会委員）
11．小林直樹，快適 3 Ｄ基盤研究推進委員会（委員）
12．見目恭一，日本心臓血管麻酔学会（体外循環委員会委員）
13．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）
14．見目恭一，日本体外循環技術医学会（監事）
15．見目恭一，埼玉県臨床工学技士会（監事）
16．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
17．戸井田昌宏，レーザ協会（理事）
18．宮本裕一，レーザ協会（運営委員）
19．山下芳久　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）
20．山下芳久，埼玉県臨床工学技士会（副会長，他）
21．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）
22．山下芳久，日本医工学治療学会（評議員）
23．山下芳久，日本血液浄化技術学会（代議員，学術委員，他）
24．山下芳久，日本集中治療医学会（臨床工学部会　監事）
25．山下芳久，埼玉透析医学会（役員幹事）
26．山下芳久，日本臨床工学技士連盟（監事）
27．若山俊隆，精密工学会（アフィリエイト委員）
28．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）
29．若山俊隆，精密工学会会誌編集委員
30．若山俊隆，日本光学会（偏光計測研究会委員）
31．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）
32．加藤綾子，ライフサポート学会（評議員）
33．加藤綾子，ライフサポート学会（細胞機能制御研究会委員）
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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 Naoki KOBAYASHI, Kazuma SHINODA, Ayako KATOH, Hideki KOMAGATA, Masahiro YAMAGUCHI, Tokiya ABE, 
Akinori HASHIGUCHI, Michiie SAKAMOTO, "Effective Color Transform Method for Image Compression of H&E 
Stained Whole Slide Image Using Subset Pixels", IIEEJ Trans. Image Electronics and Visual Computing, Vol.2, 
No.1, pp.37-47, 2014.

② M. A. Aziz, H. Kanazawa, Y. Murakami, F. Kimura, M. Yamaguchi, T. Kiyuna, Y. Yamashita, A. Saito, M. Ishikawa, 
N. Kobayashi, T. Abe, A. Hashiguchi：Enhancing Automatic Classification of Hepatocellular Carcinoma Images 
through Image Masking, Tissue Changes and Trabecular Features, J Pathol Inform, 6:26.  2015,Jun,3 .

③小林 直樹 ,  本田 清夏 ,  松本 敏嗣 ,  濵田 雅美 , “ 個人差を考慮したトリガ作業負荷に伴う心拍・呼吸変動を用い
たストレス指標の検討 ”, 生体医工学 vol. 52, no. 2, pp. 80-87, （2014.7）

④ N.Kobayashi, T. Saigo, “Evaluation of Visual Induced Motion Sickness on Interactive Video Using Biosignals and 
Body Motion”, in Proc. of GCCE2014, pp.184 - 187 （2014.10）.

⑤ Toru Yoshizawa, Toshitaka Wakayama, "High-speed three-dimensional shape measurements using 
multiwavelength spatiotemporal phase shifting", Optical Engineering Vol. 53, 11, 112207 （2014）

⑥ Toshitaka Wakayama, Toru Yoshizawa, "Optical center alignment technique based on inner profile measurement 
method", Proceedings of SPIE Vol. 9110, 9110L1 （2014）.

⑦ Toshitaka Wakayama; Shun Hiratsuka; Yoshihisa Kamakura; Katsumasa Nakamura; Toru Yoshizawa, "Compact 
camera for 3D position registration of cancer in radiation treatment ", Proceedings of SPIE Vol. 9276, 92760G 

（2014）
⑧ Toshitaka Wakayama, Takeshi Higashiguchi, Hiroki Oikawa, Kazuyuki Sakaue, Masakazu Washio, Motoki 

Yonemura, Toru Yoshizawa, J. Scott Tyo & Yukitoshi Otani, “Determination of the polarization states of an 
arbitrary polarized terahertz beam: Vectorial vortex analysis,”　Scientific Reports, Vol. 5, pp. 9416 （2015）.

⑨ Y. Murakami, T. Abe, Y. Yamashita, M. Yamaguchi, M. Ishikawa, A. Hashiguchi, T. Kiyuna, A. Saito, M. Sakamoto, 
“Color processing in pathology image analysis system for liver biopsy” , Proc. Color and Imaging Conference 
2014, Society for Imaging Science and Technology, pp. 184-188, （2014,11）.

【総数：論文・総説　9 件，学会発表　26 件】
クリニカルエンジニアリング系

① 加納隆，医療機関における携帯電話使用緩和の新指針がもたらすものは何か，新医療，No.481:106-109，
2015.1

②加納隆，集中治療室（ICU）における安全管理指針」に基づく臨床工学技士の役割，Clinical Engineering，25（12）：
1186-1189，2014.12

③伊佐慎太郎，田中陽平，大橋直人，鳴海敏行，本多仁，山下芳久，大浜和也，岡田浩一，鈴木洋通：頻回透析が
及ぼす影響，日本血液浄化技術学会雑誌，Vol.22，No3，303-306，2014　

④山下文子，塚本功，（山下芳久），田口直昭，阿久津孝，安藤勝信，中元秀友，鈴木洋通：多人数透析液供給装置
に対する透析液中のビスフェノール A 濃度の検討，日本臨床工学技士会会誌，Vol.52，No10，90-95，2014

⑤山下芳久：抗凝固薬，血液浄化療法フルスペック，251-260，2014
⑥山下文子，塚本功，山下芳久，田口直昭，阿久津孝，安藤勝信，中元秀友，鈴木洋通：エンドトキシン捕捉フィ

ルタと透析液供給システムからのビスフェノール A の溶出に関する検討，腎と透析別冊 HDF 療法 14，Vol.77
別冊，131-133，2014

⑦山下文子，大貫泰佳，塚本功，小林直樹，（山下芳久），小竹文秋，吉田哲：過酢酸系除菌剤 PA ネオプラスの使
用経験，腎と透析別冊 HDF 療法 14，Vol.77 別冊，161-163，2014

⑧山下芳久：透析用監視装置の異常，血液透析施行時のトラブル・マニュアル改訂第 3 播，386-398，2914 
⑨山下芳久：透析装置（透析用監視装置），腎と透析 2014 増刊号 透析・腎移植のすべて，76:181-184，2014

【総数：論文・総説　12 件，著書　1 件　学会発表　43 件】
分野共通　

①佐久間肇，野寺誠，長島浩，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，石川雅浩，若山俊隆，臨床工学技士グリーン・ノート 基礎偏 編集 
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見目恭一 , 株式会社メジカルビュー社 , 2014.12.30, 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，長島浩，田邉一郎，辻美隆，

西岡亮治，佐久間肇，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，臨床工学技士グリー
ン・ノート臨床編 , 編集 見目恭一 , 株式会社　メジカルビュー社 , 2014.12.30, 単行本 , 

総数：著書　2 件
6-2．獲得研究費

1．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
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　940 万円

2．戸井田昌宏（研究代表），H26 年度科学研究費補助金　挑戦的萌芽的研究，研究期間：H25 年 4 月～ H27 年 3
月，H26 年度直接経費：50 万円．

3．戸井田昌宏（研究代表），H26 年度医療系ものづくり産業支援事業，埼玉県産業振興公社，研究期間：H26 年
6 月～ H27 年 3 月，H26 年度直接経費：511 万円．

4．戸井田昌宏（受託研究），治療用途向け高精度の非侵襲血糖計測システムの試作開発，（株）エーティーエー，
研究期間：H26 年 6 月～ H27 年 3 月，H26 年度直接経費：46 万円．

5．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 26 年度直接経費：910 万円（研究代表者一括計上）

6．宮本裕一（研究分担），厚生労働科学研究費補助金　地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研
究事業「GMP, QMS, GTP 及び医薬品添加剤のガイドラインの国際整合化に関する研究」研究期間：平成 26 年度
～ 28 年度，平成 26 年度直接経費：275 万円．（研究代表者一括計上）

7．若山俊隆，0.66μm～16.2μmで波長依存性のない螺旋位相子の開発（平成26年度 JST ASTEP 探索化タイプ）
平成 25 年度：52 万円

8．若山俊隆，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 26 年度：90 万円

9．若山俊隆，近赤外・中赤外領域アクロマティック・ベクトルビームの制御（若山，平成 26 年度 科学研究費助
成事業　基盤研究（C））平成 26 年度：273 万円

10．川邊学，医療機関でのハイブリット版 T-Location.H の有効性検証 および Beacon，音波の安全性の評価（大成
建設株式会社　共同研究　2014 年 10 ～ 2015 年 3 月）

11．川邊学，清浄化予測機能付き透析液管理システムの開発（独立行政法人科学技術振興機構　受託研究　2014
年 12 月～ 2015 年 11 月）

6-3．受賞
1．山下文子，塚本功，山下芳久，田口直昭，阿久津孝，安藤勝信，中元秀友，鈴木洋通，多人数透析，液供給

装置に対する透析液中のビスフェノールＡ濃度の検討，2014.5　第 24 回　日本臨床工学会　第 9 回 JACE　
YOSHINDO　AWARD 受賞

2．若山俊隆，光みらい奨励金（コニカミノルタ科学技術振興財団賞）2014.6
3．Best Award on the 4th Internatinal Workshop on Image Electronics and Visual Computing （IEVC2014）　（駒形，

石川，小林　篠田　他）
4．Cum Laude Poster Award （SPIE Medical Imaging 2015） （石川，駒形，小林　他）

6-4．特許，実用新案
1．加納隆 ,　川邉学　“ 通電器，並びに，傾斜状態検知装置及び傾斜状態検知方法 ” 2014-167252

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．駒形英樹，画像電子学会第 272 回研究会，和歌山大学，2015.2.27-28．

7．自己点検・評価
　平成 26 年度は，第 6 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 91.9％から 91.2％と微減であったが不合格者数は変化していない．全国平均 92% を下回ったことは遺憾である
が，研究時間を削って各研究室で地道にカリキュラム外の指導を行い，合格率 90% 台を維持できたことは評価できる．
不合格の新卒は 3 名であった．毎年のこと，不合格者のほとんどは進級の可否が取り沙汰される者達であり，時間
をかけ得る限りの個人指導を実施しても現状維持が精一杯であるという状況であることは理解していただきたい．
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　今年度は既卒では 6 名中 2 名の合格に留まった．昨年度は卒業後も連絡がつくものが多かったが，校内の模擬試
験の受験にも顔を出すものが殆どいない状況であった．反省点ではあるが，基本的に学籍のない者の生活に関与する
権限は無く，卒業後の居住地など止むを得ないところもあり，致し方なしと判断している．
　今年度も国家試験不合格者，留年者および成績不良者は，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ず，今年度も少なからず留年者を出してい
る．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．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，満足すべき成果を出せているとは考えていないが，各教
員がよく耐えて状況を維持し続け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 4 年目を実施し，合格者が出た．来年度の入学者は，本来想定していた高等専門学校の新卒者である．
編入制度が初めて機能したことは非常に喜ばしい．今後，編入生の動向を注視して指導し，さらなる編入学希望者に
繋げていきたい． 
　研究に関しては，実績を残せたものは外部組織との共同研究によるものが多く，学内独自での研究の成果が出てこ
ない状況が今年度も続いている．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ない状況の改善の見込みが薄い．卒
業論文も研究成果に直結するとはいえない状態であるが，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．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 年を迎えよう
としている現在では，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
不安がある．

《生体医工学（大学院）》
　大学院の教育・研究においては，修士課程においては指導教官も充実し，教育指導体制も充実してきている．さら
に，外部に対する情報発信を充実させて入学者の増加を図る．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．
　一方，研究においては，教員の努力により論文のレベルを水準以上に保っているが，教員間での連係，研究員の受
入れなど，人的な面での強化が一層重要であり，研究体制面でもこの点を支援してゆく必要がある．
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4．理学療法学科

1．構成員 
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：教授：学科長：教育主任：指導教員（大学院）：理学療法学：博士
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：教授：副学科長：指導教員（大学院）：循環器理学療法学：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：教授：研究主任：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
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）：准教授：理学療法評価学：博士
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）：准教授：指導教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke）：准教授：神経理学療法学：博士
新井智之（ARAI, Tomoyuki）：講師：大学院教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
小関要作（KOSEKI, Yosaku）：助教：神経理学療法学：修士
丸谷康平（MARUYA, Kohei）：助教：高齢者理学療法：修士
師岡祐輔（MOROOKA, Yusuke）：助手：神経理学療法学：学士

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26年 3月には理学療法学科4期生を輩出することになった．
平成 26 年度を振り返ると，国試対策が急務と課題となっていた．平成 24 年度には，国家試験合格率 100% を達成
することができたが，平成 25 年度には 89.1% に落ち込んでしまった．年々，当学科の受験生が減少していることも
あり，受験生減少に歯止めをかけるためにも国家試験対策は最重要課題であると考えてきた．
　4 年生に対しては，より集中的な国家試験対策プログラムを実施する一方で，1 年生の初年次教育を充実させ，各
学年の授業でも国家試験を意識した内容に修正するように調整を図った．教員間の担当授業数の偏りを是正し，授業
時間以外でも密接な指導ができるように調整した．
　（大学院教育）
　平成25年には2期生を輩出し，平成26年3月には大学院教育がシステム化してきたが，逆に問題点も明らかになっ
てきていた．そのため，研究発表会のあり方などの整備を図り，カリキュラムよりも 1 つ 1 つの科目の充実を図る
ことが課題であると考えた．大学院は少人数であることから，より討論などを積極的に行う課題解決型の授業を積極
的に進めること，より質の高い研究と論文を完成させることを目標とした．
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：高倉，

神子嶋，國澤（洋），師岡，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：時田 , 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，有田，
リハビリテーション医学：西岡，佐久間

【専門分野】理学療法学概論：赤坂，丸谷，理学療法体験実習：赤坂，丸谷，他，基礎理学療法学演習：澤田，高倉，
乙戸，福田，新井，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，理学療法学基礎実習：福田，新井，丸谷
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　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，村田，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，ヒトの病気 VI（臨床医学各論）：大野，佐久間，辻，渡邊，
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，加藤木，田邊，西岡，佐久間，鈴木，辻，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：西岡，有田，臨床
心理学演習：庄野，公衆衛生学：野寺，宮嶋，冨永，宮崎，チーム医療学：細井，高倉，新井，丸谷，小関

【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：乙戸，赤坂，西岡，神子嶋，澤田，國澤（佳），新井，小関，日常生活活動
学演習：細井，新井，丸谷，物理療法学演習：時田

　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，佐久間，辻，光武，宮里，井上，中村，板谷，大野（洋），医療の基本Ⅲ：西岡，大野，青木
【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（佳），小山，宮島，
中枢神経系理学療法学演習：國澤（佳），高倉，小関，師岡，心肺系理学療法学演習：藤田，新井，花房，山崎，
高木，理学療法学総合演習：高倉，藤田，神子嶋，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，義肢装具学演習：高倉，
國澤（佳），神子嶋，中野，小関，師岡，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（洋），國澤（佳），師岡，小児理学療法学：神子嶋，松山，赤羽，職業倫理
職場管理学：高倉，國澤（洋），師岡，機能・能力診断学臨床実習：福田，その他全員教員

　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】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，

長谷川，國澤（洋），國澤（佳），師岡，代謝系理学療法学：藤田，スポーツ系理学療法学：赤坂，乙戸，澤田，
大久保，板倉，菅野，保健科学統計学演習：高倉，神子嶋，國澤（洋），小関，地域理学療法学：藤田，細井，
神子嶋，小橋，丸谷，新井，地域理学療法学実習：藤田，細井，新井，丸谷，高齢者理学療法学：新井，藤田，
小橋，生活環境学：細井，丸谷，荒木，総合臨床実習Ⅰ：時田，他，総合臨床実習Ⅱ：時田，その他全教員，卒
業研究：時田，その他全教員

　＜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，藤田，リハビリテーション医療学概論：乙戸，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：藤田，赤坂，小島，高倉，時田，理学療法学特別研究：
藤田，赤坂，小島，高倉，時田
2-3．達成度
＜学部教育＞

新卒業生の国家試験は 44 名中 42 名が合格し合格率は 95.6% となった．前年度の 89.1% を大幅に上回ることがで
きた．全員合格とはならなかったが体調の悪い学生も最後まで教員がサポートして 44 名全員が受験することができ
た．各授業も改善され，初年次教育も理学療法概論を中心に一歩前進することができた．
＜大学院教育＞

理学療法分野を専攻した大学院生 3 名全員が修士号を取得し卒業することができた．発表会の方法も整備されよ
り充実した発表会となった．
2-4．自己評価と次年度計画 
＜学部教育＞

授業内容は毎年少しずつレベルアップしており，国家試験合格率も向上させることができた．目標は十分達成され
たと評価している．しかし，国家試験合格率は 100% であることが望ましく，来年度はその達成に向けて努力したい．
授業内容としては，理学療法士の臨床実習のあり方や指定規則の変更が議論されており，その動向に従って当学科の
カリキュラムも変更を加えていきたい．
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＜大学院教育＞
大学院教育の質は順調に向上していると評価している．今後は，さらに教育の質の向上とカリキュラムの整備を行

い，博士課程も含めて対応していきたい．

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．そのような社会情勢に合わせて，より多様性があり，質の
高い研究を進めていきたい．
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，國澤洋介，神子嶋誠，國澤佳恵，西岡亮治，小関要作，師岡祐輔：成人及び小児における中枢神経理

学療法学，がん理学療法学，義肢装具学，内科学，保健科学統計学
③藤田博暁，細井俊希，新井智之，丸谷康平：地域理学療法学，ロコモティブシンドローム，介護予防
④小島龍平，福田敏幸，時田幸之輔：動物及びヒトの解剖学，比較機能形態学，肉眼解剖学 , 運動学

3-3．研究内容と達成度： 
①理学療法の基礎となる肩関節や体幹の運動学分野，徒手理学療法や整形外科手術後の理学療法の有効性に関する

運動器理学療法学分野，ジャンプ着地動作や ACL 受傷予防に関するスポーツ理学療法学分野の 3 つの研究分野
に対して，論文 9 件，著書 3 件，国際学会での招待講演など 5 件の国際学会での発表を含む学会発表 18 件の
研究成果を発表した．

②脳血管障害，脊髄麻痺，がんを中心に幅広い研究活動を行うことができた．特に，西岡講師の脳卒中をテーマに
した研究は博士論文として期待される研究であり非常に質の高い研究であった．

③地域における研究活動として，ロコモティブシンドローム（伊奈町研究），運動器検診などのフィールド研究と，
心肺系と運動学的な基礎研究を行った．また，近隣の毛呂山町と日高市とは医学部地域・医療センターと連携し，
健康づくりプロジェクト研究を行っている．その成果として教員・院生合わせて 47 本の学会発表を行った．

④体幹 - 四肢帯の境界領域における脊髄神経の形態特徴 , 筋線維タイプ構成・筋構築からみた骨格筋の比較機能形
態学 , ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習（解剖学教育）の実践と研究 , 筋電計・筋電図を利用した評価，筋疲労
測定など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：
各グループともに多様性があり，質の高い研究を実施することができた．さらに来年度は外部研究費を取得しなが

らより質の高い研究を推進するように努めていきたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）：該当なし
4-2．診療実績データ：該当なし
4-3．診療内容，治療成績：該当なし
4-4．先進医療の開発：該当なし
4-5．実施治験内容：該当なし
4-6．自己評価と次年度目標：該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）：該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無 

高倉保幸：厚生労働省「がんのリハビリテーション研修会」実行委員会副委員長，厚生労働省「リンパ浮腫研修会」
　　　　実行委員

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：厚生労働省「地域づくりによる介護予防推進支援事業」埼玉県アドバイザー，比企広域介護認定審査委

　　　　員，毛呂山町地域ケア会議委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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高倉保幸：「Journal of Japanese Physical Therapy Association」査読委員，「Internet Clinical Physical Therapy」編
　　　　集委員，「理学療法科学」査読委員，「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員，「日本
　　　　リハビリテーション・ネットワーク研究」査読委員，「専門リハビリテーション」査読委員，「臨床理学
　　　　療法研究」編集委員

赤坂清和：「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

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
國澤洋介：「臨床理学療法研究」編集委員・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・

　　　　査読委員，「日本リハビリテーション・ネットワーク研究」査読委員
時田幸之輔：「理学療法学」査読委員 , Anthropological Science （Japanese Series）編集委員
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・査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務 
【大学，大学院，その他の非常勤講師】

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：埼玉医科大学短期大学非常勤講師，聖学院大学非常勤講師
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 , 葵メディカルアカデミー非常勤講師 , 日本歯科大学新潟生命歯学
　　　　　　部非常勤講師
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】
高倉保幸：日本がんリハビリテーション研究会副理事長，日本リハビリテーション・ネットワーク研究会常任理事，

　　　　理学療法科学学会評議員，専門リハビリテーション研究会評議員，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監事 , International Physical Therapy 

　　　　Journal Editor,member
藤田博暁：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），

　　　　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）
小島龍平：日本人類学会評議員
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
國澤洋介：日本リハビリテーションネットワーク研究会監事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会理事（事務

　　　　局長）
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，埼玉県理学療法士会学術局編集部員
西岡亮治：日本脳循環代謝学会評議員
細井俊希：理学療法科学学会評議員
大久保雄：日本徒手理学療法学会評議員
新井智之：理学療法科学学会評議員

【その他】
高倉保幸：日本理学療法士協会「がんのリハビリテーション研修会」ディレクター，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
乙戸崇寛：埼玉県理学療法士会学術局編集部員
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國澤洋介：埼玉県理学療法士会がんリハビリテーション推進委員会委員長，埼玉がんリハビリテーション研究会世
　　　　話人，埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員（事務局長），日本理学療法士協会「がんのリハ
　　　　ビリテーション研修」ディレクター

細井俊希：日本理学療法士協会代議員，日本理学療法士協会介護予防ワーキンググループ委員，埼玉県理学療法士
　　　　会理事，埼玉県理学療法士会北部ブロック運営委員，毛呂山町介護予防サポーター養成講座講師

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乙戸崇寛，赤坂清和．3D デジタイザーによる骨模型の肩甲骨角度の測定信頼性．理学療法科学．29 巻 6 号

905-909，2014．
②乙戸崇寛，赤坂清和．足関節底屈筋の疲労を抑制する下腿圧迫条件の検討．日本運動器科学学会誌．25 巻 4 号

361-366，2014．
③大久保雄，金岡恒治，神舘盛充，原由美，遠藤光平：水中大股歩行時の体幹･下肢筋活動．理学療法学 41（2）,88-89, 

2014. 
④大久保雄：スポーツ現場における研究の進め方．月刊トレーニング・ジャーナル 415,20-23, 2014
⑤大久保雄，金岡恒治：バレーボールブロックジャンプ時の体幹筋活動．日本臨床スポーツ医学会誌 22
（3）,488-496, 2014.

⑥赤坂清和，乙戸崇寛：Millicent King Channell，David C.Mason 著．5 ミニッツオステオパシー．医道の日本社，
2015. （ISBN 9784752931041）

⑦伊藤隆夫，斉藤秀之，有馬慶美，赤坂清和，他：訪問理学療法技術ガイド，文光堂，2015.（ISBN 
9784830645136）

⑧大久保雄：アスレティックリハビリテーション．運動器リハビリテーションシラバス改訂第 3 版．南江堂 , 
137-148, 2014

⑨ Akasaka K: Moving Forward; Orthopedic, Musculoskeletal and Sports Physical Therapy in Japan. 2nd Korea-
Japan Physical Therapy Joint Conference. 2014. 11. Busan, Korea.

⑩ Okubo Y, Kaneoka K, Kohdate M, Hara Y. An Electromyographic Study to Determine Muscle Activity While 
Walking on Land and in Water. 20th Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. 
July, 2014, Rome.

【総数：論文 9 件，著書 3 件，学会発表 18 件（国際学会 5 件）】
〈神経理学療法領域〉

代表的な業績
①高倉保幸 , 國澤洋介：リハビリテーション統計学 . 石川朗編　中山書店　2015
②高倉保幸：がんのリハビリテーションベストプラクティス．日本がんリハビリテーション研究会編　金原出版　

2015
③高倉保幸：理学療法チェックリスト第 2 版　顔面神経麻痺　下肢の神経麻痺　三輪書店　2014
④高倉保幸：実践がんサバイバーシップ患者の人生を共に考えるがん医療をめざして　5 章理学療法士　医学書院

　2014
⑤西岡亮治：臨床工学技士グリーン・ノート臨床編　内分泌・代謝 pp218-219
⑥Nishioka R, Yamazato M, Ito Y, Miyake A, Hirayama M, Sasaki T, Araki N: Effect of angiotensin II type 1a receptor 

knockout on nitric oxide and hydroxyl radical production during global cerebral ischemia and reperfusion. 9th 
World Stroke Congress （Istanbul, Turkey）, 2014

⑦國澤洋介，國友淳子，森本貴之，樺山有香，山本満，高倉保幸，小峰和美，松崎正子，五十嵐友里，高橋健夫，
儀賀理暁：外来リハビリテーションの継続が果たす役割―母親としての時間を重視すること希望した事例を通し
て―　第 19 回日本緩和医療学術大会 . 2014 年 6 月 . 兵庫県神戸市

⑧國澤洋介，高倉保幸，師岡祐輔，一氏幸輔，石川秀登，前川宗之，山本満：不全頸髄損傷例における受傷後早期
の歩行獲得状況　第 49 回日本理学療法学術大会 . 2014 年 5 月 . 神奈川県横浜市

⑨西岡亮治，山里将瑞，伊藤康男，三宅晃史，平山真紀子，佐々木貴浩 , 荒木信夫 : AT1a-KO での脳虚血再灌流負
荷時の脳内 NO・OH- 変化と ARB 経口負荷の比較 , 第 55 回　日本神経学会学術大会（福岡）, 2014
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⑩師岡祐輔，國澤洋介，高倉保幸，小関要作，一氏幸輔，前川宗之，山本満．急性期不全頚髄損傷患者における転
院の必要性の指標　第 49 回日本理学療法学術大会．2014 年 5 月 . 神奈川県横浜市

【総数：著書 5 件，論文 5 件，学会発表 18 件】
〈理学療法科学領域〉

代表的な業績
①丸谷 康平 , 藤田 博曉 , 新井 智之 , 細井 俊希 , 石橋 英明 : 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 . Osteoporosis Japan  23 巻 1 号 Page99-107（2015.01）
②藤田博曉：地域におけるロコモ啓発の取り組み . 整形外科看護 20 巻 3 号 Page306-310（2015.03）
③旭 竜馬 , 藤田 博曉 , 新井 智之 , 丸谷 康平 , 中濱 正利 , 前原 邦彦：要支援・要介護高齢者における慢性腰痛保持

者の QOL と日常生活動作・運動機能の関係 . 理学療法科学 29 巻 5 号 Page815-819（2014.10）
④新井智之 , 藤田博曉 , 丸谷康平 , 細井俊希 , 石橋英明：地域在住中高年者の片脚立ち時間の有用性．第 26 回日本

運動器科学会（静岡県浜松市），2014.7．
⑤丸谷康平 , 藤田博曉 , 新井智之 , 細井俊希 , 旭竜馬 , 森田泰裕 , 荻原健一 , 蓮田有莉 , 石橋英明：中高年者における

体組成ならびに運動機能の年代別推移　60 歳代，70 歳代を中心にした検証．第 49 回日本理学療法学術大会（横
浜）．2014.5

⑥新井智之 , 藤田博曉 , 丸谷康平 , 細井俊希 , 石橋英明：地域在住中高年者における 2 ステップテストの有用性．
第 56 回日本老年医学会学術集会（福岡）．2014.6

⑦藤田博曉 , 新井智之 , 丸谷康平 , 細井俊希 , 石橋英明：地域在住中高齢者におけるサルコペニア指標と運動機能と
の関連　伊奈町 Study サルコペニアの視点から．第 56 回日本老年医学会学術集会（福岡）．2014.6

⑧細井俊希 , 新井智之 , 丸谷康平 , 藤田博曉：行動科学の理論を応用した運動指導が地域在住高齢者の運動実施に
与える影響．第 49 回日本理学療法学術大会（横浜）．2014.5

⑨新井智之，藤田博曉，高橋彩子，丸谷康平，細井俊希，石橋英明：地域在住中高年者における立ち上がりテスト
の有用性の検討．第 16 回日本骨粗鬆症学会（新宿），2014.10

⑩新井智之，藤田博曉，丸谷康平，細井俊希，森田泰裕，石橋英明：地域在住中高年者の足趾把持力とバランス能
力との関連．理学療法科学学会（中国北京）2015.3

総数：解説 1 件，論文 2 件，学会発表 47 件（国際学会 2 件）
＜基礎理学療法領域＞

代表的な業績
①小島龍平，藤野健：2013 年度大会自由集会記録　骨格筋研究の未来を語ろう．哺乳類科学．54（1）:177-180，

2014．
② Kojima R: Organization of the neck epaxial musculature of fetal pigs. 第 120 回日本解剖学会全国学術集会・第

92 回日本生理学会大会合同大会 . 2015 年 3 月，神戸国際会議場，神戸市．
③ Hidaka Anetai, Kounosuke Tokita, Ryuhei Kojima; Relation of segmental variation in the lumbosacral plexus 

to length of the 12th rib in macaque specimens. The 120th Annual Meeting of The Japanese Association of 
Anatomists and the 92nd Annual Meeting of The Physiological Society of Japan. 2015.03.

④ Midori Saitou, Miku Yoshihara, Kounosuke Tokita, Ryuhei Kojima, Yukio Aizawa, Katuzi Kumaki, Ikuo Kageyama; 
On the relationship of the distributions of the cutaneous nerves between the musculocutaneous nerve and 
the radial nerve. The 120th Annual Meeting of The Japanese Association of Anatomists and the 92nd Annual 
Meeting of The Physiological Society of Japan. 2015.03.

⑤小島龍平：ニホンザル足指屈筋群の筋線維タイプ構成．第68回日本人類学会大会 . 2014年 11月，アクトシティ
浜松コングレスセンター，静岡県浜松市．

⑥緑川沙織 , 時田幸之輔 , 小島龍平 : クモザル腕神経叢の観察 . 第 68 回日本人類学会大会 . 2014.11. 静岡県浜松市
　アクトシティ浜松 .

⑦姉帯飛高 , 時田幸之輔 , 小島龍平 : マカク属内腸骨動脈分枝の形態学的特徴 . 第 68 回日本人類学会大会 . 
2014.11. 静岡県浜松市　アクトシティ浜松 .

⑧時田幸之輔 : 固有背筋と胸・腰神経後枝の比較解剖学 . 京都大学霊長類研究所　共同利用研究会 第 2 回　ヒトを
含めた霊長類比較解剖学－背部の基本構成と特殊化を探る－ . 2014.10. 愛知県犬山市 京都大学霊長類研究所

⑨緑川 沙織,時田 幸之輔,小島 龍平: 霊長類腕神経叢の比較解剖学. コ・メディカル形態機能学会第13回学術集会. 
2014.09. 北九州国際会議場

⑩時田幸之輔 : チンパンジー分岐神経の観察 . 第 30 回日本霊長類学会大会 . 2014.07. 大阪科学技術センタービル
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【総数：論文 1 件，学会発表 16 件】
6-2．獲得研究費 

藤田博曉：日本整形外科学会プロジェクト研究「ロコモティブシンドロームのエビデンス構築に関する研究」
乙戸崇寛：文部科学省科学技術研究費助成事業，基盤研究（C），研究課題名「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？」（課題番号 25350775）
新井智之：文部科学省科学技術研究費助成事業，若手研究（B），研究課題名「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」（課題番号 25870680）
新井智之：平成 26 年度長寿科学振興財団長寿科学研究者支援事業，研究課題「地域在住中高年者に対するロコモー

　　　　ショントレーニングのサルコペニア予防効果の検証」
細井俊希：平成 26 年度埼玉県理学療法士会学術局研究推進補助金「周辺環境が地域在住高齢者の歩行量に与える

　　　　影響」
時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究会 「 第 2 回ヒトを含めた霊長類比較解剖学－背部の基本構成と

　　　　　特殊化を探る－」
小島龍平：2014 年度京都大学霊長類研究所共同利用・共同研究「ニホンザル足筋および手筋の筋線維タイプ構成

　　　　の研究」．
6-3．受賞：
　赤坂清和：日本運動器科学学会感謝状
　Kiyokazu Akasaka：Diploma（2nd Korea-Japan Physical Therapy Joint Conference for an Invited speaker）
　新井智之：第 27 回日本トレーニング科学会大会実行委員会特別賞，2014.11.
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績 

高倉保幸・國澤洋介：第 10377 回理学療法士講習会「統計・研究法講習会」．2014.7.12-13．東京
高倉保幸・國澤佳恵：第 10403 回理学療法士講習会「高次脳機能と理学療法」．2014.9.26-27．埼玉
高倉保幸・國澤洋介：第 10421 回理学療法士講習会「がんの理学療法」．2014.11.1 － 2. 東京
時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究会「第 2 回ヒトを含めた霊長類比較解剖学－背部の基本構成と

　　　　　特殊化を探る－」2014 年 10 月 11 日．京都大学霊長類研究所

7．自己点検・評価
教育，研究の両面にわたって充実した 1 年間であったと評価される．特に，国家試験の合格率が前年度の 89.1%

から 95.5% に向上したのはめざましい成果であった．来年度は引き続き 90% 以上，できれば 100% を獲得し，県内
で最も国家試験合格率の高い大学であると認識されるように努力を図りたい．また，そのためには教員の質の向上も
必要であり，今まで以上に教育・研究の両面で最先端の情報を収集しさらにスキルアップを図っていきたい．
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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
米田竜馬（YONEDA, Ryoma）：ポストドクトラルフェロー：博士
丹治律子（TANJI, Ritsuko）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的･目標
　埼玉医科大学医学部 1 年生の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・医学的基礎知識の確認と
生命現象への興味喚起，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すぐれ
た臨床医の育成を進めていく．
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した．
　課外学習プログラムに関しては，保健医療学部の学生 3 名を受け入れた．助教の藤本が担当した．プログラム終
了後には，受入学生の面談とアンケート調査を実施した．その結果，受講者からは，興味を持って実習に参加できた
との前向きな回答を得られた．次年度は，各受講者の今後の学習にプラスになるプログラムの開発と指導を目指して
いきたい．
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，議
論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．課外プロでは，学生たちのニーズに合致した実習を提供できたと認
識している．
2-4．自己評価と次年度計画
　すべての学生に少人数学習の興味を喚起できたと自負している．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（黒川・藤本・米田）
2）TLS と長鎖非コード RNA の結合解析（黒川・米田）
3）TLS 複合体の精製と転写制御機能解析（鈴木・黒川）
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4）筋萎縮性側索硬化症変異 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（米田・黒川）
6）TLS 結合性非コード RNA のグローバル解析（米田・黒川）

3-3．研究内容と達成度
　研究部門開設 10 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 10 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．今後，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る．
大型予算獲得の過程で，京都大学，静岡大学，東京医科歯科大学，東京大学，理化学研究所など国内の主要研究施設
との強固な共同研究体制が構築され，さらなる発展の基礎が構築されてきたのは心強いところである．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約
　該当なし

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
　該当なし
4-2．診療実績データ
　該当なし
4-3．診療内容，治療成績
　該当なし
4-4．先進医療の開発
　該当なし
4-5．実施治験内容
　該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
　該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

日本学術振興会より特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査員・書面評価員を拝命した．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

黒川理樹：BioMed Research International，Cell Reports，Biomolecules 査読委員
黒川理樹：Journal of Biochemistry and Molecular Biology Research 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 Fujimoto, K., and Kurokawa, R. Development of a mouse monoclonal antibody for the detection of asymmetric 

dimethylarginine of Translocated in LipoSarcoma/FUsed in Sarcoma and its application in analyzing methylated 
TLS. Cell & Bioscience　4:77 （2014）.

②黒川理樹 poly（A）鎖が翻訳効率を上げるのは胚発生初期のみだった　実験医学 32：1751-1753（2014）
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③黒川理樹 巨大転写因子（MegaTrans）複合体によるエンハンサーの活性化　実験医学　33：54-55（2015）
［学会発表 / 講演］
④黒川理樹：Long noncoding RNA による遺伝子発現制御 第 51 回日本臨床分子医学会学術集会シンポジウム　東

京都千代田区（2014/4/11）
⑤ Fujimoto, K., Suzuki, S., Kurokawa, R.: Transcriptional regulation by the long non-coding RNA transcribed from 

cyclin D1 promoter via protein arginine methylation of RNA-biding protein TLS. IIAS Research Conference 2014 
Chromatin Decoding.　京都府木津川市（2014/5/13）

【総数：論文  3 件，学会発表  2 件，講演  0 件】
6-2．獲得研究費

黒川 理樹 （分担）（代表：岡崎 康司）
文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解
明と臨床応用への総合研究拠点」，分担課題名：「non-coding RNA による疾患治療標的開発」配分額：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：
300 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：
30 万円

6-3．受賞
　第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム最優秀演題賞 米田竜馬
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
　ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会 （2015/1/29）
　ゲノム解析から分子動力学を活用した分子標的薬開発へ　
　藤谷 秀章（東京大学先端科学技術研究センター）

7．自己点検・評価
　早いもので遺伝子構造機能部門も開設から 10 年を迎えた．これまでに部門員全員の協力により，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，学生の生活指導や学内委員会活動共に，
積極的に取り組み，本学に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ていく．
この成果は現代医学の基本原理となるはずである．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・研究の向上に本質的な貢献していきたい．
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2．遺伝子情報制御部門

1．構成員
部門長　井上　聡（INOUE, Satoshi）：客員教授：指導教員（大学院）：内分泌代謝学・老年病学・ゲノム医学：博士
堀江公仁子（HORIE-INOUE, Kuniko）：准教授：研究副主任・教育員：代表指導教員（大学院）：ゲノム医学・分子
生物学・眼科学：博士
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）：講師：教育副主任・研究員：指導教員（大学院）：分子生物学・腫瘍学：博士
佐藤　航（SATO, Wataru）：助手
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
杉谷郁子（SUGITANI, Ikuko）：大学院生（博士課程）：外科学
川端英孝（KAWABATA, Hidetaka）：大学院生（博士課程）：外科学
丸山洋二郎（MARUYAMA, Youjirou）：特別研究学生
奥村俊之（OKUMURA, Toshiyuki）：特別研究学生
長井咲樹（NAGAI, Saki）：特別研究学生
太田奈月（OTA, Natsuki）：特別研究学生
藤谷美和（FUJITANI, Miwa）：特任技術員：修士
鈴木友子（SUZUKI, Tomoko）：研究補助員
他　特任技術員 1 名，特任研究補助員 1 名

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．池田は 1 年生のアドバイザーを担当した．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，堀江が最新医学特別講義（ゲ
ノム医学アプローチによるホルモン作用機構の解明）を担当し，研究指導は堀江と池田が担当した．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ませることができた．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となると考
えられる的確な質問を行うことができた．学外の講義についても，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，宮﨑，丸山，奥村，太田，杉谷，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，杉谷，川端，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，宮﨑，柴，長井，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，柴，長井，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．次世代シー
ケンサーやマイクロアレイ解析を活用して，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，乳がんにおけるエストロゲンおよび前立腺がんにおけるアンドロゲンの詳細な分子作用メカニズムの解明を目指
した．子宮がんについても細胞系および臨床検体を用いての遺伝子発現プロファイルの解析を進めた．各種のがん治
療に有効な核酸創薬の開発を目指し，知財獲得も進めた．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，筋骨格系や生殖器系にお
けるこれら遺伝子の機能解析を進めた．選択的蛋白分解に関わると想定されるリングフィンガーファミリー遺伝子の
発現制御と機能解析も進めており，がん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，特に難治性の病型およ
びその臨床像とリスク遺伝子多型の相関について論文発表を行った．
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
て注目されており，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，現在，外科医 2 名が社会人大学院生としてこの分野の研究を進めている．トランスレーショナルリサー
チについては，欧米人と異なる病型を示す日本人の加齢性疾患について，疾患関連遺伝子の探索を進めており，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．
　27 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
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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．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
4-1．該当なし 
4-2．該当なし
4-3．該当なし
4-4．該当なし 
4-5．該当なし
4-6．該当なし 
4-7．該当なし 

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員

井上　聡：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 Boele J, Persson H, Shin JW, Ishizu Y, Newie I, S?kilde R, Hawkins SM, Coarfa C, Ikeda K, Takayama K, Horie-
Inoue K, Ando Y, Burroughs AM, Sasaki C, Suzuki C, Sakai M, Aoki S, Ogawa A, Hasegawa A, Lizio M, Kaida K, 
Teusink B, Carninci P, Suzuki H, Inoue S, Gunaratne P, Rovira C, Hayashizaki Y, de Hoon　M: PAPD5-mediated 3' 
adenylation and subsequent degradation of oncomiR miR-21 is disrupted in proliferative disease. Proc Natl Acad 
Sci U S A 111, 11467-11472, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1317751111.

