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平成27年度の本学は，丸木清浩名誉理事長が旭日重光賞の栄誉に浴され，盛大な祝賀会が開催されたばかりでなく，
大学病院として初めて JCI 認定を受けた国際医療センターの快挙を祝す祝賀会も催され，慶事の続く 1 年となった．

一方，社会的には2人のノーベル賞受賞者の誕生や金星探査機「あかつき」の軌道復活などの明るい話題もあったが，
医学部・医科大学にとっては重大な出来事も続いた．その一つは，医療事故への対応をめぐって関東地方にある 2
つの大学附属病院において特定機能病院の承認が取り消されたことである．この事案を契機に，厚生労働省による全
国 80 の大学附属病院への立ち入り調査が行われた．もう一つの出来事は，昭和 54 年に琉球大学医学部が設置され
て以来 36 年ぶりに東北地方の大学に医学部新設が認可されたことである．全国的な医師不足を背景に，平成 20 年
以降，既存の医学部で臨時の入学定員増が実施されているが，平成 28 年度には 1,537 人の増員となる見込みである．
これに新設医学部1校が加わると全体で1,637名の増員となる．今後，入学生の獲得競争が激しくなる可能性があり，
本学にとっても優秀な学生の確保に一層の努力と工夫が求められる．

以下に平成 27 年度の全学的な動きについて概要をピックアップしたが，個別の詳細は各組織，部門等からの報告
を参照願いたい．

1．学事の運営
平成26年度に改正され，27年4月から施行された学校教育法および私立学校法に基づき，3名の副学長が選任され，

「教育等」，「研究等」，「大学院等」の 3 つの役割分担のもと，学事が運営された．
教育・研究に関する審議は，医学部では教員代表者会議，保健医療学部では教授会で行われた．診療については，

各病院の診療部長会議で審議された．医学部の教員代表者会議の構成員は役職指定者，教育組織，研究組織，診療組織，
それぞれの代表教員，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，3 つの組織間で情報を共有しながら，共通認識をもって学事が審議，決定される仕組
みが構築されている．また，議事内容は大学全体に伝達されるよう，議事要約として平成 21 年 4 月より学内ホーム
ページにおいて公開され，3 病院の診療部長会議でも報告されている．保健医療学部教授会は 4 学科の全教授を構成
員として開催されている．

教授・教員総会は医学部では 7 月 25 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
15 回目）．また，医学部と保健医療学部の合同教授・教員総会は，12 月 19 日に開催した（通算 10 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の説明があるが，理事長自身が直接語りかける講
話は，参加者を対象としたアンケート調査においても高く評価されている．

学事の基本方針を検討することを目的とした大学運営会議，教員組織運営会議は，8 月を除き，毎月 1 回程度開催
されている．

2．任期制と人事考課
平成 16 年 4 月に基礎医学部門の助手を対象に導入された任期制は，平成 17 年度以降，全教員に範囲を拡大して

いる．平成 27 年度の教員任期制による再任判定については，該当者 95 名のうち，再任を希望する者は 90 名，再
任を希望しない者は 5 名であった．再任希望者のうち人事考課で 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，判断した．最終的には再任を希望する者 90 名が再任され，任期が更新された．

3．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改革総合支援事業は，大学改革に全学的・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，本学では平成27年度もタ
イプ1から4までのすべてに申請を行った．その結果，「タイプ4」を除く3つのタイプが昨年に引き続き採択された．
グローバル化（タイプ4）は27年度も基準点に達せず，非採択となった．国際化に向けた取り組みの再検討が必要である．

4．大学院教育
各研究科を中心に，教育の実質化，大学院学生の確保に取り組んだ．医学研究科では，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医学研究科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 27 年度は，8 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 4 年目を迎えた．
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5．市民公開講座
一般市民を対象とした市民公開講座は 11 年目を迎えた．平成 27 年度も，特にテーマを固定せず，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 1,628 名の市民の方々にご参加
いただいた．

6．学内外の研究グラント
医学研究の振興，リサーチマインドの涵養を目的として実施される公募型の学内グラントは，法人によるもの，学

長および 3 病院長の裁量経費で行われるものの 5 種類がある．法人による学内グラントは，丸木記念特別賞および
一般グラント（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する）の 2 種類がある．
この他，平成 26 年度から始まった篤志家の寄附に基づくグラント（関口記念特別賞）も継続された．

平成27年度の科学研究費は，新規採択件数42件，継続採択94件，合計136件，助成金額は217,786千円であった．

7．国際交流
医学部の交換留学プログラムは今年で 21 年目を迎えるが，全学的な国際交流事業として平成 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には医学部生 12 人，保健医療学部生 18 人，教員を対象とした短期留学
制度には 5 名の参加があった．

8．診療組織
特記すべきこととして，以下があげられる．
・大学病院：東館の竣工と開院祝賀会の開催
・総合医療センター：高度救命救急センター，小児救命救急センター（県内初，日本で 9 番目），管理棟，および

健康レストラン鴨田（女子栄養大学と連携）の竣工と開院祝賀式の開催，病院機能評価受審
・国際医療センター：JCI 認定披露パーティーの開催，病院機能評価受審

9． 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，降雪により 1 月の開催が延期され，平成 27 年度は 2 回の開

催であった．

10．長期総合計画
本学では 5 年ごとに策定される長期総合計画にもとづいて大学運営が行われている．平成 27 年度は，第 3 次長期

総合計画「誇り」の最終年度にあたり，その成果の検証と，第 4 次長期総合計画「飛翔」の策定が行われた．第 4
次長期総合計画「飛翔」は 2022 年（平成 34 年）の創立 50 周年を見据え，平成 28 年度から 7 年間にわたる計画で，
①教育・研究・診療すべての面での質向上，②国際化の推進，③安定した財務基盤の確立の 3 つを柱としている．

11．教員人事
平成 27 年度の教授採用は 13 名で，学内から昇格した教授は 8 名であり，退職した教授は 14 名であった．

12．総括
平成 27 年度は，第 3 次長期総合計画が終了し，その検証結果に基づき第 4 次長期総合計画が策定された，本学に

とって節目の 1 年であった．また，学事の運営は 3 名の副学長が任命され，それぞれが責任と権限をもって学事の
運営にあたった．さらに，4 月に新設されたリサーチアドミニストレーションセンターが活動を開始し，本学におけ
る医学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ながら実施されるよう，研究者の支
援を行った．教育については，平成 28 年度から実施される国際基準を踏まえた分野別評価への対応を含めた医学部
新カリキュラムの準備が進められた．

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を背景に，日本の社会が大きく変わろうとしている．
本学も例外ではなく，取り巻く環境も厳しさを増しているが，各部署，各組織，そして教職員一人ひとりが PDCA サ
イクルを回して，改革と改善を継続していくことが重要である．そして，そのことによって，活気に溢れた埼玉医科
大学を維持していくことが可能となる．

埼玉医科大学　　　　　　　　　　　
学長・医学部長　別所　正美　　
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1．沿　　革

1．沿革
埼玉医科大学の歴史は，母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼる．
大学の前身である毛呂病院は，明治 25（1892）年に院長　丸木　清太郎の下，毛呂地区に診療所として創立され

た．その後，大正 8（1919）年に第 2 代院長　丸木　清に代わり，さらに昭和 25（1950）年には第 3 代院長　丸
木　清美に引き継がれた．その後，病院となり戦後の昭和 27（1952）年より社会福祉法人に改組し，「限りなき愛」
を基本理念に地域医療と福祉を連携させて運営してきた．昭和 39（1964）年からは，社会福祉法人毛呂病院を総合
病院として発展し，整備された．
　そして昭和 47（1972）年に，社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が設立された．大学設立
後 43 年を経た，この平成 27（2015）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）
昭和 47（1972）年	 4 月	 学長　落合　京一郎，理事長　栗原　浩，専務理事　丸木　清美，
昭和 47（1972）年	 4 月	 常務理事　丸木　清浩
昭和 47（1972）年	 8 月	 埼玉医科大学附属病院開設　病院長　大島　良雄
昭和 51（1976）年	 1 月	 神経精神科センター開設
昭和 51（1976）年	 4 月	 入学定員 80 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）
昭和 53（1978）年	 8 月	 理事長　丸木　清美
昭和 57（1982）年	 8 月	 専務理事　丸木　清浩
昭和 58（1983）年	 6 月	 病院長　宮川　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
昭和 60（1985）年	 3 月	 所長　坂元　正一
平成元（1989）年	 5 月	 病院長　東　博彦
平成元（1989）年	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
平成 06（1994）年	 4 月	 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
平成 13（2001）年	 6 月	 所長　村松　正實
平成 13（2001）年	 6 月	 第 1 次長期総合計画「夢」（平成 13（2001）年度～平成 17（2005）年度）
平成 14（2002）年	 1 月	 総合医療センター　センター長　小川　雄之亮
平成 14（2002）年	 6 月	 埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会
平成 14（2002）年	 9 月	 総合医療センター　センター長　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
平成 15（2003）年	 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
平成 16（2004）年	 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
平成 16（2004）年	 9 月	 総合医療センター　センター長　吉本　信雄
平成 17（2005）年	 2 月	 日高キャンパス地鎮祭
平成 17（2005）年	 8 月	 総合医療センターセンター長を病院長と改称
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医学研究センター設立　センター長　山内　俊雄
国際交流センター設立　センター長　野村　正彦
医学教育センター　センター長　別所　正美

12 月	 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
平成 18（2006）年	 4 月	 埼玉医科大学保健医療学部開設　学部長　大野　良三

（入学定員：看護学科 80 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

平成 18（2006）年	 4 月	 第 2 次長期総合計画「飛躍」（平成 18（2006）年度～平成 22（2010）年度）
平成 18（2006）年	 7 月	 副理事長　濱口　勝彦，専務理事　丸木　清之，専務理事　尾本　良三，

常務理事・事務局長　堀口　一夫
平成 18（2006）年	 8 月	 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
平成 19（2007）年	 4 月	 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設

病院長　松谷　雅生
保健医療学部　理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員 40 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）
平成 19（2007）年	 8 月	 アドミッションセンター設立　センター長　山内　俊雄

医学研究センター　センター長　松下　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
平成 23（2011）年	 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）
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平成 23（2011）年	 8 月	 学長　別所　正美，副学長　吉本　信雄，名誉学長　山内　俊雄
　　　　　　　　　	 	 アドミッションセンター　センター長　別所　正美
　　　　　　　	 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
平成 24（2012）年	 4 月	 教職員・学生健康推進センター　センター長　池田　斎
　　　　　　　　　	 	 医療人育成センター　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
平成 24（2012）年	 6 月	 事務局長　田島　賢司
平成 24（2012）年	 9 月	 総合医療センター　病院長　堤　晴彦
平成 24（2012）年	 9 月	 総合医療センター　名誉病院長　吉本　信雄
平成 25（2013）年	 3 月	 学生ホール 16 号館　落合ホール竣工
　　　　　　　　　	 	 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
平成 06（1994）年	 4 月	 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
　　　　　　　	 4 月	 副学長　土田　哲也，松下　祥，木崎　昌弘
　　　　　　　　　	 	 医学部医学科入学定員 125 名より 126 名に変更（入学定員 126 名）
　　　　　　　　　	 	 保健医療学部　学部長　加藤木　利行
　　　　　　　　　	 	 保健医療学部　学科名変更　健康医療科学科より臨床検査学科へ変更
　　　　　　　　　	 	 RA センター設立　センター長　吉本　信雄