② Maruyama Y, Miyazaki T, Ikeda K, Okumura T, Sato W, Horie-Inoue K, Okamoto K, Takeda S, Inoue S: Short 
hairpin RNA library-based functional screening identified ribosomal protein L31 that modulates prostate cancer 
cell growth via p53 pathway. PLoS ONE 9: e108743, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0108743.

③ Miyazaki T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Kondo T, Takahashi S, Inoue S: EBAG9 modulates host immune defense 
against tumor formation and metastasis by regulating cytotoxic activity of T lymphocytes. Oncogenesis 3, e126, 
2014. DOI: 10.1038/oncsis.2014.40.

④ Tsuchihashi T, Mori K, Horie-Inoue K, Okazaki Y, Awata T, Inoue S, Yoneya S: Prognostic phenotypic and 
genotypic factors associated with photodynamic therapy response in patients with age-related macular 
degeneration. Clin Ophthalmol 8, 2471-2478, 2014. DOI: 10.2147/OPTH.S71305.

⑤ Shiba S, Ikeda K, Azuma K, Hasegawa T, Amizuka N, Horie-Inoue K, Inoue S: γ -Glutamyl carboxylase in 
osteoblasts regulates glucose metabolism in mice. Biochem Biophys Res Commun 453, 350-355, 2014. DOI: 
10.1016/j.bbrc.2014.09.091.

⑥ Ujihira T, Ikeda K, Suzuki T, Yamaga R, Sato W, Horie-Inoue K, Shigekawa T, Osaki A, Saeki T, Okamoto K, Takeda 
S, Inoue S: MicroRNA-574-3p, identified by microRNA library-based functional screening, modulates tamoxifen 
response in breast cancer. Sci Rep 5, 7641, 2015. DOI: 10.1038/srep07641.

⑦ Azuma K, Casey SC, Urano T, Horie-Inoue K, Ouchi Y, Blumberg B, Inoue S: Pregnane X receptor knockout mice 
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display aging-dependent wearing of articular cartilage. PLoS ONE 10, e0119177, 2015. DOI: 10.1371/journal.
pone.0119177.

⑧ Horie-Inoue K, Inoue S: Genomic aspects of age-related macular degeneration. Special issue of “Genomic Aspects 
of Common Diseases” Biochem Biophys Res Commun 452, 263-275, 2014. DOI: 10.1016/j.bbrc.2014.08.013.

⑨Ikeda K, Horie-Inoue K, Inoue S: Identification of estrogen-responsive genes based on the DNA binding properties 
of estrogen receptor using high-throughput sequencing technology and its role in breast cancer. Acta Pharmacol 
Sin 36, 24-31, 2015. DOI: 10.1038/aps.2014.123.

⑩ Inoue S: [Symposium] Non-coding RNA regulation of prostate cancer growth. （2015.3.5-8） ENDO 2015, San 
Deigo, CA, USA.

総計 [ 論文 ] 29 編　 [ 学会発表 ] 30 題
6-2．獲得研究費

井上　聡（分担）（代表：岡 ? 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）

堀江公仁子（代表）
科学研究費補助金　基盤研究（B）「乳がんにおけるエストロゲン受容体の転写制御機構・下流シグナル経路の
解明と臨床応用」配分額：715 万円（内，間接経費 165 万円）

池田和博（代表）
H26 年度学内グラント丸木記念特別賞「エストロゲン受容体と関連因子による代謝調節の解明とがん増殖にお
ける役割」配分額：240 万円

小野医学研究財団　第 26 回研究助成「ミトコンドリア呼吸鎖のスーパー複合体制御を介する新たな脂質代謝調節
メカニズムの解明とその治療への応用」配分額：200 万円
中冨健康科学振興財団　第 26 回研究助成金「骨格筋の持続運動能を高めるミトコンドリア呼吸鎖スーパー複合
体の役割ならびにサルコペニアとの関連の解明」配分額：100 万円

宮﨑　利明（代表）
科学研究費補助金　若手研究（B）「泌尿器がんでの EBAG9 による微小環境変化，腫瘍増殖メカニズムの解明と
臨床応用」配分額：286 万円（内，間接経費 66 万円）

6-3．受賞
1．柴祥子，東浩太郎，長谷川智香，池田和博，堀江公仁子，網塚憲生，井上聡：[ 優秀演題賞 ][ トラベルグ

ラント ] 骨芽細胞におけるビタミン K 依存性γ - グルタミルカルボキシラーゼは骨代謝と糖代謝を制御する 
（2014.7.24-26） 第 32 回日本骨代謝学会学術集会（大阪）

2．Takayama K, Inoue S: [ 第 33 回日本癌学会奨励賞（基礎）受賞講演 ] ゲノム医学アプローチによる前立腺癌
におけるアンドロゲン受容体転写ネットワークの解明 （Integrative genomic approaches to identify androgen 
receptor transcriptional network in prostate cancer） （2014.9.25-27） 第 73 回日本癌学会学術総会（横浜）

6-4．特許，実用新案
1．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：特願

2014-122067，出願日：2014 年 6 月 13 日，発明者：井上聡・池田和博・堀江公仁子　出願人：学校法人埼玉
医科大学

2．発明の名称：「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」，登録番号：特許
第 5683261 号，登録日：2015 年 1 月 23 日，発明者：井上聡・池田和博　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 191 回ゲノム医学研究センター承認学術集会 井上純一郎教授（東京大学医科学研究所） “NF-kB 活性化シグ

ナルと疾患発症 ”　2014.5.27　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター
2．第 193 回ゲノム医学研究センター承認学術集会　Dr.Roland Sch?le （Department of Urology Center for Clinical 

Research,University Freiburg Medical Centre） “Identification of the epigenetic drug target LSD1.”　2014.9.6　埼
玉医科大学ゲノム医学研究センター

3．第 195 回ゲノム医学研究センター承認学術集会　中島　友紀教授（東京医科歯科大学大学院）“ 骨リモデリン
グの制御機構の解明 ”　2014.9.30　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

4．第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム事務局担当　2014.10.31-11.1　埼玉医科大学ゲノム医学研究
センター
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5．第 207 回ゲノム医学研究センター承認学術集会　半田　宏教授（東京大学 / 信州大学医学部 / 東京工業大学）
“ サリドマイド催奇性のターゲットの発見から創薬への展開－ケミカルで知り，ケミカルで動かす－ ”2015.1.23 
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

6．第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムサテライトミーティング事務局担当　2015.2.13　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，理解を深めてもらうことができた．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．
　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の解析を進めている．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・論文発表を行っている．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進めている．また，ビタミン K シグナル関連因子の筋骨格系や生殖系等の多臓
器にわたる生体機能の解析や，加齢性疾患における疾患関連遺伝子の解析を進めており，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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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
　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
　鈴木　歩 （SUZUKI, Ayumu）：助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞，生殖細胞：博士
　片野　幸（KATANO, Miyuki）：助手：修士
　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
　私たちが学部学生と接触する機会の多くは，夏期に行われる課外学習プログラムを介したものである．そのためそ
のプログラムを魅力あるものにして，プログラムに参加した学生が，次年度，後輩に推奨してくれるようなものにし
たいと考えている．また，平成 26 年度からは，研究医養成プログラムが発足し，医学部の 2 年生の選択必修の授業
として，自分たちの研究活動について紹介することになった．授業時間としては僅か 20 分ではあるが，その短い時
間の中で，研究の面白さ，重要性を具体例を挙げつつ，分かりやすく，説明することで，医学生の研究マインドを鼓
舞したい．また，大学院生への講義としては，毎年，最新医学特別講義の中の 1 コマとして，iPS 細胞研究の現状を
紹介しているが，この分野は，極めて進歩が早い分野なので，情報に遅れることなく，常に最新情報の収集に努め，
iPS 細胞研究からの成果が，どのように臨床の場で使われようとしているか，聴講者が肌で感じられるような講義に
したいと考えている．
2-2．教育内容（奥田，平崎，鈴木，片野）
　平成 26 年度の当部門における教育活動としては，1） 研究医養成プログラムの一部として行った基礎医学研究室
紹介（医学部 2 年生の選択必修科目），2） 平崎助教の「医学推論」でのチューター，3）課外学習プログラム（夏期），4）
大学院講義（最新医学特別講義の 1 コマ）であった．1）の基礎医学研究室紹介では，当部門発足以来，最もインパ
クトが大きかった 2 つのトピックについて，それらの研究がどういった着想でもって始まり，研究成果を積み上げ，
成果を世間に公表できたかというの経緯を紹介させてもらった．また，3）の課外学習プログラムでは，計 4 名（医
学部 1 名，保健医療学部 3 名）の学生に参加していただき，iPS 細胞誘導の途中段階になる partial iPS 細胞から，真
の iPS 細胞への変換という，細胞のリプログラミングを肌で感じる実習ができたと考えている．
2-3．達成度
　上記に挙げた平成 26 年度において当部門が担当すべき 4 つの項目に関してはほぼ予定通り達成できたと考えてい
る．特に，大学院生に対する講義に関しては，最新情報の収集というところを含めると，相当な量の時間を掛けてま
とめた授業内容となっており，極めて質の高い講義ができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育に関して当部門が担当すべき項目は無難に熟したという認識はあるが，同時に，それぞれの項目に関して，もっ
と洗練したものにできたのではないかとも思っている．特に，教育基礎医学研究室紹介に関しては，自分たちが得た
研究成果に特化して話したため，内容が専門的すぎたのか，「内容が難しくて全部は理解できなかった」という声も
聞かれた．それ故，来年度は，自分たちの研究の独自性を示すという点は堅持しつつも，専門的すぎるという点に留
意して講義したいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，ゲノム医学研究センター発足以来，ES 細胞が持つ特筆すべき特徴（分化多能性とその分化多能性を
損失することなく無限に増殖できる性質）を規定している分子基盤を解明することで，同細胞の医療の現場でのより
安全な利用法を開発することを目標に研究している．また，iPS 細胞樹立の発表があった 2006 年からは，ES 細胞が
持つ特筆すべき特徴を，以前とは異なる角度から解析できるチャンスが与えられたという考えの下，iPS 細胞研究に
も精力的に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）
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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．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
5．Mbd3 の ES 細胞及び Epiblast 幹細胞における役割
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 の機能に関する研究に関しては 2006 年から，当研究室において継続的に最も力を注いでい
る研究プロジェクトであり，その最初の研究成果を 2011 年に CELL の姉妹誌である，CELL STEM CELL 誌に発表
して以来，その後もコンスタントに業績を輩出し続けているプロジェクトである．実際，当該年度の業績としては，
2015 年 3 月に PI3K と c-Myc の関係を明らかした内容で，STEM CELLS に論文を発表した．研究項目 2 の研究に関
しても当部門で長年研究を行っているものであり，この度，Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞が呈する致死的なフェノ
タイプが ES 細胞における代表的なマーカー遺伝子である Nanog 遺伝子の強制発現によりレスキューできるという発
見についてまとめ，やはり STEM CELLS に論文が採択されたところである．3 つ目の研究項目の中で Key Molecule
として扱っている UTF1 は，部門長の奥田が埼玉医科大学においてクローニングし，論文として報告した遺伝子であ
るので，大変愛着を持った研究テーマではあるが，2013 年に UTF1 遺伝子のノックアウト解析を PLoS One に報告
して以来，顕著な成果を出すことができずにいる．4つ目の研究項目は，1つ目の研究項目と内容が被るものであるが，
Max ホモ欠失 ES 細胞が Nanog の強制発現によりレスキューされることの分子基盤を解明しようとするものであり，
現在までに，Max ホモ欠失 ES 細胞に存在する遊離 c-Myc タンパク質がアポトーシスの原因であるとか，c-Myc が
Nanog と物理的に結合するであるとか，Big Science の完成に向けて確実に成果を積み上げることができている．5
つ目の研究項目は，NuRD 複合体の重要なコンポーネントの一つである Mbd3 に関する機能解析研究であり，Mbd3
であるとか，その他の遺伝子のノックアウトを作製することで，Mbd3 の ES 細胞，及び Epiblast 幹細胞での機能に
ついて研究を進めている．6 つ目の研究項目は，当初は，全く意図して行った研究ではなかったが，Max ホモ欠失
ES 細胞が，精子形成過程における減数分裂の初期段階にある細胞と酷似した細胞に変換するという思いもよらない
発見をきっかけとして始めた研究である．そして，当該年度において，Max 遺伝子の発現の減少が，生殖細胞にお
ける実際の減数分裂においても利用されていることを，本現象の基盤となる分子メカニズムの解明に関するデータを
取り揃え，論文を投稿したところである．なお，本研究成果が持つ社会的なインパクトの大きさは，当部門の発足か
ら現在に至るまでに輩出してきた研究成果の中で 1 位，2 位を競うものであると考えており，それ故，なんとしてで
も，最終的には極めて権威のある国際誌に論文を発表したいと考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
　当該年度において，公表できた研究成果は，c-Myc と PI3K との相互作用について報告した STEM CELLS の論文な
ど，計 4 つの論文であるが，平成 26 年度における実質的なもっとも大きな進展は，Max ホモ欠失 ES 細胞が減数分
裂期にある生殖細胞様細胞形態を獲得するという思いがけない発見を，その現象を規定している分子メカニズムを解
明し，その発見の生理的な意義を明らかにすることで，確固たる研究成果としてまとめあげ，論文を投稿できたと考
えている．但し，この研究成果に関しては，まだ，論文として採択されている訳ではないので，平成 27 年度中には，
論文として発表することで，この Big Science を世界中に発信したいと考えている．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約
　当部門発足から現在に至るまでの過程において，一番大きなブレークスルーは，ES 細胞における c-Myc の機能に
ついて CELL STEM CELL に報告した研究成果であり，それ以後，この研究成果を土台として着実に研究成果を挙げ
ることができている．そして，c-Myc タンパク質のパートナー因子として知られている Max タンパク質が減数分裂
に関わっているという発見は，予期していた発見ではなかったが，部門発足以来，2 つ目にやってきた大きな波では
ないかと考えている．この思いがけず起こった波を大事にし，これから本研究室が埼玉医科大学の発展に大きく寄与
できるようなるよう頑張りたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
「該当なし」
4-2．診療実績データ
「該当なし」
4-3．診療内容，治療成績
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　「該当なし」
4-4．先進医療の開発
　「該当なし」
4-5．実施治験内容
　「該当なし」
4-6．自己評価と次年度目標
　「該当なし」
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
　「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Molecular and Cellular Biology 2014 年 4 月
　BioMed Research International 2014 年 11 月～ 12 月
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Kamon M, Katano M, Hiraki K, Hishida T, Nakachi Y, Mizuno Y, Okazaki Y, Suzuki A, Hirasaki M, Ueda A, 
Nishimoto M, Kato H, Okuda A. Identification of Ccr4-Not complex components as regulators of transition from 
partial to genuine induced pluripotent stem cells. Stem Cells Dev 23: 2170-2179, 2014

②Muramatsu M, Okuda A, and Okazaki Y. Genomic Aspects of Common Diseases. Biochem. Biophys. Res. Commun. 
452: 211-212, 2014

③ Fujimoto M, Ohte S, Shin M, Yoneyama K, Osawa K, Miyamoto A, Tsukamoto S, Mizuta T, Kokabu S, Machiya A, 
Okuda A, Suda N, and Katagiri T. Establishment of a novel model for chondrogenesis using murine embryonic 
stem cells carrying mutant ALK2 associated with fibrodysplasia ossificans progressive. Biochem Biophys Res 
Commun 455: 347-352, 2014

④ Hishida T, Nakachi Y, Mizuno Y, Katano M, Okazaki Y, Ema M, Takahashi S, Hirasaki M, Suzuki A, Ueda A, 
Nishimoto M, Hishida-Nozaki Y, Vazquez-Ferrer E, Sancho-Martinez I, Izpisua Belmonte JC Okuda A. Functional 
crosstalk between Myc and PI3K signaling for supporting unlimited self-renewal of embryonic stem cells. Stem 
Cells 33:713-725, 2015

⑤ Katano M, Ema M, Nakachi Y, Mizuno Y, Hirasaki M, Suzuki A, Ueda A, Nishimoto M, Takahashi S, Okazaki 
Y, Okuda A. Forced expression of Nanog or Esrrb preserves the ESC status in the absence of nucleostemin 
expression. Stem Cells in press

⑥マウス ES 細胞において Nucleostemin ノックアウトによる未分化性の消失は Nanog もしくは Esrrb タンパク質
強制発現により回避される　片野　幸，水野洋介，仲地　豊，平崎正孝，鈴木　歩，西本正純，岡崎康司，奥田
晶彦 第 37 回日本分子生物学会 ポスター発表（神奈川県横浜市）2014.11.25

⑦真獣類の発生過程における Per2 と CKI θεの発現は概日リズム形成に重要である　西本正純，奥田晶彦，大西
芳秋　第 37 回日本分子生物学会 ポスター発表（神奈川県横浜市）2014.11.25

⑧ミトコンドリア呼吸鎖異常症の原因遺伝子の包括的大規模解析　木下善仁，徳澤佳美，神田将和，森山陽介，
水野洋介，菅原（山下）泉，田丸俊輔，栃木秀乃，上原奈津美，仲地 豊，八塚由紀子，入月浩美，鈴木聡美，
Nurun Nahar Borna，平田智子，的場奈々，加藤英政，奥田晶彦，森 雅人，安嶋まさみ，原嶋宏子，山崎太郎，
村山 圭，大竹 明，岡﨑康司　第 37 回日本分子生物学会 ポスター発表（神奈川県横浜市）2014.11.25

【総数：論文 5 件，学会発表 3 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費　基盤研究 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
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配分額　3,200 千円
奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費　新学術領域　（研究領域提案型）

課題名：Max 遺伝子発現コントロールに夜生殖細胞発生プログラム誘導の分子メカニズム 
配分額　3,600 千円

鈴木　歩（代表）文部科学省科学研究費　挑戦的萌芽研究
課題名：試験管内における ES 細胞からの精原幹細胞誘導と効率的な減数分裂誘導法の開発
配分額　1,400 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 26 年度において発表できた論文の量，及び質に関しては，例年程度，あるいは少し劣っているように思うが，

ES 細胞における減数分裂という，最初は，興味深い発見ではあるが，その意義に関しては全く不明であったものを，
この 1 年間の研究により，確固たる研究成果として確立し，実際に論文を投稿できたことに対して個人的には大変
満足している．但し，現状では，まだ，どこの雑誌にも掲載が確定できている状態ではないので，平成 27 年度中には，
論文としてその研究成果を世に発信し，その論文を土台として，研究室の更なる飛躍を目指したい．
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4．病態生理部門

1．構成員
部門長　片桐 岳信（KATAGIRI, Takenobu）：教授：研究副主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：生理的お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よび病的骨形成の分子レベルに置ける解明に関する研究：博士
大澤賢次（OSAWA, Kenji）：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：博士課程大学院生
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
町谷亜位子（MACHIYA, Aiko） ：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．課外学習プログラムでは，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の講義では，片桐が 1 年生の臨床推論のチューター，および 2 年生を対象とした基礎研究室
紹介の講義を担当した．また，片桐は，本学で開催された医学部受験を検討中の埼玉県の高校生を対象とした模擬講義，
および西武文理高校の医学部希望者を対象とした模擬講義をそれぞれ担当した．博士課程の大学院生 2 名と特別研
究学生 2 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 2 名（4 年生
と 3 年生，各 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 年生は無事に卒業論文を作
成し終えた．3 年生は，引き続き卒業論文の作成に向けて実験に取り組んだ．課外学習プログラムには，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
　担当したそれぞれの講義は，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．特別研究
学生（藤本）は，研究成果を国内外の学会で発表するとともに，筆頭著者として 2 報の原著論文を発表した．特に，
テキサス州ヒューストンで開催されたアメリカ骨代謝学会 2014 では，藤本の演題が Plenary Poster Award を受賞し
た．藤本は，一連の研究成果を元に学位論文を作成し，平成 27 年 3 月に明海大学において博士号を取得した．10
月より，新たに明海大学大学院歯学研究科から加入した特別研究学生（町谷）も，実験の基本操作，計画の立て方，
結果の解釈を学んでいる．博士課程大学院生（塚本）は，修士課程在籍中から継続して取り組んできた研究成果をま
とめ，国内外のさまざまな学会で発表し，さらに，筆頭著者として原著論文を発表した．もう 1 名の博士課程大学
院生（水田）も学位取得に向けて着実に成果を積み重ねた．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 年生は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．
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．リサー
チフェローの研究は，契約期間内に完成させることができなかった．次年度以降のリサーチフェローを始めとするメ
ンバーに研究を引き継ぐ予定である．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
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　病態生理部門では，骨格や筋を中心とした運動器の生理的および病的な調節機構を分子レベルで解明するとともに，
関連した疾患に対する新しい治療法，診断法，予防法など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）
　病態生理部門では，部門長片桐岳信のもと，全員が運動器ならびに TGF- βファミリーのシグナル伝達に関わる複
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
の研究協力者として，FOP研究に携わっている．病態生理部門は，我が国におけるFOPの基礎研究の中心的研究グルー
プとして認知され，国内外の FOP 関連会議で招待講演を行った．
　平成 26 年度は，FOP の発症メカニズムに関わる新たな知見および異所性骨化に重要なシグナルである BMP シグ
ナルの細胞内伝達機構について 2 報の重要な研究論文を発表した．まず，FOP の原因因子である変異 ALK2 の活性
化に II 型 BMP 受容体によるリン酸化が必要であること，さらにその活性化には ALK2 の 203 番目のスレオニンが重
要な役割を果たすことを Mol. Endocrinol. 誌に発表した．また，BMP シグナル伝達に重要な転写因子であると考え
られてきた Smad1/5/9 のうち，Smad9 はむしろ抑制的に働くことを見出し，Sci. Rep. 誌に発表した．
　以上のように，FOP 研究開始当初の目標は順調に達成できていると考える．今後は FOP の治療法の確立にさらに
焦点を当て，1 日も早い FOP の克服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．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約
　「該当無し」

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
　「該当無し」
4-2．診療実績データ
　「該当無し」
4-3．診療内容，治療成績
　「該当無し」
4-4．先進医療の開発
　「該当無し」
4-5．実施治験内容
　「該当無し」
4-6．自己評価と次年度目標
　「該当無し」
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
　「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）
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　　英語学術論文等の査読：45 件
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
　　日本骨代謝学会評議員
　　科研費審査員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Hirata-Tsuchiya S, Fukushima H, Katagiri T, Ohte S, Shin M, Nagano K, Aoki K, Morotomi T, Sugiyama G, 
Nakatomi C, Kokabu S, Doi T, Takeuchi H, Ohya K, Terashita M, Hirata M, Kitamura C, Jimi E. Inhibition of BMP2-
induced bone formation by the p65 subunit of NF-kB via an interaction with Smad4. Mol Endocrinol. 2014 
Sep;28（9）:1460-70.

② Fujimoto M, Ohte S, Shin M, Yoneyama K, Osawa K, Miyamoto A, Tsukamoto S, Mizuta T, Kokabu S, Machiya A, 
Okuda A, Suda N, Katagiri T. Establishment of a novel model of chondrogenesis using murine embryonic stem 
cells carrying fibrodysplasia ossificans progressive-associated mutant ALK2. Biochem Biophys Res Commun. 
2014 Dec 12;455（3-4）:347-52.

③ Tsukamoto S, Mizuta T, Fujimoto M, Ohte S, Osawa K, Miyamoto A, Yoneyama K, Murata E, Machiya A, Jimi E, 
Kokabu S, Katagiri T. Smad9 is a new type of transcriptional regulator in bone morphogenetic protein signaling. 
Sci Rep. 2014 Dec 23;4:7596.

④ Fujimoto M, Ohte S, Osawa K, Miyamoto A, Tsukamoto S, Mizuta T, Kokabu S, Suda N, Katagiri T. Mutant activin-
like kinase 2 in fibrodysplasia ossificans progressive are activated via T203 by BMP type II receptors. Mol 
Endocrinol. 2015 Jan;29（1）:140-52.

⑤ Fujimoto M, Ohte S, Shin M, Yoneyama K, Osawa K, Tsukamoto S, Miyamoto A, Mizuta T, Kokabu S, Okuda A, 
Suda N, Katagiri T. Establishment of a novel model for chondrogenic differentiation using murine embryonic 
stem cells carrying mutant ALK2. 2014.7. FASEB Science Research Conferences Skeletal Muscle Satellite and 
Stem Cells. Steamboat Springs（米国）

⑥ Tsukamoto S, Mizuta T, Fujimoto M, Ohte S, Osawa K, Miyamoto A, Yoneyama K, Murata E, Jimi E, Kokabu S, 
Katagiri T. A novel regulation of BMP signaling by Smad8. FASEB Science Research Conferences Skeletal Muscle 
Satellite and Stem Cells. Steamboat Springs（米国）

⑦ Fujimoto M, Ohte S, Shin M, Yoneyama K, Osawa K, Miyamoto A, Mizuta T, Kokabu S, Okuda A, Suda N, Katagiri 
T. Establishment and characterization of a novel Tet-Off embryonic stem cell lines carrying ALK2. 2014.9. 2014 
ASBMR Annual Meeting. Houston（米国）

⑧ Tsukamoto S, Mizuta T, Fujimoto M, Ohte S, Osawa K, Miyamoto A, Yoneyama K, Murata E, Jimi E, Kokabu S, 
Katagiri T. Smad8 negatively regulates BMP signaling in a dominant negative fashion. 2014. 9. 2014 ASBMR 
Annual Meeting. Houston（米国）

⑨ Katagiri T. Establishment of a novel model of chondrogenesis using murine ES cells carrying mutant ALK2.2014. 
9. 11th International Conference on BMPs. Berlin（独国）, 招待講演

⑩藤本舞，大手聡，塚本翔，水田誉人，宮本阿礼，大澤賢次，片桐岳信．進行性骨化性線維異形成症（FOP）にお
ける BMP シグナルの活性化機序．筋ジストロフィーモデル動物を用いた新たな治療薬の開発 平成 26 年度研究
班会議．2014. 12. 東京，招待講演

【総数：論文 4 件，学会発表 10 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：545 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」
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　配分額：91 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ゲノム医学総合研究拠点の創生と展開」
　配分額：950 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）：
　「c-Src-p130Cas axis 下流に存在する骨吸収因子の同定と機能解析」
　配分額：30 万円
片桐岳信（分担）（代表：上條 竜太郎）
　文科省科学研究費　挑戦的萌芽研究：
　「毛包に存在する神経堤由来細胞による低侵襲骨再生法の開発」
　配分額：10 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：10 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
大澤 賢次（代表）
　文科省科学研究費　若手研究（B）：
　「新たな異所性骨形成モデルの確立と骨化メカニズムの解明」
　配分額：221 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：130 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：169 万円

6-3．受賞
　「該当無し」
6-4．特許，実用新案
　「該当無し」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
　平成 26 年 4 月 18 日（金）16：00 ～ 17：30
　「骨格筋細胞の維持に働く二つの分子メカニズム」
　大阪大学未来戦略機構・大阪大学大学院薬学研究科　特任准教授・招聘准教授
　深田　宗一郎　先生
　ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
　平成 27 年 3 月 6 日（金）16：00 ～ 17：30
　「転写因子 NF-kB による骨代謝調節機構」
　九州歯科大学　健康増進科学講座　分子情報生化学分野　教授　自見　英治郎　先生

7．自己点検・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，その成果を複数の原著論文と総説として発表した．これは，長年にわたる病態生理部門における BMP 研



845

病態生理部門

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大きな前進であると考えられる．
今後も一日も早く，FOP を克服できるよう部門全体で取り組んでいく．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，普段の講義や課外学習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．
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5．ゲノム科学部門

1．構成員
部門長　岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）：教授：教育副主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：ゲノム科学・循
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  環器病学・分子生物学・分子遺伝学：博士
須田立雄（SUDA, Tatsuo）：客員教授：博士
豊島秀男（TOYOSHIMA, Hideo）：客員准教授：博士
松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）：講師：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）：教育副主任，
研究副主任：大学院教員（大学院）博士
八塚由紀子（YATSUKA, Yukiko）：助手：修士
徳澤佳美（TOKUZAWA, Yoshimi）：研究員：博士
菅原（山下）泉（YAMASHITA_SUGAHARA, Yzumi）：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
大久保正彦（OKUBO, Masahiko）：助教，大学院生
入月浩美（NYUZUKI, Hiromi）：特別研究学生
Nurun Nahar Borna（NURUN Nahar Borna）：専攻生
山口　浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）：共同研究員：博士
佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：共同研究員：博士鈴木 聡美（SUZUKI, Satomi）：研究補助員
清水千春（SHIMIZU, Chiharu）：特任研究補助員
石田道子（ISHIDA, Michiko）：特任研究補助員
大久保桃絵（OKUBO, Momoe）：特任研究補助員
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・生化学・細胞生物学等の基本技術や考え方を実際に習得させながら，細胞の分化・増殖
といった機能をはじめ，遺伝子と各種臨床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．
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，個々の細胞機能や疾患に対して，その原因となる遺伝子をどのように探求していくか，また疾患と原因遺
伝子にはどのような機能的リンクがある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
させるような指導を心掛けている．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や基礎研究者を育てる
ことを意識すると共に，主に課外学習プログラムや卒業研究など様々な機会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することを目標としている．
2-2．教育内容
　医学部 2 年生対象の基礎医学研究室紹介にて講義を行った（岡崎）．
　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）．課外学習プログラムでは，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，加藤，江口，八塚，平田，岡﨑）．前者は保健医療学部より 5 名，医学
部より 2 名，医学研究科より 1 名，合計 8 名の学生を受け入れ，PCR ダイレクトシークエンスの手法を用い，遺伝



847

ゲノム科学部門

子型の違いにより疾患や薬剤応答に個人差が現れることを体感してもらった．後者では保健医療学部より 2 名，医
学部より 3 名，医学研究科より 1 名，計 6 名の学生を受け入れ，法医学や親子鑑定で実際に使用されているマイク
ロサテライトマーカーによる個人識別の手法を体験してもらった．
　大学院教育では，本学産婦人科教室・口腔外科教室より受け入れている博士課程 3 名（田丸，栃木，大久保）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，松本，岡﨑）．
　保健医療学部 4 年生 1 名に対して，卒業論文のための実験指導，論文作成指導を行った（南熊野について，水野，
八塚，岡﨑）．「骨芽細胞分化に関わる BMP シグナル関連遺伝子の解析」というテーマのもと，BMP シグナル下流で
制御される遺伝子を細胞生物学実験と発現アレイ実験により解析し，卒業論文を完成させて卒業した．保健医療学部
3 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 （大川・今野について，神田，平田 （TR 部門
助手），岡﨑．小野塚について，水野，八塚，岡崎．）．大川・今野は「高速シーケンサーを用いた大腸癌患者検体の
遺伝子変異解析」をテーマとし，高速シーケンサーを用いたヒトゲノムにおける germline mutation の検索およびコ
ンピュータ解析による同定に参画した．小野塚は，骨芽細胞分化関連転写因子が制御する遺伝子群を特定するため，
細胞実験と発現アレイ解析実験を行った．
2-3．達成度
　課外学習プログラムを当初予定通り実施することができ，参加学生から好評を得ることができた．学部生の卒業研
究と大学院生の教育については，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・口腔外科より受け入れている大学院生 3 名に対しての実験指導は適切に行えたと考えている．課外学
習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った．今回はそのうちの 14 名に実際に参加して頂き，
遺伝子型やDNA配列の個人差を実際に体感して，その重要性や医学的，社会的影響などを考えてもらうことができた．
来年度もプログラム内容の検討を重ねて，受講生にとって更に実りのあるものにしていきたいと考えている．
　保健医療学部 4 年生については，これまでのデータを元に論文執筆を行い，卒業論文としてまとめ，提出するこ
とができた．次年度卒研候補生である保健医療学部 3 年生 3 名についても，次年度の卒論執筆に向けてデータ取得
のための実験指導や卒業論文執筆を適切に行いたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，ゲノム情報から得られる大量のデータのバイオインフォマティクスを用いた大規模解析と，実験医学
によるその検証という両方の手法を駆使することにより，遺伝子制御ネットワークの解明と病態メカニズムの解明に
迫る事を目標としている．その一つとして，ミトコンドリア呼吸鎖複合体異常症（MRCD）の原因遺伝子とその機能
の解明を行う．また，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．さらに，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．ミトコンドリア以外の細胞内小器
官としてペルオキシソームにも着目し，その機能を調節する因子の解明を行い，脂質代謝異常症などの発症機構の解
明につなげる．これらの遺伝子機能の解明を通して，疾患の病態と関連のある標的を通じて診断や治療，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 （=Betagenin）の機能解析（横尾，豊島，菅原，仲地，伊関美（TR 部門），八塚，岡﨑）
2）脂肪，骨芽細胞分化を制御する転写物の探索（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）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，仲地，岡﨑）
5）ミトコンドリア呼吸複合体鎖異常症（MRCD）の原因遺伝子の解析（徳澤，木下，入月，Borna，田丸，山下，栃木，

八塚，水野洋，神田，仲地，平田（TR 部門），岡﨑）
6）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）
7）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（大久保，佐藤，松本，水野洋，八塚，須田，

岡﨑）
8）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，鈴木

聡（TR 部門），八塚，須田，岡﨑）
9）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）

10）ミトコンドリア呼吸鎖複合体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



ゲノム科学部門

848

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）
3-3．研究内容と達成度

消化管特異的分泌タンパク IBCAP （= Betagenin） の解析を引き続き進めた．Betagenin 遺伝子産物は切断され
て分泌および活性化される可能性を示唆するデータを得たため，その活性体を精製し 1 次構造を決定した．その
Betagenin 活性体合成ペプチドを解析したところ，期待されている効果を発揮する結果を得つつある．

骨芽細胞・脂肪細胞分化に関与するマイクロ RNA などの非コード RNA や転写物バリアントを探索するため，マウ
ス間葉系幹細胞を骨芽細胞・脂肪細胞分化誘導刺激を行い，経時的に採取した細胞を用いて，エクソン発現アレイ，
マイクロ RNA 発現アレイによる網羅的発現解析を行った．その結果，骨芽細胞・脂肪細胞分化時に特異的に発現変
動するマイクロ RNA や長鎖非コード RNA を新規に同定できた他，両方向の分化時に異なるエクソンの組み合わせで
発現する転写物を複数同定することができた．分化を制御する非コード RNA や転写物バリアントがこの中に含まれ
ていると考えられ，検証実験を進めている．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）をさらに改良し，オミクスデータの統合解析環境として構築
中である．

ペルオキシソームの脂質代謝活性の低下した Tysnd1 欠損マウスでは，奇形精子による雄性不妊を程することを昨
年度までに報告したが，この Tysnd1 欠損マウスの奇形精子がバチルアルコール投与により改善することを見出し，
男性不妊症を改善する方法として特許出願を行った．

MRCD の原因遺伝子の同定と機能解析を目的として，昨年度より引き続き共同研究先の埼玉医科大学病院小児科と
千葉こども病院が収集したMRCD患者検体について，TR部門と連携し，遺伝子解析を推し進めた．142検体を対象に，
エクソームシーケンスおよびミトコンドリア全周シーケンスによる変異解析及び SNP マイクロアレイによる染色体
構造異常・同祖領域の解析から抽出されたMRCDの原因遺伝子候補に関する検証実験を行った．ゲノム科学部門では，
患者本人と家族の遺伝子解析により Haplotype phasing および family segregation を検証し，さらに患者由来線維芽
細胞を対象とした遺伝子機能回復実験により原因遺伝子とミトコンドリア機能の関連を検証した．また，東京大学工
学研究科との共同研究を行い，ミトコンドリア tRNA 修飾に関わる原因遺伝子の生化学的解析から原因変異によるタ
ンパク質の機能欠損を明らかにした．首都大学東京理工学研究科との共同研究では，ショウジョウバエ疾患モデルの
解析を行い，原因遺伝子の個体レベルでの影響を解析した．結果的に29検体（20遺伝子）で既知原因遺伝子を特定し，
さらに 3 つの新規原因遺伝子を同定した．

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は，ヒト子宮内膜脱落膜化に関与するマイクロ RNA を同定し，その機能を検証するため
の実験を行って，投稿論文を準備した．また，ヒト絨毛細胞株において低酸素環境で発現が低下するマイクロ RNA
の一つである miR-135b の機能解析を進め，CXCL12 を直接の標的遺伝子として絨毛細胞の浸潤能調節に関わること
を検証し，原著論文を完成させて投稿した．

骨代謝ネットワークの制御機構の一つとして，転写因子 Pax6 を介した破骨細胞自身による自己管理システムのモ
デルを検証するため，破骨細胞特異的 Pax6 遺伝子欠損マウスの作製を実施した．マウス作製において，英国エディ
ンバラ大学より Pax6flox/flox マウス，松本歯科大学より CathepsinK-Cre マウスを導入した．また間葉系 ST2 細胞を
BMP4 処理して骨芽細胞を誘導する分化モデルを用いて，DNA メチル化が重要な役割を果たすことを見出した．現
在その標的となる遺伝子の探索を推進している．

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って，
β細胞分化のキードライバーとなる候補因子を同定した．驚くべきことに，これらの候補因子は繊維芽細胞のみなら
ず，様々な体細胞からインスリン産生細胞を誘導できる細胞運命変換（β細胞のリプログラミング）因子であること
が示された．iPS細胞よりも安全で短期間でβ細胞をインスリン依存性糖尿病患者様へ提供できる可能性が期待され，
将来糖尿病の再生医療の実現化を加速される革新的技術開発に寄与できると考えられる．またヒト iPS 細胞の系にお
いても 2 重蛍光標識細胞を作製しており，膵β細胞への分化誘導の検討を行い，膵β細胞の分化を促進する化合物
スクリーニングなどを実施し，有力な化合物の抽出を行った．
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複合体異常症の原因遺伝子の同定と機能解析を進めている中で，GTPBP3 と
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COQ4 の新規原因遺伝子を 1 検体ずつ同定した．また 2 検体で ECHS1 の新規原因変異を同定した．これらの各原因
遺伝子について，欧州のグループと共同の論文を報告することができた．来年度は 142 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，TR 部門や臨
床グループと連携し，論文報告する予定である．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見出す事ができ，特許出願を行った．また新たな膵β細胞の作
出方法について特許出願した．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・分化と機能評価，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，分泌タンパク質等について，これまでの知見を元に様々
な科学的観点から検証を進めている．来年度はこれらの成果について，必要な実験データを逐次加えながら，個々に
原著論文として準備していきたいと考えている．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約

該当なし

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）

該当なし
4-2．診療実績データ

該当なし
4-3．診療内容，治療成績

該当なし
4-4．先進医療の開発

該当なし
4-5．実施治験内容

該当なし
4-6．自己評価と次年度目標

該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）

該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

岡﨑康司：一般財団法人化学物質評価研究機構 評議員
岡﨑康司：一般財団法人化学物質評価研究機構 安全性評価技術研究所 研究推進委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡﨑康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会）ジャーナル編集委員
岡﨑康司：Journal of Biomedicine and Biotechnology エディター
　　　　　J.Hum.Genet. 査読委員
　　　　　Molecular Biology Reports 査読委員
　　　　　PeerJ 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
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：日本ミトコンドリア学会評議員岡﨑康司：Chair of MSc Biological Science Admissions Committee, 　　

　　　　Mazarbayav University
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 Muramatsu M, Okuda A, Okazaki Y. Genomic aspects of common diseases. Biochem. Biophys. Res. Commun. 452
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（2）:211-212 （2014）
② Arner E, Mizuno Y, Nakachi Y, Okazaki Y, Hume DA, Forrest ARR, Sandelin A, Carninci P, Hayashizaki Y, et al, 

Gene regulation. Transcribed enhancers lead waves of coordinated transcription in transitioning mammalian 
cells. Science. 347（6225）:1010-1014 （2015）

③岡崎康司 , 大竹明 : 別冊・医学のあゆみ エクソーム解析－成果と将来 11.「ミトコンドリア呼吸鎖異常症のエク
ソーム解析」P68-74 医歯薬出版（2014）

④第 57 回日本糖尿病学会年次総会（2014/5） 大阪市 : iPS 細胞を用いた，新規消化管ホルモン IBCAP が膵β細胞
分化に与える影響の検討 . 菅原泉，横尾友隆 , 渡邊和寿 , 飯田薫子 , 鈴木浩明 , 島野仁 , 山田信博 , 岡崎康司 , 豊島
秀男

⑤ 9th Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress: Useful models of pancreatic endocrine 
progenitor cell line Tec-3p and dual-labeled Ngn3-eGFP/Ins-DsRed2 mice for the identification of the key driving 
regulators during pancreatic endocrine differentiation. （2014/9）Kyoto, Japan: Matsumoto M, Yamashita-
Sugahara Y, Suzuki S, Kanesaki-Yatsuka Y, Hirasaki M, Yasunami Y, Vale W, Okazaki Y.

⑥ The 12th RCGM International Symposium of Academic Frontier: Detection of the functional antisense transcripts 
during adipocyte/osteoblast differentiation in mouse bone marrow-derived stromal cell ST2. （2014/10）Hidaka, 
Saitama, Japan:  Nakachi Y, Mizuno Y, Tokuzawa Y, Yamashita-Sugahara Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Okazaki Y.

⑦ Keystone Symposium 2014, Obesity and the Metabolic Syndrome: Mitochondria and Energy Expenditure （X7）：
The Integrated Transcriptome Analysis of Adipocyte and Osteoblast Differentiation. （2015/3）Whistler, British 
Columbia, Canada: Mizuno Y, Nakachi Y, Yatsuka Y, Tokuzawa Y, Okazaki Y.

⑧ The 4th Asian Congress for Inherited Metabolic Diseases: A COMPREHENSIVE GENOMIC ANALYSIS REVEALS 
THE GENETIC LANDSCAPE OF MITOCHONDRIAL RESPIRATORY CHAIN DEFICIENCY. （2015/3）Taipei,Taiwan: 
Okazaki Y.

⑨第 87 回日本生化学会大会（2014/10）京都府京都市 : ペルオキシソーム局在プロテアーゼ , Tysnd1 欠損マウス
の高脂肪食投与による脂肪肝と耐糖能異常についての解析 . 水野由美 , 水野洋介 , 仲地豊 ,　二宮裕一 , 洞井康 ,　
渡辺光博 ,　下澤伸行 , 若菜茂晴 , 穐田真澄 ,　Kurochkin IV, Schoenbach C, 岡崎康司

⑩第 37 回日本分子生物学会年会 （2014/11/25）神奈川県横浜市 : ミトコンドリア呼吸鎖異常症の原因遺伝子の
包括的大規模解析 . 木下善仁 , 徳澤佳美 , 神田将和 , 森山陽介 , 水野洋介 , 菅原（山下 泉 , 田丸俊輔 , 栃木秀乃 , 上
原奈津美, 仲地豊, 八塚由紀子, 入月浩美, 鈴木聡美, Nurun NB, 平田智子, 的場奈々, 加藤英政, 奥田晶彦, 森雅人, 
安嶋まさみ , 原嶋宏子 , 山崎太郎 , 村山圭 , 大竹明 , 岡埼康司   

【総数 : 論文 15 件，学会発表 45 件，講演 9 件】
6-2．獲得研究費

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
ムの構築」

（研究代表者一括計上）
岡﨑康司（分担）（代表 : 村山　圭）

厚生労働科学研究委託費「ミトコンドリア病診療の質を高める，レジストリシステムの構築，診断基準・診療ガ
イドラインの策定および診断システムの整備を行う臨床研究」配分額 :450 万円

豊島秀男（代表）
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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 : 156 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：100 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：120 万円

水野洋介（代表）
科学研究費補助金 基盤研究（C）「トランスクリプトーム情報を基盤にした骨芽細胞と脂肪細胞の分化機構の統
合的解析」配分額：190 万円

木下善仁（代表）
科学研究費補助金 若手研究（B）「ミトコンドリア - 小胞体相互作用とミトコンドリア病発症メカニズムの関連
の解明」配分額：150 万円

徳澤佳美 （代表）
学内グラント 「MRCD 疾患モデル細胞を用いたミトコンドリア呼吸鎖複合体の選択的制御機構の解明」配分額 : 
80 万円

6-3．受賞
該当なし

6-4．特許，実用新案
特許（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；特願 2014-516862（国内），US14/403,026（米国），
　　　　　CN201380027230.0（中国），EP13793805.6（欧州）
出願日；H26 年 10 月 10 日（国内），H26 年 11 月 21 日（米国）
　　　　H26 年 11 月 24 日（中国），H26 年 12 月 5 日（欧州）
特許（出願）
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；PCT/JP2014/063674（PCT），TW103118204（台湾）
出願日；H25 年 5 月 23 日（PCT，台湾）
特許（出願）
名称；男性不妊症の予防乃至治療薬，及び食品乃至飼料
発明者；水野由美，岡崎康司
出願人；学校法人　埼玉医科大学
出願番号：特願 2014-162011
出願日：2014 年 8 月 8 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
神田将和

第 2 回 オミックス解析における実務者意見交換会 （CBI 年会フォーカスドセッション） 世話人 （2014/10/29）

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，高速シーケンサーを用いた MRCD 検体の大規模
塩基配列解析により，その病因と考えられる遺伝子を複数見出し，一部についてはミトコンドリア機能との関連性の
検証実験を終了し，原著論文として投稿できる状況にまで持っていくことができた．臨床グループとの検体やデータ
の共有をはじめとする連携体制が極めて良好に維持出来ている状況にあり，今後も MRCD 原因遺伝子の個々の機能
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と MRCD の病態との関連について，さらに深く追求していきたいと考えている．また，当研究部門でこれまでに蓄
積してきた大量のゲノム情報・発現データ等に加え，今年度は様々な大規模データを新たに取得し，これらを統合的
に活用して，生活習慣病・骨粗鬆症・細胞内小器官・幹細胞・癌細胞の病態や機能の解析を効率良く進めることがで
きた．教育面では，学部学生や専攻生に対しては，課外学習プログラムや卒業研究等の指導を通して，ゲノムには様々
なタイプの個人差があることをはじめ，遺伝子や転写物と細胞機能や病態との関連性，MRCD と遺伝子との関連に
関する知識を中心とした基礎医学を学んでもらうことができた．これらの講義や実際の実験指導等を通して，遺伝子
の機能と，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を提供することができたと考えてい
る．大学院教育では，1 名が原著論文の投稿まで至り，他の 1 名も論文作成に必要なデータを取得し，論文作成まで
行うことができた．今後も引き続き学位取得まで指導を行いたいと考えている．
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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　
二橋　望（NIHASHI, Nozomu）：助手
太田尚志（OHTA, Naoyuki）：ポスドク：博士
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　浄（TASHIRO, Jo）：共同研究員

2．教育
2-1．目的･目標
　「卒前教育」

医学部学生に，「細胞生物学」の担当分とその他の講義を通して，基礎医学の重要さと面白さを伝える．
　「卒後教育」

　卒後教育委員会後援学術集会の企画などを通して，医学部の教職員に世界のトップレベルの基礎医学研究を紹介
する．

　「大学院教育」
　大学院学生に，組換え DNA 実験や細胞への遺伝子導入法などの技術についての最先端の知識を提供する．

2-2．教育内容（担当者）
　「卒前教育」

　「細胞生物学」（医学部 1 年生）の講義を担当した（三谷）．
　「卒後教育」

　6 月に独立行政法人産業技術総合研究所の中西真人博士，10 月に自治医科大学分子病態治療研究センターの水
上浩明博士，2 月にロヲタ大学医学部の岩島牧夫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」

　現在，最も iPS 細胞誘導の効率が高いウイルスベクターを開発した中西博士，AAV ベクターを用いた様々な基礎
研究と臨床研究を進めている水上博士，米国で新生児向けワクチン開発を行っている岩島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 27 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く．
　「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する．
　「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する．
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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）
　ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法による X 連鎖重度免疫不全症患者由来 iPS 細胞の遺伝子修復

　太田尚志，岩長ゆずる，二橋望，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，三谷幸之介
　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

　太田尚志，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
「遺伝子修復 iPS 細胞樹立技術の簡易化と高速化」，「ウイルスベクターと人工制限酵素の組合せによるゲノム編集

のさらなる高効率化」，「遺伝子治療や再生医療への応用」の計 3 つの研究テーマをもって研究を行った．1 番目の研
究項目に関しては，アデノウイルスベクターを用いたゲノム編集とセンダイウイルスベクターを用いた iPS 細胞誘導
を 1 ステップで行う技術の確立に取り組んだ．その結果，患者由来体細胞から遺伝子修復 iPS 細胞を約 40 日で作製
する技術を確立することができた．2 番目の研究項目に関しては，人工制限酵素による標的 DNA の切断とウイルベ
クターによる組換え用ドナー DNA の導入とを組み合わせることにより，より汎用性・効率の高いゲノム編集法の確
立を試みた．その結果，従来と比較して 2 ～ 5 倍のゲノム編集効率の改善が見られた．今後，ベクターデザインの
洗練化や感染条件の至適化などにより，更なる効率の改善を目指す予定である．

また，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．またさらに，このウイルスの細胞受容体が CAR であることを同定した．
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，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
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
　該当なし
4-2．診療実績データ
　該当なし
4-3．診療内容，治療成績
　該当なし
4-4．先進医療の開発
　該当なし
4-5．実施治験内容
　該当なし
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4-6．自己評価と次年度目標
　該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

学術誌査読　Journal of Gene Medicine, Development, Growth & Differentiation, Biochemical and Biophysical Research 
　　　　　　　Communications
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

学会活動（委員会）
日本遺伝子治療学会（理事）
日本ウイルス学会
米国遺伝子治療学会
国際幹細胞学会
日本分子生物学会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Umeda K, Suzuki K, Yamazoe T, Shiraki N, Higuchi Y, Tokieda K, Kume K, Mitani K., Kume S. “Albumin gene 
targeting in human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells with helper-dependent adenoviral 
vector to monitor hepatic differentiation” Stem Cell Res. 2013 Apr;10（2）:179-94. 

② Yoshida T, Ozawa Y1, Suzuki K, Yuki K, Ohyama M, Akamatsu W, Matsuzaki Y, Shimmura S, Mitani K, Tsubota K, 
Okano H. “The use of induced pluripotent stem cells to reveal pathogenic gene mutations and explore treatments 
for retinitis pigmentosa.” Mol Brain 2014 ; 7（1）:45.

③三谷幸之介 .“iPS 細胞研究のためのウイルス，ウイルス学研究のための iPS 細胞 ”     第 13 回 みちのくウイルス
塾（独立行政法人 国立病院機構仙台医療センター） 平成 26 年 7 月

④三谷幸之介 .“Helper-dependent adenoviral vector” 第 20 回 日本遺伝子治療学会学術集会（東京慈恵会医科大学） 
平成 26 年 7 月

⑤三谷幸之介 .“ ゲノム編集法と遺伝子治療 ” 第 14 回 日本再生医療学会総会（パシフィコ横浜） 平成 27 年 3 月
⑥三谷幸之介 .“ ヘルパー依存型アデノウイルスベクターを用いた分化細胞可視化とゲノム編集 ” 第 14 回 日本再生

医療学会総会（パシフィコ横浜） 平成 27 年 3 月
【総数：論文 2 件，学会発表 8 件，講演 4 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）
文部科学省科研費（基盤 C）

「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：田代浄）
文部科学省科研費（基盤 C）

「新規消化管アデノウイルスに由来する腫瘍溶解療法の大腸癌幹細胞ﾓﾃﾞﾙを用いた評価」（平成 26 ～ 28 年度）
配分額：10 万円

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

7．自己点検・評価
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
加藤英政（KATO, Hidemasa）：講師：指導教員（大学院） ：ES 細胞，幹細胞，神経科学，再生医学，エピジェネティッ
　　　　　　　　　　　　　 クス：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
田夛祐喜（TADA, Yuhki）：ポストドクター：博士
平田智子（HIRATA, Tomoko）：助手：修士
鈴木聡美（SUZUKI, Satomi）：技術員
椙田恵理子（IWAMOTO, Mami）：特任研究補助員
嶋村由美子（SIMAMURA, Yumiko）：助教，共同研究員
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
ターのコア部門の一つである当部門は，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や大学院教育を実施している．
2-2．教育内容（担当者）
＜卒前教育＞

課外学習プログラム（神田，仲地）
ゲノム科学部門と共同で「#141: 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」

（8/4-6 および 8/11-12，参加者計 7 名，平田・神田）および「#142: 法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやっ
てみよう」（8/7-9，参加者 5 名，仲地）を実施した．

卒業研究（平田・神田，岡崎）
保健医療学部 3 年生 2 名に対する卒業研究の指導を行った．この研究は，高速シーケンサーを用いた大腸癌患
者検体の遺伝子変異解析というテーマを設定した．遺伝子検査の概要・実情・仕組みを理解するとともに，高速
シーケンサーを用いて家族性大腸癌の原因となる遺伝子群をシークエンスし，得られた DNA 配列を解析するま
での流れを実際に体験することを行った．

試験監督（仲地，江口，平田）
医学部一般入学試験（前期）1 次試験（前期：仲地・江口　1/25，後期：仲地・江口 2/15），大学入試センター
試験（平田 1/17）の試験監督に従事した．

学生アドバイザー　（江口）
医学部 2 年生のアドバイザーとして面談を行うなどの学生指導を行った．

＜卒後教育＞
該当なし

＜大学院教育＞
臨床腫瘍学コース 　E-ラーニング　基礎腫瘍学　「がんの発生と予防/化学予防」，「悪性腫瘍の疫学」を担当（江口）．
がんプロフェッショナル養成プラン，大学院生　嶋村由美子，寺本由紀子，鈴木興秀，新谷大輔　の研究ならびに
学位論文作成の指導を行った（江口）．
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2-3．達成度
卒前教育としておこなっている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．学部生の卒業研究では保健医療学部 3 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．また大学院教育として E- ラーニングおよび学位論文作成指導をおこった．
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今回も大変好評であっ
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．前年度に掲げた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の
実施により，積極的な教育貢献を達成できた．一方で倫理委員会申請など，教育における体制作りやテーマ設定など
に関しては今後改善が必要である．

次年度に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するほ
か，卒後教育への積極的な教育貢献をしていく．

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」研究を推進するな
かで，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．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日々研究に取
り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）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）

2）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，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）
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 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
4）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）
5）マウスモデルを利用した発現解析による性同一性障害関連遺伝子候補群の同定（仲地豊，岡﨑康司；ゲノム科

学部門・動物実験施設との共同研究）
6）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（岡﨑康司；麻酔科および国立精神・神経医療研究

センターとの共同研究）
7）エストロゲンとその合成誘導体の組織特異的な発現メカニズムの解明（仲地豊，岡﨑康司；ゲノム科学部門・

動物実験施設との共同研究）
8）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）
9）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）

10）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）

11）遺伝子解析による大腸がん治療薬の感受性及び副作用予測に関する臨床研究－ modified FOLFOX6 ±
Bevacizumab および FOLFIRI ± Bevacizumab －（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）

12）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）

13）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）
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14）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）

15）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）
16）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）
17）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）
18）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 （神田将和，平田智子，田夛祐喜，江口英孝，岡﨑康司 ; 総合医療センター・消化管・一般外科・福島
県立医科大学・兵庫医科大学・国立病院機構岩国医療センター・埼玉県立がんセンター他との共同研究）

3-3．研究内容と達成度
1）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．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．これらの内容
をまとめて論文投稿を開始した．また一部の結果については諸外国とのコラボレーションとして論文化がなされ
た．

2）ゲノム科学部門の当該項目を参照 （共同研究）
3）ゲノム科学部門の当該項目を参照 （共同研究）
4）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．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解析により 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．

5）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．
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 Journal of Sexual Medicine 誌に掲載（平成 27 年 1 月 28 日受理，紙面掲載は平成 27 年 4 月）されたほか，
新学術「性差」若手集会（熱海，平成 26 年 12 月 9 日），第 37 回日本分子生物学会年会（横浜，平成 26 年 11
月 26 日），および米国内分泌学会 ENDO2015（San Diego，平成 27 年 3 月 5 日）にてポスター発表をおこなった．
また GID（性同一性障害）学会第 17 回研究大会（堺，平成 27 年 3 月 22 日）で口頭発表をおこなった．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．

6）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．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，以前当部門に在籍していた的場奈々が中心となり原著論文
の投稿を準備している．

7）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．マウス各組織における発現プロファイル解析から，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を考察し，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原著論文を現在準備している．

8）当事者サンプルをもちいた全エクソーム解析や全ゲノ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．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おこなっている．GID（性同一性障害）学会第 17 回研究大
会（堺，平成 27 年 3 月 22 日）にて進捗の口頭発表をおこなった．現在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を進めている．

9）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．主にアレル特異的な
発現を示すような候補遺伝子と疾患との結びつきについて探索を進めている．

10）登録を終了し，臨床データの追跡を行っている．パクリタキセルの血中動態と遺伝子多型の関連に関する英語
論文の作製準備を進めている．

11）引き続き臨床情報の追跡調査を行っている．
12）咽頭癌細胞株を用いた網羅的遺伝子発現解析より得られたドセタキセル，シスプラチン，5-FU それぞれの効果

予測候補遺伝子について，薬物感受性への影響についてノックダウン実験や安定形質転換株を用いた実験により
検討した．第 2 相臨床試験は継続中である．
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13）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．

14）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行った．
15）生体試料保管方法に関する調査を行い，助言を行った．コーホートは目標対象者数を達成した．
16）低酸素誘導転写因子である EPAS1 の遺伝子多型と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

に関する論文を作製し受理された．また予後との関連についても論文作製を進めている．
17）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．
18）高速シーケンサーによる迅速な遺伝子変異スクリーニングのプラットフォーム確立を目指す．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）に関わるとされる 20 遺伝子について，ゲノム DNA から効率よく
エクソン領域を取り出し，高速シーケンサーを用いた解析系を確立した．解析者には事前に変異についての情報
を与えずに解析を行い，良い一致率を達成できた．この合計 31 検体によるテスト結果を論文にまとめている．

3-4．自己評価と次年度計画
1）ミトコンドリア呼吸鎖異常症については，解析結果を取りまとめ論文投稿を開始した．論文採択後は今後，検

体数を増やすことで成果の拡大を目指す．また幾つかの共同研究での論文が採択された．
2）ゲノム科学部門の当該項目を参照 （共同研究）
3）ゲノム科学部門の当該項目を参照 （共同研究）
4）次年度に原著論文として投稿する予定である．
5）次年度は異なるホルモン曝露条件での発現解析を進める予定である．
6）次年度に原著論文を投稿する予定である．
7）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．
8）次年度は当事者サンプルをさらに増やした解析をおこなっていく予定である．
9）アレル特異的発現と，有害変異の組み合わせによる劣性遺伝形式の発症例の有無について解析を進める．

10）パクリタキセルの血中動態と関連する遺伝子多型と副作用の出現との関連を明らかにした．投稿論文を作製す
る．

11）症例の追跡調査を続行している．
12）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生物学的機能について追加実験をさらに行い，

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．
13）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．
14）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．
15）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．
16）EPAS1 の遺伝子多型と非小細胞肺癌の予後との関連について投稿論文にまとめる．
17）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．
18）プロトタイプとしての成果を論文にまとめているところである．また今後，検体を拡大していく予定である．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約

該当なし（臨床部門ではないため執筆対象外）

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）

該当なし
4-2．診療実績データ

該当なし
4-3．診療内容，治療成績

該当なし
4-4．先進医療の開発

該当なし
4-5．実施治験内容

該当なし
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4-6．自己評価と次年度目標
該当なし

4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

岡﨑康司：
一般財団法人化学物質評価研究機構 評議員
一般財団法人化学物質評価研究機構 安全性評価技術研究所 研究推進委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡﨑康司：

情報計算化学生物学会（CBI 学会） ジャーナル編集委員
Journal of Biomedicine and Biotechnology エディター
Journal of Human Genetics 査読委員
Molecular Biology Reports 査読委員
PeerJ 査読委員

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
日本ミトコンドリア学会評議員
Chair of MSc Biological Science Admissions Committee, Mazarbayav University

江口英孝：
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：
群馬大学大学院医学系研究科 非常勤講師
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 Nakachi Y, Iseki M, Yokoo T, Mizuno Y, Okazaki Y. Gene expression profile of the neonatal female mouse brain 
after administration of testosterone propionate. J Sex Med 2015;12（4）:887-896.

② 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-I, Yamagata T, Fujita Y, Ito M, Tanaka M, Nibu K-I, 
Ohtake A, Okazaki Y. New MT-ND6 and NDUFA1 mutations in mitochondrial respiratory chain disorders. Ann 
Clin Transl Neurol 2014;1（5）:361-369.

③ Hishida T, Nakachi Y, Mizuno Y, Katano M, Okazaki Y, Ema M, Takahashi S, Hirasaki M, Suzuki A, Ueda A, 
Nishimoto M, Hishida-Nozaki Y, Vazquez-Ferrer E, Sancho-Martinez I, Izpis?a Belmonte JC, Okuda A. Functional 
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Compensation Between Myc and PI3K Signaling Supports Self-Renewal of Embryonic Stem Cells. Stem Cells 
2015;33（3）:713-725.

④Arner E, Daub CO, Vitting-Seerup K, Andersson R, Lilje B, Drabl?s F, Lennartsson A, R?nnerblad M, Hrydziuszko O, 
Vitezic M, Freeman TC, Alhendi AMN, Arner P, Axton R, Baillie JK, Beckhouse A, Bodega B, Briggs J, Brombacher 
F, Davis M, Detmar M, Ehrlund A, Endoh M, Eslami A, Fagiolini M, Fairbairn L, Faulkner GJ, Ferrai C, Fisher ME, 
Forrester L, Goldowitz D, Guler R, Ha T, Hara M, Herlyn M, Ikawa T, Kai C, Kawamoto H, Khachigian LM, Klinken 
SP, Kojima S, Koseki H, Klein S, Mejhert N, Miyaguchi K, Mizuno Y, Morimoto M, Morris KJ, Mummery C, Nakachi 
Y, Ogishima S, Okada-Hatakeyama M, Okazaki Y, Orlando V, Ovchinnikov D, Passier R, Patrikakis M, Pombo 
A, Qin X-Y, Roy S, Sato H, Savvi S, Saxena A, Schwegmann A, Sugiyama D, Swoboda R, Tanaka H, Tomoiu A, 
Winteringham LN, Wolvetang E, Yanagi-Mizuochi C, Yoneda M, Zabierowski S, Zhang P, Abugessaisa I, Bertin N, 
Diehl AD, Fukuda S, Furuno M, Harshbarger J, Hasegawa A, Hori F, Ishikawa-Kato S, Ishizu Y, Itoh M, Kawashima T, 
Kojima M, Kondo N, Lizio M, Meehan TF, Mungall CJ, Murata M, Nishiyori-Sueki H, Sahin S, Nagao-Sato S, Severin 
J, de Hoon MJL, Kawai J, et al. Gene regulation. Transcribed enhancers lead waves of coordinated transcription in 
transitioning mammalian cells. Science 2015;347（6225）:1010-1014.

⑤FANTOM Consortium and the RIKEN PMI and CLST （DGT） （261人中Nakachi Y 159番目 , Okazaki Y 175番目）. 
A promoter-level mammalian expression atlas. Nature 2014;507（7493）:462-470.

⑥ Hamatani K, Eguchi H, Koyama K, Mukai M, Nakachi K, Kusunoki Y. A novel RET rearrangement （ACBD5/RET） 
by pericentric inversion, inv（10）（p12.1;q11.2）, in papillary thyroid cancer from an atomic bomb survivor 
exposed to high-dose radiation. Oncol Rep. Nov;32（5）:1809-1814.

⑦ Brea-Calvo G, Haack TB, Karall D, Ohtake A, Invernizzi F, Carrozzo R, Kremer L, Dusi S, Fauth C, Scholl-B?rgi 
S, Graf E, Ahting U, Resta N, Laforgia N, Verrigni D, Okazaki Y, Kohda M, Martinelli D, Freisinger P, Strom TM, 
Meitinger T, Lamperti C, Lacson A, Navas P, Mayr JA, Bertini E, Murayama K, Zeviani M, Prokisch H, Ghezzi D. 
COQ4 Mutations Cause a Broad Spectrum of Mitochondrial Disorders Associated with CoQ 10 Deficiency. Am J 
Hum Genet. 2015 Feb 5;96（2）:309-17.

⑧ Kopajtich R, Nicholls TJ, Rorbach J, Metodiev MD, Freisinger P, Mandel H, Vanlander A, Ghezzi D, Carrozzo 
R, Taylor RW, Marquard K, Murayama K, Wieland T, Schwarzmayr T, Mayr JA, Pearce SF, Powell CA, Saada A, 
Ohtake A, Invernizzi F, Lamantea E, Sommerville EW, Pyle A, Chinnery PF, Crushell E, Okazaki Y, Kohda M, Kishita 
Y, Tokuzawa Y, Assouline Z, Rio M, Feillet F, Mousson de Camaret B, Chretien D, Munnich A, Menten B, Sante 
T, Smet J, R?gal L, Lorber A, Khoury A, Zeviani M, Strom TM, Meitinger T, Bertini ES, Van Coster R, Klopstock 
T, R?tig A, Haack TB, Minczuk M, Prokisch H. Mutations in GTPBP3 cause a mitochondrial translation defect 
associated with hypertrophic cardiomyopathy, lactic acidosis, and encephalopathy. Am J Hum Genet. 2014 Dec 
4;95（6）:708-20.

⑨ Montassir H, Maegaki Y, Murayama K, Yamazaki T, Kohda M, Ohtake A, Iwasa H, Yatsuka Y, Okazaki Y, Sugiura 
C, Nagata I, Toyoshima M, Saito Y, Itoh M1, Nishino I, Ohno K. Myocerebrohepatopathy spectrum disorder due to 
POLG mutations: A clinicopathological report. Brain Dev. 2015 Aug;37（7）:719-24.

⑩ Awata T, Yamashita H, Kurihara S, Morita-Ohkubo T, Miyashita Y, Katayama S, Mori K, Yoneya S, Kohda M, 
Okazaki Y, Maruyama T, Shimada A, Yasuda K, Nishida N, Tokunaga K, Koike A. A Genome-Wide Association 
Study for Diabetic Retinopathy in a Japanese Population: Potential Association with a Long Intergenic Non-
Coding RNA. PLoS One, 2014;11（9）:e111715.

【総数：論文 18 件，学会発表 14 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費

岡﨑康司（代表）：
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「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 
今井浩三，2014 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
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因子の探索」（代表 : 埼玉医科大学 長谷川幸清 総額 110 万，2014 年度）
配分額：5 万円

江口英孝（分担）
文部科学省科研費基盤研究（C）「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」（代表 : 公益財団法人　放射線影響研究所 濱谷清裕総額 120 万，2014 年度）
配分額：20 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，2014 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」
配分額：200 万円

水野由美（代表），仲地豊（分担）：
文科省科学研究費基盤研究（C）「ペルオキシソームの脂質代謝異常を伴う自閉症スペクトラムの治療に向けた
基盤研究」（2014 ～ 2016 年度）
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：5 万円

仲地豊（分担）：
文科省科学研究費基盤研究（C）「トランスクリプトーム情報を基盤にした骨芽細胞と脂肪細胞の分化機構の統
合的解析」（代表 : 埼玉医科大学 水野洋介，2014 ～ 2016 年度）
配分額：25 万円

6-3．受賞
該当なし

6-4．特許，実用新案
発明者：水野由美，岡崎康司
出願日：2014 年 8 月 8 日 
出願番号：特願 2014-162011 
発明の名称：男性不妊症の予防乃至治療薬，及び食品乃至飼料

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年度末に論文投稿をおこなった．性同
一性障害研究に関してモデル動物による解析を論文かできただけでなく，当事者サンプルをもちいたゲノム研究を進
めている．また癌研究においても積極的に論文発表をおこなっており，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26年度も埼玉医科大学の臨床と基礎研究の連係を通じて埼玉医科大学独自のトランスレーショ
ナルリサーチ研究として発信でき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（大学院）：博士
村松大介（MURAMATSU, Daisuke）：主任：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）
臺場一樹（DAIBA, Kazuki）：動物飼育員

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し ,
再現性のある実験結果を得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：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 26 年度には，施設利用者 9 名の利用者説明会及び全実験実施者を対象とした利用者ミーティ
ングを行い，基本技術・感染防止・関連法規及び機関内規程・動物福祉に関する教育を実施した．
　また ,再現性のある実験結果を得るために16件の技術支援（個体識別 ,サンプル採取 ,PCR,電気泳動 ,各種投与など）
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26年度における実験計画書の遂行実験数は，マウス 28 件（左記の実験のうち組換えDNA実験該当数24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 26 年度の利用実績は , 動物使用数 5,730 匹，維持管理数 1 日平均 775.7 ケージであった．搬入・搬出実績
に関しては，筑波大学，松本歯科大学，米国，カナダから，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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3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約
　該当なし

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
　該当なし
4-2．診療実績データ
　該当なし
4-3．診療内容，治療成績
　該当なし
4-4．先進医療の開発
　該当なし
4-5．実施治験内容
　該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
　該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）
　該当なし

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

① Tang N, Matsuzaka T, Suzuki M, Nakano Y, Zao H, Yokoo T, Suzuki-Kemuriyama N, Kuba M, Okajima Y, Takeuchi 
Y, Kobayashi K, Iwasaki H, Yatoh S, Takahashi A, Suzuki H, Sone H, Shimada M, Nakagawa Y, Yahagi N, Yamada 
N, Shimano H. Ablation of Elovl6 protects pancreatic islets from high-fat diet-induced impairment of insulin 
secretion. Biochem Biophys Res Commun. 450（1）:318-23 （2014）

② ENDO 2015: The 97th Annual Meeting & Expo: Gene Expression and Sequence Analysis of the Neonatal Female 
Mouse Brain after Administration of Testosterone Propionate: Nakachi Y, Iseki M, Yokoo T, Mizuno Y, Okazaki Y. 

（2015/03/05） San Diego, USA
③第 57 回 日本糖尿病学会年次学術集会 , iPS 細胞を用いた，新規消化管ホルモン IBCAP が膵β細胞分化に与え

る影響の検討 : 菅原泉，横尾友隆，渡邊和寿，飯田薫子，鈴木浩明，島野仁，山田信博，岡﨑康司，豊島秀男 , 
（2014/05/22） 大阪府大阪市

【総数 : 論文 1 件，学会発表 7 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「膵β細胞増殖・分化における消化管ホルモン IBCAP の役割の解明」
配分額：182 万円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

特許（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
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出願人；学校法人 埼玉医科大学
出願番号；特願 2014-516862（国内），US14/403,026（米国），
　　　　　CN201380027230.0（中国），EP13793805.6（欧州）
出願日；H26 年 10 月 10 日（国内），H26 年 11 月 21 日（米国）
　　　　H26 年 11 月 24 日（中国），H26 年 12 月 5 日（欧州）
特許（出願）
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；PCT/JP2014/063674（PCT），TW103118204（台湾）
出願日；H26 年 5 月 23 日（PCT，台湾）

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の実施ができる
よう，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，総合医療センター RI 研究施設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

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象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博士課程「実用実験医学特別講義」修士課程「細胞生物学概論」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
法律により義務付けられた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

研究は実質的にゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門において行われている．
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）および iPS 細胞を中心材料と

して研究を進める．なかでも，ＥＳ細胞，iPS 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することで，より安全な ES 細胞，iPS 細胞を用いた臨床実用化に向けた取組みを行って
いる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）ES 細胞，iPS 細胞が本来持っている腫瘍性を決定づける，細胞接触阻害の解除，足場非依存的増殖の分子機構
解明を試みている．

2）iPS 誘導における山中 4 因子のうち Sox2 の役割について解析を行っている．
3-3．研究内容と達成度

前年度まで主なテーマとしてきたUTF1の ES細胞における機能解析は一段落がついたので，上で述べた2つのテー
マについて新たにスタートさせた．1）については，ES 細胞で重要な機能を果たしている Oct4, Sox2, Nanog が，ど
のようにして細胞接触阻害の解除，足場非依存的増殖という性質維持に寄与しているかを明らかとすることで，ES，
iPS 細胞を目的とした細胞に分化させた際残存する腫瘍性を維持した細胞を排除するための手法を，将来的に見出す
ための重要な手がかりを与えるものと考えている．2）については，発生・分化・再生部門で以前より解析を行って
きた Sox2 に着目した．即ち腫瘍性を持たぬ分化した細胞が，山中 4 因子を導入することで，いかにして腫瘍性獲得
に至るのかを明らかとしたいと考えているが，すべての山中 4 因子について解析を行うことは困難なので，まずは
Sox2 に限定し解析を行うこととした．なお 1）については，本来腫瘍性を持たぬ細胞では，細胞接触あるいは足場
非依存状態になると活性が低下するはずのAkt の恒常的な活性化がES細胞では生じていることが明らかとなったが，
今後はいかにしてこの Akt の恒常的な活性化が Sox2，Oct4，Nanog により生じるのかを明らかにできればと考えて
いる．2）については，スタートさせたばかりなので特に記載するようなデータは得られていない．
3-4．自己評価と次年度計画

長年取り組んできた UTF1 の ES 細胞における機能解析について論文としてまとめることができ，新たなるテーマ
に取り組むことができた．従って今年度は，特記すべきようなデータは得られていないが，来年度は最終的な目標と
しておいている，ES 細胞，iPS 細胞を用いた，より安全な再生医療実現化に向けて少しでも貢献できればと考えている．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約

該当せず

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）

該当なし
4-2．診療実績データ

該当なし
4-3．診療内容，治療成績

該当なし
4-4．先進医療の開発

該当なし
4-5．実施治験内容

該当なし
4-6．自己評価と次年度目標

該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）

該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
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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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Kamon M; Katano M; Hiraki-Kamon K; Hishida T; Nakachi Y; Mizuno Y; Okazaki Y; Suzuki A; Hirasaki M; Ueda A; 
Nishimoto M; Kato H; Okuda A. Stem Cells & Development. 23（18）:2170-9, 2014

② Hishida T; Nakachi Y; Mizuno Y; Katano M; Okazaki Y; Ema M; Takahashi S; Hirasaki M; Suzuki A; Ueda A; 
Nishimoto M; Hishida-Nozaki Y; Vazquez-Ferrer E; Sancho-Martinez I; Izpisua Belmonte JC; Okuda A. Stem Cells. 
33（3）:713-25, 2015 

③片野幸，水野洋介，仲地豊，平﨑正孝，鈴木歩，西本正純，岡﨑康司，奥田晶彦　日本分子生物学会　2014 年
一般発表

④西本正純，奥田晶彦，大西芳秋　日本分子生物学会　2014 年　一般発表
【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

該当なし

7．自己点検・評価
1）施設の運営

RI 実験施設登録者数：平成 26 年度，35 名：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

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，近年受け入れ量，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．従って発生・分化・再生部門との兼担であることを有意義に活用してきたい．また研究費の獲得
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 28 年 3 月 31 日）
部門員　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）: 教養教育准教授
　　　　永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学教授
　　　　渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：生理学教授
　　　　小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：生化学准教授
　　　　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学教授
　　　　佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：病理学教授
　　　　永井正規（NAGAI, Masaki）：公衆衛生学教授
　　　　山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）: 感染症科・感染制御科講師
　　　　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
　　　　中山英人（NAKAYAMA, Hideto）：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
　　　　村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科准教授
　　　　臼井　裕（USUI, Yutaka）：呼吸器内科准教授
　　　　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
　　　　岡田浩一 （OKADA, Hirokazu）：腎臓内科教授
　　　　石原　理 （ISHIHARA, Osamu）：産科・婦人科教授
　　　　太田敏男（Ota, Toshio）: 神経精神科教授
　　　　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
　　　　板谷正紀（HANGAI, Masanori）：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
　　　　菊池　透（KIKUCHI, Toru）：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：H28.3.31）
副部門長　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育：准教授（任期：H28.3.31）
部門員
＜物理学＞

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
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：名誉教授：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）：客員准教授：物理教育：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：研究主任：無機化学，有機化学 , 博士
土田　敦子（TUCHIDA, Noriko）：講師：教育副主任：量子化学 , 博士
鈴木　勝　（SUZUKI, Masaru）：教授：医学研究センター（教養教育兼担）, 神経化学 , 博士
磯部　正良（ISOBE, Masayoshi）: 非常勤講師：有機化学 , 修士

＜生物学＞
山崎芳仁（YAMAZAKI,Yoshihito）：准教授：教育主任・研究員：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

＜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
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

＜総合教育＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：准教授：教育副主任：研究員：分子神経生物学：博士
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）：講師：研究員，教育員，生涯学習論，（本年度は産休）

＜兼担＞
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，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，臨機応変で機動性の高いチームワーク
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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．その後，本 26
年度より生理学（兼担）中平講師が専任准教授となり，米岡講師とともに「総合教育」グループを形成した．今後の
初年時学生への導入教育，リテラシー教育，など各科目にまたがって連携の必要な教育の立案，組織化と実施の基幹
部員となることが期待された．
　以下に，個々のグループに関する目的・目標を記載する．
＜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．
＜英語＞
　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，これまで主に 1 年次の英語教育に携わってきた．1 年次の具体的目標は，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．
　上記に加え，平成 26 年度は基礎医学系教員や医学教育センター教員との共同チームによる 2 年次の「医学英語」
ユニットにも携わり，基礎医学に関する英語文献の内容理解と語彙の運用に必要な知識や技能の向上を目指した .
＜総合教育＞
　医師として生涯学び続ける基本姿勢を養い，医学生しての学びを支える基礎的技能を身につけることを目的として
いる．このために，初年次教育，コミュニケーション，および，他者との協働能力の養成に重点をおいている．
3-1．活動報告：教育
＜物理学＞

［リメディアル教育］
　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（西脇，赤間）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（向田，西脇，赤間）力学
医学の物理学 2（西脇，鈴木，勝浦）弾性体，流体，電磁気
医学の物理学 3（鈴木，向田，赤羽）音・光，熱学，近代物理学，物理の医学利用
物理学演習（鈴木，西脇，赤間）物理未履修者に対する演習

［選択必修］ 
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　次の選択必修のユニットにおいて，物理学及びその関連分野の指導を行った．
学生による物理学企画実験 1,2（勝浦，赤間，赤羽）
英語で学ぶ自然科学 1,2（向田）
身につくコンピューターの基礎（鈴木）

［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 3 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）運動の法則，電気回路，等電位線

［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，解析学
医学の数学 2（向田，鈴木，西脇）微分方程式，データ整理
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（向田）チューター
臨床推論（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］ （西脇）
　大学入試センター試験の監督業務に加わった．
＜化学＞

［1 年生オリエンテーション］（1 年，吉田・森口・土田担当）
　1 年生オリエンテーションの準備および業務に携わった．

［人体の科学入門 1］（1 年，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
義を行った . 定期試験および再試験を行った結果，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）」
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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 , 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 .