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
　○学部等の構成
　　埼玉医科大学大学院
　　　　医学研究科　　博士課程　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　医科学専攻
　　　　看護学研究科　修士課程　看護学専攻
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　　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，平成 25 年度には，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．

平成 25 年度は，平成 18 年度に続き，日本高等教育評価機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」
と認定されたが，本学が期待する医療人像は，この大学機関別認証評価においても，私学の特性を生かして専門的な
知識と技能及び高い倫理観を身につけた実地臨床医家及び保健医療技術者の育成という目的を明確にしつつ，学部の
新増設など時代や環境の変化にも柔軟に対応し，「基本理念：限りなき愛」，全教職員が目指すべきスローガン「Your	
Happiness	Is	Our	Happiness」，「建学の理念」と共に，カードサイズの「行動のしおり」にもまとめられ，全教職員，
学生が携帯することで，全学に敷衍されていると，高い評価をいただいた．
　本学は，この評価結果に甘んずることなく，今後も人類の医療・福祉に貢献する優れた医療人の育成を目標とし，
そのために必要なこと全ての充実を図り，大きな環境の変化にも柔軟に対応できる確固たる組織をもった医療系の総
合大学を目指し，努力していきたい．
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4．組　織
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5．大学院

1．入学者
　（医学研究科博士課程）
　平成 27 年度大学院志願者	 22	名	 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 20 名、外国人特別選抜 1 名）
	 合格者	 19	名	 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 17 名、外国人特別選抜 1 名）
	 入学者	 19	名	 （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 17 名、外国人特別選抜 1 名）
　（医学研究科修士課程）
　・医科学専攻
　平成 27 年度大学院志願者	 7	名	 （一般選抜 5 名、社会人特別選抜 2 名）
	 合格者	 7	名	 （一般選抜 5 名、社会人特別選抜 2 名）
	 入学者	 7	名	 （一般選抜 5 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 27 年度大学院志願者	 3	名	 （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 3 名）
	 合格者	 3	名	 （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 3 名）
	 入学者	 3	名	 （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 3 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 0 1(0) 2(1) 0 1(0) 0 2(2) 1(0) 7(3)
社会医学研究系専攻 16 4 　 　 　 　 　 　 　 　 0
臨床医学研究系専攻 144 36 10(10) 5(4) 13(13) 4(4) 14(11) 7(4) 20(19) 5(4) 78(69)

計 200 50 10(10) 6(4) 15(14) 4(4) 15(11) 7(4) 22(21) 6(4) 85(72)

　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 6(2) 1(0) 7(2) 1(0) 2(1） 1(1) 18(6)
看 護 学 専 攻 20 10 0 3(3) 0 4(4) 0 3(3) 10(10)

計 36 18 6(2) 4(3) 7(2) 5(4) 2(1) 4(4) 28(16)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は社会人学生

　②外国人学生数

　　私費外国人留学生	 2 名
　③その他
　　特別研究学生	 7	名	（男 3 名，女 4 名）
　　協力研究員	 11	名	（男 8 名，女 3 名）
　　博士課程研究生	 44	名	（男 28 名，女 16 名）
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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	 1284	 山本　龍一	 高齢者の総胆管結石症に対する内視鏡治療の検討
2	 乙	 1285	 長谷川宏美	 The	Acute	Effects	of	Lipo-prostaglandin	E1	on	wound	bed	microcirculation
3	 乙	 1286	 野入　千絵	 Clinical	significance	of	fractional	magnesium	excretion	(FE	Mg)	as	a	predictor	

of	interstitial	nephropathy	and	its	correlation	with	conventional	parameters
4	 乙	 1287	 日向野雅典	 Effects	 of	 Tunnel	 Dilation	 and	 Interference	 Screw	 Posit ion	 on	 the	

Biomechanical	Properties	of	Tendon	Graft	Fixation	 for	Anterior	Cruciate	
Ligament	Reconstruction

5	 乙	 1288	 神山　哲男	 Change	 in	Strain	 in	Adenosine	Triphosphate	Stress	Echocardiography	and	
Correlation	with	Adenosine	Stress	Scintigraphy

6	 乙	 1289	 山家　陽児	 第Ⅸ因子複合体およびフィブリノゲンが希釈血液の線溶亢進状態に及ぼす作用
7	 甲	 1290	 寺本由紀子	 Oral	S-1	in	advanced	cutaneous	squamous	cell	carcinoma
8	 甲	 1291	 山下　高久	 膀胱の平坦型尿路上皮内癌における YB-1 の核内発現と薬剤耐性との関連
9	 甲	 1292	 久保田昭洋	 Circulating	memory	B	cells	are	reduced	in	patients	with	late-onset	myasthenia	

gravis
10	 乙	 1293	 上山　数弘	 Ocular	Localization	and	Transduction	by	Adenoviral	Vectors	Are	Serotype-

Dependent	and	Can	Be	Modified	by	Inclusion	of	RGD	Fiber	Modifications
11	 乙	 1294	 髙尾（川端）亮子	 Three-times-weekly	Administration	of	Teriparatide	 Improves	Vertebral	and	

Peripheral	Bone	Density,	Microarchitecture,	 and	Mechanical	Properties	
Without	Accelerating	Bone	Resorption	in	Ovariectomized	Rats