［選択必修「身近なものから知る環境化学」］（1 年，8 時間，森口担当）
　水道水，清涼飲料水，抗菌剤，発酵の 4 テーマについて，実習を交えながら，それぞれのテーマについて化学的
見解に基づく講義を行った．履修者全員を合格とした．

［1 年生　選択必修］（1 年，8 時間，土田担当）
　選択必修「コンピューター化学入門」を担当した．簡単な低分子の量子化学計算から身近にある化学現象の本質
を理解させることを目的としている．アミノ酸・DNA などの分子を題材にエネルギーとは何か，遷移状態とは何か，
結合とは何かを学んだ．また，毎時間の課題提出をもって評価とした．

［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・集計業務に携わった .

［5 年生　BSL 後 OCSE］ （5 年 , 土田担当）
　6 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行業務に携わった .

［6 年生　卒業時 OSCE］  （6 年 , 土田担当）
　6 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行・監督業務に携わった .
＜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．生物学では山崎がユニット 1 の UD，川村がユニット 1 の
UD 補佐，大間がユニット 3 の UD 補佐となった．講義では，山崎が第 1・3・4・7・9 章と複数章のまとめ，川村
が第 6・15 章と複数章のまとめを受け持った．また，第 1 ユニットの体験学習を山崎，川村，大間が，第 18 章の
講義と関連した「細胞生物学 1 実習 6」を山崎，川村が担当した．
2）「自然科学の基礎（生物学）」（担当者：山崎芳仁）
　山崎は UD 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把握してもらうことを目的としている．物理，化学，生物のうちから
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
用の図録を用いて，講義と演習を行った．
3）「課外プロ」（担当者：山崎芳仁，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 3 人の受講希望者があり，山崎と川村とで分担して指導した．期間は 9 月 4
日～ 1 月 8 日までで，総指導時間数 18 時間（17 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 2（医学セミナー）」（担当：山崎芳仁，川村勇樹）
　山崎と川村とで，それぞれ 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，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「酵素」を題材とした生物学，物理学，化学，解剖学，生理学，生化学の教
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
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が行われていることを強調した．川村はまた 2 ～ 4 年生の「臨床入門」および 2?4 年生の「医学英語」の UD 補佐
を務めた．また，川村，大間は OSCE にも協力した．
＜英語＞

（1）1 年次「医学の基礎コース（英語ユニット）」
　平成 26 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 , Interaction, 
Reading, CLIL （Content and Language Integrated Learning）（医療系の内容を英語で学ぶ）, Academic English

（Presentation, Writing）の 4 つのサブユニットに分け , さらに医療用語などの学習や 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．これらをまとめて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ることを意図した．
その目的達成のために， 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．

・Interaction（授業担当：Godfrey 講師，Gilroy, Woodall, O’Toole, Gleeson，Santos 各非常勤講師）は，笹島教授
が全体を統括し，学生を 6 分割して同時開講少人数クラスとして，6 人の講師が発音，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．

・Academic English（ 授 業 担 当： 藤 森 講 師，Godfrey 講 師 , Santos 非 常 勤 講 師 ） は ,Academic Writing と
Presentation か ら 成 り， 藤 森 講 師 が Academic Writing，Godfrey 講 師 が Presentation（Domestic Topics），
Santos 非常勤講師が Presentation（World Topics）を担当した . 大きく 3 分割された学生は，学期ごとにローテー
ションして，3 つのクラスの授業を受けた . Academic Writing クラスでは，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的とした . 毎回のテーマに有効な語彙・文法的知識を学習する
とともに，テーマに沿って自分が選んだトピックで実際に文章を書き，ピア・フィードバックや教員からのフィー
ド・バックを受けて推敲する活動を行った .

　Presentation クラスでは，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
内容について自分の考えを発表できる能力の基礎を養うことを目的とした . 日本国内の話題と世界の話題を扱う
クラスで，与えられたテーマに関して実際に自分の考えをまとめて英語で発表する活動を行った .

・Reading （授業担当：藤森講師 , 川端客員教授，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 誌などより選び，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，英文読解技能を向上させるための精読演習を行った . また，関連するトピックについての知識を深め，
それについて考え，自らの意見をまとめる活動を行った .

・CLIL（授業担当：Godfrey 講師，Gilroy, Woodall, O’Toole, Gleeson, Santos 各非常勤講師）は，学生を 12 分割し
て少人数クラスで，6 人の講師が健康科学（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．また，笹島教授が学生一人ひとりと英語面接を行い，学生の英語力診断支援と学習促進のための個
人指導を行った .

・その他に，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 . また ,3 学期には
TOEFL テストを実施した．

（2）その他のコース・ユニット
平成 26 年度より，2 年生を対象として始まった，基礎医学系教員と教養教育英語教員及び医学教育センター教員

の共同チームによる「医学英語」ユニットに加わり，英語で書かれた科学的文章の理解と用語の運用に必要な知識・
技能の拡充に向けて，英語担当教員として指導にあたった .

また，当教室の専任教員（笹島 , 藤森 ,Godfrey）は，「良医への道コース」の PBL・臨床入門のユニットに必要に
応じてテューターとして学生の指導を担当した．
＜総合教育＞

中平は，1 年生の導入教育プログラムである「医科学への道すじ」コースのコースディレクター，および，「人体
の科学入門 1」のユニットディレクター，「人体の科学入門 2（医学セミナー）」のユニットディレクター補佐兼テュー
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タとして，企画・統括・担当をおこなった．また，1, 2 年生の「良医への道コース・臨床推論」のユニットディレク
ター補佐として課題作成とテュータを担当した．その他に 1 年生では，「人体の構造と機能 1-1 測定・可視化」と「細
胞生物学 1」（12 章）を担当した，2 年生では，「人体の構造と機能 2」コースの以下の講義・演習・実習を担当した．

「エネルギー系」呼吸器，「調節系」酸塩基平衡，「情報系」情報伝達・感覚器，「機能系実習」骨格筋の収縮．また，
2 年生の「医学英語」を担当した．講義以外では，新入生オリエンテーション，臨床入門の引率を担当した．
3-2．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）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 1 本試験では平均点 81.2 点，不合格者 11 名であり，不合格者は，
休学した学生を除いた全員が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考える．

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）で昨年度とほぼ同様な成績であった．講義の出席率も良く，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考える．

3）「課外プロ」：参加した学生のコア科目の合格状況としては，合格したユニットも不合格となったユニットもあ
り，十分満足できる結果とはならなかった．

＜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．前年度より専任教員が一名減となったが，少人数制の授業を維持し，
学生一人ひとりの教育効果を保つよう努めた．
1 年次の英語においては，Speaking, Listening, Reading, Writing の英語 4 技能をバランス良く向上させることを目的
として，各技能に焦点を当てたサブユニットが連携を図りながら全体として英語コミュニケーション能力を総合的に
育成することができた．外国人講師担当による，主に Listening や Speaking に焦点を当てた CLIL や Presentation の
クラスと，日本人講師担当による Reading や Writing に焦点を当てたクラスとを効果的に組み合わせたシラバスによ
り，学生の英語 4 技能をバランス良く向上させることができた．また，各サブユニットはできるだけ連携を図るよ
う努めることにより，学生が総合的に知識や技能を深めることができた . 例えば，Reading で読んだ教材を Writing
の題材として使用したり，Writing において学習したパラグラフ構成方法を用いて，論理的に一貫した Presentation
に役立てるなど，各サブユニットの連携が図られた . 全体として，学習の動機づけや到達目標の水準を前年度より高
めることができ，当該学年の学習内容や時間配分はおおむね適切であったと評価している．
＜総合教育＞
　導入教育プログラムの「人体の科学入門 1」「同 2」では，アンケート等の結果からみて少人数グループによる共
同作業とテュータの積極的支援を通じて大学の学びへの適応に効果があったと考える．特に本年度は「人体の科学入
門 2」において図書検索講習が組み入れられ，より充実したプログラムになったと考える．また，中平が担当した「機
能系実習」においてレポートの提出・評価・添削のオンライン化をおこなったが，その結果は省力化と質向上の点で
満足のいくものであり，他の演習・実習プログラムへの応用が期待できる．その他の科目においても，座学から演習・
実習の充実化への転換をはかり，初期の目的を達成できたと考える．
3-3．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，26 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
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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」：ユニット 1 では，担当教員による講義に加えて，新しく体験学習を開始した．具体的には，
光学顕微鏡による真核細胞および原核細胞の観察．電子顕微鏡による細胞内微細構造の観察．ATP，タンパク質，
核酸の性質を考える実験などを行った．いずれも，学生が講義内容を実感できるように工夫した．学生の授業評
価は高く，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，分担担当の他の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にできたと考
えている．次年度では，体験学習をより洗練させ，講義との関連も強めたい．

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，コア科目の
定期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．次年度も「細胞生物学 1」と連携して，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．今年度の指導学生の文章読み取り能力は一段と困難さを増している．指導方法を見直し
工夫したい．

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．また「細胞生物学」コースの内容を含む部分が多いのでそのことも強調して講義をした．

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．

＜英語＞
　焦点を当てる技能を分けた各サブユニットから成る総合ユニットを，少人数制で実施したことにより，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，学生の全体的な
ニーズを満たしたものと考える．学生の評価にあたっては，一般的な英語基礎学力を測定する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，実際のパフォーマンス評価を行った．例えば，Speaking 評
価は実際に口頭発表させることにより，また Writing 評価は実際に書かれたプロダクト（作品）により評価した .
また，学年末に実施した TOEFL-ITP の結果や，授業後のアンケート調査による CEFR の指標の利用は，学生自身の
自己評価能力の育成と教師側の授業改善に向けた内省に役立った． 
　次年度においては，1 年次における CLIL，Reading, Academic Writing などの各サブユニット内容をより連携させ
るとともに，1 年次の学習内容を 2 年次にどのように繋げるかを考え，更に 3 年次，4 年次へと有機的に繋がるカリ
キュラムを考えていきたい .
＜総合教育＞
　総合教育は中平と米岡の 2 名で本年度より発足した新しいグループであり，既存の専門科目をこえる広い視点か
ら教育プログラムをつくっていきたいと考えている．初年度である本年度は，米岡が育児休業のためグループとして
の活動はスタートできなかったが，それぞれがこれまで携わってきたプログラムの改善は順調に果たせていると考え
ており，次年度はその経験を持ち寄って新規プログラム開発を進めていきたいと考えている．
3-4．その他の活動報告
＜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，兼担教員である魚住講師（生化学）も参
加した．これに引き続き基本学科会議を開いた．

4．研究活動
　教養教育基本学科年報を参照されたい．
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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 26 年 4 月 1 日～平成 27 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
 三橋　知明 （MITSUHASHI, Tomoaki） 兼担（川越）臨床検査医学，教授 同上
 小山　政史 （OYAMA, Masafumi） 兼担（日高）泌尿器科，教授 同上
＜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　員： 持田　智      同上
 間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） 兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授 同上
 萩原　弘一 （HAGIWARA, Koichi） 兼担（毛呂）呼吸器内科，教授
    平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 1 月 31 日）
 松本 万夫 （MATSUMOTO Kazuo） 兼担（日高）心臓内科，教授
    平成 26 年 4 月 1 日～ 6 月 1 日）
 中元　秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） 兼担（毛呂）総合診療内科，教授
    平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
 森　　茂久 （MORI, Shigehisa） 専任，教授 同上
 辻　　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 専任，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）教養教育，准教授 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
 米岡　裕美 （YONEOKA, Yumi） 兼担（基礎）教養教育 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　長： 間嶋　満    同上
副室長： 森　　茂久    同上
 辻　　美隆 同上
室　員： 山田　泰子 （YAMADA, Yasuko） 専任，教授 同上
 藤巻　高光 （FUJIMAKI, Takamitsu） 兼担（毛呂）脳神経外科，教授 同上
 德山　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
 三橋　知明　   同上
 村松　俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） 兼担（日高）心臓内科，教授 同上
 小山　政史  同上
 小髙　明雄 （ODAKA, Akio） 兼担（川越）肝胆膵外科・小児外科，教授 同上
 諸角　誠人 （MOROZUMI, Makoto） 兼担（川越）泌尿器科，准教授 同上
 難波　聡 （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
 加藤　仁 （KATOH, Hitoshi） 兼担（川越）腎・高血圧内科，講師 同上
＜試験管理室＞
室　長： 持田　智   同上
副室長： 茅野　秀一 （KAYANO, Hidekazu） 兼担（基礎）病理学，准教授 同上
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室　員： 岡田　浩一 （OKADA, Hirokazu ） 兼担（毛呂）総合診療内科，教授 同上
 辻　　美隆    同上
 椎橋　実智男 （SHIIBASHI, Michio） 兼担　情報技術支援推進センター，教授 同上
 荒関　かやの （ARAZEKI, Kayano） 専任，講師 同上
 大西　京子 （OHNISHI, Kyoko） 専任，助手 同上
 齋藤　恵 （SAITOH, Megumi） 専任，助手 同上
＜調査解析室＞
室　長： 椎橋　実智男 同上
室　員： 鈴木　智 （SUZUKI, Satoshi） 専任，助教 同上
 佐藤　義文 （SATOH, Yoshifumi） 専任，助手 同上
＜学生支援室＞
室　長： 森  　茂久    同上
副室長： 金　　潤澤 （KIM, Yoon Taek） 兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，教授  同上
室　員： 豊嶋　良一 （TOYOSHIMA, Ryoichi） 兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，教授 同上
 吉田　喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro） 兼担（基礎）教養教育，教授   同上
 笹島　茂 （SASAJIMA, Shigeru） 兼担（基礎）教養教育，教授   同上
 堀川　直史 （HORIKAWA, Naofumi） 兼担（川越）神経精神科，教授   同上
 村越　隆之 （MURAKOSHI , Takayuki） 兼担（基礎）生化学，教授   同上
 佐々木　惇 （SASAKI , Atsushi） 兼担（基礎）病理学，教授   同上
 柴﨑　智美 （SHIBASAKI, Satomi） 兼担　地域医学・医療センター , 准教授  同上
 向田　寿光   同上
 茅野　秀一   同上
 藤田　恵子 （FUJITA, Keiko） 兼担（基礎）解剖学，准教授 同上
 山崎　芳仁   同上
 中平　健祐 （NAKAHIRA , Kensuke） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 齋藤　恵   同上

2．目的
　卒前医学教育部門は医学部学生を対象とした卒前医学教育の全般を運営する部門である．本学の建学理念，カリキャ
ラムポリシーおよびデュプロマポリシーに準拠し，社会的使命も考慮して卒前医学教育の方針を検討し，卒前教育委
員会で審議して決定した事項を円滑に執行することを目的としている．
　担当している卒前医学教育の療育は以下の通りである．
（1）カリキュラムに関すること
（2）臨床実習に関すること
（3）試験および進級，卒業の評価に関すること
（4）教育に関する FD，ワ－クショップに関すること
（5）学生に対する教育指導
（6）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動状況
　卒前医学教育部門は「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」の 5
室に分かれ，役割を分担して活動している．臨床実習の関連事項として，共用試験 OSCE と advanced OSCE に関し
ては「OSCE 委員会」が，シミュレーション教育に関しては「スキルスラボ運営委員会」が「臨床実習推進室」と連
携して検討，運営を担当している．また，「学生支援室」は学生の健康に関する事項は「教職員･学生健康推進センター」
と，規律，態度などの生活面については「学生部」との協力の基に検討を行っている．5 つの室における活動状況を
卒前医教育部門の全構成員が共有し，関連する委員会，センター，部門などとの連携を密にするため，自由な意見交
換をすることを目的として，「卒前医学教育懇談会」を原則的に月 1 回は開催している．同懇談会は卒前教育委員長，
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．
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3-1．カリキュラム室
　シラバス，講義日程の作成，オリエンテ－ション，医学概論，医学英語，課外学習プログラム，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

ア，①シラバス，講義日程の作成：平成 26 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．今年度の変更点は，6 年生の「総合
学習」コースを「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，何れも演習扱いとし
たことである．1 年生の「英語」ユニットと 2~4 年生の「医学英語」ユニットは当初は平成 26 年度から改編す
る予定であったが，「医学教育の質保証ワーキンググループワーキンググループ」でさらに検討を続け，平成 27
年度に再編成することにした．また，今年度から「キャリアデザイン」に関して，5 年生を除く全ての学年にお
いて，「医学概論」ユニットを演習として実施した．平成 27 年度のカリキュラムに関しては，東館の工事に伴っ
て基礎医学棟の第 1 講堂とカンファレンスルームが使用できなることへの対応を検討した．シラバスの記載内
容は，平成 27 年度に担当教員以外が相互点検することを決定した．

②オリエンテ－ション：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，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た．2 学期のオリエンテーションでは 1~4 年生の教室を有線で接続して，校歌斉唱
を行った．また，平成 26 年度新入生オリエンテーションの実施概要を検討した．

③課外学習プログラム：課外学習プログラムは夏期休暇，通年を併せて 146 課題の応募があった．夏期休暇プロ
グラムには協定校である女子栄養大学の学生 8 名が参加した．

3-1．臨床実習推進室
　平成 26 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 27 年度の臨床実習の方針を確定した．

①学生に到達目標をチェックすることを指導し，臨床実習懇談会で平成 26 年度以降，5 年生の臨床実習でログブッ
クとして学生に貸与した iPad mini を活用することになった．学生には到達目標のチェックを指導し，教員には
臨床実習懇談会でコメントの記載と到達目標達成度の確認を依頼した．また，iPad mini の利用制限を解除し，
学内無線 LAN への接続箇所の増設を検討した．

②第 1 回臨床実習懇談会を毛呂キャンパスは 7 月 8 日，川越キャンパスは 7 月 10 日，日高キャンパスは 7 月 24
日に開催し，ログブック用 iPad mini の運用，「医学教育の質保証ワーキンググループ」で検討している臨床実
習の概要，全国医学部長病院長会議が発表した臨床実習における医行為水準と同意書に関して説明した．第 2
回臨床実習懇談会は 3 月 4 日，5 日，6 日に 3 キャンパスで実施した．また，5 年生には 10 月 4 日に臨床実習
後期に向けた講演会を実施した．

③ 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
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．

④ 6 年生の advanced CC を海外の医療機関で実施する場合は，実習内容が CC の趣旨に合致していることと本学の
担当教員と先方の担当者が明確であることを条件とした．Student Exchange の相手校も本学担当教員の仲介が
必要とした．｢ 地域医療を学べるプログラム ｣ を学外施設の条件に追加し，指定以外の学外施設へも CC の趣旨
を文書で説明し，実習要項とスケジュールの提出を求めることにした．また，国内の指定学外施設を増やすこと
を検討した．

⑤全国医学部長病院長会議の発表した「診療参加型臨床実習における医行為水準と同意書」を本学で運用する方法
を検討した．また，同会議の依頼で，大学病院の患者を対象として，「Student・Doctor」の呼称に関するアンケー
ト調査を実施した．「Student・Doctor」に関しては，大学病院ニュースに紹介記事を掲載することになった．総
合医療センター，国際医療センターでも同様の依頼をすることとした．

⑥麻疹等に罹患した学生への対応策を，学生課，健康推進センターと連携して検討した．
3-3．試験管理室
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　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平成 26 年度以降は，CBT の合格基準は，「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．

②「試験中の問題行為への対応」を改訂し，「警告」処分の学生は原則として「けん責」とし，当該試験を無効と
することにした．卒業試験，総合試験，OSCE は試験全体を無効とする．また，試験実施に関する覚書を発表し，
筆記試験の解答時間は 6 年生の卒業試験，学力試験をいて原則 120 分以内として，これを超える場合は休憩時
間を設けて分割することにした．また，定期試験の日程は，原則として講義等の最終日の翌々日を初回とし，そ
の後は隔日で均等に割り振ることことにした．

③平成 27 年度の「試験に関する規則，総括的評価基順および評価方法」，「補完するための評価（得点）と合格基
準の算出方法について」，「試験と進級について」を改訂した．卒業判定会議で卒業が認められた学生は「卒業仮
内定」として，「総合学習」コースの B ユニットが終了した後に出席数を確認して「本内定」とすることにした．
総合成績は当該学年の全学生は同等の基準で判定されるユニットのみを対象として算出し，1~4 年生は 65 点な
いし当該学年の（平均－ 1.5SD）の高い点数以上であり，かつ当該学年の不合格ユニットの合計が 2 つ以内の場
合に条件付き進級とすることにした．共用試験 CBT，2 年生総合試験，5 年生総合試験の合格基準は 65 点以上
を合格として，「平均－ 1.5SD」の」基準は廃止した．これに対応して，2 年生と 5 年生の総合試験は再試験を
実施することとするが，当該学年の総合成績が 65 点と当該学年の（平均－ 1.5SD）の高い点数以上の場合に受
験を認めることにした．また，2 年生と 5 年生の総合試験は合格基準を 65 点にして，学年の（平均－ 1.5SD）
以上の基準は削除した．

④ FD 部門との共催で，6 月 3 日に試験問題の作成に関わる教員を対象として，「第 108 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．

3-4．調査解析室
　平成 19 年度より継続して「学生による授業評価」を実施し，学生の出欠状況を把握するとともに，その結果を介
して各教員の講義改善に役立つようにしている．また，各教員の教育に関する活動を評価することを目的として，「教
育活動の実績記録システム」を構築している．

①「学生の行動規範」を改訂した．
②私立医科大学協会による学生生活の実態調査を，6 年生は 9 月 1 日，1~4 年生は 10 月 2 日と 3 日，5 年生は

10 月 11 日に実施した．
③平成 25 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．
④平成 25 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．
⑤クリッカーの不正利用の実態を調査して，その対策を検討した．
⑥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．

3-5．学生支援室
　学生と教員の意見交換の場としての学年小委員会を開催すること，学生と教員の心の交流と相談窓口の機能を果た
すアドバイザー制を円滑に運営すること，精神的問題を抱えた学生に対応するための心の相談室の運営すること，出
席調査による問題学生の早期発見と対応，学生一人ひとりの意見を聞き取り満足度の高い学生生活を実現するための
学生意見箱の管理運営などが主な業務である．月に 1 回，学生支援室活動会議を開き，室全体の意思統一を図りな
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，
学生との顔合わせ会を開催した．また，小委員会が 6 月にグループごとに面談を実施し，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．
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③ 1 ～ 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，
それぞれ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 9 日に，2~4 年生は合同で 4
月 17，21，22 日に，5 年生は 5 月 10 日と 6 月 14 日に実施した．

④前年度の留年生，出席に問題のある学生，定期試験の成績が不良の学生を対象に個人面談を実施した．
2-6．OSCE 委員会

① 5 月 31 日に 6 年生の卒業時 OSCE を実施した．
②前年度の検討結果を基に，1 月 10 日に 5 年生の BSL 終了後 OSCE を実施した．本学では初の試みであり，9 号

館を用いて 7 ステーション，3 列並行で運営した．終了後は評価者，ステーションリーダーを対象にアンケート
を行い，次年度の方向性を検討した．

③ 4 年生の共用試験 OSCE は 2 月 25 日に実施した．前年度はモニター委員と外部評価者の報告書でスケジュール
が過密であることが指摘され，これの解消に進行表を改訂した．学生スタッフは前年度試験に合格した 5 年生
45 名に依頼した．

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 12 日に東京医科歯科大学で開催され，本学か
らの 28 名が受講した．学内評価者の講習会は 2 月に 3 キャンバスで開催した．

⑤ 9 月 10 日に実施された「共用試験医学系 OSCE 全国説明会」に委員が参加した．
⑥共用試験実施評価機構の共用試験 OSCE 新作課題トライアルに協力した．
⑦ 12 月 13 日に防衛大学校，1 月 10 日に東海大学，1 月 31 日に新潟大学，2 月 14 日に聖マリアンナ医科大学，

2 月 28 日に北里大学で実施される共用試験 OSCE に，計 6 名の外部評価者を派遣した．また，平成 27 年 9 月
20 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．

⑧共用試験 OSCE に向けて，SP 研修会を開催した．
3-7．スキルスラボ運営委員会

①学生，研修医および教員のスキルスラボの利用状況を調査した．
②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 1 日と 15 日に開催した．
③シナリオベーストレーニングの実施に向けて準備作業を行った．
④各種備品を購入，整備した．

4．自己点検・評価
　医学教育センター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，臨床実習の延長によって生じる

低学年のカリキュラム全体を見直すことが課題である．
（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．6 年生の advanced 

CC は前年度から実施期間を 5 月末までに延期したが，更なる拡充が必要である．また，3，4 年生の講義も BSL
などの従来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し，2 年生と 5 年生の総合試験の合格基準を変更したが，
これが学生の学習動向に与える影響を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，特に卒業時 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，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．
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（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：H26.4.1 ～ H28.3.31）
副部門長　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：
　　　　　　　埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：H26.4.1 ～ H28.3.31）
副部門長　屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：
　　　　　　　総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H26.4.1 ～ H28.3.31）
副部門長　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：H26.4.1 ～ H28.3.31）
部 門 員　石原正一郎（ISHIHARAHA, Shoichiro）：
　　　　　　　国際医療センター科脳血管内治療科：教授
　　　　　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　恵（SAITO, Megumi）：
　　　　　　　医学教育センター：助手
※部門長・副部門長任期あり，部門員任期なし
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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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，大学病院消化

　　　　　　　　　　　　　　　　　   器一般外科，保健医療学部看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
副部門長　山田泰子（YAMADA, Yasuko）：医学教育センター：教授（任期：H28.3.31）
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 回シミュレーション教育部門会議（平成 26 年 4 月 28 日）於：9 号館 4 階会議室
　出席 5 名　欠席 6 名．第 1 回スキルスラボ運営委員会を兼ねる．出席者 4 名　欠席者 4 名．議事：平成 25 年度
の利用状況，講習会・研修会の開催状況，物品使用・貸出状況の報告．平成 25 年度の物品取得ならびに修理・整備
状況の報告．物品貸出依頼の審議．平成 26 年度事業内容の検討．講習会・研修会の開催予定，多職種連携のトレー
ニング，HP 作成についての意見交換．議事録有．
②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 6 月 18 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 3 名　欠席 5 名．議事：利用状況等の報告（4 ～ 5 月分）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．
腹部超音波・内視鏡実践セミナー開催日程の決定．多職種連携トレーニング，HP作成についての意見交換．議事録有．
③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 7 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 ～ 6 月）．物品取得・整備の報告．小児 BLS 講習会の再開の報
告．議事録有．
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 9 月 24 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 ～ 8 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．末梢
挿入中心静脈カテーテル PIC シミュレータの納品と今後のトレーニングのプログラムについて，本学スキルスラボの
パンフレット作成についての意見交換．議事録有．
⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 10 月 22 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．末梢
挿入中心静脈カテーテル PICC シミュレータによるトレーニングの開催について．腹部超音波実践セミナーの開催内
容の確認．議事録有．
⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 11 月 26 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 3 名　欠席 5 名　議事：利用状況等の報告（4 ～ 10 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．
腹部超音波実践セミナー実施の報告．シナリオベースド・トレーニングのシナリオ作成についての意見交換．議事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 12 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 ～ 11 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．次
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年度へ向けての講習会等の開催について．議事録有．
⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 1 月 28 日）於：9 号館 4 階会議室
　出席3名　欠席5名　議事：利用状況等の報告（4～12月）．物品取得・整備の報告．次年度臨床研修医オリエンテー
ション日程の報告．今後整備すべき機器・備品のリストアップの依頼．議事録有．
⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 2 月 27 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）．物品取得・整備の報告・審議．今後，更新が必要な機器・
備品について意見交換．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 27 年 3 月 25 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．次年度年間利用予約の承認，BLS ･ ICLS 講習会等の開催日程の検討．議事録有．
　平成 26 年度のスキルスラボ利用状況報告

①利用日数は 226 日であり，年間を通じて 62％の稼働であった．
②利用者総数は 6586 名，その内学内利用者 6091 名，学外利用者 495 名で，平成 25 年度より若干増加した．
③利用件数の総数 389 件，その内授業等の年間予約の利用 87 件，BSL や研修医トレーニング，各種講習会・研修

会等の単発の利用 256 件，物品の貸出は 46 件であった．
④卒前医学教育における利用は194件（授業・OSCE53件，臨床実習113件，自己学習・他28件），学生数3186名，

指導者・スタッフ 771 名であり，利用者総数の 60％を占めた．
⑤研修医のトレーニング目的での利用は31件，研修医159名，指導者・スタッフ51名で，平成25年度より，件数・

利用者数ともやや減少している．
⑥看護師，理学療法士等の医療職者による各種研修での利用は 24 件，受講者 343 名，指導者・スタッフ 158 名と，

平成 25 年度より件数・利用者数とも増加した．
　講習会等の開催

・BLS 講習会 : 開催件数 37 件，受講者 454 名（学内 386 名，学外 68 名），指導者・スタッフは 316 名（学内 277 名，
学外 39 名）であった．

・小児 BLS 講習会 : 開催件数 6 件，受講者 59 名（学内 57 名，学外 2 名），指導者・スタッフは 32 名（学内 32 名，
学外 0）であった．開催日：平成 26 年 7 月 23 日，9 月 24 日，10 月 22 日，11 月 26 日，12 月 24 日，平成
27 年 1 月 28 日．

・AHA BLS 講習会 : 開催件数 2 件，受講者 21 名（学内 18 名，学外 3 名），指導者・スタッフは 19 名（学内 10 名，
学外 9 名）であった．開催日：平成 26 年 6 月 7 日，10 月 25 日．

・ICLS 講習会 : 開催件数 5 件，受講者数 143 名（学内者 130 名，学外者 13 名），指導者・スタッフ 197 名（学
内者 141 名，学外者 56 名）であった．開催日：平成 26 年 6 月 15 日，8 月 30 日，9 月 27 日，12 月 20 日，
平成 27 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 41 名（学内者 18 名，学外者 23 名），指導者・スタッ
フ 36 名（学内者 21 名，学外者 15 名）であった．開催日平成 26 年 5 月 18 日，12 月 20 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 28 名（学内者 18 名，学外者 10 名）であった．開催日平成 26 年 7 月 13 日，平成 27 年 3
月 15 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 8 名（学内者 7 名，学外者 1 名），指導者・スタッフは 18 名（学内者 14 名，学外者 0 名）
であった．開催日：平成 26 年 11 月 1 日，11 月 15 日

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 26 年度のスキルスラボ利用状況をみると，利用日数・利用件数は横ばいであったが，利用者数は平成 25

年度より若干，増加した．授業関係による利用は若干増加しているが，研修医のトレーニングに関する利用は減
少した．大学病院看護部の BLS・ALS 研修会や理学療法士等の職種による研修の開催が増え，利用件数・利用者
数共に増加がみられた．

2）従来開催されていた救急医学会認定 BLS・ICLS 講習会に加え，AHA の BLS 講習会，日本内科学会認定内科救
急 ICLS 講習会（JMECC）が分散して開催されるように，年度初めに年間を通しての日程を調整したが，大幅な
修正なく開催でき，今後の定期開催に向けての手がかりとなった．
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3）卒前・卒後医学教育ならびに多職種の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．
　　授業内容・カリキュラムの変更にかかわる調整を遺漏のないよう対応する．

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，
定期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．使用年数が経過し更新が必要となる
機器の点検には特に注意を払う．

5）研修医・医師が必要としている研修内容を具体的に把握し，支援できるように働きかける．
6）看護師，理学療法士等の医療職者の研修内容が充実するよう支援し，開催に向けての種々の調整を図る．
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：教授（任期：H28.3.31）
　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 37 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
　　第 13 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
　　第 21 回，第 22 回教授総会（教員総会）
　　第 4 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
　・出欠データの処理
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　・市民公開講座の支援
　・教育資料作成の支援

4．評価と次年度目標
　上記の活動によって，教育情報部門の目的はほぼ達成できたものと自己評価している．医学教育センターの他部門
や大学事務部との連携も十分に行われたものと考える．
　次年度も既存のシステムを十分に活用し，本学の医学教育に貢献する．
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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：H27.3.31）
   　　（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：H27.3.31）
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 35 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 26 年 8 月 1 日～ 2 日　2 日間 （実施時間 15.25 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 22 名
タスクフォース 1 名（畑尾正彦）
内容　カリキュラム・プランニング，他

②　第 13 回 埼玉医科大学臨床研修指導医講習会 
開催日時　平成 26 年 11 月 29 日～ 30 日 　2 日間（実施時間 17.5 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 44 名
タスクフォース 4 名（畑尾正彦，伊野美幸，森　茂久，辻　美隆）

③　第 1 回入試の在り方ワークショップ（出席者 14 名　丸木記念館）
開催日時　平成 26 年 5 月 10 日
主催者　入試実施委員会，FD 部門，共催
開催場所　丸木記念館
参加者　14 名
内容　医学部入試の現状把握と問題点，特に面接について

（2）講演会
④　第 4 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 26 年 9 月 13 日
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　122 名
内容　第 1 部「医学教育の質保証ワーキンググループ」の各作業グループからの報告
　　　　　　　1，2 年担当　　　（村越 隆之 教養教育部門長）　
　　　　　　　3，4，5 年担当　（岡田 浩一 医学部長補佐）　
　　　　　　　IPE，医学概論，行動科学担当　（小山 政史 国際医療センター ブランチ長）
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　　　　　　　英語・医学英語担当　 （渡辺 修一 カリキュラム室長） 
　　　　　　　卒業時アウトカム　（間嶋 満 臨床実習推進室長）
　　　第 2 部「医学部分野別認証とアウトカム基盤型教育」
　　　（国立大学法人千葉大学大学院医学研究院・医学部医学教育研究室，特任教授 田邊 政裕 先生）
⑤　第 108 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 26 年 6 月 4 日 16:00 ～ 17:00
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　62 名
内容　講演 1 第 108 回医師国家試験 結果報告（持田　智 試験管理室長） 
　　　講演 2 第 108 回医師国家試験 今回の特徴（荒関かやの 試験管理室員）
　　　講演 3 卒業試験の問題作成に向けて（茅野秀一試験管理室副室長）

（3）研修会
⑥　彩の国連携力育成プロジェクト（4 大学連携教育事業）研修会

開催日時　平成 26 年 11 月 15 日 13:30 ～ 17:00
主催者　地域医学・医療センター，FD 部門，共催
開催場所　日高キャンパス創立 30 周年記念講堂
参加者　118 名

⑦　医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会 
開催日時　平成 26 年 6 月 11 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）
参加者　34 名
内容　講演 1 大学の理念，全体の教員組織について　（別所正美 学長）
　　　講演 2 医学部卒前教育について　（持田　智　卒前医学教育部門長）　　　
　　　講演 3 任期制と人事考課について　（土田哲也 副医学部長）　　　
　　　講演 4 大学院について　（土田哲也 大学院医学研究科修士課程運営委員長）
　　　講演 5 研究活動について　（松下　祥 医学研究センター長）

⑧　臨床推論 1 年新規テュータ講習会 
開催日時　平成 26 年 5 月 9 日，1 回 1 時間開催
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 2 名

⑨　臨床推論 3 年新規テュータ講習会 
開催日時　平成 26 年 9 月 18 日～，1 回 1 時間，計 8 回開催
開催場所　学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者　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 15 名

⑨　4 年生共用試験 OSCE 全体講習・ステーション別講習会 
開催日時　平成 27 年 2 月 19 日～，1 回 1 時間，計 7 回開催
開催場所　学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者　医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門，共催
参加者計 58 名

（4） FD 部門会議
第 1 回　平成 26 年 7 月 4 日（金），出席者：森，側島，辻，有田，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 と大学事務部医学部事務室の事務職員の SD として開催
されていた卒前医学教育部門ワークショップ（通称：黒山ワークショップ）は昨年度をもって中止となった．医学教
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育に関わる教員の FD と事務職員の SD としては今年度から新しく「入試の在り方」ワークショップが計画され，開
催された．第 1 回目の今年度は，医学部入学試験の在り方の検討，特に 2 次試験で行われる面接の現状把握と問題
点を抽出し，対応策を検討することを目的として，入試実施委員会の教員，2 次試験の面接に関わる教員の他，入学
試験に関わる事務職員が参加した．
　今年度の第 4 回医学部医学教育フォーラムは，「医学教育の質保証」ワーキンググループの各作業グループからの
報告，千葉大学の田邊先生による「医学部分野別認証とアウトカム基盤型教育」についての特別講演を開催した．
　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
レベルの準備は総合医療センター（川越）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 3 病院主催に移行したと言える．
　その他，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医学教育の質保証 WG が臨床実習の拡充を含めたカリキュラム改革の計
画が進み，卒業時 OSCE が共用試験化される動きもあることから，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．また学外での臨床実習推進化により学外実習施設が増加する予定もあり，学外実習の充実に
向けて学外実習施設担当者向けの 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見い出し，FD 部門員として養成を計ることを継続する．こ
れまでワークショップや研修会などにコーデイネータとして FD 活動に協力している教員を，正式な FD 部門員に採
用する予定である．また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．一方 FD 担当事務職員も FD 活動の重要な担い手であることから，業務を効率化するとともに能力養成を図り，
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．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：H26.4.1 ～）
部門員　村嶌隆義（MURASHIMA，Takayoshi）：大学事務部：次長　兼　学生課：課長
　　　　内田和利（UCHIDA，Kazutoshi）：大学事務部：次長　兼　教務課：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
　　　　松井幹代（MATSUI，Mikiyo）：国際医療センター総務課：課長（H26.6.30 まで）
　　　　武久秀夫（TAKEHISA，Hideo）：国際医療センター総務課：課長（H26.7.1 ～）
　　　　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
　　　　渡辺春香（WATANABE，Haruka）：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
　　　　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
　　　　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．さらに，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率的かつ効果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 10 回開催した（会場は全て川越ビル）．