12	 乙	 1295	 根木　宏明	 Patency	of	the	anterior	choroidal	artery	covered	with	a	flow-diverter	stent
13	 乙	 1296	 西岡　亮治	 Evaluation	of	the	differences	in	the	effects	of	antihypertensive	drugs	on	blood	

pressure	variability	by	24-hour	ambulatory	blood	pressure	monitoring	 in	
chronic	cerebrovascular	disease

14	 乙	 1297	 森脇　浩一	 Cytogenetics	and	clinical	 features	of	pediatric	myelodysplastic	syndrome	in	
Japan

15	 乙	 1298	 長瀨　宇彦	 Prediction	of	Improvement	in	Left	Atrial	Function	Index	after	Catheter	Ablation	
for	Atrial	Fibrillation

16	 乙	 1299	 松田　祐典	 Does	maternal	mean	arterial	pressure	predict	 fetal	 acidemia	better	 than	
systolic	blood	pressure	during	spinal	anesthesia	for	cesarean	delivery?

17	 乙	 1300	 大橋　夕樹	 Success	rate	and	challenges	of	 fetal	anesthesia	 for	ultrasound	guided	 fetal	
intervention	by	maternal	opioid	and	benzodiazepine	administration

18	 乙	 1301	 道本　　智	 Comparison	of	early	hemodynamics	of	19mm	aortic	valve	bioprostheses	 in	
patients	with	a	small	aortic	annulus

19	 乙	 1302	 幡野　　哲	 Prediction	of	metastasis	 to	mesorectal,	 internal	 iliac,	and	obturator	 lymph	
nodes	according	to	size	criteria	in	patients	with	locally	advanced	lower	rectal	
cancer

20	 乙	 1303	 長井　智則	 子宮肉腫疑い症例に対する手術療法の決定を目的とした複数の予測因子を用い
た子宮肉腫手術前診断スコア（PREoperative	Sarcoma	Score:PRESS）の有用性
に関する検討

21	 甲	 1304	 田丸　俊輔	 MicroRNA-135b	suppresses	extravillous	trophoblast-derived	HTR-8/SVneo	cell	
invasion	by	directly	down	regulating	CXCL12	under	low	oxygen	conditions

22	 甲	 1305	 黒崎　　亮	 Serum	Folate	Receptor	Alpha	 (FRA)	 as	 a	Biomarker	 for	Ovarian	Cancer:	
Implications	 for	Diagnosis,	 Prognosis	 and	 Predicting	 its	 Local	 Tumor	
Expression

23	 甲	 1306	 筧　　紘子	 新生児頭蓋内出血の評価における Susceptibility-weighted	imaging(SWI) の有
用性について

24	 甲	 1307	 小林　泰輔	 実験大腸炎モデルにおけるエリスロポイエチンの作用機序についての検討
25	 甲	 1308	 林　健次郎	 胃粘膜萎縮の上腹部ディスペプシア症状および胃生理機能への影響について
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26	 甲	 1309	 柳澤麻依子	 マウス / ヒトキメラ培養系を用いた破骨細胞の共存培養系確立の試み
27	 甲	 1310	 鈴木　裕之	 卵巣明細胞腺癌における Hypoxia	Inducible	Factor-1α 遺伝子 exon12　

C1772T 多型の頻度および遺伝子多型が臨床的予後に及ぼす影響
28	 乙	 1311	 田中　啓仁	 Focal	 concavity	 of	 posterior	 superior	 acetabulum	and	 its	 relation	with	

acetabular	 dysplasia	 and	 retroversion	 in	 adults	without	 advanced	 hip	
osteoarthritis

29	 乙	 1312	 太田　実紀	 Does	arteriosclerosis	contribute	to	hemifacial	spasm?
30	 乙	 1313	 髙木　　徹	 Coupling	to	the	surface	of	liposomes	alters	the	immunogenicity	of	hepatitis	C	

virus-derived	peptides	and	confers	sterile	immunity.

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 41 号	 近土真由美	 透析膜素材が血小板活性化に与える影響
2	 修医第 42 号	 錦織　大輔	 光線力学的処置による抗がん剤耐性獲得細胞の耐性低減に関する研究
3	 修医第 43 号	 藤本　隆伸	 アテローム性動脈硬化および石灰化に対する運動療法の予防的・治療的効果
	 	 	 	 の組織学的検討
4	 修医第 44 号	 甘利　貴志	 糖尿病患者における身体機能、身体組成についての検討
	 	 	 	 －糖尿病性多発神経障害の有無による比較－
5	 修医第 45 号	 上林　和磨	 Star	Excursion	Balance	Test	時の体幹支持脚アライメント評価の有用性
6	 修医第 46 号	 芝本　　隆	 ポリスルホン系膜の製膜時に用いられる溶媒ポリビニルピロリドンの溶出に
　　　	 	 	 	関する研究
7	 修医第 47 号	 戸塚　裕亮	 多方向のジャンプ着地におけるACL損傷リスクに関わる動的アライメント変化
8	 修医第 48 号	 利根川　賢	 地域在住健常中高年者における転倒不安感・転倒経験と運動機能および
	 	 	 	 活動・参加との関係
9	 修医第 49 号	 蓮田　有莉	 地域在住中高年者に対する運動介入と身体活動量について
	 	 	 	 －ロコモーショントレーニング介入における３ヶ月の介入効果－
10	 修医第 50 号	 森本　貴之	 ケアノートからみた理学療法を行うがん患者が抱える問題点と適応障害との
	 	 	 	 関連が強い症状
11	 修医第 51 号	 渡邊　　剛	 バセドウ病患者に存在する抗 TSH 受容体抗体の特性の検討

看護学研究科修士課程
No.	 学位記番号	 氏名	 学位論文タイトル	
1	 修看第 36 号	 平沼千恵美	 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
2	 修看第 37 号	 加藤巳佐子	 地域包括支援センターの看護職の地域づくりに関する影響要因
3	 修看第 38 号	 矢田部あつ子	中途視覚障害者の身体活動量とその関連要因
4	 修看第 39 号	 関根由紀子	 看護師のワークコミットメントとその関連要因
5	 修看第 40 号	 野田　万里	 NPO 法人育児グループにおけるコミュニティ・エンパワメントの影響要因
6	 修看第 41 号	 町田　貴絵	 ノロウイルス感染症アウトブレイク時における多職種の対処行動とチーム連携
7	 修看第 42 号	 松本　里加	 急性期病院を退院する術後患者が抱く不安・困り事



総論（医学部）

20

6．1）医　学　部

　平成 27 年度の本学医学部は特に大きな問題もなく運営されたが，全国的に見ると医学部・医科大学にとっては重
大な出来事が続いた．その一つは，医療事故への対応をめぐって関東地方にある 2 つの大学附属病院において特定
機能病院の承認が取り消されたことである．この事案を契機に，厚生労働省による全国 80 の大学附属病院への立ち
入り調査が行われ，本学大学病院もその例外ではなかった．もう一つの出来事は，昭和 54 年に琉球大学医学部が設
置されて以来 36 年ぶりに東北地方の大学に医学部新設が認可されたことである．全国的な医師不足を背景に，平成
20 年度以降，既存の医学部で臨時の入学定員増が実施されているが，平成 28 年度には 1,537 人の増員となる見込
みである．これに新設医学部 1 校が加わると全体で 1,637 名の増員となる．今後，入学生の獲得競争が激しくなる
可能性があり，本学にとっても優秀な学生の確保に一層の努力と工夫が求められる．
　以下に平成 27 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．入学試験および入学定員
　医学部では昨年度と同様に，本学のアドミッションポリシーに合致した受験生をさまざまな視点から求めることを
目的に，推薦入試，一般入試（前期および後期），センター試験利用入試の 3 種類 4 回の入学者選抜が行われた．
　推薦入試の志願者は53名で，合格者は11名であった．一般入試の志願者は5,315名（前期2,679名，後期2,636名）
で，合格者は 110 名（前期 65 名，後期 45 名）であった．センター試験利用入試の志願者は 722 名，合格者は 10
名であった．まとめると，出願者総数は前年度 5,763 名を 327 名上回り 6,090 名となり，過去最高を記録した．
　なお，医師不足対策として医学部入学定員増が，時限的措置として行われているが，本学では平成 20 年度までの
入学定員 100 名を，平成 21 年度から 110 名とした．その後も，文部科学省ならびに埼玉県と協議し，地域枠によ
る定員増を継続している．募集定員は，平成 22 年度 115 名，平成 23 年度および平成 24 年度 120 名，平成 25 年
度 121 名（うち 1 名は研究医枠），平成 26 年度 125 名，平成 27 年度 126 名，平成 28 年度 127 名である．
　地域枠，研究医枠ともに入学試験での選抜は行わず，入学後に志望者を募集し，成績と面接試験を行い，選抜して
いるが，定員に対する充足率は 100％となっている．

2．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ている．
　平成 27 年度は埼玉県地域枠医学生奨学金については 24 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，15 名の奨学生を決定した．また，地域枠学生一期生 5 名が卒業したが，全員が医師国
家試験に合格し，県内の研修病院（4 名は本学附属の病院）で臨床研修を開始した．
　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 9 名の応募があり，応募者のなかから 5 名を奨学生
として決定した．

3．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を運用するにあたって，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，具体的な検討を行っ
た．平成 28 年度からの開始に向けて 3 年生を対象に 3 名の募集を行ったところ，3 名の応募があり，書類選考なら
びに面接試験の結果，全員を合格と判定した．また，4 年生 1 名，5 年生 1 名から研究医コースで学習することに強
い要望があり，3 年生と同様の選考を行い，研究医コ－スでの学習を認めることとした．

4．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
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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 27 年度も，国際基準を踏まえた医学教育の分野別認証に対応したカリキュラムの策定に向けて，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．
　平成 27 年 9 月に開催された第 5 回の医学教育フォ－ラムでは，臨床実習の在り方についてディスカッションが行
われた．岐阜大学が主催する医学教育セミナーとワークショップが本学を会場として 6 月に開催された．

5．医師国家試験
　第 110 回の医師国家試験は，平成 28 年 2 月 6 日から 8 日の 3 日間で実施され，全国では新卒者と既卒者を合わせ，
総受験者 9,434 人，合格者 8,630 人，合格率 91.5% であった．
　本学は，新卒者 113 名が受験し，107 名が合格した（合格率 94.7%）．既卒者は 11 名が受験し，8 名が合格した（合
格率 72.7％）．全体としては，124 名が受験し，115 名が合格した（合格率 91.7%）．合格率でみると，新卒合格率，
新卒と既卒をあわせた全体の合格率ともに全国平均値を僅かに上回る結果であったが，新卒合格者数は過去最高，新
卒と既卒をあわせた合格者数は，過去 2 番目に多い数であった．新卒で不合格だった者 6 名の内訳を見ると，卒業
試験の得点が 69 点以下のものに集中しており，卒業試験と国家試験との相関は高かった．卒業生全員の国家試験合
格のためには，学力低位の者のレベルアップが不可欠であることが，改めて明らかになった．

6．卒後教育
　卒後教育に関しては，3 病院の研修医委員会，医学部の卒後教育委員会，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（前期および後期）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．
　平成 28 年度から開始される新しい専門医制度に対応するため，理事長を中心とする専門医制度対応ヘッドクオー
ターを設置し，研修プログラムに関する情報の収集と発信，専攻生の身分規程などについて検討を重ねた．しかしな
がら，専門医制度の開始が 1 年遅れの平成 29 年度から開始されることになったため，本学ではヘッドクオ－タ－の
活動を一時中断し，新制度の成り行きを見守ることとした．