「睡眠を考える」4 月 19 日
「在宅医療でできること」5 月 17 日
「筋肉萎縮（サルコペニア）と栄養」6 月 21 日
「高齢者の肺炎を考える」7 月 19 日
「自己免疫疾患と血液疾患の話」9 月 20 日
「めまい，眼の病気」10 月 11 日
「大学病院における緩和医療の現状」11 月 15 日
「認知賞の早期発見と治療」12 月 13 日
「痛み，しびれの正体と付き合い方」1 月 17 日
「消化器がんは予防できるか」3 月 14 日
※ 6 月 21 日の「筋肉萎縮（サルコペニア）栄養」おいて，女子栄養大学，香川靖雄副学長が「サルコペニア：

筋肉を鍛えて健康に」と題した講演を行った．
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　③医学教育センターニュースを定期的に発行した（第 49 号～ 54 号）．
　④医学教育センター FD 部門開催の，各種ワークショップに協力した

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 10 回開催し，参加者は 1576 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）：国際医療センター輸血・細胞移植部：教授（任期：H26.4.1 ～ H28.3.31）
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：H26.4.1 ～ H28.3.31）
副部門長：依田哲也（YODA, Tetsuya）：大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：H26.4.1 ～ H28.3.31）
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：H26.4.1 ～ H28.3.31）
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：H26.4.1 ～ H28.3.31）
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 9 回学内グラント成果発表会開催（平成 26 年 7 月 25 日 17 時 00 分～ 19 時 40 分）
　発表者 4 名，参加者 55 名（内大学院生 20 名）

（2）研究主任部門メール会議　（メール会議：平成 26 年 11 月 4 日～ 11 月 10 日）
　議案：研究者が知っておかないといけない事項について e- ラーニングを準備し受講していただく．内容は「実

験ノートの書き方」「研究倫理指針」「研究試料を他の施設に移動させる際の契約」など
（3）第 10 回学内グラント成果発表会開催（平成 27 年 2 月 27 日 17 時 00 分～ 19 時 40 分）
　発表者 5 名，参加者 39 名（内大学院生 14 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・大学院生にも司会役を担当して体験し
ていただく，ことなどを行った．
　研究室紹介活動を推進し，平成 26 年度末までに大学病院　10 教室，総合医療センター　7 教室，国際医療センター
3 教室，基礎医学　6 教室，ゲノム医学研究センター 6 研究室をホームページに掲載した．
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2．共同利用施設運営部門

1．構成員
部門長：坂本　安（SAKAMOTO　Yasushi）：中央研究施設・機能部門：教授：任期：H28 年 3 月 31 日
副部門長：佐藤　毅（SATOH　Takeshi）：歯科・口腔外科：准教授：任期：H28 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：H28 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：H28 年 3 月 31 日
部門員：小野　啓（ONO　Hiraku）：中央研究施設・RI 部門：講師：任期：H28 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：H28 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：H28 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 26
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．

【研究機器・設備の整備等】
　①平成 26 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業（タイプ 3）」に「動物実験基礎訓練並びに動物麻酔
システム」を申請，採択された．当該システムを用いて，初心者に対する実験動物のハンドリングに関する教育訓
練が開始された．また，実験動物間の感染を最小限にするために麻酔システムの運用が行われている．②平成 26
年度・埼玉医科大学 研究マインド支援グラントに実験動物各種感染検査システムを申請，採択された．当該シス
テムは，中央研究施設・実験動物部門に平成 27 年 2 月に設置され，モニター動物の感染検査等の効率を飛躍的に
向上させた．③学内予算にて自動 2 次元電気泳動装置（Auto 2D: シャープ社製）が中央研究施設・機能部門に整
備され，平成 27 年 3 月より利用が開始された．④平成 26 年 9 月より，新設される東館と本館を結ぶ基礎棟の連
絡通路の整備と工事に伴い，中央研究施設・形態部門の基礎棟 2 階，並びに本部棟地下 1 階の電子顕微鏡室を移
動するため基礎棟地下 2 階において大規模な工事が開始された．これに伴い，細胞培養室と細胞定量室も同階の
中で移動することとなった．また，機能部門の NMR を廃棄し同室もこの移動工事に供し 11 月下旬に工事がほぼ
完了した．さらに 12 月より中央研究施設・機能部門の機器室の一部が消失するためそれを補填するための改装工
事が開始された．現在は，一部の装置の使用を中止し，主要な装置を廊下に仮設し，運営を行っている．

【テクニカルセミナーの開催】
　以下の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 2014/06/24-26 終日 基礎棟地下 2 階旧
分子生物学教室培養室 JEOL&SCANCO 社，μ CT 利用説明会（機能部門主催），② 2014/12/18 13:00-17:00 /19 
10:00-15:00 基礎棟 1 階カンファレンスルーム GE Healthcare 社，デコンボリューション顕微鏡技術セミナー＆デ
モ（形態部門主催），③ 2015/01/15 16:00 JEOL 社，第 2 回μ CT 利用説明会（機能部門主催）．

【講習会等】
　（1）中央研究施設・RI 部門による放射線取扱・放射線被曝，法令に係わる学内外の講習会に講師として参加し
た．① 2014/07/07 14:50-16:20，物質材料研究機構における放射線業務従事者のための教育訓練講習会「放射線
の基礎から人体影響について講義」．② 2014/07/24 15:00- 大学病院建物（南館）病院長巡視「衛生工学衛生管
理者として巡視を行い職場環境の点検」③ 2014/06/26 15:00- 大学病院建物（西館，1 ビル等）病院長巡視「衛
生工学衛生管理者として職場環境の点検」．④ 2014/06/24 13:00-14:30 鶴見大学における放射線教育訓練講習会
の講師「法令，放射線の人体影響についての講義」⑤ 2014/05/22 13:15-16:25 産業技術総合研究所つくばセン
ターにおける放射線教育訓練講習会の講師「放射線の人体影響，放射性同位元素の安全取扱いについての講義⑥
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2014/04/21 9:30-16:25 産業技術総合研究所つくばセンター放射線教育訓練講習会の講師「放射線の人体影響，
放射性同位元素の安全取扱いについての講義⑦ 2014/04/14 13:00-16:10 東京医科歯科大学における放射線教育
訓練講習会の講師「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及び放射性同位元素の安全取扱いの基
礎と実際についての講義」⑧ 2014/04/11 13:00-16:10 上智大学における放射線教育訓練講習会の講師「放射線
の人体影響，法令，安全取扱いについての講義」⑨ 2014/04/17 15:00- 病院建物巡視「衛生工学衛生管理者とし
て職場環境の巡視」

【委員会等】
　（1）第 59 回中央研究施設運営委員会：平成 26 年 9 月 27 日（土）～ 10 月 17 日（金）メーリング会議により
以下を検討した．1） 各部門前年度会計報告書について，2） 今年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所（報告），
3） 新規設置・買換希望機器リストについて，4） 各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況 5） 人事に
関して，6） 研究機器購入助成金申請について．（2）毛呂山キャンパス動物実験小委員会に委員長，委員，オブザー
バーとして参加した．平成 26 年 4 月：第 23，24 回，5 月：25，26 回，6 月：27 ～ 31 回，7 月：32 ～ 36 回，
8 月：37 ～ 40 回，9 月：41，42 回，10 月：43 ～ 46 回，11 月：47 回，12 月：48 ～ 50 回，平成 27 年 1 月：
51 回，2 月：52，53 回，3 月：54 ～ 56 回動物実験小委員会．計 75 件の動物実験計画書に関して検討した．

【共同研究の啓蒙活動等】
　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 28 日～ 29 日，商
品化ベースの機種に関してさいたま医療ものづくりフォーラム 2014 ～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，

利便性に関して検討すると中央研究施設・形態部門ならびに機能部門との連携を重視させることが，今後の利用率を
向上させるための鍵と考えられる．次年度は，共同利用実験室，機能部門，形態部門の三位一体で連携を検討する予
定である．

実験動物施設における感染対策に関しては，関係各所のご理解により，めざましく対策が進んだと考えられる．今
後は，肝炎等に対する対策を最重点事項として対策を進める予定である．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・形態部門の工事と移動が完了し，機能部門の工事と機器の移設も 6
月には完成の予定である．したがって，従来よりも利便性の高い施設を構築できる見込みである．次年度は，施設の
管理面に関して見直し，共同利用に対する貢献度を拡充する．
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3．知財戦略研究推進部門

1．構成員
部門長　岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）：ゲノム医学研究センター：所長，教授（任期：H28.3.31）
部門長代理　飯野　顕（IINO, Akira）：医学研究センター：非常勤講師（任期：H28.3.31）
副部門長　安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）：医学研究センター：客員講師（任期：H28.3.31）
部門員　須田立雄（SUDA, Tatsuo）：ゲノム医学研究センター：客員教授
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　林　利藏（HAYASHI, Toshizo）：医学研究センター：非常勤講師
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）: ゲノム医学研究センター：課長（任期：H26.6.30）
部門員　松本正夫（MATSUMOTO, Masao）：ゲノム医学研究センター：課長
部門員　山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）: ゲノム医学研究センター（知財担当）: 参事
部門員　石川友美（ISHIKAWA, Tomomi）: 医学研究センター : 契約職員

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：シリコンバレー初バイオデザイン的思考：ニーズ発（課題解決型）医療機器開発
　講師：Stanford University, School of Medicine, Department of Medicine, Division of Cardiovascular Medicine  
　　　　池野　文昭 先生
　日時：平成 27 年 3 月 27 日（金）18 時 00 分から 19 時 00 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 26 年 10 月 28 日（火）  13:30 ～ 17:20
　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
　講師 : 

1．遺伝子解析の原理とビジネスの現状
　　／医学研究センター ゲノム医学研究センター　所長　岡崎 康司
2．医療分野における画像処理技術の応用
　　／保健医療学部 医用生体工学科　　教授　小林 直樹
3．医学部と産学連携を成功させるには　～埼玉医科大学における事例紹介～
　　／医学研究センター 知財戦略研究推進部門　　副部門長　安河内 正文

4．施設見学
Ａ．国際医療センター
Ｂ．保健医療学部 
■医工連携セミナー
　本学と埼玉りそな銀行が主催して「医工連携セミナー」を開催しました．
本学と埼玉りそな銀行とは地域経済，社会の発展並びに日本の医学・医療の発展に寄与すべく，2007 年に「産学
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連携協力に関する覚書」を締結しており，共同研究・開発，受託契約，医工連携等に関して相互協力を行ってお
ります．今回，医療機器分野へ関心を持たれている埼玉県内の企業様を対象に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実施し，参加者からは大変参考になったと好評で
した．

　開催日 : 平成 26 年 12 月 16 日（火）13 時 30 分～ 18 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．埼玉医科大学の取組み ～パラダイムシフトを迎えたＣ型肝炎の治療～
　／大学病院 消化器内科・肝臓内科　教授　持田 智
2．改正薬事法の概要（特に医療機器関係）
　／埼玉県 保健医療学部薬務課 医療機器審査・監督担当　主幹　藤田 和昭
3．埼玉医科大学の産学連携体制について
　／医学研究センター 知財戦略研究推進部門　客員講師　豊田 浩一
4．施設見学
　A．国際医療センター
　B．保健医療学部 
■彩の国ビジネスアリーナ 2015 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，今回は埼玉県産業振興公社

のご協力で例年の 2 倍の面積の展示スペースが確保でき下記の 4 演題をパネル展示で紹介しました．
　更に，医療系ものづくり産業埼玉プロジェクトの展示ブースでは，本学が主要メンバーとして係わっている 2

つのプロジェクトの展示とデモを行いました．
　①　医療検査機器開発　パネル 3 枚とデモ機
　②　光学を応用した血液検査機器開発　パネル 4 枚とデモ機
　開催日 : 平成 27 年 1 月 28，29 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．埼玉から iPS 細胞産業を通じて未来を切り開く　
　／ゲノム医学研究センター ＴＲ部門　 講師　加藤 英政
2．知っておこう－心筋梗塞をおこさないために
　／医学部 内分泌・糖尿病内科　准教授　井上 郁夫
3．非侵襲血糖測定技術
　／保健医療学部 医用生体工学科　教授　戸井田 昌宏　
4．埼玉医科大学の産学連携の紹介
　／医学研究センター 知財戦略研究推進部門

3-3．特許出願状況：21 件出願
14/324,803　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
14/410,437　関節置換術用ナビゲーション装置及び手術支援装置
14/358,517　関節リウマチ活動性指標を同定する方法及びそれに用いるバイオマーカー
14/377,288　軸対称偏光変換素子
14/381,021　計測装置及び計測方法
EP11875955.4　関節リウマチ活動性指標を同定する方法及びそれに用いるバイオマーカー
EP13746169.5　軸対称偏光変換素子
EP 13754442.5　計測装置及び計測方法
EP 13793805.6　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
CN201380027230.0　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
特願 2015-017882　[ 非公開 ]
特願 2014-167252　通電器，並びに傾斜状態検知装置及び傾斜状態検知方法
特願 2014-162011　男性不妊症の予防乃至治療薬，及び食品乃至飼料
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特願 2014-122067　膵臓内分泌細胞の生産方法
PCT/JP2014/061378　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
PCT/JP2014/063674　新規ペプチド及びその用途
TW103118204　新規ペプチド及びその用途
PCT/JP2014/64452　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
特願 2015-7759　手術標本回収鉗子，及び手術標本回収袋
特願 2014-137719　膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
特願 2014-200824　ベーチェット病の判定を補助する方法，及びベーチェット病の活動性の評価を補助する方法
特願 2014-196454　ペプチド結合リポソーム，細胞傷害性 T リンパ球活性化剤，及び抗腫瘍ワクチン
特願 2014-212372　識別標識体と，識別標識体を用いた拡張現実技術による医療支援システム
特願 2015-6924　ファイバーリングレーザー，光パルス，及び光断層画像化装置
特願 2014-185917　Ｃ型肝炎ウイルスのＮＳ 5 Ａ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ＮＳ 5 Ａタンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出用キット
特願 2014-257615　中枢神経原発悪性リンパ腫の発症リスクを判定する方法及び中枢神経原発悪性リンパ腫の治

療用組成物
特願 2014-261988　免疫応答を誘導するための薬剤
PCT/JP2014/082773　Ｃ型肝炎ウイルスのＮＳ 5 Ａ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ＮＳ 5 Ａ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/JP2015/051194　計測装置及び計測方法
特許権成立：11 件
ZL200980147596.5（中国）　SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
特許第 5567757 号（日本）　抗癌剤投与後の大腸癌患者の予後予測方法
US 8781076 号（米国）　PHASE CONTROLLER
US 8809289 号（ 米 国 ）　DOUBLE-STRANDED NUCLEIC ACID MOLECULE,CANCER CELL PROLIFERATION 

INHIBITOR AND PHARMACEUTICAL AGENT SUITABLE FOR PREVENTION TREATMENT OF CANCER
US 8828929（米国）　CYTOTOXIC T CELL EPITOPE PEPTIDE FOR SARS CORONAVIRUS,AND USE THEREOF
特許第 5676777 号（日本）　関節リウマチ活動性指標を同定する方法及びそれに用いるバイオマーカー
特許第 5674128 号（日本）　鳥インフルエンザワクチン
2253712（ 欧 州 ）　　　　　METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE 

RESPIRATORY INFECTION
特許第 5683261 号（日本）　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 5686370 号（日本）　SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
US　8993254（米国）　METHODS FOR EVALUATING RISK OF MOTHERS MILK OR FOOD INDUCING AN ONSET 

OF ATOPIC DERMATITIS, AND MOTHERS MILK OR FOOD WITH REDUCED RISK OF INDUCING AN ONSET OF 
ATOPIC DERMATITIS

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．

・ノウハウ提供に係る契約 2 件 216 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 3 件 1,202 万円
本年度は，総計 1,418 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 1,418 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：H28.3.31）
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（任期：H28.3.31）
部門員　　大竹　明（OOTAKE, Akira）：大学病院小児科：教授
　　　　　森　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 26 年度は学内グラントに 45 件の応募があった．分野別の複数の選考委員による予備審査の後，グラント選
考委員会が開催され，丸木記念 1 件（応募 6 件），一般 25 件（応募 34 件），新規に開始された関口記念枠 2 件（応
募 5 件），計 28 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 26 年度は 14 件の報告を受けた．
　本年度は国内で世間の耳目を驚かせた種々の事案事件を受け，研究倫理に関する社会的な期待や監視意識がかつて
ないほどに高まった．本部門でも研究不正（特定不正行為）予防の目的から，論文盗用監視ツール（民間業者提供サー
ビス）や倫理教育（CITI Japan など）導入の可能性を探った．また，全学的な会議（「研究活動並びに公的研究費等
の適正化推進委員会」）に参加，その中核的活動は RA （リサーチアドミニストレーションセンター）へ引き継がれる
こととなった．
3）科学研究費獲得状況の把握
　H26 年度の科研費採択結果は，申請 214 件（申請率 17.9％）に対し，新規採択 50 件（採択率 23.4％），採択総
額 233,636 千円であった．申請数・申請率，採択率いずれもほぼ安定した状態であり，採択額は 2 億 3 千万円台を
維持している．

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，学内グラント一般枠受賞者 5 名が翌年の文部科学省科学研究費補助金
の採択獲得に至ったという形で効果が数字上も確認された．また本年度は大学病院通院患者様のご遺志を受けた関口
記念特別賞も設立された意義深い年となった．さらにこれらの実施，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
　不正防止計画推進部署の連携が数回の会議を経て結実し，コンプライアンス推進責任者の整備，などとともにRA（リ
サーチアドミニストレーション）センターが発足する運びとなった．次年度にはこの部署との有機的連携を深め，益々
厳しくなると思われる研究倫理維持活動を実施して行きたい．
3）科学研究費獲得の支援
　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：H28.3.31）
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：H28.3.31）
部門員 池田正明（IKEDA, Masaaki）：生理学：教授（任期：H28.3.31）
部門員　森　隆（MORI, Takashi）：総合医療センター研究部：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　井上郁夫（INOUE, Ikuo）: 内分泌内科・糖尿病内科 : 准教授（任期：H28.3.31）
部門員　江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）: 先端医療開発センター : 准教授（任期：H28.3.31）
部門員　長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）：国際医療センター：講師（任期：H28.3.31）
部門員　荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）: 分子生物学 : 講師（任期：H28.3.31）
部門員　池田和博（IKEDA, Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H28.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）: ゲノム医学研究センター : 助教（任期：H28.3.31）
部門員　脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）: 保健医療学部 健康医療科学科 : 講師（任期：H28.3.31）

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：H28.3.31）
部門員　西川　亮（NISHIGUCHI, Akira）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
部門員　仁科正美（NISHINA, Masami）：中央研究施設　実験動物部門：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：ゲノム医学研究センター : 助教（任期：H28.3.31）

薬物分野
副部門長　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学：教授（任期：H28.3.31）
部門員　西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H28.3.31）
部門員　岸野　亨（KISHINO, Akira）：総合医療センター薬剤部：部長（任期：H28.3.31）
部門員　藤田健一（FUJITA, Ken-ichi）：国際医療センター腫瘍内科：講師（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）

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：H28.3.31）
部門員　飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H28.3.31）
部門員　西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学実 RI 実験施設：講師（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
部門員　西川　亮（NISHIKAWA, Akira）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H28.3.31）
部門員　間瀬年康（MASE, Toshiyasu）：保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H28.3.31）

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：H28.3.31）
部門員　森　隆（MORI, Takashi） : 総合医療センター研究部：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　野寺　誠（NODERA, Makoto）：保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　安達淳一（ADACHI, Junichi）：国際医療センター脳神経外科：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H28.3.31）

感染分野
副部門長　赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物：教授（任期：H28.3.31）
部門員　河村　亨（KAWAMURA, Ryo）：臨床検査医学・中央検査部：技師（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
部門員　森　隆（MORI, Takashi）: 総合医療センター研究部：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　宮里明子（MIYASATO, Akiko）：国際医療センター：感染症科・感染制御科：講師（任期：H28.3.31）
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部門員　佐藤正夫 （SATO, Masao）：保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H28.3.31）

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．

部門全体
平成 26 年 7 月 8 日に部門会議を開き，安全管理部門ホームページの改定について検討した．その結果 8 月中に

全ての管理対象について説明掲載を終了した．
DNA 分野

平成 26 年 4 月から平成 27 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 41 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 34 件（内，大臣確
認申請 1 件）である．また，内容変更承認願は 4 件，譲渡関係書類提出数は 5 件，実験施設設置申請は 1 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，三谷部門長が行い，受
講者には受講証明を発行した．平成 27 年度に感染分野と連携して，埼玉医大内の使用中または使用予定のすべての
P2,P2A 実験施設について，研究主任より「組換え DNA 実験施設設置等承認申請書」を提出いただくこと，また委
員による査察を開始することとした．
動物分野

学内にて実施される全ての動物実験は，各キャンパスに設置されている動物実験小委員会そして埼玉医科大学の
動物実験委員会により動物実験計画書の審査・承認が行われている．平成 26 年度各キャンパスから提出された動物
実験計画書 220 件，実験室設置承認申請書 32 件，飼養保管施設設置承認申請書 0 件，動物実験中間報告書 175 件，
動物実験結果報告書・動物実験（終了・中止）報告書 44 件，施設等（実験室・飼養保管施設）廃止届 3 件，追加変
更届 70 件について審議の結果承認した．さらに，随時メール会議を開催し，円滑に動物実験計画書，実験室設置承
認申請書，飼養保管施設設置承認申請書の審議を行い承認した．遺伝子組換え生物等を使用した動物実験は，組換え
DNA 実験安全委員会により第二種使用等拡散防止措置承認申請書の審査・承認が行われた．また，本学の動物実験
に関する情報（動物実験計画書・実験動物の飼養保管状況・飼養保管施設・教育訓等）を，外部閲覧可能なホームペー
ジに公開した．
薬物分野

平成 23 年より麻薬申請の申請窓口が薬理学教室になった．研究センター・安全管理部門・薬物分野のホームペー
ジを適宜改編し，麻薬の破棄などの手順についての資料を充実させた（第 100 回医学研究センター運営会議議事録）．
本年度は計 6 件の麻薬関連稟議書の申請を処理した．事務作業の研究者兼担は効率や正確性の担保が難しく，引き
続き研究センターの事務部門の拡充を希望した．文科省より依頼のあった「平成 26 年度農薬危害防止運動の実施」
についてホームページに掲載して注意喚起を行った（第 96 回 医学研究センター運営会議議事録）．昨年度よりの継
続課題として，大学全体の薬物の統合的管理の可能について検討した．安全管理のためにセキュリティ強化（基礎医
学棟の地下通路の出入口の認証施錠，及び防犯カメラの設置など）について，外来棟と本館の間の通路として基礎棟
を外部者が通過することを勘案して検討や要望を行った．来年度の新たな課題として，労働安全衛生法改正により，
平成 28 年度から必要となる一定のリスクのある化学物質についてのリスクアセスメントに関して，赤塚部門長を中
心に検討していくことになった．
RI 分野

放射性同位元素の安全取扱いに関する新規教育訓練（放射線の人体に与える影響 , 放射性同位元素安全取扱い , 放
射線障害防止関連法規 , 放射線障害予防規程）を 5 月，10 月，1 月に開催した．基礎医学棟地下 2 階会議室と第三
研究棟 RI 研究施設において午前 10 時より午後 16 時 30 分まで行い，参加者は，それぞれ 5 名，3 名，1 名であった．
既登録者のための再教育訓練は 3 月に開催した．装置のメンテナンスを行い，放射性動物の乾燥処理，放射性有機
廃液の焼却処理を適切に進めた．
廃液等環境分野

各診療科・薬剤部・研究室で発生する実験廃液 , 廃試薬については，キャンパス毎に専門業者による委託処分が行
われており，排水については施設部，市町村の下水道課，専門業者などが定期的な水質検査を行い，法令に遵守した
排水基準を保っている．ゲノム医学研究センターにおいては ,「組換え DNA 実験指針及び実験系廃棄物処理の手引」
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を学内ホームページに掲載し , それに従って各研究者が廃液等の処理を行っている．また廃棄物委員会の下部組織と
して廃棄物小委員会を設置し，手引きには記載されない新たな薬品について，個別に迅速に対応できる態勢がとられ
ている．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，
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 27 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．

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．安全管理部門ホーム
ページを改定し，新たに赴任された研究主任や研究者が研究を開始するにあたり必要な情報を載せることができた．
今後各種申請書提出等を徹底する活動を更に進める必要がある．
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6．フェローシップ部門

1．構成員
部門長　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学：教授（任期：H28.3.31）
副部門長　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：H28.3.31）
部門員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H28.3.31）
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）
部門員　石原　理（ISHIHARA, Osamu）：産婦人科学教室：教授（任期：H28.3.31）
部門員　髙田　綾（TAKADA, Aya）：法医学：教授（任期：H28.3.31）
部門員　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：保健医療学部・健康医療科学科：教授（任期：H28.3.31）

2．目的
常勤教員以外の研究者（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 26 年 4 月 1 日（火）～平成 26 年 4 月 3 日（木）：メール会議）
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
　議事：危険な学術誌「捕食性学術出版社」）についての情報提供（議事録有，運営会議報告）
②第 2 回　平成 26 年 4 月 9 日（水）～平成 26 年 4 月 16 日（水）：メール会議
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　オブザーバー（別所，齋藤（旧部門員））
　議事：「私費外国人留学生等奨学生」の選考時期の変更（議事録有，運営会議報告）
③第 3 回　平成 26 年 9 月 19 日（金）～平成 26 年 9 月 26 日（金）：メール会議
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　オブザーバー（松下研究センター長，別所，齋藤（旧部門員），庶務課）
　議事：「私費外国人留学生等奨学生」の選考時期案の作成（議事録有，運営会議報告）
④第 4 回　平成 26 年 11 月 18 日（火）～平成 26 年 11 月 25 日（月）：メール会議
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　オブザーバー（石原（所属基本学科より申請），松下研究センター長，庶務課，別
　　　　　　所，齋藤（旧部門員））
　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）
⑤第 5 回　平成 26 年 12 月 15 日～平成 27 年 1 月 8 日　メール会議
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　オブザーバー（別所，齋藤（旧部門員））
　　　　　平成 27 年 1 月 7 日（水）7pm ～ 9pm　部門会議
　　　　　　出席 7 人 欠席 1 人（木村）　オブザーバー（齋藤（旧部門員））
　議事：安全保障貿易管理と平成 27 年度の方針について（議事録有，運営会議報告）
B．非常勤研究員の身分制度
　専攻生，日本学生支援機構奨学金返還の免除（猶予）職など公的基準を必要とする特任研究員，協力研究員，特別
協力研究員については平成 25 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
C．今後の制度について
　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
　H27 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 26 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．また，ビザ取得など渡航手続きに必要な日数はだいたい 3 ヶ月と想定され 1 月募集では 4 月の来日は困難と
考えられた．これを勘案して，平成 27 年度「私費外国人留学生等奨学生」の募集は，11 月下旬に募集／選考を行い，
12 月の教員代表者会議に報告することとした．
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E．平成 26 年度からの部門員について
　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．

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しつつ，留学生の支援を継続できた．平成 27 年度

も同様の方針を継続する．
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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：H28.3.31）
　部門員　　鈴木　勝　（SUZUKI, Masaru）：医学研究センター：教授
　　　　　　井田　唯　（IDA, Yui）：生化学：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（4 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）
・国際医療センターへの研究業績の提出（JCI）（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　田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授（任期：H28.3.31 まで）
副センター長　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：講師（任期：H28.3.31 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）
笹島　茂（SASAJIMA, Shigeru）：教養教育：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）
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授（兼担）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：病理学：准教授（兼担）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：国際医療センター心臓内科：准教授（兼担）
辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：医学教育センター：准教授（兼担）
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：講師（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 名の本学学生の派遣，および海外の提携大学より 17 名の留学生の受入れを行った．6 月 30 日の留学生壮行歓
迎会の開催，7 月 5 日から 7 日の直前準備合宿「河口湖セミナー」の実施，9 月 17 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 6 回実施した．
「埼玉医科大学学生相互交換留学 20 周年記念誌」を刊行した．
3-2．「春季語学研修制度 English for Health Science Purposes」

平成 27 年 3 月 8 日から 23 日に実施した．
アメリカ・ロサンゼルス：
医学部 8 名，保健医療学部 15 名（視察　保健医療学部理学療法学科　乙戸崇寛准教授）
オーストラリア・ゴールドコースト：実施せず

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

る海外からの留学者の受入（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した．
3-4．「English Caf?」

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．全 20 回開催し，延べ参加者数は 263 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．第 5 号，6 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 髙木　茉里奈 高橋　崇志
Charite University Medicine Berlin 林　瑞季 塩満　恵子

伊東　由圭 遠藤　昌亨
University of Liverpool 野口　友里 秋山　ゆき乃
University of Manitoba 熊川　友子 光畑　みずほ
University of Bochum 長山　未来 野々宮　瑞紀
Albert Einstein College of Medicine 松本　恵 米山　果織
Johns Hopkins University 宮川　明大 小山　紗椰佳
Chang Gung University 諸岡　雅城 櫻井　悠人
Semmelweis University 山本　和奈 植松　洋
University of Pecs 山下　舞子 村上　莉沙

Linkoping University Christofer Papinski Adam Silber
Charite University Medicine Berlin Vera Schwarzer Hannah Berlak
University of Liverpool Ali Yazdi Aniruddh Chhabra
University of Manitoba Brittany Perija Eric Tsang
University of Bochum Christian Glatting
Albert Einstein College of Medicine Key Nguyen Alena Janda
Chang Gung University Chia-Chun“Hitomi”Chen Chih-Yu“Jane”Hsu
Semmelweis University Eszter Trojnar Dalma Kellermayer
University of Pecs Dalma Tenyi Zsofia Karadi

教員短期留学制度　留学者一覧
黒崎　亮 国際医療センター

婦人科腫瘍科
助教 ベルリン医科大学病院

（ドイツ，ベルリン）
外山　堅太郎 総合医療センター

心臓内科
助教 Cedars-Sinai Medical Center

（アメリカ，ロサンゼルス）
横山　富士男 神経精神科・心療内科 准教授 センメルワイス大学

（ハンガリー共和国，ブダペスト）
高野　和敬 解剖学 講師 サピエンザ・ローマ大学

（イタリア，ローマ）
伏原　豪司 国際医療センター

脳卒中外科
助教 カリフォルニア大学サンフランシスコ校

（アメリカ，サンフランシスコ）

Jozef Vancsodi ペーチ大学
（ハンガリー共和国）

国際医療センター救急医学科

Levente Herman センメルワイス大学
（ハンガリー共和国）

神経精神科

その他
Sascha Becker ボッフム大学

（ドイツ）
消化器・一般外科
国際医療センター救急医学科

Karin Stutzel エッセン大学
（ドイツ）

消化器・一般外科
国際医療センター救急医学科

Daniel Holz チュービンゲン大学
（ドイツ）

消化器・一般外科

4．評価と次年度目標
20 年目となった「学生相互交換留学制度」，9 年目となった「春季語学研修制度」，また 6 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，運営責任者（任期：H26.7.31）
部門長　別所正美（BESSHO, Masami）：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　孝（MIYAZAKI, Takashi）：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）
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）

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，センターの活動を円滑にかつ統合的に推進することを目的

としている．

3．活動報告
①センター全体の運営方針の検討

医学部卒前教育を中心として，地域のニーズに応じた教育研修，研究を行っていくために「連携」と「質の向上」
を目指して取り組んだ．
②カリキュラムの企画・運営

地域医学・医療センター教育主任が中心となり，医学教育センターの協力を得ながら，学生の成長を期待した満足
度の高い教育を推進した．
③地域（行政）との連携

毛呂山町，埼玉県（保健医療部，福祉部）を中心として，担当者と連携を密にしてプロジェクトを進めた．
④地域医療機関との連携

医学部 4 年生実習について，地域医療機関（診療所）と連携をとり実習施設を開拓した．今年度は坂戸鶴ヶ島医
師会の協力を得て，実習施設を 10 施設増やすことができた．
⑤学内関連部署との連携

疫学統計コンサルティングシステムを円滑に運営した．
⑥彩の国連携力育成プロジェクトの運営

センターメンバーがプロジェクトの中心となり，大学間連携の取り組みを推進し，外部評価でも良い評価を得るこ
とができた．
⑤大学機能評価，地域医療教育に関する調査，文部科学省補助金や定員増の申請への対応

文部科学省，地域医療教育協議会等からの地域医療教育に関する調査や定員増に関する申請，補助金申請について
対応した．

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．連携すべき対象が多岐にわたり，限られたマンパワーの中で，メン

バー一人一人が多様な役割を果たしながら，学内外の様々な関係者と取り組んだ．特に学外との連携は，地域医学・
医療センター開設後時間をかけて築いてきた信頼関係に基づくものであり，今後も医療以外の地域連携を進めていく
必要がある．



地域医学・医療センター

914

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，運営責任者（任期：H26.7.31）
部門長　別所正美（BESSHO, Masami）：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　孝（MIYAZAKI, Takashi）：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）
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）

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･地域医療における卒前・卒後の
地域医療に関する教育研修について研究、計画することを目的としている．

3．活動報告
①医学部社会医学教育

4 年生社会と医学コース地域社会と健康ユニットの企画，運営，ヒトの病気 2 コース救急痲酔ユニットの講義，6
年生社会医学領域の講義と試験問題の作成管理を実施．
②医学部での地域医療，専門職連携教育

1 ～ 3 年生臨床入門，医学概論での地域の視点，専門職連携の視点，行動科学の視点を取り入れた講義，演習，実
習の企画運営．WebClass を用いた能動的学修の企画運営．4 年生臨床推論実践的ケーススタディにおいてプライマ
リケアの視点を取り入れた臨床推論の実施．選択必修地域医学入門 1，2 の運営．
③保健医療学部、短期大学の社会医学教育

公衆衛生学，遺伝検査学，疫学など国家試験に向けての重要科目の講義 , 実習を担当．
④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しを支える連携力の高い専門職育成プロ

ジェクトを推進し，IPW 実習，IPW 演習に医学部学生が参加．
⑤卒後臨床研修（初期）

地域医療研修の企画を担当し，質の高い魅力ある地域研修を提供．

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．本部門に所属する教員は企画運営，学生の個別指導までかなり負荷
がかかっているが，学生との信頼関係も築かれ，教育の満足度の点では，妥当な評価が得られている．モデルコアカ
リキュラムの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，運営責任者（任期：H26.7.31）
部門長　別所正美（BESSHO, Masami）：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　孝（MIYAZAKI, Takashi）：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）
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）

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，地域の行政と連携し，地域保健，健康管理等，予防医学に

関わる活動を展開することを目的としている．

3．活動報告
①毛呂山町の健康づくり

平成 20 年度からスタートした特定健診・保健指導に関わる保健センターとの取り組みに加え，介護予防ロコモ対
策を対象とした健康づくりプロジェクトを保健医療学部看護学科，理学療法学科教員と連携して実施した．老人クラ
ブ連合寿会，中央公民館において，講座を 3 回開催し，満足度の高いプログラムを提供した．
②感染症流行情報収集システム

平成 25 年度文部科学省私立大学活性化事業タイプ 2 で整備した感染症 GIS システムを運用し，毛呂山町，坂戸市
に加え，鶴ヶ島市の小中学校からの登録が開始され，週報の発行を継続した．
③埼玉県がん検診統一集計

埼玉県がん検診統一集計に協力し，市町村への結果の還元，研修会講師を担当した．

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．大学機能評価で高い評価を受けた毛呂山町，坂戸市における，

WEB システムを用いた感染症流行情報収集システムをさらに改善し，地域も広げ，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，さらに地域の課題を解決するために検討を行い，地域保健の推
進に寄与するための調整を強化する．
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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，運営責任者（任期：H26.7.31）
部門長　別所正美（BESSHO, Masami）：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　孝（MIYAZAKI, Takashi）：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）
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）

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，地域医療体制の課題について研究し，連携体制の基盤を構

築することを目的としている．

3．活動報告
①毛呂山町の特定健診受診率向上のための取り組み

平成 25 年度までの評価では，県内第 2 位の受診率を誇り，安定した取り組みとなった．継続してその後の医療費
の分析等について，助言を継続した．
②埼玉県内初等中等教育学校への性教育

小中学校のニーズに基づき，性教育講演会を行ってきた．川越市では，保健所との意見交換等を行った．
③学生の能動学修を通した児童生徒のキャリア教育支援

医学部 1 年生が実習を通して保健指導や児童生徒との触れ合いを通して，医学生と児童生徒が共に学び合う環境
を作ることができた．

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．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．

地域のニーズを聞き出すことがなかなか難しい中で，大学の持つ力を地域支援に生かすには，引き続きコミュニケー
ションをとっていくなど信頼関係の構築を目指していく．
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アドミッションセンター

1．アドミッションセンター

1．構成員等
　別所正美（BESSYO，Masami）センター長，学長，医学部長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　加藤木利行（KATOUGI，Toshiyuki）副センター長，保健医療学部長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　土田哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）副センター長 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　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 （任期 :平成 27年 3月 31日）
　（土田　哲也）（TSUCHIDA，Tetsuya）入試問題統括部門長 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　丸木清之（MARUKI，Kiyoyuki）広報部門長，理事長 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　田島賢司（TAJIMA，Kenji）事務部門長，事務局長，常務理事 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　（別所正美）（BESSYO，Masami）医学部ブランチ長 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　（加藤木　利行）（KATOUGI，Toshiyuki）保健医療学部ブランチ長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　小室秀樹（KOMURO，Hideki）医学部入試事務室長，大学事務部長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　山川修一郎（YAMAKA，Shu-ichirou）保健医療学部入試事務室長，保健医療学部事務室長
 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）

【その他必要と認めた者（若干名）】
　上原政治（UEHARA，Seiji）アドミッションオフィス （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　吉田喜太郎（YOSHIDA，Kitarou）医学部教養教育教授 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　所ミヨコ（TOKORO，Miyoko）短期大学副学長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　梶田幸子（KAJITA，Yukiko）総合医療センター看護専門学校副校長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　館　瓊子（TATE，Kuniko）毛呂病院看護専門学校副校長 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）
　市岡正適（ICHIOKA，Masayuki）保健医療学部健康医療科学学科教授 （任期：平成 27 年 3 月 31 日）

【科目責任者（医学部）】
　渡辺修一（WATANABE，Shu-ichi）小論文 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　笹島　茂（SASAJIMA，Shigeru）英語 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　山崎芳仁（YAMAZAKI，Yoshihito）生物 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　勝浦一雄（KATSUURA，Kazuo）数学 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　（吉田喜太郎）（YOSHIDA，Kitarou）化学 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　向田寿光（MUKAIDA，Toshimitsu）物理 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）

【科目責任者（保健医療学部）】
　下岡聡行（SHIMOOKA，Toshiyuki） （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　戸井田昌宏（TOIDA，Masahiro） （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　和合　治久（WAGOO，Haruhisa） （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）

【オブザーバー】
　三澤善道（MISAWA，Yoshimichi）特任講師・生物 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　長戸康孝（NAGATO，Yasuyuki）特任講師・小論文 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　池田　豊（IKEDA，Yutaka）特任講師・化学 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　齋藤直樹（SAITOU，Naoki）特任講師・英語 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　丸山光夫（MARUYAMA，Mitsuo）特任講師・数学 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）
　杉山　崇（SUGIYAMA，Takashi）特任講師・物理 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）