7．研究活動
　本格における研究活動については，これまで医学研究センターを中心に管理運営されてきたが，平成 27 年 4 月に
リサーチアドミニストレーションが設置されたことによって，本学における医学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ながら実施されるための環境整備が一層整ったと考えられる．

8．その他
1）相互交換留学
　21 年目を迎えた本制度で，平成 27 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ，18 名の留学生を本学に迎え，
本学からは 22 名の学生が留学した．通算して，332 名の留学生を本学に迎え，本学からは 407 名の学生が海外留
学したことになる．
2）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 27 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〇名を受入れ，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．
3）「社会医学の教育・研究」在り方検討ワーキンググループ報告
　2 つの基本学科（「公衆衛生」と「地域医学医療センタ－」）の運営責任者の定年を迎えることから，今後の社会医
学の教育・研究の在り方について，ワーキンググループを中心に検討され，最終報告書が提出された．この方針に基
づき，27 年度の地域医学医療センターの運営責任者は医学部長が担当することとした．
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9．平成 27 年度の総括
　平成 27 年度は，第 3 次長期総合計画が終了し，その検証結果に基づき第 4 次長期総合計画が策定され，節目とな
る 1 年となった．また，3 名の副学長が選任されるとともに，リサーチアドミニストレーションが設置されるなど，
全学的に教育研究環境の整備が進められた．医学部の学事については，概ね大過なく経過したが，医学部・医科大学
を取り巻く環境は大きく変化しており，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．

以　上
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総論（医学部）

6．2）教員代表者会議各種委員会

【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（副学長），松下（副学長，医研セ長），木崎（副学長，医学研究科長），荒木（副

医学部長，医教セ長，図書館長），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），田中（国
交セ長），岡﨑（ゲ所長），椎橋（IT セ長），丸山義（健推セ長），森（医教セ），村越（生化），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），田丸（川病理），小林（国呼内），
篠塚（消外），市岡（形成），井上（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），佐伯（国
乳腫），北村（国麻酔），鈴木孝（国小心外），根本（国救命），山口（国消外），牧田（国心リハ），大崎（国乳腫），
髙田（法医），永田（呼内），太田（神精），棚橋（倫理委員長），小室（大事部長），※ 吉本（副理事長）

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（副理事長），棚橋（専務理事），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），佐伯（国副院長），荒木（副医学部長，医教セ長），土田（副学長），松下（副
学長，医研セ長），木崎（副学長，医学研究科長），小山政（医学部長補佐）

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）

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

三谷（ゲ治療），山田（川泌尿），外：井上（一般女性），遠藤（自然科学有識者），野木（法律の専門家），大西正（人
文社会有識者），※千本松（RA セ），加藤（RA セ）

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），土田敦（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（国造腫），和合（保健康），福田（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（副理事長），○加藤木（保学部長），○土田（副学長），松下（副学長，医研セ

長），荒木（副医学部長，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（保臨検），下岡（保医用），
高倉（保理学），田島（事務局長），茂木（事務局次長，総企部長），小室（大事部長），村嶌，（保事室長），岩澤，
村田，松尾（医事務）

全学学生部委員会（全）
◎織田（学生部長），鈴木（保臨検），永井（公衛），森（医教セ），田中（国交セ長），太田（神精），野村（川神内），
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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，
辻脇（保看護），野寺（保臨検），山下，中島（保医用），藤田，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），加藤木（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，医教セ長），織田（学生部長），穐田（中施），金（整形），藤田（解剖），

青木（看護部），内野，岩澤（購買），村嶌，河村，福田（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），土田（副学長），松下（副学長，

医研セ長），荒木（副医学部長，医教セ長），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（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），※ 千本松（RA セ），加藤（RA

セ）

IR 委員会（全）
◎別所（学長，医学部長），土田（副学長），松下（副学長，医研セ長），荒木（医教セ長，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（病臨研セ統実責任者，医学部長補佐），伊藤（医
同窓副会長），宮山（医政策），和合（保臨検），茂木（総企部長），小室（大事部長），山川（保事室長），内田，
岩澤，村田，松尾（大事務）

医学教育センター運営委員会（医）
◎荒木（医教セ長），土田（皮膚），村越（生化），持田（消内），三村（リ膠），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），加藤（医教セ），辻（医教セ），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（森口（教養），藤森（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），金（整形），丸山（薬理），
永井（公衛），山口（感染），鈴木健（放射），加藤（医教セ），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），大竹（小児），松田晃（国血内），名越（川消内），
茅野（病理），永田（呼内），吉岡（整形），中元（総診）石原（産婦），村松（国心内），魚住（生化），小谷（生
化），栗﨑（解剖），吉田（教養），鈴木正（教養），西脇（教養），土田敦（教養），松下（免疫），岡田浩（腎内），
村山（国呼内），中村裕（血内），伊藤（神耳），織田（整形），山口（感染），三村（リ膠），畝川（国腫瘍）内野（国
放射），亀井（産婦），菊池（小児），太田（精神），根本（国救命），太田晶（公衛），柴崎（地医セ），高田（法医），
中元（総診）町田（研究セ），穐田（中施），田丸（川研究），堀内（微生物），曽根（免疫），奥田（ゲ発生），中
山伸（消内），中込（呼内），脇本（血内），船久保（リ膠），篠塚（消外），竹内（乳腫），古村（小外），藤巻（脳外），
中塚（形成），板谷（眼科），依田（口外），中山英（麻酔），芳賀（ER），磯部（東洋），森吉（臨検），岡田義（輸血），
足立（健管），西岡（川心内），植松（川呼内），森田（川内糖），得平（川血内），深浦（川神内），天野（川リ膠），



25

教員代表者会議各種委員会

叶澤（川腎内），大野（川感染），持木（川消外），小髙（川肝外），出口（川血外），矢形（川乳腫），中山光（川
呼外），山火（川心外），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），三橋（川中検），阿部（川病理），山本

（川輸血），伊藤博（川健管），良沢（国消内），栗原（国内糖），林（国神内），渡邊（国腎内），髙橋孝（国緩和），
宮里（国感染），岡本（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），黒崎（国産婦），坂田（国口外），髙橋（国リハ），西部（国麻酔），大西秀（国精神），小林清（国臨検），
長谷部（国病理），池淵（国輸血）

卒前教育委員会（医）
◎持田（消内），○土田（皮膚），荒木信（医教セ長），森（森口（教養），藤森（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），金（整形），丸山（薬
理），永井（公衛），山口（感染），鈴木健（放射），加藤（医教セ），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），大竹（小児），松田晃（国血内），名越（川
消内），茅野（病理），永田（呼内），吉岡（整形），中元（総診）石原（産婦），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），
杉山（整形），※町田，菅原（研セ），千本松，加藤（RA セ）

中央研究施設運営委員会（医）
◎坂本（中施），荒木信（神内），仁科（中施），穐田（中施），椎橋（IT セ），中村（皮膚），中山（消内），藤田（解

剖），森口（教養），小野（内糖），荒木智（生化），※ 池和田（経理部長），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（保臨検），

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）
◎田中（放射），○久慈（国核），小野（中施），松井（微生），飯塚（中施），平野（中放部），本田（川放），田丸（川

病），潮田（川研），熊﨑（国放），西本（ゲ RI），小糸（保臨検）

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（分生），小野（中

施），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）

特許委員会（全）
◎岡﨑（ゲ所長），○松下（医研セ長），吉本（副理事長），三村（リ膠），木崎（川血内），戸井田（保医用），安河

内（研セ），飯野（研セ），小室（大事部長），須田（ゲ客員），山内（名誉学長）※ 別所（学長）
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グラント選考委員会（全）
◎松下（医研セ長），別所（学長），吉本（副理事長），加藤木（保学部長），土田（副学長），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），永田（呼内），池淵（国輸血），佐伯（国乳腫），石
田（川消外），田丸（川病），※村越（生化学），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），宮里（国医セ感染）佐藤（保臨検），渡辺（中検）

寄附研究部門設置委員会（全）
◎別所（学長），吉本（副理事長），土田（副学長），松下（副学長），木崎（副学長），金澤（大病院長），堤（川病

院長），小山（国病院長），岡崎（ゲ所長），米谷（眼），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），三村（リ膠），木崎（川血内），佐伯（国乳腫）

リサーチアドミニストレーションセンター運営会議（全）
◎吉本（副理事長），○松下（副学長，医研セ長），千本松（RA セ），加藤（RA セ），高沢（経理部），佐藤，仲村，

竹村（RA セ），内田，松尾，岩澤，小野寺，井上（大事務），相澤（倫理事務）

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（保学部長），土田（副学長），上原（アド非常勤），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，藤森，山﨑，勝浦，向田（教養），下岡，戸井田（保医用），鈴木，和合（保臨検），
横田，井上（短事務），田中（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（入実委員長），吉本（副理事長），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（アド非常
勤），小室（大事部長），※椎橋（IT セ）

医学部入学試験実施委員会（医）
◎土田（副学長），○吉田（教養），向田（教養），藤森（教養），勝浦（教養），山崎（教養），渡辺（生理），岡田（腎内），

椎橋（IT セ），上原（アド非常勤），森（医教セ），山田健（病理），荒関（医教セ），山田泰（医教セ），村越（生
化），魚住（生化），森口（教養），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），○橋本（総診），種田（教養），チャド（教養），菅（生理），茅野（病理），周防（薬

理）井上（腎内），飯田（内糖），三村（リ膠），荒木（神内），篠塚（消外），藤巻（脳外），石原（産婦），朝倉（泌
尿），田丸（川病），佐伯（国乳腫），小澤（国放射），村松（国心内），奥田（ゲ発生），千本松（RA セ），辻（保
看護），乙戸（保理学），岩澤（大事），劉（国交セ顧問），※ 丸木（理事長），小山（国病院長），松本（国心内），
市岡（保臨検），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），奥田（ゲ発生），佐伯（国乳腫），田丸（川病），三村（リ膠），

千本松（薬理），辻（保看護）

地域医学，医療センター運営会議（全）
◎鈴木洋（地セ長），加藤木（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），
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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（地セ），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），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），西村（国心内），坂口（国呼外），加藤（川腎内），稲葉（毛病院），名越（川
消肝内），木村（国放射），岩永（国心内），辻（医教セ）

大学院委員会（全）
◎木崎（医研究科長），別所（学長），千田（看研究科長），吉本（副理事長），加藤木（保学部長），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），片山（ク院長），三村（リ膠），永島（解剖），田丸（川病理），佐伯（国乳腫），鈴木（保臨検），
野田（保看護）

大学院医学研究科委員会
◎木崎（医研究科長），別所（学長），土田（副学長），荒木（医教セ長），松下（医研セ長），岡﨑（ゲ所長），坂本
（中施長），三村（卒後部門長），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（保臨検），小林（修運長，保医生），永井（公衛），高田（法医），中村（血内），池淵（輸血），前﨑（国
感染），畝川（国腫内），加藤（国循内），永田（呼吸），持田（消肝），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（副理事長），棚橋（倫理委員長），田丸（川病理），高橋（川放射），持木（川消外），大西