【事務局】
　村嶌隆義（MURASHIMA，Takayoshi）入試担当課長，医学部学生課長 （任期 : 平成 27 年 3 月 31 日）

2．目的
本学法人の運営する医学部，保健医療学部，短期大学，附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である毛呂

病院看護専門学校が，教育目標を達成しうる学生を受け入れるための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，円滑な入試の実施について，調査研究及び入試に関する業務を統括・支援を行うこと
を目的とする．
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3．活動状況
（1）アドミッションセンター運営委員会の開催

平成 26 年 5 月 7 日（水），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，学長指名の各学校・
ブランチ責任者，試験問題科目責任者ならびにオブザーバーとして 6 名の特任講師が参加した．

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．各学校・ブランチ等の入試責任者から，各学校の入試科目や入試日程などの説明があった．また，出願者数お
よび受験者数の推移と今後の見通しについて報告があり意見交換が行われた．

ウ．入試科目ごとに，各学校・ブランチ等の入試責任者とアドミッション特任講師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．

（2）入試関連会議などへの出席
文部科学省，大学入試センター，その他の公的教育機関等からの指導や要請に配慮するため，当該機関が主催する

会議などに関係教員が積極的に参加し情報収集に努めた．会議の主たるものは，大学入学者選抜・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（大学入試センター），大学入学者選抜大学入試センター試験
入試担当者連絡協議会（大学入試センター）などである．また，大学入試センター試験の共同実施に伴い，女子栄養
大学と数回にわたり打ち合わせ会議を開催した．

各部門（入試問題統括部門，調査・研究・解析部門，広報部門，事務部門）は，相互に連携をとり，各ブランチの
入試委員会等からの指示や要請を受けながら，アドミッションセンターの目的達成のため円滑的な業務遂行に努めた．

4．自己点検・評価
　特任講師は，各学校・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多くの入試業務を
遂行し，目的の一つを達成できたと判断している．また，他大学の状況等の外部情報の収集と分析を行い，本学の入
学試験関連の業務に反映できたことは評価できる．文部科学省からの要請等についても，充分に対応できたと考えて
いる．
　現実的なアドミッションセンターの業務は，各学校・ブランチ等への支援が中心となっているが，年間を通して継
続的に担当していく業務も多くあることから，アドミッションセンターを実質的な部署として大きくしていく必要が
あると考えている．このことから，将来的な課題として，先ずは各学校・ブランチ単位で行っている広報部門業務を，
アドミッションセンターとして一元管理ができないかを，人材の問題も含めて検討していきたい．
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1．卒前教育部門

1．構成員
部門長　加瀬康弘（KASE Yasuhiro）：大学病院耳鼻咽喉科：教授（大学組織における任期：H26.5.23）
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　（平成 26年 5月 24 日より大学組織から大学病院組織へ移管）
1）アレルギーに関する医学部 3，4，6 年生の学生講義を担当した．
2）5 年生にてアレルギー疾患症例の BSL を行い，また 5，6 年生には可及的に CC にてアレルギー関連症例を担

当させた．
3）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．
4）CC におけるアレルギーセンター実習参加の勧誘を行った．
5）以上につき，平成 26 年度開催のアレルギーセンター運営会議において報告を行した．

4．評価と次年度目標
本学におけるアレルギー関連の講義のほとんどをアレルギーセンターの構成員が担当し，卒前教育の最低限の目標

は達成した．埼玉医大全体の卒前教育に一層強く関わっていくことと，ユニットごとに分散している医学部学生の講
義の系統化について審理を継続する．
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2．卒後教育部門

1．構成員
部門長　徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授
部門員　加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）：埼玉医科大学病院耳鼻科：教授
　　　　中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科 : 教授

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条 (2) に基づき，「包括的で，かつ高度な診療能力をもった

アレルギー専門医の育成」のために設立された．

3．活動報告
年に数回行う学内講演会（埼玉医科大学「アレルギー・フォーラム」），及び 2 週毎に行う院内勉強会の開催が主

な活動である
①アレルギーフォーラム

第 37 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 26 年 6 月 26 日）
国立成育医療研究センター　村島温子　先生

「妊婦・授乳中の薬物治療の考え方―抗アレルギー薬を中心に－」
第 38 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 26 年 9 月 18 日）
藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　近藤康人　教授

「最近増えてきた果物ｱﾚﾙｷﾞｰ～口腔アレルギーを中心に～」
第 39 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 26 年 11 月 13 日）
日本大学医学部　皮膚科　照井　正　教授

「蕁麻疹の治療を考える―マスト細胞をいかにコントロールするか―」
第 40 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 27 年 3 月 26 日）
東北文化学園大学　松谷幸子　先生

「好酸球性中耳炎はアレルギー性疾患か？」
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．

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 回開催し，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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大学組織における任期：H256.5.23）
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
　　　　上條　篤（KAMIJO, 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
　　　　小林威仁（KOBAYASHI, Takihito）：埼玉医科大学病院総合診療内科：講師
　　　　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
　　　　小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Ken-ichiro）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
　　　　内田義孝（UCHIDA, YOshitaka）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
　　　　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, Satoshi）：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, Kenji）：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
　　　　中野裕史（NAKANO, Hiroshi）：埼玉医科大学病院小児科：非常勤講師
　　　　仲田拡人（NAKADA, Hiroto）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：非常勤講師

2．目的
本部門は，「アレルギーセンター」における臨床部門であり，各科におけるアレルギー診療を横断的に行えるように，

平成 21 年度に埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 8 条に基づき設立された．臨床部門は，呼吸器内科，耳鼻科，
眼科，小児科，皮膚科で扱う様々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　（平成 26年 5月 24 日より大学組織から大学病院組織へ移管）
①アレルギーセンターにおける特別な治療や検査，指導

総免疫療法 1161 件
アレルゲン皮下免疫療法導入 13 名（スギ 6 名，HD6 名，ダニ（急速免疫療法）1 名）
舌下免疫療法 16 件
プリックテスト 79 件
アドレナリン自己注射システム（エピペン）導入・処方 163 件
キシロカイン負荷試験 7 件
環境アレルゲンに対する生活指導 48 件

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．また喘息管理に必要な特殊検査や吸入指導，ピークフ
ロー管理指導を継続している．
内科初診 310 件
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内科再診 7733 件
吸入指導 724 件
ピークフロー管理指導 60 件
呼気 NO 測定 2438 件

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．
小児科診療 2158 件
外来食物負荷テスト 10 件
食物負荷試験指導 124 件

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行った．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．
皮膚科合同診療 47 件

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 7 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　祥（MATSUSHITA, Sho）：埼玉医科大学医学部免疫学：教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大学組織における任期：H26.5.23）
部門員　徳山　研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：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
る．アレルギーセンターの発足にともない，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
進につとめている．基礎研究面でとくに免疫学がこのセンターの重要な要素となっており，アレルギーセンターに参
画する臨床系あるいは保健医療分野などからの基礎研究希望者に充分な技術指導能力が確保されている．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る．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を検討
している．月 1 回，関連研究者にプログレス・レポート等の科学的討議の場を定期的に設定している．

3．活動報告　（平成 26年 5月 24 日より大学組織より大学病院組織へ移菅）
第 48 回運営会議（平成 26 年 4 月 4 日）

呼吸器内科中込講師の論文 “Effects of rhinovirus species on viral replication and cytokine production.” が The 
Journal of Allergy Clinical Immunology にアクセプトされ in press の段階である．また総合診療内科小林威人助
教の論文「気管支喘息と片頭痛の関連性について」が日本頭痛学会誌に掲載した．

第 49 回運営会議（平成 26 年 6 月 13 日）
杣先生の論文「Theophylline attenuates the adhesiveness of endothelial cells augmented with interferon- γ in 
the presence of TNF- α for blood eosinophils」が Allergol Int. にアクセプトされたことの報告があった．また 5
月に京都で行われた，日本アレルギー学会で，当センターから，招待講演一般演題 2 の発表がなされたことの
報告があった．

第 50 回運営会議（平成 26 年 7 月 11 日）
新規の論文業績は報告されなかった．

第 51 回運営会議（平成 26 年 9 月 12 日）
耳鼻科井上先生の症例報告が「アレルギー」に掲載されたことが報告された．免疫学より英文の原著及び総説の
掲載報告があった．

第 52 回運営会議（平成 26 年 11 月 7 日）
皮膚科中村先生が総説を執筆したことが報告された．小児アレルギー学会が 11/8 から開催され，センター長の
教育講演，小児科からの発表予定の報告があった．
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第 53 回運営会議（平成 27 年 1 月 9 日）
小児科古賀先生の英語原著が Allegology International に in press されていることの報告があった．SLIT のコン
プライアンス研究は 23 例エントリーされていることが耳鼻科より報告した．2014 年度アレルギーセンターの
業績を HP 掲載に掲載するために，各科での業績の取りまとめが徳山教授より要望した．

第 54 回運営会議（平成 27 年 3 月 13 日）
免疫学呼吸器内科共同研究が開始予定であることの報告があった．

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
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，

■ 2015 年 03 月 04 日　業績欄に 2014 年度分を追加した．
■ 2014 年 11 月 28 日　第 39 回アレルギーフォーラムが開催した．
■ 2014 年 11 月 25 日　センター長がプロボクシング世界 2 階級制覇の前王者・八重樫東さんと対談した．
■ 2014 年 10 月 17 日　第 38 回アレルギーフォーラムが，開催した．
■ 2014 年 10 月 10 日　舌下免疫療法について
■ 2014 年 06 月 21 日　日本アレルギー学会春季臨床大会レポートをアップした．
■ 2014 年 05 月 16 日　組織と各部門紹介欄を更新した．

以上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．
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1．教職員・学生健康推進センター

1．構成員
　埼玉医科大学における教職員の健康管理は，毛呂山キャンパス（含む川角キャンパス）における教職員健康推進室，
川越キャンパスにおける総合医療センター健康推進室，日高キャンパスにおける国際医療センター健康推進室が担当
している．学生については，医学部学生健康推進室，日高キャンパスにおける保健医療学部学生健康推進室，および
川角キャンパスにおける保健医療学部健康推進室川角分室が担当している．教職員・学生健康推進センターは毛呂山
キャンパス教職員健康推進室ならびに医学部と保健医療学部の学生健康推進室を担当しつつ，緩やかに結合している
各キャンパスの健康推進室を統括する．
（教職員・学生健康推進センター）
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：センター長　教職員・学生健康推進センター教授
富谷智明 （TOMIYA, Tomoaki）：副センター長　教職員・学生健康推進センター教授
山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki）：感染症科講師兼担
清水正雄（SHIMIZU, Masao）：健康管理センター助教兼担
・毛呂山キャンパス教職員健康推進室：保健師；吉田千春（YOSHIDA, Chiharu），松本麻里（MATSUMOTO, 

Mari），武者鮎子（MUSHA, Ayuko）
・医学部学生健康推進室：看護師 鈴木栄子（SUZUKI, Eiko）
・保健医療学部学生健康推進室（含む川角キャンパス）：看護師 菊地せつ子（KIKUCHI, Setsuko），
　幸 玲子（YUKI, Reiko） ，三浦節子（MIURA, Setsuko）

（総合医療センター健康推進室）
伊藤 博之 （ITO, Hiroyuki）：室長　総合医療センター健康管理科准教授兼坦
・保健師 3 名　専属事務 1 名　

（国際医療センター健康推進室）
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro）: 室長　国際医療センター心臓内科教授兼坦
・保健師 2 名　看護師 1 名　専属事務 1 名 （平成 27 年 3 月 31 日現在）

2．目的
　教職員・学生健康推進センターは平成 21 年 4 月に開設されたが，その目的は，三キャンパスの「教職員健康推進
室」と「学生健康推進室」が足並みを揃えて，埼玉医大全体の教職員と学生の健康を守ることにある．その活動内容
について，今井初代センター長は「活動の基本はあくまで予防である．生活習慣の改善，生活環境の改善，健康教育
による第一次予防．そして，健診などによる疾病の早期発見，早期対処による第二次予防．さらに，治療の過程にお
ける保健指導，社会復帰の支援による再発予防の第三次予防を徹底させることである．」と述べており，この言葉を
引き継いで，きめ細かく実践して行くことが，「教職員・学生健康推進センター」の使命と考えている．

3．活動報告
（毛呂山キャンパス教職員健康推進室）
1　健康診断
　1）雇入れ健康診断　受診者 200 名（男性 77 名　女性 123 名）
　2）前期健康診断　（全教職員対象）
　　平成 26 年 6 月 30 ～ 7 月 8 日　受診者：2143 名（男性 853 人，女性 1290 人）　
　　・問診票の統計を作成　
　3）後期健康診断　（特定業務従事者対象）
　　平成 27 年 1 月 26 ～ 30 日　受診者 867 名（男性 251 人，女性 616 人）
　4）健康診断事後措置

　（1）雇入れ健康診断　健診後フォロー面談実施．（2014 年 6 月～ 7 月）　 
　（2）前期健康診断　健診後フォロー面談実施．（2014 年 9 月 1 日～ 11 月 20 日）　
　（3）後期健康診断　健診後フォロー面談実施．（2015 年 2 月 26 日～ 3 月 9 日）　 

2　メンタルヘルス対策
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　1）「埼玉医科大学教職員の心の健康づくり計画」作成
　2）メンタル相談
　（1）相談窓口の整備
　（2）メンタル相談　産業医，保健師，心理士が行っている
　3）セルフケア講演会　労働安全衛生委員会主催　2014 年 12 月 18 日（木）　
　　テーマ：「みんなで作る快適職場―心理士の視点から―」出席者　230 名
　4）管理者研修　2015 年 3 月 12 日（木）
　　テーマ：第 2 回　管理者対象　メンタルヘルスケア研修　～コーチングとは～　出席者　179 名
3　疲労蓄積度調査
　1）2014 年度雇入れ職員　入職者 207 人　必要なものに事後措置を行った　
　2）既職者　平成 26 年 6 月 30 ～ 7 月 8 日　対象者 2266 名　必要なものに事後措置を行った
4　過重労働対策　45 時間以上の時間外労働報告者数のなかで必要なものに産業医面談を実施した．
5　感染症対策
　1）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者　236 名　
　2）インフルエンザワクチン接種　平成 26 年 10 月 27 日（月）～ 31 日（金）接種者 2278 名
　　　2014 年度より，院内感染対策室から業務移行
　3）感染症発症報告書　インフルエンザ，胃腸炎，その他の感染症
6　抗体検査およびワクチン接種歴報告書　2014 年度入職者 207 人が提出対象者
7　教職員健康カードの配布　2014 年度新入職のうち，「入職時抗体価検査及びワクチン接種歴報告書」提出者及び

2014 年度 B 型肝炎抗体価検査実施者に配付　　対象者 185 名
8　連絡会議
　・3 キャンパス健康推進室連絡会議（3 回・年）：3 キャンパス持ち回りで，情報交換を行った．
　・教職員・学生健康推進センター連絡会議（4 回・年）：学長，病院長等に活動報告を行った．

（総合医療センター健康推進室）
1　健康診断
　1）健康診断実施結果
　（1）4 月健康診断（雇い入れ時）平成 26 年 4 月 15 日～ 25 日　　実施人数 307 名
　（2）前期健康診断（定期）平成 26 年 6 月 17 日～平成 26 年 7 月 4 日　実施人数 1924 名
　（3）後期健康診断（特定業務従事者）平成 27 年 1 月 27 日～ 30 日　実施人数 1330 名
　（4）毎月の雇入れ健康診断・復職者健康診断　平成 26 年 5 月～平成 27 年 3 月　合計 125 名
　2）問診票統計（前期健康診断）作成
　3）健康診断事後措置【健康診断後の面談実施状況】必要なものに事後措置を行った
2　職場復帰面談　必要なものに産業医面談を行った　
3　過重労働対策　必要なものに産業医面談を行った
　・疲労蓄積度調査　調査後産業医面談・心理相談の案内を手紙にて配付．
4　心理相談　臨床心理士，リエゾンナースの協力のもと，必要なものに面談を行った
5　感染症対策
　1）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種
　（1）ワクチン接種前の HBs 抗体検査　実施者 212 人
　（2）B 型肝炎ワクチン接種状況　実施者 103 人
　（3）ワクチン接種後の HBs 確認検査　実施者 99 人
　2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者 84 名
　3）4 種（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）抗体検査及びワクチン接種
　（1）4 種抗体検査件実施者（名）麻疹 477 風疹 406 水痘 407 流行性耳下腺炎 439
　（2）4 種ワクチン接種者（名）麻疹ワクチン 203 風疹ワクチン 56 水痘ワクチン 15
　　　流行性耳下腺炎ワクチン 145
　4）インフルエンザワクチン接種　平成 26 年 11 月 10 日～ 12 日　接種者：2236 名
　5）感染症発症報告書作成
6　針刺し事故・血液暴露フォロー
7　結核患者との接触後検診
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8　郵送がん検診　実施期間：平成 26 年 10 ～ 11 月　申し込み者：93 名
9　労働安全衛生委員会主催　講演会
　・敷地内禁煙について　講師：当センター健康推進室　産業医・伊藤博之先生
　　日時：平成 26 年 9 月 17 日　対象：当センター職員

（国際医療センター健康推進室）
1　健康診断
　1）前期健康診断　平成 26 年 6 月 23 日～ 6 月 27 日　男性：581 人　女性：980 人
　　問診票統計（前期健康診断）作成

　2）後期健康診断　平成 26 年 6 月 23 日～ 6 月 27 日　男性：202 人女性：546 人
　3）健康診断事後措置　D 判定（要医療）継続者へ経年結果を郵送
　　・二次検尿の実施　検尿所見異常者には健診の 2 か月後に実施　
2　メンタル相談・健康相談
　1）メンタル相談　産業医が面談
　2）健康相談　対象者に実施
3　疲労蓄積度調査　平成 26 年 9 月 1 日～ 10 月 17 日　全職員 1732 人
　　e ラーニングシステムを用いて問診を実施
　1）事後措置　ストレスについて「非常に高い」と考えられる職員のうち対象者に面談を施行
4　過重労働対策　必要者に面談を実施
5　感染症対策
　1）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種
　　HBs 抗体検査を施行し，陰性者にはワクチン接種を勧奨．

　2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者　男 290 人　女 513 人
　3）インフルエンザワクチン接種　実施時期　10 月 24 日～ 11 月 7 日
　　2014 年度より，総務課より健康推進室へ業務移行．

6　入職前抗体検査およびワクチン接種歴報告書　新規入職者 263 人
7　教職員健康カード　配布部署：65 部署　配布人数：264 人

対象：新入職者のうち，「入職時抗体価検査及びワクチン接種歴報告書」提出者とＢ型肝炎抗体価陽性者，ワクチ
　　　ン接種終了者

8　啓発活動「健康推進室便り」
　   9 月：元気玉新聞…前期職員健康診断について，過重労働対策について，Ｂ型肝炎ワクチンについて

12 月：元気玉新聞…疲労蓄積度調査について，健康推進室の紹介，後期健康診断について，インフルエンザにつ
　　　  いて

（医学部学生健康推進室）
1　定期健康診断；H26 年 3 月 28 日（金）5 年生，H26 年 4 月 8 日（火）1 年生，H26 年 4 月 11 日（金）2 年生 4 年生，

H26 年 4 月 17 日（木）3 年生，H26 年 6 月 12 日（木）6 年生に施行
　・健康診断事後措置
　　1 年生 69 名，2 年生 62 名，　3 年生 55 名，　4 年生 52 名，5 年生 51 名，6 年生 61 名に指導
2．予防接種
　1）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）1 年生（130 人）に 5 ／ 9 （金）から 11 ／ 26（水）で施行
　2）B 型肝炎　1-4 年生（181 人）に 1 クール（3 回接種）を 9 ／ 5（金） から 2 ／ 9（月）で施行
　3）インフルエンザ　希望者 366 人に 11/5（水）から 11 ／ 21（金）で施行
3．学生健康推進室利用状況
　1）利用人数　1525 名　※ベッド利用　17 名
　2）他科紹介数　147 名
　3）メンタル相談報告　精神科医師面談と臨床心理士面談（5 月より開始）を施行
4．診断書発行数　238 通
5．意見書発行数　346 通
6．「学生健康カード」配布：ウイルス抗体価トワクチン接種歴を記載　配布対象者：5 年生（125 人）

（保健医療学部学生健康推進室）
1　定期健康診断



教職員・学生健康推進センター部門

930

　1）実施日時及び対象者　H26 年 4 月 1 日（火）から 4 月 10 日（木）で施行
　2）健康診断事後処置
　　　看護学科　86 名，健康医療科学科　81 名，医用生体工学科　43 名，理学療法学科　51 名に指導
2．予防接種
　1）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）実施期間 5 ／ 29（木），7 ／ 3（木），9 ／ 11（木）
　　　看護学科 58 名　健康医療科学科 92 名　医用生体工学科 59 名　理学療法学科 61 名に施行　
　2）B 型肝炎　実施期間 5 ／ 8（木）から 10 ／ 23（木）
　　　看護学科：2 年 88 名，3 年 88 名，健康医療科学科：2 年 69 名，医用生体工学科：2 年 37 名　3 年 48 名，
　　　理学療法学科：2 年 48 名，3 年 48 名に施行
　3）インフルエンザ　実施期間 11 ／ 6（木）から 11 ／ 27（木）
　　　看護学科 226 名，健康医療科学科 163 名，医用生体工学科 80 名，理学療法学科 115 名に施行
3．学生健康推進室利用状況
　1）利用人数
　　日高キャンパス　のべ 351 名　※ ベッド利用　6 名
　　川角キャンパス　のべ 80 名
　2）メンタル相談　臨床心理士相談を施行
4．診断書発行数 113 通

4．評価と次年度目標
　活動報告にも記したように，教職員・学生健康推進センターの業務は極めて多岐に渡っているが，今年度予定して
いた「教職員・学生健康推進センター」の業務は，ほぼ滞りなく終了した．今年度の各健康推進室の業務を振り返り
つつ，次年度はさらなる中身の充実を目指す．特に，労働安全衛生法の改正に伴う，ストレスチェックテストや化学
物質のリスクアセスメントの導入，職場における腰痛対策が今後の切実な課題である．各推進室と連携を取りながら，
埼玉医大全教職員と学生の健康を推進しようというのが，次年度の目標である．年度末になると，各推進室から次年
度の年間活動予定表が送られてくる．アップデートな課題に取り組みつつ，各キャンパスで切磋琢磨し，教職員・学
生の健康推進（ヘルスプロモーション）を進めていく．

（文責　丸山義明）
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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
　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
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を行った．
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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
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）

該当なし
4-2．診療実績データ

該当なし
4-3．診療内容，治療成績

該当なし
4-4．先進医療の開発

該当なし
4-5．実施治験内容

該当なし
4-6．自己評価と次年度目標

該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）

該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本医学教育学会編集委員会副委員長（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）
医療系大学間共用試験実施評価機構共用試験医学系 CBT モニター委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
　該当なし
学会発表

①柴崎智美 , 米岡裕美 , 髙橋幸子 , 森茂久 , 有田和恵 , 川村勇樹 , 荒木隆一郎 , 佐藤真喜子 , 間嶋満 , 椎橋実智男 , 渡
辺修一 , 荒木信夫 , 別所正美 . 小中学校での実習における医学生の目標設定について , 第 46 回日本医学教育学会
大会 , 和歌山 , 2014

②柴崎智美 , 米岡裕美 , 髙橋幸子 , 森茂久 , 有田和恵 , 川村勇樹 , 荒木隆一郎 , 佐藤真喜子 , 間嶋満 , 椎橋実智男 , 渡
辺修一 , 荒木信夫 , 別所正美 . 医学部1年生の教育現場での早期体験実習の効果 , 第 46回日本医学教育学会大会 , 
和歌山 , 2014

③佐藤真喜子 , 柴崎智美 , 荒木隆一郎 , 大野洋一 , 宮崎孝 , 髙橋幸子 , 椎橋実智男 , 森茂久 , 荒木信夫 , 鈴木洋通 , 
別所正美 . 臨床前地域医療実習として診療所実習を行うことの意義 , 第 46 回日本医学教育学会大会 , 和歌山 , 
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④鈴木智 , 山田泰子 , 佐藤義文 , 高橋美穂 , 吉田幸生 , 大西京子 , 齊藤恵 , 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 . 学生への調査から作成した評価項目を用いた臨床実習評価 , 第 46 回日本医学教
育学会大会 , 和歌山 , 2014, 7 月

著書
　該当なし
講演
　該当なし
　【総数：論文 0 件，学会発表 4 件，著書 0 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

椎橋実智男 , 菅沼太陽 , 丹羽雅之 . 第 53 回医学教育セミナーとワークショップ , WS-2 量的データを用いた医学教
育研究のための統計解析（初級編）, 岐阜大学 , 2014

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
・毛呂山キャンパス中央ルータの更新
・プロキシサーバの更新（ns11, ns12, ns13, ns14）
・川角キャンパスの通信回線の増速（10Mbps → 100Mbps）
・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）
・e ポートフォリオに用いる学生用病院内無線 LAN アクセスポイントの整備
・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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
・利用登録者数　教職員：3,300 名 , 学　生：2,267 名
・施設内機器の利用
　延べ利用者数：1,081 名 , 　延べ利用時間：798 時間
　大型ポスター印刷枚数：1,768 枚
・SMSNET の利用
　電子メール利用数：20,941,089 通
　WWW 接続回数：3,146,643,552 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．卒前部門

1．構成員
部門長
○　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H27.3.31）

（大学病院血液内科・総合医療センター血液内科兼担）
部門員　　
○　間嶋　満（MAJIMA, Mitsuru）：大学病院　リハビリテーション科：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）
○　三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター　中央検査部：教授
○　金子公一（KANEKO, Koichi）：国際医療センター　呼吸器外科：教授
　　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：大学病院　神経内科：教授
　　山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）：大学病院　心臓内科：教授
　　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：大学病院　地域医学・医療センター：准教授

2．目的
本学医学部卒業生のキャリア・デザインを支援するために，医学教育センターと連携して，学生の段階での教育，

情報提供などを企画し，活動することを目的としている．

3．活動報告
（1）埼玉県地域枠医学生奨学金および医学部地域医療奨学金受給学生に関する活動
①埼玉県地域枠学生懇談会の開催
　平成 25 年度に引き続き，平成 26 年度も，12 月 13 日（土）に埼玉県地域枠医学生奨学金受給学生および埼玉県
医療整備課職員，本学担当教職員参加のもと，卒業後の義務年限を含むキャリアパスの説明，質疑応答，情報交換を
兼ねた懇親会を開催した．
②埼玉県特定地域内指定病院群の見学
　埼玉県地域枠学生が将来勤務する可能性のある病院を学生時代に見学することで埼玉県の地域医療を理解し，積極
的に地域医療に従事するマインドの涵養を目的として，埼玉県地域枠学生を対象に，埼玉県医療整備課および埼玉県
特定地域内の指定病院群と相談して病院見学の枠組みを作り，開始するに至った．今年度春期休暇中に，熊谷総合病
院，深谷日本赤十字病院，小川日本赤十字病院，県立循環器・呼吸器病センターの 4 病院に，5 年生 3 名が見学に
行かせていただいた．
③学生へのキャリア・デザインに関する情報提供
　平成 27 年 3 月 22 日にレジナビに合わせて東京ビッグサイトにて埼玉県総合医局機構主催で開催された埼玉の女
性医師が医療現場を語る女子会「女医トーク」の案内を本学医学部女子学生の会である「ゆずの会」に会長を通して
情報提供を行った．

4．評価と次年度目標
埼玉県地域枠学生懇談会は今年度で 2 回目の開催となり，ほぼ定着したと言える．来年度も引き続き開催の予定

である．今年度から新たに計画した埼玉県特定地域内指定病院群の見学は，春期休暇中に大きな問題なく実施され，
学生からの評判も良好であった．来年度は夏期休暇中にも計画し，年 2 回のペースで実施する方針である．学生へ
のキャリア・デザインに関する情報提供も内容を厳選して継続する予定である．

来年度は，埼玉県地域枠医学生奨学金受給学生および医学部地域医療奨学金受給学生達の埼玉県の地域医療に対す
るモチベーションを高める目的で，地域医療に関する講演会や，地域病院での研修会などの開催を検討する．
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2．研修医委員会・研修運営会議

1．構成員
大学病院
　委員長 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） 総合診療内科：教授
　副委員長 織田弘美 （ODA, Hiromi） 整形外科・脊椎外科：教授
　副委員長 三村俊英 （MIMURA, Toshihide） リウマチ膠原病科：教授
　委　　員 石原　理 （ISIHARA, Osamu） 産科・婦人科：教授
  豊嶋良一 （TOYOSHIMA, Ryouichi） 神経精神科・心療内科：教授（2014.3 月迄） 
  間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） リハビリテーション科：教授
  永田　真 （NAGATA, Makoto） 呼吸器内科（2014.11 月より）
   太田洋充 （OHTA, Hiromitsu） 呼吸器内科：講師
   古村　眞 （KOMURA, Makoto） 小児外科：教授
   土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） 皮膚科：教授
   太田敏男 （OTA, Toshio） 神経精神科・心療内科：教授
   篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomu） 消化器・一般外科：教授
   荒木信夫 （ARAKI, Nobuo） 神経内科：教授（2014.10 月まで）　医学教育センター長

（2014.11 月より）
  山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） 神経内科：教授（2014.11 月より） 
  山内秀雄 （YAMANOUCHI, Hideo） 小児科：教授
  加瀬康弘 （KASE, Yasuhiro） 耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授
  岡垣竜吾 （OKAGAKI, Ryugo） 産科・婦人科：教授
  依田哲也 （YODA, Tetsuya） 歯科・口腔外科：教授
  茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） 病理学：准教授
  柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） 地域医学・医療センター：准教授
  井上快児 （INOUE, Kaiji） 放射線科：助教
  藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu） 脳神経外科：教授
  栗原　進 （KURIHARA, Susumu） 内分泌内科・糖尿病内科：准教授
  今井幸紀 （IMAI, Yukinori） 消化器内科・肝臓内科：准教授
  友利浩司 （TOMORI, Kouji）  腎臓内科：講師
  中平洋子 （NAKAHIRA, Yoko） 泌尿器科：講師
  前山昭彦 （MAEYAMA, Akihiko） 麻酔科：准教授
  山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） 感染症科・感染制御科：講師
  板谷正紀 （HANGAI, Masanori） 眼科：教授
   簗由一郎 （YANA, Yuichiro） 形成外科・美容外科：助教
   脇本直樹 （WAKIMOTO, Naoki） 血液内科：准教授
  芳賀佳之 （HAGA, Yoshiyuki） 急患センター ER：教授
  森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho） 臨床検査医学（中央検査部）：講師
   会田かおる （AIDA, Kaoru） 医務部：主任
  田中律子 （TANAKA, Ritsuko） 総務部：課長補佐
  武藤光代 （MUTO, Mitsuyo） 看護部：部長
  椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 情報技術支援推進センター：教授
  下田裕子 （Shimoda, Yuko） 臨床研修センター事務室：課長補佐
国際医療センター
　委員長 棚橋紀夫 （TANAHASHI, Norio） 神経内科・脳卒中内科：教授
　副委員長 岩永史郎 （IWANAGA, Shirou） 心臓内科：教授
　副委員長 坂口浩三 （SAKAGUCHI, Hirozou） 呼吸器外科：講師
　委　　員 石原正一郎 （ISIHARA, Syoichiro） 脳神経外科：教授
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   松田　晃 （MATSUDA, Akira） 造血器腫瘍科：教授
   鈴木孝明 （SUZUKI, Takaaki） 小児心臓外科：教授
  大西秀樹 （ONISHI, Hideki） 精神科（精神腫瘍科）：教授
  磨田　裕 （USUDA, Yutaka） 麻酔科：教授
  菅澤　正 （SUGASAWA, Tadashi） 耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）：教授
  北村　晶 （KITAMURA, Akira） 麻酔科：教授
  高橋秀寿 （TAKAHASHI, Hidetoshi） リハビリテーション科：教授
  小山政史 （OYAMA, Masafumi） 泌尿器科：教授
  大崎昭彦 （OSAKI, Akihiko） 乳腺腫瘍科：教授
  畝川芳彦 （SEGAWA, Yoshihiko） 腫瘍内科：教授
  古屋大典 （FURUYA, Daisuke） 救急医学科：教授
  古田島太 （KOTAJIMA, Futosi） 麻酔科：准教授
  岡本光順 （OKAMOTO, Kojun） 消化器外科：准教授
  林　　健 （HAYASHI, Takeshi） 神経内科・脳卒中内科：准教授
  長谷川幸清 （HASEGAWA, kousei） 産婦人科（婦人科腫瘍科）：准教授
  真下由美 （MASHIMO, Yumi） 消化器内科：准教授
  中埜信太郎 （NAKANO, Shintaro） 心臓内科：講師
  永田耕治 （NAGATA, Koji） 病理診断科：講師
  吉川雄一郎 （KIKKAWA, Yuichiro） 脳神経外科：講師
  山口　央 （YAMAGUCHI, Ou） 呼吸器内科：助教
  大内道晴 （OUCHI, Michiharu） 看護部
  坂本寿博 （SAKAMOTO, Toshihiro） 薬剤部
  池澤敏幸 （IKEZAWA, Toshiyuki） 事務部：部長
  大日向秀志 （OHINATA, Hideshi） 臨床研修センター事務室

2．目的
大学病院
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学病院における卒後医師臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：

平成 16 年度から開始された新医師臨床研修制度は，診療に携わる全ての医師が必ず修めなければならないもので
あり，適切な研修環境と指導体制の下で，医師としての人格を涵養し，将来の専門性にかかわらず，医学・医療の社
会ニーズを認識しつつ，日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう，プライマリ・ケアの基本的
な診療能力（態度，技能，知識）を身につける事を目的としている．

埼玉医科大学病院の研修プログラムは，医師免許証取得後 2 年間の初期臨床研修において，この新制度の到達目
標を達成するために用意されたものである．初期臨床研修の 2 年間は優れた臨床医として医師が一生を有意義に送
るための土台となる極めて重要な時期であり，一人ひとりの研修医が本プログラムによって実り多い研修成果を達成
することを期待する．
国際医療センター
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学国際医療センターにおける卒後臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：

臨床研修の基本理念では，「臨床研修は，医師が，医師としての人格を涵養し，将来専門とする分野にかかわらず，
医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ，一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応
できるよう，基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない」としており，2 年間の臨床研修
において達成しなければならない到達目標も明確に定められている．

医師として最初の 2 年間できちんと医師としての人格を養い，且つ基本的な診療能力を身に付けられるように臨
床研修プログラム内容を整備し，さらに到達目標が達成できるよう指導・助言を行いながら，充実した研修期間を過
ごし，臨床研修を修了できるようにすることが活動目標である．
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3．活動報告：
大学病院
1）委員会開催
　本年度は全 11 回の委員会を開催し，審議内容は診療部長会に報告した．なお，すべての議事録は整備されている．
（1）第 121 回研修医委員会：平成 26 年 4 月 8 日（報告･承認事項 14 件）

　26 年度委員会委員，研修医名簿等について，地域協力施設追加について，平成 26 年度ローテーションについて，
研修医の医行為について など

（2）第 122 回研修医委員会：平成 26 年 5 月 12 日（報告･承認事項 13 件）
　27 年度初期臨床研修プログラムについて，7 月 19 日開催バス見学ツアーについて，26 年度研修医夏季休暇希
望調査について，6 年生に対する説明会開催について など

（3）第 123 回研修医委員会：平成 26 年 6 月 10 日（報告･承認事項 12 件）
26 年度初期研修医採用試験について，広報活動について，地域協力施設追加について　など

（4）第 124 回研修医委員会：平成 26 年 7 月 8 日（報告･承認事項 12 件）
　プログラム責任者面談会の開催について，27 年度の導入研修についてなど

（5）第 125 回研修医委員会：平成 26 年 9 月 9 日（報告･承認事項 14 件／採用判定）
　26 年度初期臨床研修医採用試験判定会議について，毛呂山後援会助成申請について，基本的臨床能力評価試験
について，診療科研修受け入れ調査について，シニアレジデントの ER 当直について など

（6）第 126 回研修医委員会：平成 26 年 10 月 14 日（報告･承認事項 10 件）
　マッチング中間公表について，研修医に対するアンケート調査，研修管理委員会開催について，埼玉県総合医局
主催の高校生の大学病院体験について　など

（7）第 127 回研修医委員会：平成 26 年 11 月 11 日（報告･承認事項 10 件）
　医師臨床研修マッチング結果報告（医科歯科）について，歯科研修医の呼吸器内科研修について，シニアレジデ
ント採用について，来年度の広報活動について など

（8）第 128 回研修医委員会：平成 26 年 12 月 9 日（報告･承認事項 12 件）
　研修医の麻薬免許申請について，臨床研修 WG 開始について，プログラム責任者面談会の開催について，指導
医名簿（指導医講習会後）について  など

（9）第 129 回研修医委員会：平成 27 年 1 月 13 日（報告･承認事項 10 件）
　27 年度ランチョンセミナー予定表について，28 年度研修プログラムについて，研修医の救急車単独搬送につい
て など

（10）第 130 回研修医委員会：平成 27 年 2 月 10 日（報告･承認事項 10 件）
　25 年度研修医研修修了判定，進路調査について，プログラム責任者面談報告について，研修管理委員会開催に
ついて，来年度 2 年次ローテーションについて　など

（11）第 131 回研修医委員会：平成 27 年 3 月 10 日（報告･承認事項 11 件）
　25 年度研修医研修修了最終判定について，優秀研修医，優秀指導医について，地域協力施設の追加について，
27 年度ローテーション表についてなど

国際医療センター
1）委員会開催
　本年度は全 12 回会議を開催し，審議内容は診療部長会議において報告した．すべての議事録は整備されている．
第 36 回（平成 26 年 4 月 16 日（水）開催）
　①　プログラム責任者，副責任者の変更について審議
　②　研修医の学会参加，埼玉医大生対象説明会開催の検討
　③　オープンホスピタルバスツアー開催，臨床研修病院合同説明会参加，後期研修医募集サイトへの掲載，スキル

スラボのシミュレータ納品並びに指導者のセミナー参加予定の報告
第 37 回（平成 26 年 5 月 21 日（水）開催）
　①　研修医募集 HP 改訂の検討
　②　採用試験，埼玉医大生対象説明会開催予定，オープンホスピタルバスツアー開催予定，臨床研修病院合同説明

会参加予定，プログラム責任者養成講習会参加予定，臨床研修指導医講習会開催予定の報告
第 38 回（平成 26 年 6 月 18 日（水）開催）
　①　平成 26 年度臨床研修指導医講習会参加候補者の選考
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　②　採用試験，埼玉医大生対象説明会開催，臨床研修病院合同説明会参加，オープンホスピタルバスツアー開催予
定の報告

第 39 回（平成 26 年 7 月 23 日（水）開催）
　①　研修運営会議規則の見直し
　②　病院見学者の旅費等負担，卒前教育への取り組み強化の検討
　③　平成 27 年度初期研修医応募状況，JCI MOCK サーベイ受審，オープンホスピタルバスツアー開催，臨床研修

病院合同説明会参加，プログラム責任者養成講習会参加者，研修実施責任者並びにプログラム責任者面談実施予
定の報告

第 40 回（平成 26 年 8 月 25 日（月）メール報告）
　・　平成 27 年度初期研修医採用試験受験状況の報告
第 41 回（平成 26 年 9 月 17 日（水）開催）
　①　平成 27 年度初期研修医採用試験受験者の合否並びにマッチング順位登録の審議
　②　研修医の医行為の見直し
　③　平成 27 年度毛呂山後援会研修医教育助成金の申請内容，プログラム変更の検討
　④　研修実施責任者並びにプログラム責任者面談実施，平成 26 年度毛呂山後援会研修医教育助成金使用状況，病

院見学者への補助開始，研修医募集 HP 改訂状況，ヒヤリ・ハット，卒前教育合同会議出欠状況，研修医カルテ
記載に伴う上級医の指導更新率，埼玉県医学会総会参加予定，緩和ケア研修会開催予定の報告

第 42 回（平成 26 年 10 月 15 日（水）開催）
　・　平成 27 年度初期研修医マッチング中間公表結果，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，患者満足度

調査結果，職員満足度調査実施，オリエンテーション（IPSG 等）・e ラーニング受講状況，ヒヤリ・ハット，卒
前教育合同会議出欠状況の報告

第 43 回（平成 26 年 11 月 19 日（水）開催）
　①　研修プログラムの内容・定員変更の審議
　②　他大学初期研修医給与の調査結果に基づく本学給与の検討
　③　平成 27 年度初期研修医マッチング結果，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，プログラム責任者養

成講習会参加，卒前教育合同会議出欠状況，基本的臨床能力評価試験受験予定，臨床研修病院合同説明会参加予
定，クリニカル・クラークシップ学生との懇談会開催予定の報告

第 44 回（平成 26 年 12 月 17 日（水）開催）
　①　診療科評価表，ローテーション結果報告書，研修医手帳の見直し
　②　研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，研修医募集 HP 改訂状況，臨床研修指導医講習会開催，卒前教

育合同会議出欠状況，ヒヤリ・ハットの報告
第 45 回（平成 27 年 1 月 21 日（水）開催）
　①　平成 26 年度採用研修医ローテーションの審議
　②　研修医寮の利用の検討
　③　研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，シニアレジデント応募状況，オリエンテーション（IPSG 等）・

e ラーニング受講状況，満足度調査（患者，職員）結果，IPSG 及び医療安全・感染対策遵守状況，卒前教育合
同会議出欠状況，クリニカル・クラークシップ学生との懇談会開催予定，基本的臨床能力評価試験受験予定の報
告

第 46 回（平成 27 年 2 月 18 日（水）開催）
　①　症例レポート作成時の指導医署名の検討
　②　研修医手帳，患者満足度調査用紙の見直し
　③　シニアレジデント応募状況，JCI 受審結果，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，卒前教育合同会議

出欠状況，臨床研修病院合同説明会参加予定，クリニカル・クラークシップ学生との懇談会開催予定の報告
第 47 回（平成 27 年 3 月 18 日（水）開催）
　①　平成 25 年度採用初期研修医の研修修了，平成 27 年度採用研修医ローテーション，オリエンテーションの審

議
　②　優秀研修医，優秀指導医の選考
　③　医師国家試験結果，マッチングスケジュール，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，オリエンテーショ

ン（IPSG 等）・e ラーニング受講状況，満足度調査結果，卒前教育合同会議出欠状況の報告
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4．評価と次年度の目標
大学病院

平成 16 年度から開始された新医師臨床研修制度も 12 年目を向かえ，今年度も好評であったオープンホスピタル
バスツアーを 3 病院共催で夏春に開催し積極的に広報活動を行った．その他の広報活動としては，東京国際フォー
ラムで開催された e- レジフェアや東京ビックサイトで開催されたレジナビフェア（初期・春夏 2 回，後期 1 回）に
参加し，他大学の医学生獲得に向けた当院ＰＲを行った．これら広報活動により医師臨床研修医 29 名および歯科医
師臨床研修医 2 名が入職した．引き続き次年度も広報活動を積極的に行い，学内はもとより他大学出身者の研修医
確保に努めて行く．
国際医療センター

臨床研修医の獲得に向け，プログラム内容や定員の見直しを行い，次年度の募集より当院の強みである外科系を中
心とした「埼玉医科大学国際医療センター特設外科系プログラム」を新たに加えることとして，申請を行った．

また，指導医，臨床研修医の相互評価だけではなく，患者及び職員による臨床研修医の評価（360度評価）を開始した．
その内容は年 2 回開催される面談において，プログラム責任者より還元し，助言・指導を行った．

また，国際患者安全目標を正しく理解し実践できるよう e ラーニングの受講を必修化した．
臨床研修医の獲得に向けて，本学 5-6 年生対象プログラム説明会や他大学医学部生対象オープンホスピタルバスツ

アーを 3 病院共催（夏春）で開催した他，e レジフェアやレジナビフェアなどの臨床研修病院合同説明会へ積極的に
参加し，それぞれの場で当院のプログラムや研修内容等の説明を行った．病院見学者数も増加傾向にあることから，
臨床研修医 2 桁確保を目標に，次年度も積極的に広報活動を行っていく．
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3．キャリア形成支援部門

1．構成員
　三村俊英（MIMURA, Toshihide）キャリア形成支援部門　部門長：大学病院　リウマチ膠原病科：教授
　鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）大学病院　腎臓内科：教授
　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）大学病院　総合診療内科：教授
　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）総合医療センター　救急科（ER）：教授
　名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）総合医療センター　消化器内科・肝臓内科：教授
　加藤　仁（KATO, Hitoshi）総合医療センター　腎・高血圧内科（人工腎臓部）：講師
　西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）国際医療センター：教授
　金子公一（KANEKO, Koichi）国際医療センター　呼吸器外科：教授
　坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）国際医療センター　呼吸器外科：講師

2．目的
1）当部門においては，卒前から卒後にかけて，そして初期臨床研修から後期臨床研修に亘り，さらに生涯教育に

至るまでの，医療人のキャリア形成をサポートする．
2）3 病院の若手医師や医学部学生に対して，キャリアの積み方，専門医取得法，産業医講習会情報，およびどこ

の病院で専門医が取得出来るかなどの情報を提供する．
3）埼玉県内の多くの病院やその他医療機関の医師募集情報などを伝える．

3．活動報告
1）埼玉県地域枠医学生奨学金貸与制度の整備
2）臨床研修指導医講習会の開催
3）埼玉県地域枠医学生奨学金貸与制度説明会・意見交換会開催
4）Up To Date の本学への導入に向けた交渉および準備
5）優秀研修医海外派遣制度の整備

4．評価と次年度目標
本部門の目的に叶った活動が行われた．さらに，来年度は 3 病院若手医師を中心とした医師のキャリア形成に有

用な新たな活動を行う．また，医療人育成支援センターホームページ開設を行いたい．
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4．生涯学習部門

1．構成員
部門長　稲葉宗通（INABA, Munemichi ）：大学病院内分泌・糖尿病内科
部門員　杉山　聰（SUGIYAMA, Satoru）：総合医療センター高度救命救急センター：教授
　　　　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：大学病院耳鼻咽候科（神経耳科）：教授
　　　　浅川典子（ASAKAWA, Noriko）：保健医療学部看護学科：准教授
　　　　鈴木將夫（SUZUKI, Masao）：ゆずの木台クリニック：院長

2．目的
　近年医学の進歩はめざましく，医師は常に最新の知識，技術，態度の習得とその深化に努めなければならない．そ
の習得手段として各学会への出席や講演会への出席，インターネットなどの講演会等の配信など様々なその主催者は
各地域医師会であったり，製薬メーカー主催であったりする．一方学内においては各専門分野の講演会や若手医師の
技術習得のためのシミュレーション実習など学ぶ機会が多く設けられている．しかしながら実地臨床家にとって出席
機会は少なくなり，必要とする内容が必ずしも得られるとは限らない．
　そこで，当生涯学習部門では同窓会と連携して，広く学内の医療者のみならず全国の卒業生に対して，各自が必要
とする学習内容を生涯に渡り継続学習できるようになるために，他部門と協力して学習しやすい環境の整備と機会を
設ける．

3. 活動報告，
今年度実施したこととして，
1．埼玉医科大学医師会と共催にて，産業医講習会を開催した．参加することにより産業医に必要な最新の知識と

メンタルヘルスの実地など知識と技術を学ぶことができた．
2．医学部同窓会の支部総会に同窓会役員や学内に残る教員を派遣し，講義を通して大学の現状や専門領域の知識

などを学ぶことができた．

4．評価と次年度目標
　今年度は，部門内での連携，他部門との連携が十分ではなく，そのため当部門の活動は従来から行ってきた内容に
留まった．次年度は他部門との連携，学部間での連携，また学内，病院群との連携にも重点をおき活動していきたい．
卒業生とくに大学を離れた卒業生が，何を必要としているかを知ることも重要課題として検討していきたい．
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5．女性医師支援部門

1．構成員
部門長　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：H27.3.31）
医　員　木村文子（KIMURA, Fumiko）：国際医療センター放射線科：教授（任期：H27.3.31）

2．目的
本部門は，学校法人埼玉医科大学委員会運営規程第 4 条 2 項①に則り，埼玉医科大学，埼玉医科大学病院，総合

医療センター，国際医療センターにおいて，女性医師のキャリア形成・維持・向上を支援することを目的とする．

3．活動報告
1）医療人育成支援センター運営会議出席
2）女性医師就業継続支援窓口
　　平成 26 年度は 3 病院いずれにおいても相談件数は 0 であった．
3）3 病院の女性医師によるメーリングリストの構築を計画中である．

4．評価と次年度目標
本部門の目的を達成するためには，男女を問わず医療人としての生涯研修と専門医の取得を支援していくことが重

要であり，医療人育成支援センターの活動全般に関与する必要がある．次年度においては，専門医研修プログラムの
作成に積極的に関わり，専門医取得時期と育児の時期が重なりやすい女性医師の専門医取得を支援することを目標と
する．
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6．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，大学病院消化器

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般外科，保健医療学部看護学科：准教授

2．目的
医療人育成支援センターでは，以前より高度医療人養成事業の一環として「腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナー」

などのシミュレーション教育を開催してきたが，これらシミュレーション教育は，卒前 - 卒後 - 生涯教育・復職支援
のすべての期間・機会での活用が可能であることから，それらを統括する部署としてシミュレーション教育部門を立
ち上げた．

3．活動報告
医学教育センター・シミュレーション教育部門と協力し，以下の活動を行った．
①大学病院・国際医療センター初期臨床研修医オリエンテーションにおけるシミュレーション研修（平成 26 年 4

月 1 日）
②日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）
　（平成 26 年 7 月 13 日および平成 27 年 3 月 15 日）
③「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」実践セミナー
　（平成 26 年 11 月 1 日および 11 月 15 日）

4．評価と次年度目標
　評価

1）従来開催されていた救急医学会認定 BLS・ICLS 講習会に加え，AHA の BLS 講習会，日本内科学会認定内科救
急 ICLS 講習会（JMECC）が分散して開催されるように，年度初めに年間を通しての日程を調整したが，大幅な
修正がなく開催でき，今後の定期開催に向けての手がかりとなった．

2）卒前・卒後医学教育ならびに多職種の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）学内・学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，

定期開催に向けて支援する．
2）研修医・医師が必要としている研修内容を具体的に把握し，支援できるように働きかける．
3）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．
4）看護師，理学療法士等の医療職者の研修内容が充実するよう支援し，開催に向けての種々の調整を図る．
5）専門職連携・チーム医療教育に主眼をおいたシナリオベースド・トレーニングを行う．
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1．人　　　事

教員異動（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）
採　用 昇　格 退　職

基
礎
医
学
部
門

教  授 山田健人（病理学） 笹島　茂（教養教育）

准教授
淡路健雄（薬理学）
太田明子（公衆衛生学）

講  師
石澤圭介（病理学） 中野貴成（生化学）

菅　理江（生理学）
助 教 1 1
助 手

医
学
教
育
セ
ン
タ
ー
他

教 授 冨谷智明（教職員・学生健康推進センター）
准教授
講  師
助 教

助 手
ゲ
ノ
ム
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

教  授
准教授
講  師
助 教 1 3
助 手 2 2

大
学
病
院

教  授

菊池　透（小児科）
井手康雄（麻酔科）

岡垣竜吾（産科・婦人科）
秋山雄次（リウマチ膠原病科）

萩原弘一（呼吸器内科）
粟田卓也（内分泌内科・糖尿病内科）
鈴木洋通（腎臓内科）
雨宮　伸（小児科）
米谷　新（眼科）
豊嶋良一（神経精神科・心療内科）

准教授

木村　至（眼科）
加藤直子（眼科）

淺野　博（消化器・一般外科）
佐藤浩二郎（リウマチ膠原病科）
土橋尊志（眼科）
佐藤　毅（歯科・口腔外科）

臼井　裕（呼吸器内科）
金澤　治（神経精神科・心療内科）
土橋尊志（眼科）

講 師

友利浩司（腎臓内科）
中谷宣章（救急科（ER））
樽本憲人（感染症科・感染制御科）

西澤秀哉（麻酔科）
山崎太郎（小児科）
竹内英樹（乳腺腫瘍科）
小林威仁（総合診療内科）
坂口勝信（整形外科・脊椎外科）
杉山聡宏（整形外科・脊椎外科）
杉﨑一樹（耳鼻咽喉科）

塚田　攻（神経精神科・心療内科）
佐竹亮介（小児外科）
菊田知宏（腎臓内科）
今井大介（眼科）
兒玉圭司（救急科（ER））

助 教 18 22
助教（フェ） 1
助教（シ） 36 16
助 手 2 2
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採　用 昇　格 退　職

総 

合 

医 

療 

セ 

ン 

タ 

ー

教 授

大野秀明（感染症科・感染制御科）
吉益晴夫（神経精神科）

植松和嗣（呼吸器内科）
長谷川元（腎・高血圧内科）
照井克生（麻酔科（産科麻酔科））
小髙明雄（肝胆膵外科・小児外科）
堀江憲夫（歯科・口腔外科）
得平道英（血液内科）
髙井　泰（産婦人科）
齋藤正樹（産婦人科（総合周産期母
　　　　　子医療センター））

川﨑　潤（麻酔科）
堀川直史（神経精神科）
前田平生（輸血部）

准教授

百瀬修二（病理部） 渡部玲子（血液内科）
大宅宗一（脳神経外科）
東守　洋（病理部）
櫻井淑男（小児科）

大西　清（乳腺腫瘍科）
丸山　徹（整形外科）
堤　剛（耳鼻咽喉科）
大久保光夫（輸血部）

講 師

須山孝雪（皮膚科）
牧　章（肝胆膵外科・小児外科）
淺井聖子（高度救命救急センター）
北岡照一郎（小児科）

田中理砂（小児科）
石井信行（泌尿器科）
印東雅大（脳神経外科）
佐川森彦（血液内科）

長澤逸人（リウマチ・膠原病内科）
石井信行（泌尿器科）
村山敬彦（産婦人科）
奈須康子（小児科）
永松秀樹（泌尿器科）

助 教 30 35
助教（フェ） 2 3
助教（シ） 38 32
助 手

国 
際 
医 

療 

セ 

ン 

タ 

ー

教 授

岩永史郎（心臓内科）
古屋大典（救急医学科）
高橋孝郎（腫瘍内科（緩和医療科））
髙尾昌樹（神経内科・脳卒中内科）

田中竜平（小児腫瘍科）
加藤律史（心臓内科）
村松俊裕（心臓内科）

奈良林至（腫瘍内科）
清水道生（病理診断科）

准教授
山根登茂彦（放射線科（核医学科））
藤野　節（病理診断科）
中島淑江（心臓内科）

坂田康彰（歯科・口腔外科）
合川公康（消化器外科）
宮里明子（感染症科・感染制御科）

水越和歌（放射線科（画像診断科））

講 師

吉川雄一郎（脳神経外科（脳卒中外科））
田巻倫明（放射線科（放射線腫瘍科））
小柏靖直（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
渡邊温子（小児腫瘍科）
榊　美佳（病理診断科）
蝦原康宏（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））

鈴木智成（脳神経外科（脳脊髄腫瘍科））
城武　卓（泌尿器科）
田畑美弥子（心臓血管外科）
石井利昌（消化器外科）
岩野博俊（消化器内科）
内田龍制（リハビリテーション科）
南　和彦（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
前田智也（造血器腫瘍科）
古市昌之（麻酔科）
上宮奈穂子（脳神経外科（脳血管内治療科））
丸山　元（神経内科・脳卒中内科）

石原秀章（脳神経外科（脳血管内治療科））
竹田理々子（脳神経外科（脳卒中外科））
瀬原吉英（神経内科・脳卒中内科）
山口　浩（病理診断科）

助 教 10 17
助教（フェ） 14 8
助教（シ） 15 16
助 手
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採　用 昇　格 退　職

か
わ
ご
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

教 授
准教授

講 師
新井幸男
高橋範夫

助 教
助 手

合  計 199 50 190
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平成 26 年度　退職教授の在職年数・在任年月
氏　名・所　属 在職年数 在任年数

大　　学 笹島　茂（教養教育） 18 年 1 年 9 ヶ月

大学病院

萩原弘一（呼吸器内科） 12 年 12 年
粟田卓也（内分泌内科・糖尿病内科） 19 年 10 ヶ月 10 年 2 ヶ月
鈴木洋通（腎臓内科） 20 年 20 年
雨宮　伸（小児科） 9 年 9 ヶ月 9 年 9 ヶ月
米谷　新（眼科） 23 年 3 ヶ月 21 年 7 ヶ月
豊嶋良一（神経精神科・心療内科） 38 年 7 ヶ月 17 年 10 ヶ月

総合医療センター
川﨑　潤（麻酔科） 27 年 9 ヶ月 10 年 8 ヶ月
堀川直史（神経精神科） 10 年 7 ヶ月 10 年 7 ヶ月
前田平生（輸血部） 27 年 9 ヶ月 21 年 3 ヶ月

国際医療センター
奈良林至（腫瘍内科） 11 年 3 ヶ月 7 年 8 ヶ月
清水道生（病理診断科） 13 年 9 ヶ月 13 年 9 ヶ月

教員異動（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

採   用 昇   格 退   職

保
健
医
療
学
部

教  授
佐藤正夫（健康医療科学科） 大野良三（特任）（看護学科）

湯澤八江（看護学科）
古地順子（看護学科）

准教授

國澤洋介（理学療法学科）
来住野修（健康医療科学科）
村本良三（健康医療科学科）
飯野　望（健康医療科学科）

乙戸崇寛（理学療法学科） 吉田真里子（看護学科）
小倉邦子（看護学科）
大堀　昇（看護学科）
辻脇邦彦（看護学科）
間山　伸（健康医療科学科）

講  師

西岡ひとみ（看護学科） 金子優子（看護学科）
髙橋　俊（健康医療科学科）
小糸寿美（健康医療科学科）
周東真代（健康医療科学科）

青森広美（看護学科）

助 教 3 1 2
助 手 3 1

合　計 11 7 12

平成 26年度  退職教授の在職年数・在任年月
氏　名・所　属 在職年数 在任年数

保健医療学部
湯澤八江（看護学科） 3 年 3 年
古地順子（看護学科） 7 年 7 年
見目恭一（医用生体工学科） 37 年 2 ヶ月 4 年 3 ヶ月
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教職員名簿
【学　長　別所　正美】
【副学長　吉本　信雄】

医学基礎部門
基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

教 養 教 育 吉　田　喜太郎 山　崎　芳　仁 森　口　武　史 1
笹　島　　　茂 向　田　寿　光 Chad L.Godfrey
赤　羽　　　明（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

計 2（1） 3 8 1

基礎医学部門
基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

解 剖 学 永　島　 雅　文 駒　﨑　伸　二 髙　野　和　敬 3
松　村　讓　兒（客） 藤　田　恵　子 栗　﨑　和　浩

生 理 学 渡　辺　修　一 伊　丹　千　晶 2
池　田　正　明 中　尾　啓　子
山　田　雅　弘（客） 菅　　　理　江

生 化 学 村　越　隆　之 小　谷　典　弘 魚　住　尚　紀 2
荒　木　智　之
中　野　貴　成

薬 理 学 丸　山　　　敬 千本松　孝　明 2
淡　路　健　雄

病 理 学 佐々木　　　惇 茅　野　秀　一 石　澤　圭　介 2
山　田　健　人
小　森　隆　司（客）

微 生 物 学 赤　塚　俊　隆 松　井　政　則 小　林　信　春 1
内　田　哲　也（特）

免 疫 学 松　下　　　祥 曽　根　敏　雄 1

公 衆 衛 生 学 永　井　正　規 太　田　晶　子 高　橋　美保子
 

法 医 学 髙　田　　　綾 原　　　正　昭
木　戸　　　啓（客） 高　橋　識　志
齋　藤　一　之（客）

計 11（6） 8 14 13
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特別部門
基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

医 療 政 策 学 宮　山　徳　司（特）
江利川　　　毅（特）

計 （2）

医学教育センター・医学研究センター他 
基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

医学教育センター 森　　　茂　久 辻　　　美　隆 有　田　和　恵 1
山　田　泰　子 荒　関　かやの
大　西　正　夫（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）

医学研究センター 鈴　木　　　勝 2
中
央
研
究
施
設

形 態 部 門 穐　田　真　澄 大　島　　　晋
実験動物部門 仁　科　正　実 1
R  I 部 門 1
機 能 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 1

計 6（6） 3 2 7

ゲノム医学研究センター
【所　長　岡崎　康司】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

ゲ
ノ
ム
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

遺伝子構造機能部門 黒　川　理　樹 1
遺伝子情報制御部門 井　上　　　聡（客） 井　上　公仁子 池　田　和　博
発生･分化･再生部門 奥　田　晶　彦 2
病態生理部門 片　桐　岳　信 1
ゲノム科学部門 岡　崎　康　司 松　本　征　仁 1

須　田　立　雄（客）
村　松　正　實（客）

遺伝子治療部門 三　谷　幸之介 1
Ｔ Ｒ 部 門 江　口　英　孝 加　藤　英　政 2
実験動物施設 1
Ｒｉ実験施設 西　本　正　純
疾患制御医学部門

計 5（3） 2 4 9
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地域医学・医療センター
【センター長　別所　正美】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
衛 生 学 小　林　正　幸（客） 柴　﨑　智　美 3

大　野　洋　一
計 （1） 2 3

教職員・学生健康推進センター
【センター長　丸山　義明】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
教 職 員・ 学 生 健 康
推 進 セ ン タ ー

丸　山　義　明
冨　谷　智　明

計 2

寄附研究部門
部　　　門 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

救急医療人材育成
寄 付 研 究 部 門

黒　田　寛　人
Rashid A.Ganeev（特）

鈴　木　将　之 1

計 1（1） 1 1

臨床医学部門
埼玉医科大学病院

【病院長　金澤　實】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消化器内科･肝臓内科 持　田　　　智 今　井　幸　紀 菅　原　通　子 9 6

岡　　　政　志 中　山　伸　朗
一　瀬　雅　夫（客） 稲　生　実　枝

心 臓 内 科 山　本　啓　二
呼 吸 器 内 科 金　澤　　　實 臼　井　　　裕（客） 中　込　一　之 6 1

永　田　　　真 仲　村　秀　俊 杣　　　知　行
萩　原　弘　一（客） 太　田　洋　充
沼　崎　宗　夫（客）

内分泌内科・糖尿病内科 粟　田　卓　也 井　上　郁　夫 野　口　雄　一 4 5
小　野　　　啓
安　田　重　光
飯　田　慎一郎

血 液 内 科 別　所　正　美 脇　本　直　樹 伊　藤　善　啓 1
中　村　裕　一
陣　内　逸　郎（客）
室　橋　郁　生（客）

神 経 内 科 荒　木　信　夫 中　里　良　彦 伊　藤　康　男 3 2
山　元　敏　正 佐々木　貴　浩
髙　橋　一　司
細　川　　　武（客）
川　井　　　充（客）
丸　木　雄　一（客）
坂　井　文　彦（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
リウマチ膠原病科 三　村　俊　英 佐　藤　浩二郎 9 1

秋　山　雄　次
腎 臓 内 科 鈴　木　洋　通 井　上　　　勉 髙　根　裕　史 2 2

岡　田　浩　一 友　利　浩　司
菅　原　壯　一（客） 菊　田　知　宏

感染症科・感染制御科 前　﨑　繁　文 山　口　敏　行 1
樽　本　憲　人

総 合 診 療 内 科 中　元　秀　友 井　上　清　彰 4 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　展　二（客）

乳 腺 腫 瘍 科 竹　内　英　樹 1
小 児 外 科 古　村　　　眞 寺　脇　　　幹 3

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 宮　島　　　剛 吉　岡　浩　之 9 3
高　橋　啓　介 河　野　慎次郎
立　花　陽　明 田　中　伸　哉
金　　　潤　澤 釘　宮　典　孝

坂　口　勝　信
杉　山　聡　宏

脳 神 経 外 科 藤　巻　高　光 小　林　正　人 脇　谷　健　司 2
形成外科･美容外科 中　塚　貴　志 時　岡　一　幸 4 6

市　岡　　　滋
小 児 科 雨　宮　　　伸 阿　部　裕　一 9 10

大　竹　　　明 山　崎　太　郎
山　内　秀　雄
德　山　研　一
國　方　徹　也
菊　池　　　透
澁　谷　　　温（客）
森　野　正　明（客）
宮　路　　　太（客）

皮 膚 科 土　田　哲　也 3 8
倉　持　　　朗
中　村　晃一郎

泌 尿 器 科 朝　倉　博　孝 矢内原　　　仁 中　平　洋　子 2 3
眼 科 米　谷　　　新 土　橋　尊　志 樺　澤　　　昌 6 1

森　　　圭　介 加　藤　直　子 庄　司　拓　平
板　谷　正　紀 木　村　　　至 今　井　大　介
八　子　恵　子（客）
新　家　　　眞（客）
村　山　耕一郎（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
耳鼻咽喉科（神経耳科） 加　瀨　康　弘 上　條　　　篤 中　嶋　正　人 3 3

伊　藤　彰　紀 柴　﨑　　　修
池　園　哲　郎 新　藤　　　晋
水　野　正　浩（客） 杉　﨑　一　樹
善　浪　弘　善（客）

産 科・ 婦 人 科 石　原　　　理 梶　原　　　健 三　木　明　徳 10 3
亀　井　良　政 難　波　　　聡
岡　垣　竜　吾 鈴　木　元　晴
永　田　一　郎（客） 木　村　真智子
白　水　健　士（客）
小　林　浩　一（客）
板　倉　敦　夫（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 依　田　哲　也 佐　藤　　　毅 2 2

リハビリテーション科 間　嶋　　　滿 1
倉　林　　　均

麻 酔 科 松　本　延　幸 水　上　　　智 竹　内　梨　紗 1 1 2
岩　瀬　良　範 前　山　昭　彦 西　澤　秀　哉
長　坂　　　浩
中　山　英　人
井　手　康　雄
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 兒　玉　圭　司
中　谷　宣　章

東 洋 医 学 診 療 科 磯　部　秀　之
山　口　　　智

放 射 線 科 田　中　淳　司 鈴　木　健　之 瀬　戸　　　陽 3
（放射線科・放射線腫
瘍科・核医学診療科）

新　津　　　守 牛　見　尚　史

神経精神科・心療内科 豊　嶋　良　一 横　山　富士男 塚　田　　　攻 13 3
太　田　敏　男 金　澤　　　治
加　澤　鉄　士 小田垣　雄　二

臨床検査医学（中央検査部） 森　吉　美　穂
輸 血・ 細 胞 移 植 部 岡　田　義　昭
健康管理センター 里　見　　　昭（特） 倉　光　　　薫 武　永　　　強 1

足　立　雅　樹
内科ローテ（後期研修） 5
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）
計 62（32） 31（1） 54 117 1 72
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総合医療センター
【病院長　堤　晴彦】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消化器内科・肝臓内科 屋嘉比　康　治 加　藤　真　吾 大　野　志　乃 11 4

名　越　澄　子
高　山　清　茂（客）

心 臓 内 科 西　岡　利　彦 佐々木　　　修 9 1
羽　田　勝　征（客）

呼 吸 器 内 科 植　松　和　嗣 3 2
内分泌・糖尿病内科 松　田　昌　文 秋　山　義　隆 2 1

河　津　捷　二（客） 森　田　智　子
大　村　栄　治（客）
和　田　誠　基（客）

血 液 内 科 木　嵜　昌　弘 渡　部　玲　子 多　林　孝　之 2 1
得　平　道　英 佐　川　森　彦

神 経 内 科 野　村　恭　一 深　浦　彦　彰 11 5
リウマチ・膠原病内科 天　野　宏　一 長　澤　逸　人 5 1

竹　内　　　勤（客）
腎・ 高 血 圧 内 科 長谷川　　　元 松　田　 昭　彦 叶　澤　孝　一 6 8

（ 人 工 腎 臓 部 ） 松　村　　　治（客） 加　藤　　　仁
御手洗　哲　也（客） 小　川　智　也
城　　　謙　輔（客）

感染症科・感染制御科 大　野　秀　明
消化管外科・一般外科 石　田　秀　行 石　橋　敬一郎 福　地　　　稔 12 2

持　木　彫　人 熊　谷　洋　一
岩　間　毅　夫（客）

肝胆膵外科・小児外科 別　宮　好　文 小　澤　文　明 井　上　成一朗 4 3
小　髙　明　雄 牧　　　　　章

血 管 外 科 佐　藤　　　紀 出　口　順　夫 4 1
乳 腺・ 内 分 泌 外 科 矢　形　　　寛（客） 大　西　　　清
呼 吸 器 外 科 中　山　光　男 儀　賀　理　暁 泉　　　陽太郎 3

菊　池　功　次（客）
心 臓 血 管 外 科 今　中　和　人 山　火　秀　明 1 1
整 形 外 科 酒　井　宏　哉 丸　山　　　徹 星　川　淳　人 6 2

平　岡　久　忠
脳 神 経 外 科 松　居　　　徹 大　宅　宗　一 印　東　雅　大 4 4

張　　　漢　秀
形成外科・美容外科 三　鍋　俊　春 大　西　文　夫 3 2
小 児 科 田　村　正　徳 森　脇　浩　一 荒　川　　　浩 8 3

先　﨑　秀　明 増　谷　　　聡 髙　田　栄　子
櫻　井　淑　男 石　戸　博　隆

山　﨑　崇　志
奈　須　康　子
田　中　理　砂
北　岡　照一郎

総合周産期母子 側　島　久　典 石　黒　秋　生 11 1
医療C新生児科 加　藤　稲　子 難　波　文　彦
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
皮 膚 科 伊　崎　誠　一 寺　木　祐　一 人　見　勝　博 4 1

須　山　孝　雪
泌 尿 器 科 山　田　拓　己 諸　角　誠　人 永　松　秀　樹 1 2

川　上　　　理 岡　田　洋　平
矢　野　晶　大
石　井　信　行

眼 科 櫻　井　真　彦 河　井　信一郎 2 4
耳 鼻 咽 喉 科 菊　地　　　茂 大　畑　　　敦 大　木　雅　文 3 3

渡　邊　建　介（客） 堤　　　　　剛
産 婦 人 科 髙　井　　　泰 長　井　智　則 3 3

竹　田　　　省（客） 松　永　茂　剛
髙　木　健次郎（客） 村　山　敬　彦

総合周産期母子
医療C新生児科

關　　　博　之 堀　越　嗣　博
小　野　義　久

9 6

医 療 C 産 科 馬　場　一　憲
齋　藤　正　博

歯 科・ 口 腔 外 科 下　山　哲　夫 金　子　貴　広 6 1
堀　江　憲　夫

リハビリテーション科 山　本　　　満 1
陶　山　哲　夫（客）

麻 酔 科 川　﨑　　　潤 丸　尾　俊　彦 11 8
小　山　　　薫 鈴　木　俊　成
宮　尾　秀　樹（客）

産 科 麻 酔 科 照　井　克　生 4 3 1
救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 輿　水　健　治 大　貫　　　学 5 3

安　藤　陽　児
高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤　　　晴　彦 間　　　藤　卓 井　口　浩　一 11 1

杉　山　　　聡 澤　野　　　誠 中　田　一　之
熊井戸　邦　佳
福　島　憲　治
大河原　健　人
山　口　　　充
大　饗　和　憲
淺　井　聖　子　

放 射 線 科 本　田　憲　業 長　田　久　人 阿　部　　　敦 5
画像診断科・核医学科 奥　　　真　也（客）
放射線腫瘍科 髙　橋　健　夫 新　保　宗　史 4

神 経 精 神 科 堀　川　直　史 5 4
吉　益　晴　夫　
仙　波　純　一（客）
深　津　　　亮（客）

中 央 検 査 部 三　橋　知　明
病 理 部 田　丸　淳　一 東　　　守　洋 阿　部　佳　子 2 1

新　井　栄　一 百　瀬　修　二
糸　山　進　次（客）
秋　草　文四郎（客）
堀　江　　　弘（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
輸 血・ 細 胞 移 植 部 前　田　平　生 大久保　光　夫
健 康 管 理 科 伊　藤　博　之
研 究 部 浅　野　孝　雄（客） 森　　　　　隆

計 51（22） 32 54 181 3 81

国際医療センター
【病院長　小山　勇】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消 化 器 内 科 柴　田　昌　彦 真　下　由　美 新　井　　　晋 4 1

良　沢　昭　銘 権　田　憲　士
喜　多　宏　人（客） 岩　野　博　俊

心 臓 内 科 西　村　重　敬 中　島　淑　江 中　埜　信太郎 4 9
岩　永　史　郎 池　田　礼　史
村　松　俊　裕
加　藤　律　史
河　本　修　身（客）
清　水　　　渉（客）
小宮山　伸　之（客）
小　泉　智　三（客）

呼 吸 器 内 科 小　林　国　彦 村　山　芳　武 岡　野　哲　也 4
内分泌内科・糖尿病内科 栗　原　　　進 2
造 血 器 腫 瘍 科 松　田　　　晃 川　井　信　孝 前　田　智　也 3

新　津　　　望 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 林　　　　　健 加　藤　裕　司 1 3
髙　尾　昌　樹 出　口　一　郎

福　岡　卓　也
瀬　原　吉　英
丸　山　　　元

腎 臓 内 科 渡　邊　裕　輔 1
腫 瘍 内 科 畝　川　芳　彦

奈良林　　　至
緩 和 医 療 科 髙　橋　孝　郎

感 染 症 科 光　武　耕太郎 宮　里　明　子
消 化 器 外 科 小　山　　　勇 岡　本　光　順 石　井　利　昌 5 9 3

山　口　茂　樹 佐　藤　　　弘
宮　澤　光　男 合　川　公　康
櫻　本　信　一

臓器移植センター 小　川　展　二（客）
乳 腺 腫 瘍 科 佐　伯　俊　昭 3 3

大　﨑　昭　彦
戸　井　雅　和（客）
大　内　　　徹（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
呼 吸 器 外 科 金　子　公　一 石　田　博　徳 坂　口　浩　三 ２ 1

呉　屋　朝　幸（客）
心 臓 血 管 外 科 新　浪　　　博 朝　倉　利　久 上　部　一　彦 6 1

井　口　篤　志 中　嶋　博　之 小　池　裕　之
西　村　元　延（客） 田　畑　美弥子
福　嶌　教　偉（客）
田　鎖　　　治（客）
落　　　雅　美（客）

小 児 外 科 小　髙　哲　郎
整形外科（骨・軟部腫瘍科） 矢　澤　康　男 2 1
脳 神 経 外 科 西　川　　　亮 山　根　文　孝 池　田　俊　貴 8 4 5

石　原　正一郎 安　達　淳　一 竹　田　理々子
栗　田　浩　樹 神　山　信　也 鈴　木　智　成
三　島　一　彦 吉　川　雄一郎

石　原　秀　章
上　宮　奈穂子

形 成 外 科 横　川　秀　樹 1
小 児 心 臓 科 小　林　俊　樹 4 1

住　友　直　方
小児心臓外科 鈴　木　孝　明 枡　岡　　　歩 1

宇　野　吉　雅
小 児 腫 瘍 科 田　中　竜　平 渡　邊　温　子 1
皮膚科（皮膚腫瘍科） 山　本　明　史 中　村　泰　大 1 1
泌 尿 器 科 小　山　政　史 古　平　喜一郎 2

上　野　宗　久（客） 城　武　　　卓
耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅　澤　　　正 中　平　光　彦 小　柏　靖　直 2 4

南　　　和　彦
蝦　原　康　宏

産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤　原　恵　一 長谷川　幸　清 吉　田　裕　之 3 2 3
長　尾　昌　二（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 坂　田　康　彰
リハビリテーション科 牧　田　　　茂 内　田　龍　制

高　橋　秀　寿
麻 酔 科 北　村　　　晶 有　山　　　淳 辻　田　美　紀 11 4

磨　田　　　裕 古田島　　　太 古　市　昌　之
西　部　伸　一
林　田　眞　和（客）
丸　山　晃　一（客）

救 急 医 学 科 根　本　　　学 松　岡　孝　裕 9 2
古　屋　大　典 髙　平　修　二
小井土　雄　一（客） 鳥　尾　哲　矢

龍　神　秀　穂
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
放 射 線 科 木　村　文　子 小　澤　栄　人 齋　藤　尚　子 1 1

画 像 診 断 科 酒　井　文　和 水　越　和　歌 中　澤　　　賢
岡　田　吉　隆
内　野　　　晃

核 医 学 科 久　慈　 一　英 山　根　登茂彦
松　田　博　史（客）
樋　口　隆　弘（客）

放射線腫瘍科 加　藤　眞　吾 熊　﨑　　　祐 3 2
鹿　間　直　人 田　巻　倫　明

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
病 理 診 断 科 清　水　道　生 藤　野　　　節 永　田　耕　治 2 3

安　田　政　実 山　口　　　浩
長谷部　孝　裕 榊　　　美　佳
Gregory Y.Lauwers（客）

輸 血・ 細 胞 移 植 科 池　淵　研　二
内 科 ロ ー テ

（ 後 期 研 修 ）
外 科 ロ ー テ

（ 後 期 研 修 ）
計 57（23） 27 49 86 18 47

かわごえクリニック
【病院長　片山　茂裕】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
片　山　茂　裕 森　　　芳　久 高　橋　範　夫

新　井　幸　男
計 1 1 2

　 注）（特）…  特任教授
（客）…  客員教授
（　）＝  特任教授・客員教授数（内数） 
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保健医療学部
【学長　別所　正美　　学部長　大野　良三】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
看 護 学 科 大　野　良　三（特） 菊　池　チトセ 藤　沼　小智子 11

加藤木　利　行 浅　川　典　子 大　澤　優　子
千　田　みゆき 大　森　智　美 青　森　広　美
古　地　順　子 山　路　真佐子 藤　村　博　恵
冨　田　幸　江 堀　内　仁　美 金　子　優　子
湯　澤　八　江 吉　田　真里子 西　岡　ひとみ
佐久間　　　肇 小　倉　邦　子

大　堀　　　昇
辻　脇　邦　彦
大　賀　淳　子

健 康 医 療 科 学 科 和　合　治　久 野　寺　　　誠 小　峰　伸　一 3
市　岡　正　適 渡　邉　宏　志 伴　塲　裕　巳　
鈴　木　正　彦 間　山　　　伸 内　田　康　子
村　田　栄　子 来住野　　　修 木　村　美智子
佐　藤　正　夫 村　本　良　三 周　東　真　代

飯　野　　　望 高　橋　　　俊
小　糸　寿　美

医 用 生 体 工 学 科 下　岡　聡　行 田　邊　一　郎 中　島　孔　志 4
加　納　　　隆 宮　本　裕　一 脇　田　政　嘉
小　林　直　樹 山　下　芳　久 加　藤　綾　子
戸井田　昌　宏 若　山　俊　隆 奥　村　高　広
見　目　恭　一 駒　形　英　樹

理 学 療 法 学 科 赤　坂　清　和 福　田　敏　幸 西　岡　亮　治 3
高　倉　保　幸 乙　戸　崇　寛 神子嶋　　　誠
小　島　龍　平 國　澤　佳　恵 澤　田　　　豊
藤　田　博　暁 時　田　幸之輔

細　井　俊　希
新　井　智　之

計 20（1） 23 25 21

 注）（特）…  特任教授
（客）…  客員教授
（　）＝  特任教授・客員教授数（内数） 
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2．人事（事務局）
１．法人事務局
　　事務局長　　　　　　　　田　島　賢　司

《総合企画部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　茂　木　　　明　　　
　　次　長　　　　　　　　　内　田　尚　男（兼）
　　次　長　　　　　　　　　津久井　一　浩（兼）

《広　報　室》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　室　長　　　　　　　　　須　田　　　沃　　　

《秘　書　室》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　次　長　　　　　　　　　岡　部　重　雄
　　課　長　　　　　　　　　西　宮　富士雄

《業務監査室》
　　室　長　　　　　　　　　山　川　修一郎（兼）
　　次　長　　　　　　　　　岡　部　重　雄（兼）
２．大学事務局　　　　　　　　　　　　　　　　
　　事務局長　　　　　　　　田　島　賢　司

《総　務　部》　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　茂　木　　　明
　　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　　　　　　　　笠　間　　　忍
　　人事課長補佐　　　　　　田　中　律　子
　　人事課長補佐　　　　　　内　野　　　敏

《施　設　部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　堀　川　好　則
　　次　長　　　　　　　　　高　橋　秀　夫
　　建設企画課長　　　　　　高　橋　秀　夫（兼）
　　施設管理課長　　　　　　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　　　　　　　　　池和田　忠　幸
　　次　長　　　　　　　　　和　田　　　実
　　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
　　研究支援課長補佐　　　　浅　見　文　子
　　第一購買課長補佐　　　　馬　場　賢　治

《情報システム部》　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　田　島　賢　司（兼）
　　次　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（学校群統括部長）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）
　　庶務課長　　　　　　　　松　尾　有　裕
　　保健医療学部事務室長　　山　川　修一郎
　　保健医療学部事務室課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　岡　田　一　観
　　保健医療学部事務室川角分室長（課長補佐待遇）
　　　　　　　　　　　　　　蛭　間　庄　司
　　ゲノム医学研究センター事務室長
　　　　　　　　　　　　　　松　本　正　夫

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　　　　　　　福　田　孝　雄
　　庶務課長　　　　　　　　　北　村　　　勉
　　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　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　　　　　　　　　　下　田　裕　子

《看　護　部》
　　事務担当課長　　　　　　　北　村　　　勉（兼）
４．附属図書館
　　事務長（課長待遇）　　　  　小野澤　繁　雄
　　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　　　　　　　　　町　田　千　秋
　　医務課長補佐　　　　　　　永　島　松　男
　　総務課長　　　　　　　　　堀　江　正　人
　　経理購買課長（購買担当）　  堀　江　正　人（兼）
　　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
　　経理購買課長補佐　　　　　甲　田　和　博
　　施設課長補佐　　　　　　　菅　野　俊　樹
　　施設課長補佐　　　　　　　中　鉢　利　和
６．川越ビル事務所事務室
　　室　長　　　　　　　　　　井　上　隆一郎（兼）
７．かわごえクリニック
　　事務長（次長待遇）　　　　  井　上　隆一郎
　　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　　　　　　　　　武　久　秀　夫
　　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
　　医務課長補佐　　　　　　　田　中　義　明
　　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



961

資料

3．文部科学省化学研究費補助金

研究種目

毛呂山キャンパス 川越キャ
ンパス 日高キャンパス

保健医療
学部 合　　計

基礎医学
部門 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

新学術領域研究 0 件 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件 2 件

基盤研究（B） 3 件 0 件 1 件 0 件 0 件 4 件 0 件 8 件

基盤研究（C） 19 件 0 件 16 件 8 件 20 件 6 件 2 件 71 件

挑戦的萌芽研究 3 件 0 件 2 件 0 件 0 件 5 件 2 件 12 件

若手研究（B） 6 件 0 件 7 件 4 件 7 件 5 件 2 件 31 件

研究活動スタート支援 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件 2 件 0 件 4 件

特別研究員奨励費
学術図書 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件

合　　　計 33 件 0 件 27 件 13 件 27 件 23 件 6 件 129 件

研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

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

発生・分化・
再生部門 医学部・教授 奥田　晶彦 Ｍａｘ遺伝子発現コントロールによる生殖細胞発生プログ

ラム誘導の分子メカニズム 26-27  ￥3,600,000 

臨床医学部門 小児科 医学部・教授 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 25-26  ￥4,200,000 

基盤研究（B）

ゲノム医学研究
センター

遺伝子情報制御
部門 医学部・准教授 堀江　公仁子 乳がんにおけるエストロゲン受容体の転写制御機構・下流

シグナル経路の解明と臨床応用 26-28  ￥5,500,000 

基礎医学部門 薬理学 医学部・准教授 千本松　孝明 高分化能TET1ヒト iPS 細胞を用いた高効率心房筋分別法
の確立 26-29  ￥5,900,000 

臨床医学部門 歯科・口腔外科 医学部・准教授 佐藤　毅 高次再生医療・骨減少症治療への応用を目指した神経‐血
管‐骨ネットワークの分子基盤 26-28  ￥5,200,000 

基礎医学部門 教養教育 医学部・客員
教授 赤羽　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

が今日の教育に示唆するもの 25-28  ￥1,400,000 

基礎医学部門 生化学 医学部・客員
准教授 小柴　満美子 健やかな発達を促すエクセルギー・リズム環境－新生児集

中治療室からの挑戦 25-27  ￥4,300,000 

ゲノム医学研究
センター

遺伝子構造機能
部門 医学部・教授 黒川　理樹 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 25-27  ￥3,300,000 

ゲノム医学研究
センター

発生・分化・
再生部門 医学部・教授 奥田　晶彦 Ｍａｘ及びＮｕｃｌｅｏｓｔｅｍｉｎ遺伝子の発現制御に

よる癌細胞の根絶 25-27  ￥4,500,000 

ゲノム医学研究
センター 病態生理部門 医学部・教授 片桐　岳信 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 25-27  ￥4,100,000 

基盤研究（C）

臨床医学部門 リハビリテー
ション科 医学部・教授 倉林　均 運動療法がアポトーシスやアディポカインを介して脳梗塞

再発を抑制する機序の解析 26-28  ￥2,200,000 

基礎医学部門 教養教育 医学部・講師 藤森　千尋 医学部におけるリベラルアーツとしての言語教育カリキュ
ラム研究：自律的学習者の育成 26-30  ￥1,900,000 

基礎医学部門 教養教育 医学部・講師 鈴木　正 クエンチダイナミクスによる乱れた系のグリフィス特異性 26-29  ￥1,200,000 

保健医療学部 医用生体工学科 保健医療学部・
准教授 若山　俊隆 近赤外・中赤外領域アクロマティック・ベクトルビームの

制御 26-28  ￥2,100,000 

基礎医学部門 生理学 医学部・講師 伊丹　千晶 発達期バレル皮質の神経回路形成におけるカンナビノイド
依存性シナプス可塑性の役割 26-28  ￥1,900,000 

総合医療センター 研究部 医学部・准教授 森　　隆 アルツハイマー病：食物由来のアミロイド - β蛋白抑制物
質の併用療法と環境療法の探索 26-29  ￥1,000,000 

国際医療センター 神経内科・脳卒
中内科 医学部・教授 髙尾　昌樹 プリオン病剖検脳を用いたプリオン蛋白軸索輸送と変性疾

患関連蛋白の神経病理学的検討 26-28  ￥1,500,000 H26.11.1 転入：東京都健
康長寿医療センター

基礎医学部門 解剖学 医学部・助教 松本　英子 大気圧走査電子顕微鏡を利用したニューロン微細構造観察
のための新技法の確立 26-28  ￥1,400,000 
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研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

基盤研究（C）

国際医療センター 病理診断科 医学部・講師 山口　浩 膵管内管状乳頭腫瘍における全ゲノムエクソン配列解析 26-28  ￥1,600,000 H27.3.31 転出：東
京医科大学

基礎医学部門 微生物学 医学部・准教授 松井　政則 セルフ・アジュバント機能を持つ、革新的ワクチンプラッ
トフォーム技術の確立 26-29  ￥1,000,000 

基礎医学部門 法医学 医学部・講師 原　正昭 ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識
別 26-28  ￥1,400,000 

総合医療センター 消化管外科・
一般外科 医学部・准教授 熊谷　洋一 エンドサイトスコピーシステム （GIF-Y0002）を用いた食道

病変の観察 26-28  ￥2,000,000 

臨床医学部門 呼吸器内科 医学部・講師 太田　洋充 "MUC4" の遺伝子多型が薬剤性肺障害をおこす分子細胞生
物学的機序の解明 26-28  ￥1,400,000 

国際医療センター 神経内科・脳卒
中内科 医学部・准教授 林　健 脳虚血後微小循環障害の機序解明 - アンギオテンシンに注

目して - 26-28  ￥800,000 

臨床医学部門 内分泌内科・糖
尿病内科 医学部・教授 粟田　卓也 全エクソーム解析による１型糖尿病感受性バリアントの同

定 26-28  ￥1,800,000 H27.3.31転出：国際
医療福祉大学

臨床医学部門 内分泌内科・糖
尿病内科 医学部・准教授 井上　郁夫 PPARgamma1特異的プロモータのみの欠失による小人症マ

ウス発症因子探索 26-28  ￥2,500,000 

国際医療センター 造血器腫瘍科 医学部・教授 麻生　範雄 急性骨髄性白血病の再発における遺伝子異常の解析 26-28  ￥1,800,000 
ゲノム医学研究
センター TR部門 医学部・特任

研究員 水野　由美 ペルオキシソームの脂質代謝異常を伴う自閉症スペクトラ
ムの治療に向けた基盤研究 26-28  ￥1,600,000 

国際医療センター 小児外科 医学部・講師 小高　哲郎 分子生物学的キメラ誘導と抑制性サイトカインを併用した
組織再生法の開発 26-28  ￥1,400,000 

国際医療センター 消化器外科 医学部・助教 田代　浄 新規消化管アデノウイルスに由来する腫瘍溶解療法の大腸
癌幹細胞モデルを用いた評価 26-28  ￥1,300,000 

国際医療センター 脳神経外科 医学部・講師 吉川　雄一郎 くも膜下出血後脳血管攣縮の新たな分子機構の解明と発症
予測バイオマーカーの同定 26-28  ￥1,900,000 H26.4.1転入

：九州大学
ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・助教 水野　洋介 トランスクリプトーム情報を基盤にした骨芽細胞と脂肪細

胞の分化機構の統合的解析 26-28  ￥1,900,000 

国際医療センター 泌尿器科 医学部・教授 小山　政史 進行性腎癌に対するチロシンキナーゼ阻害薬における腎障
害予測バイオマーカーの検討 26-28  ￥1,200,000 

総合医療センター 産婦人科 医学部・教授 高井　泰 卵子幹細胞等を用いたヒト卵巣組織の凍結保存による妊孕
能温存法の発展と確立 26-29  ￥1,100,000 

国際医療センター 耳鼻咽喉科 医学部・准教授 中平　光彦 下顎歯肉癌における発現分子の網羅的解析とネトリン１の
関与の解明 26-28  ￥1,100,000 

臨床医学部門 小児外科 医学部・客員講
師 鈴木　啓介 細胞放出性鋳型を用いた同種生体内biosheet による機能的

横隔膜の再生研究 26-28  ￥1,400,000 

臨床医学部門 小児外科 医学部・講師 寺脇　幹 biotube を足場とした自己再生能力を用いた機能的小腸再生
の研究 26-28  ￥1,300,000 

臨床医学部門 形成外科・美容
外科 医学部・教授 市岡　滋 バイオフィジカルテクノロジーを基盤としたハイブリッド

創傷治療システムの構築 26-28  ￥1,100,000 

保健医療学部 理学療法学科 保健医療学部・
准教授 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？ 25-27  ￥100,000 

基礎医学部門 病理学 医学部・教授 佐々木　惇 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 25-27  ￥1,200,000 

基礎医学部門 微生物学 医学部・助教 堀内　大 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 25-27  ￥2,100,000 

基礎医学部門 薬理学 医学部・教授 丸山　敬 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 25-27  ￥800,000 

臨床医学部門 消化器内科・肝
臓内科 医学部・教授 持田　智 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

蛋白アミノ酸変異の意義 25-27  ￥1,200,000 

臨床医学部門 腎臓内科 医学部・教授 岡田　浩一 CCN2の機能制御による腎不全進行阻止を目指した抗腎線
維化療法の開発 25-27  ￥1,200,000 

ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・客員准

教授 豊島　秀男 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 25-27  ￥1,200,000 

臨床医学部門 リウマチ膠原病
科 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 25-27  ￥1,600,000 

総合医療センター 感染症科・感染
制御科 医学部・教授 大野　秀明 高病原性クリプトコックス症の感染病態、病原因子の解明

と治療法に関する研究 25-27  ￥1,200,000 H27.7.1転入：国立
感染症研究所

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 25-27  ￥1,400,000 

臨床医学部門 産科・婦人科 医学部・教授 亀井　良政 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 25-27  ￥1,200,000 

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 25-27  ￥700,000 

国際医療センター 放射線科 医学部・准教授 小澤　栄人 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 25-27  ￥700,000 

総合医療センター 放射線科 医学部・教授 高橋　健夫 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 25-28  ￥800,000 
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研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

基盤研究（C）

総合医療センター 消化管外科・一
般外科 医学部・教授 持木　彫人 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 25-27  ￥1,200,000 

国際医療センター 消化器外科 医学部・教授 宮澤　光男 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
治療法の開発 25-27  ￥900,000 

国際医療センター 心臓血管外科 医学部・教授 井口　篤志 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
法による心房細動の病態解明 25-27  ￥1,600,000 

国際医療センター 脳神経外科 医学部・教授 栗田　浩樹 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
る影響に関する研究 25-27  ￥900,000 

臨床医学部門 リウマチ膠原病
科 医学部・助教 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 25-27  ￥1,500,000 

ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・講師 松本　征仁 ロコモティﾌﾞ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 25-27  ￥1,000,000 

臨床医学部門 産科・婦人科 医学部・講師 鈴木　元晴 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 25-27  ￥1,300,000 

基礎医学部門 解剖学 医学部・准教授 藤田　恵子 肝芽腫幹細胞による腫瘍血管の構築機構 25-27  ￥800,000 

臨床医学部門 小児外科 医学部・客員講
師 佐竹　亮介 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 25-27  ￥1,300,000 

基礎医学部門 生化学 医学部・講師 中野　貴成 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 25-27  ￥1,000,000 

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 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 25-27  ￥1,600,000 

国際医療センター 精神科 医学部・教授 大西　秀樹 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 - 25-27  ￥1,300,000 

基礎医学部門 生理学 医学部・講師 中尾　啓子 大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性Ｎｏｔ
ｃｈシグナリングの役割 24-26  ￥800,000 H27.3.20：期間

延長承認
基礎医学部門 生理学 医学部・講師 菅　理江 記憶と干渉の脳内表象と臨界期終了に伴う変化 24-26  ￥1,000,000 

基礎医学部門 生化学 医学部・准教授 小谷　典弘 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 24-26  ￥1,200,000 H27.3.20：期間

延長承認

基礎医学部門 解剖学 医学部・講師 高野　和敬 新たな視点で解明する原腸胚形成のしくみ 24-26  ￥1,000,000 H27.3.20：期間
延長承認

ゲノム医学研究
センター 遺伝子治療部門 医学部・教授 三谷　幸之介 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 24-26  ￥1,500,000 

国際医療センター 病理診断科 医学部・教授 安田　政実 治療の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 24-26  ￥1,700,000 H27.3.20：期間

延長承認

国際医療センター 病理診断科 医学部・教授 清水　道生 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 24-26  ￥1,300,000 H27.3.31 退職：博

慈会記念総合病院

国際医療センター 病理診断科 医学部・教授 長谷部　孝裕 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 24-26  ￥1,500,000 

総合医療センター 血液内科 医学部・教授 木崎　昌弘 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 24-26  ￥1,200,000 

国際医療センター 消化器外科 医学部・准教授 合川　公康 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 24-26  ￥1,300,000 H27.3.20：期間

延長承認

国際医療センター 脳神経外科 医学部・教授 三島　一彦 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 24-26  ￥800,000 

基礎医学部門 法医学 医学部・助手 米山　克美 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 24-26  ￥600,000 

国際医療センター 産婦人科 医学部・准教授 長谷川　幸清 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 24-26  ￥1,100,000 

臨床医学部門 歯科・口腔外科 医学部・教授 依田　哲也 咀嚼筋腱・腱膜過形成症におけるプロテオミクスと元素分
析 24-26  ￥1,300,000 

基礎医学部門 解剖学 医学部・助教 松本　英子 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 23-26  期間延長 

基礎医学部門 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  ￥800,000 

臨床医学部門 小児外科 医学部・講師 寺脇　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 23-26  期間延長 

挑戦的萌芽研究

基礎医学部門 薬理学 医学部・実験
助手 岩佐　健介 A β蛋白クリアランス促進を基軸としたアルツハイマー病

の新規治療戦略 26-28  ￥1,000,000 

ゲノム医学研究
センター

発生・分化・再
生部門 医学部・助教 鈴木　歩 試験管内におけるES細胞からの精原幹細胞誘導と効率的な

減数分裂誘導法の開発 26-27  ￥1,500,000 

ゲノム医学研究
センター 実験動物施設 医学部・助教 横尾　友隆 膵β細胞増殖・分化における消化管ホルモン IBCAP の役割

の解明 26-27  ￥1,400,000 

臨床医学部門 歯科・口腔外科 医学部・准教授 佐藤　毅 骨芽細胞および造血幹細胞の活性化による放射線性骨壊死
の治療法の開発 26-27  ￥1,700,000 

保健医療学部 医用生体工学科 保健医療学部・
教授 戸井田　昌宏 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 25-26  ￥500,000 
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研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

挑戦的萌芽研究

基礎医学部門 教養教育 医学部・教授 笹島　茂 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 25-26  ￥1,000,000 H27.3.31退職：東洋

英和女学院大学
ゲノム医学研究
センター

発生・分化・再
生部門 医学部・教授 奥田　晶彦 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 25-26  ￥1,200,000 

ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・助手 八塚　由紀子 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 25-27  ￥1,200,000 

ゲノム医学研究
センター 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 25-26  ￥700,000 

基礎医学部門 薬理学 医学部・客員
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 25-26  ￥1,100,000 

保健医療学部 健康医療科学科 保健医療学部・
講師 伴塲　裕巳 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 24-26  ￥900,000 H27.3.20：期間
延長承認

臨床医学部門 呼吸器内科 医学部・教授 萩原　弘一 肺血管異常におけるＴＧＦーβ関連遺伝子変化の包括的検
索とその役割の検討 24-26  ￥700,000 H27.3.31 退職：自

治医科大学

若手研究（B）

基礎医学部門 免疫学 医学部・助教 川野　雅章 抗ウイルス細胞傷害性T 細胞誘導剤の作用機序の解明及び
その応用 26-27  ￥1,500,000 

臨床医学部門 総合診療内科 医学部・助教 小林　威仁 炎症細胞の組織集積及び機能発現に環境アレルゲン（スギ、
ダニ）の及ぼす影響 26-28  ￥1,500,000 

基礎医学部門 微生物学 医学部・助手 高木　徹 臨床応用に向けた次世代治療ワクチンの開発研究 26-29  ￥600,000 

国際医療センター 神経内科・脳卒
中内科 医学部・助教 丸山　元 脳微小循環障害時の血栓形成におけるangiotensin の役割に

ついての検討 26-27  ￥1,700,000 

ゲノム医学研究
センター 病態生理部門 医学部・助教 大澤　賢次 新たな異所性骨形成モデルの確立と骨化メカニズムの解明 26-27  ￥1,700,000 H27.3.31転出：

九州歯科大学
ゲノム医学研究
センター

遺伝子情報制御
部門 医学部・研究員 宮崎　利明 泌尿器がんでのEBAG9による微小環境変化、腫瘍増殖メカ

ニズムの解明と臨床応用 26-27  ￥2,200,000 H27.3.31転出：国立が
ん研究センター

国際医療センター 耳鼻咽喉科 医学部・講師 小柏　靖直 頭頸部癌細胞に対するＣｅｔｕｘｉｍａｂの効果予測因子
と浸潤メカニズムの解明 26-28  ￥900,000 H26.9.1転入

：杏林大学

基礎医学部門 生理学 医学部・助手 青葉　香代 プロテオーム解析によるENaC が関わる創傷治癒因子の同
定 26-28  ￥1,900,000 H26.4.4～留保中

臨床医学部門 歯科・口腔外科 医学部・助教 福島　洋介 心因性味覚障害の分子基盤 26-27  ￥800,000 

総合医療センター 小児科 医学部・講師 難波　文彦 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 26-27  ￥1,700,000 

ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・研究員 木下　善仁 ミトコンドリア - 小胞体相互作用とミトコンドリア病発症

メカニズムの関連の解明 26-27  ￥1,500,000 

臨床医学部門 リウマチ膠原病
科 医学部・助教 横田　和浩 末梢血由来の骨芽細胞系細胞の機能解析 26-27  ￥700,000 

総合医療センター 歯科・口腔外科 医学部・助教 日野　峻輔 Glycine による睡眠時ブラキシズムの発現抑制と睡眠改善効
果に関する研究 26-28  ￥800,000 

国際医療センター 乳腺腫瘍科 医学部・助教 上田　重人 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 25-27  ￥800,000 

ゲノム医学研究
センター

発生・分化・再
生部門 医学部・助教 平崎　正孝 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 25-26  ￥1,900,000 

臨床医学部門 呼吸器内科 医学部・助教 嶺崎　祥平 HIRA-TANを利用したCOPD急性増悪の原因微生物の解析 25-26  ￥1,400,000 

国際医療センター 呼吸器内科 医学部・助教 石川　里奈子 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 25-26  ￥1,300,000 

基礎医学部門 教養教育 医学部・講師 大間　陽子 ポリアラニン伸長疾患の分子機構の解明 25-26  ￥1,600,000 H27.1.30：期間
延長承認

総合医療センター 小児科 医学部・助教 荒木　俊介 小児肥満発症の予防に向けた乳幼児期の体重増加に影響す
る周産期・遺伝的因子の解明 25-27  ￥900,000 H26.4.1 転 入：

産業医科大学

国際医療センター 放射線科 医学部・講師 田巻　倫明 3次元的生物効果線量（BED ）分布解析による新たな包括
的放射線治療評価法の探索 25-27  ￥800,000 H26.4.1 転 入：

群馬大学
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 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 25-26  ￥1,300,000 H27.3.31 退職：神
奈川歯科大学

国際医療センター 産婦人科 医学部・助教 黒崎　亮 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 25-26  ￥1,100,000 

臨床医学部門 眼科 医学部・講師 土橋　尊志 網膜血管腫様増殖の遺伝子解析 25-26  ￥600,000 

基礎医学部門 薬理学 医学部・助教 吉川　圭介 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 25-27  ￥800,000 

臨床医学部門 眼科 医学部・講師 庄司　拓平 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 25-26  ￥1,100,000 

保健医療学部 理学療法学科 保健医療学部・
助教 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 - 25-27  ￥700,000 

保健医療学部 理学療法学科 保健医療学部・
講師 新井　智之 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 25-26  ￥1,100,000 

基礎医学部門 生化学 医学部・助教 瀬尾　誠 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 25-27  ￥900,000 H27.3.31 転出：

福山大学
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研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

若手研究（B）

国際医療センター 消化器外科 医学部・助教 岡田　克也 生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱再生療法 24-26  期間延長 
臨床医学部門 腎臓内科 医学部・准教授 井上　勉 慢性腎臓病を対象とした機能的ＭＲＩ法の開発 23-26  期間延長 

総合医療センター 肝胆膵外科・小
児外科 医学部・助教 佐藤　彰一 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 23-26  期間延長 

研究活動 
スタート支援

ゲノム医学研究
センター 遺伝子治療部門 医学部・ポスト

ドクター 太田　尚志 ヒトナイーブPS 細胞とアデノウイルスを利用した高効率
遺伝子ターゲティング法の開発 26-27  ￥1,000,000 

基礎医学部門 教養教育 医学部・講師 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 25-27  ￥566,703 H26.3.6～中断中

総合医療センター 小児科 医学部・客員
講師 栗嶋　クララ 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

カニズムの解明 25-26  ￥1,100,000 

ゲノム医学研究
センター 病態生理部門 医学部・助手 塚本　翔 転写因子Smad8による新たなBMP シグナル制御機構の解

明 25-26  ￥1,000,000 

研究成果公開
促進費
学術図書

基礎医学部門 教養教育 医学部・講師 藤森　千尋 英語授業における話しことばの学習過程 26  ￥1,500,000 

※年度途中の転出者等

研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間  平成25年度 
 直接経費 備　考

若手研究 (B) 臨床医学部門 歯科・口腔外科 医学部・助教 古株　彰一郎 TLE3に着目した新規骨再生療法の分子基盤形成 26-27 ￥1,800,000 H26.3.31 転出：
九州歯科大学

若手研究 (B) ゲノム医学研究
センター 遺伝子治療部門 医学部・助手 城戸　淳 ヒト糖原病 Ia型 iPS細胞における遺伝子修復法の確立と新

規の病態解析 26-28 ￥1,000,000 H26.3.31 転出：
熊本大学

基盤研究 (C) 臨床医学部門 内分泌内科・糖
尿病内科 医学部・研究員 竹中　康浩 胎生期に高発現するPPARγ3のマウス後期胚における局

在と機能解析 25-27 ￥900,000 H26.3.20：廃止
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4．年　譜

4 月
 1 日 ・ 医学部入学定員 121 名→ 125 名
 1 日 ・ 新任式（創立 30 周年記念講堂）
 7 日 ・ 入学式（医学部第 43 回，保健医療学部第 9 回）（創立 30 周年記念講堂）
 7 日 ・ 大学院入学式（保健医療学部棟）
 16 日 ・ 国際医療センター　第 61 回地域医療連携懇話会
 17 日 ・ 総合医療センター　東館地鎮祭
 19 日 ・ 第 104 回埼玉医科大学市民公開講座『睡眠を考える』（川越ビル）
 21 日 ・ 2011 年 3 月 11 日東日本大震災直後より行ってきた継続的な医療支援の功績が認められ、3 月 11

日付で厚生労働大臣より感謝状が贈られた
 24 日 ・ 総合医療センター　高度救命救急センター増築地鎮祭
 29 日 ・ 第 108 回医師国家試験合格祝賀・壮行会（パレスホテル東京）

5 月
 1 日 ・ かわごえクリニック　2 階改修工事完了・竣工披露式
 12 日 ・ 国際医療センター　e ラーニングシステム稼働
 17 日 ・ 第 105 回埼玉医科大学市民公開講座『在宅医療でできること』（川越ビル）
 19 日 ・ 埼玉医科大学 50 周年記念総合グラウンド竣工
 21 日 ・ 国際医療センター　第 62 回地域医療連携懇話会
 24 日 ・ 学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
   理事長　丸木清之，名誉理事長　丸木清浩
   専務理事　吉本信雄，常務理事　田島賢司
   （任期：平成 26 年 5 月 24 日から平成 28 年 5 月 15 日迄）

6 月
 2 日 ・ ハンガリー・センメルワイス大学訪問団来日　教員短期留学制度調印式（更新）
 7 日 ・ 第 10 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会 ( 創立 30 周年記念講堂）
 10 日 ・ 埼玉医科大学病院東館新築工事地鎮祭（福祉棟跡地）
 14 日 ・ 第４回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座「がんをもっと知ろうパートⅡ」（創立 30 周

年記念講堂）
 16 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（日高キャンパス）
 17 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
 18 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（川越キャンパス）
 21 日 ・ 第 106 回埼玉医科大学市民公開講座『筋肉萎縮（サルコペニア）と栄養』（川越ビル）
 22 日 ・ 保健医療学部　第 1 回オープンキャンパス
 23 日 ・ 埼玉医科大学，埼玉医科大学短期大学，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会大学

連携協定締結
 25 日 ・ 第 29 回埼玉医科大学連携施設懇談会（川越プリンスホテル）

7 月
 7-14 日 ・ 国際医療センター　JCI（Joint Commission International）Mock サーベイ受審
 19 日 ・ 第 107 回埼玉医科大学市民公開講座『高齢者の肺炎を考える』（川越ビル）
 20 日 ・ 医学部　第 1 回オープンキャンパス
 23 日 ・ 国際医療センター　第 63 回地域医療連携懇話会
 26 日 ・ 教育・研究，診療連携会議（創立 30 周年記念講堂）
 26 日 ・ 医学部教授（教員）総会（創立 30 周年記念講堂）
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 26-27 日 ・ 保健医療学部　第 2，3 回オープンキャンパス

8 月
 1 日 ・ 本学診療部門　医師部門，看護部門の役職の呼称変更
 1 日 ・ 大学病院　病院長　金澤 實（任期：2 ヶ年）
 1-2 日 ・ 第 35 回医学教育ワークショップ（川越ビル）
 7 日 ・ 埼玉県防災ヘリ夜間救急搬送訓練実施（総合医療センターヘリポート）
 16 日 ・ 国際医療センター　第 54 回フォワイエコンサート
 21-22 日 ・ 保健医療学部　第 14 回医療人教育のための アドバンストワークショップ（丸木記念館）
 22 日 ・ 納骨慰霊式
 23-24 日 ・ 保健医療学部　第 4，5 回オープンキャンパス 
 27-28 日 ・ 保健医療学部　第 15 回医療人教育のためのカリキュラムプランニングワークショップ（保健医療

学部棟）
 30 日 ・ 第 11 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会（創立 30 周年記念講堂）

9 月
 6 日 ・ 平成 26 年度大学院博士課程（医学研究科）後期入学試験，平成 27 年度大学院博士課程（医学研究科）

前期第 1 回入学試験，第 65 回大学院医学研究科語学試験
 6 日 ・ 平成 27 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
 11 日 ・ 埼玉医科大学病院　第 5 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催
 13 日 ・ 第 4 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム（本部棟 1 階第三講堂）
 13 日 ・ 保健医療学部　第 14 回公開講座「臨床実践の場で取り組む看護研究－事例に学ぶ－」（創立 30 周

年記念講堂）
 17 日 ・ 学生相互交換留学制度帰国報告会及び終了書授与式（本部棟 1 階第三講堂）
 17 日 ・ 国際医療センター　第 64 回地域医療連携懇話会
 20 日 ・ 第 108 回埼玉医科大学市民公開講座『自己免疫疾患と血液疾患の話』（川越ビル）
 23 日 ・ 医学部　第 2 回オープンキャンパス
 28 日 ・ 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

10 月
 1 日 ・ 第 30 回埼玉医科大学連携施設懇談会（川越プリンスホテル）
 4 日 ・ 保健医療学部　看護学科　平成 26 年度領域別実習要件認定式（3 年生 86 名）（創立 30 周年記念

講堂）
 5 日 ・ 保健医療学部　入試対策講座　「プレ入試」
 11 日 ・ 第 109 回埼玉医科大学市民公開講座『めまい、眼の病気』（川越ビル）
 18 日 ・ 平成 26 年度（第 42 回）解剖体慰霊祭（創立 30 周年記念講堂）
 18 日 ・ 保健医療学部　第 1 回市民公開講座「下肢スポーツ傷害予防に役立つストレッチ」（川越ビル）
 18 日 ・ 国際医療センター　第 55 回フォワイエコンサート
 25-26 日 ・ 大学祭　第 7 回越華祭「Break ！」（医学部，保健医療学部合同開催（日高キャンパス））
 26 日 ・ 第 1 回国際医療センター運動会
 31 日 ・ 平成 27 年度医学部入学定員増認可
 31 日 ・ 大学病院　埼玉県西部地区の病院ネットワークを考える会
 31 日 -11 月 1 日
  ・ ゲノム医学研究センター　第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム
   『ゲノム医学の進歩と次世代技術』（創立 30 周年記念講堂）

11 月
 8 日 ・ 第 41 回実験動物慰霊祭（基礎医学棟 1 階第一講堂）
 8 日 ・ 第 5 回国際医療センター市民公開講座「脳卒中に負けないパートⅡ」（創立 30 周年記念講堂）
 9 日 ・ 保健医療学部　推薦入学試験
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 14 日 ・ 大学病院　エボラ出血熱患者搬送訓練
 15 日 ・ 第 110 回埼玉医科大学市民公開講座『大学病院における緩和医療の現状』（川越ビル）
 15 日 ・ 彩の国連携力育成プロジェクト研修会（創立 30 周年記念講堂）
 16 日 ・ 医学部　推薦入試
 16 日 ・ 保健医療学部　第 6 回オープンキャンパス
 20-21 日 ・ 第 6 回倫理委員会外部審査委員実地調査（会場：3 キャンパス）
 22 日 ・ 保健医療学部　第 2 回市民公開講座「スポーツ現場で役立つ応急処置とテーピング」（川越ビル）
 25 日 ・ 動物実験に関する相互認証評価（本部棟大学院講義室）

12 月
 13 日 ・ 第 111 回埼玉医科大学市民公開講座『認知症の早期発見と治療』（川越ビル）
 13 日 ・ 総合医療センター　クリスマスコンサート
 13 日 ・ 国際医療センター　第 56 回フォワイエコンサート
 14 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）
 14 日 ・ 附属図書館　「図書館と県民の集い埼玉 2014」展示参加（当館展示テーマ「からだのなかを見て

みる」）
 17 日 ・ 国際医療センター　第 65 回地域医療連携懇話会
 20 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）
 20 日 ・ 平成 26 年度医学部・保健医療学部合同教授総会（教員総会）（創立 30 周年記念講堂）
 20 日 ・ 大学病院　看護部主催・中央検査部協賛によるクリスマスコンサート（本館 1 階ロビー）
 20 日 ・ 国際医療センター　第 57 回フォワイエコンサート

1 月
 4 日 ・ 新年拝賀式・永年勤続表彰・賀詞交歓会
 5-6 日 ・ 国際医療センター　JCI 受審説明会開催
 9 日 ・ 助産施設開設セレモニー
 10 日 ・ 平成 27 年度大学院博士課程（医学研究科）前期第 2 回入学試験，第 66 回大学院医学研究科語学

試験
 15 日 ・ 大学病院　リニアック治療室開設セレモニー
 17 日 ・ 平成 27 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
 17 日 ・ 第 112 回埼玉医科大学市民公開講座『痛み、痺れの正体と付き合い方』（川越ビル）
 17-18 日 ・ 医学部　センター試験利用入試一次試験
 21 日 ・ 総合医療センター　埼玉県特別機動援助隊合同訓練参加
 21 日 ・ 総合医療センター　埼玉県内日本私立医科大学加盟病院勉強会専門部会開催
 21 日 ・ 大学病院　私立医科大学栄養研究会（栄養部）
 24 日 ・ 第 10 回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（C 棟 2 階会議室）
 25 日 ・ 医学部　一般入試前期一次試験（会場：TOC ビル）
 28 日 ・ 保健医療学部　一般入試前期一次試験
 30 日 ・ 保健医療学部　一般入試前期二次試験
 31 日 ・ 第 12 回 ｢ 日本の Mayo Clinic を目指す会 ｣ 全体集会（創立 30 周年記念講堂）
 31 日 ・ 保健医療学部　第 3 回市民公開講座「上肢スポーツ傷害予防に役立つストレッチ」（川越ビル）

2 月
 1 日 ・ 医学部　一般入試前期二次試験
 2-6 日 ・ 国際医療センター　JCI 本審査
 7 日 ・ 国際医療センター　JCI 認証を取得
 7 日 ・ 丸木名誉理事長　毛呂山町特別有功表彰授与
 14 日 ・ 保健医療学部　第 15 公開講座「医療安全と支援－ ICT と光技術の応用－」（保健医療学部棟 C302

教室）
 15 日 ・ 医学部　一般入試後期一次試験（会場：TOC ビル）
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 16 日 ・ 総合医療センター　埼玉県ドクターヘリ運航調整委員会　｢ 埼玉県ドクターヘリ出動 2,000 回記念
祝賀会 ｣（川越プリンスホテル）

 18 日 ・ 総合医療センター　第 2 研究棟新築工事地鎮祭
 22 日 ・ 医学部　一般入試後期二次試験
 25 日 ・ 保健医療学部　一般入試後期

3 月
 1 日 ・ 医学部　センター試験利用入試二次試験
 6 日 ・ 連携施設事務長会
 12 日 ・ 埼玉医科大学病院　第 6 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催
 14 日 ・ 卒業式（医学部第 38 回，保健医療学部第 6 回）( 創立 30 周年記念講堂）
 14 日 ・ 第 113 回埼玉医科大学市民公開講座『消化器がんは予防できるか』（川越ビル）
 17 日 ・ 大学院修士課程 第 4 回学位記授与式
 18 日 ・ 第 109 回医師国家試験結果発表（新卒）合格率 90.8％（全体合格率 89.6％）
 18 日 ・ 国際医療センター　第 66 回地域医療連携懇話会
 19 日 ・ 日本私立医科大学協会医療事務研究会常任委員会
 25 日 ・ 第 104 回看護師国家試験結果（新卒）合格率 97.7％
 25 日 ・ 第 101 回保健師国家試験結果（新卒）合格率 100％
 27 日 ・ 第 28 回臨床工学技士国家試験結果（新卒）合格率 91.2％
 28 日 ・ 大学院博士課程 第 9 回学位記授与式（創立 30 周年記念講堂）
 28 日 ・ 第 9 回臨床医学生認定式（白衣式）（創立 30 周年記念講堂）
 29 日 ・ 第 61 回臨床検査技師国家試験結果（新卒）合格率 81.3％
 29 日 ・ 第 50 回理学療法士国家試験結果（新卒）合格率 92.5％





編　集　後　記

昨年度（平成 25 年度），本学は大学機関別認証評価を受審いたしました．その受審をきっかけに，恒常
的に PDCA サイクル (plan-do-check-action cycle) を回していく体制の必要性が全学的に認識されたことは，
とても重要なことでした．本学に IR（Institutional Research）機能を導入するために，平成 24 年度から IR
準備委員会が発足し，25 年度からは IR 委員会となり活動を続けています．

そういった PDCA サイクルにおける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，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．
全体の構成として，大学院，医学部，保健医療学部の関係，および毛呂山キャンパス，川越キャンパス，

日高キャンパスの関係が，明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是非有効に活用していただきたいと存じます．今後ともどうぞご協力をお願い申し上げ
ます．

土田　哲也
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