（国精神）

医学研究科博士課程運営委員会
◎木崎（医研究科長），土田（副学長），荒木（医教セ長），松下（医研セ長），永島（解剖），奥田（ゲ発生），田丸
（川病理），永井（公衛），岡田（腎内），三村（リ膠），菅澤（国耳鼻），佐伯（国乳腫），大西（国精神），高橋（川
放射），持木（川消外），※別所（学長）

医学研究科修士課程運営委員会
◎小林（修運長），土田（副学長），加藤木（保学部長），松井（微生），鈴木（保臨検），奥田（ゲ発生），藤田（保

理学），※別所（学長）
※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 27 年 4 月 6 日
新入生オリエンテーション：平成 27 年 4 月 8 日～ 4 月 10 日

2．授業・試験
　1 年生
　　1 学期
　　　授業	 4 月 13 日～ 7 月 3 日
　　　定期試験①	 7 月 6 日～ 7 月 17 日
　　2 学期
　　　授業	 9 月 1 日～ 11 月 10 日

11 月 25 日～ 12 月 24 日
　　　定期試験②	 11 月 11 日～ 11 月 24 日
　　3 学期

　　授業	 1 月 5 日～ 2 月 3 日
　　　定期試験③	 2 月 4 日～ 3 月 2 日（再試験含む）
　2 年生
　　1 学期
　　　授業	 4 月 7 日～ 6 月 29 日
　　　定期試験①	 6 月 30 日～ 7 月 17 日
　　2 学期
　　　授業	 9 月 1 日～ 11 月 26 日

12 月 9 日～ 12 月 24 日
　　　定期試験②	 11 月 30 日～ 12 月 8 日
　　3 学期
　　　授業	 1 月 5 日～ 1 月 15 日
　　　定期試験③	 1 月 16 日～ 2 月 5 日（再試験含む）
　　　総合試験	 2 月 9 日，2 月 10 日
　3 年生
　　1 学期

　　授業	 4 月 7 日～ 5 月 8 日
5 月 19 日～ 6 月 26 日

　　　定期試験①	 5 月 9 日～ 5 月 18 日
　　　定期試験②	 6 月 27 日～ 7 月 11 日
　　2 学期
　　　授業	 9 月 1 日～ 9 月 30 日

10 月 13 日～ 12 月 24 日
　　　定期試験③	 10 月 1 日～ 10 月 5 日
　　3 学期
　　　授業	 1 月 5 日～ 1 月 22 日
　　　定期試験④	 1 月 23 日～ 2 月 22 日（再試験含む）
　4 年生
　　1 学期

　授業	 4 月 7 日～ 7 月 2 日
　　　定期試験①	 7 月 3 日～ 7 月 15 日
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　　2 学期
　　　授業	 9 月 1 日～ 12 月 24 日
　　3 学期
　　　授業	 2 月 6 日～ 2 月 19 日
　　　定期試験②	 1 月 5 日～ 2 月 22 日（再試験含む）
　　　共用試験 CBT	 2 月 4 日
　　　共用試験 OSCE		 2 月 24 日
　5 年生
　　BSL オリエンテーション	 平成 27 年 3 月 27 日
　　1 学期
　　　BSL		 4 月 6 日～ 8 月 1 日
　　2 学期
　　　BSL		 9 月 1 日～ 9 月 19 日，9 月 28 日～ 12 月 26 日
　　　前期総合試験	 	9 月 25 日
　　3 学期
　　　CC オリエンテーション	平成 28 年 1 月 12 日
　　　CC ①	 1 月 18 日～ 2 月 13 日
　　　CC ②	 2 月 15 日～ 3 月 5 日
　　　後期総合試験	 1 月 5 日
　　　BSL 後 OSCE	 1 月 8 日
　6 年生
　　1 学期
　　　CC ③	 4 月 6 日～ 5 月 2 日
　　　CC ④	 5 月 7 日～ 5 月 28 日
　　　卒業時 OSCE	 5 月 30 日
　　　授業	 6 月 1 日～ 7 月 28 日
　　　実力試験①	 4 月 1 日～ 4 月 3 日
　　　実力試験②	 7 月 29 日～ 7 月 31 日
　　2 学期
　　　授業	 8 月 31 日～ 9 月 29 日
　　　　	 11 月 2 日～ 12 月 22 日
　　　実力試験③	 8 月 26 日～ 8 月 28 日
　　　実力試験④	 12 月 9 日～ 12 月 11 日
　　　第 1 回卒業試験	 10 月 7 日～ 10 月 9 日
　　　第 2 回卒業試験	 10 月 28 日～ 10 月 30 日
3．卒業式
　平成 28 年 3	月 12 日
4．その他
　定期健康診断：1 年生	 平成 27 年 4 月 7 日
　　　　　　　　2 年生	 平成 27 年 4 月 10 日
　　　　　　　　3 年生	 平成 27 年 4 月 16 日
　　　　　　　　4 年生	 平成 27 年 4 月 17 日
　　　　　　　　5 年生	 平成 27 年 3 月 27 日
　　　　　　　　6 年生	 平成 27 年 6 月 12 日
　　　　　　　　受診率	 781	／	781　100％
　解剖体慰霊祭：平成 27 年 11 月 7 日
　越華祭（大学祭）：平成 27 年 10 月 24 日，10 月 25 日
　スチューデントドクター認定式：平成 28 年 4 月 2 日
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6．4）入学，進級，卒業，入試

1．進級と卒業
在学者数

学年 進級者
平成 26 年度留年者
（休学者含む）

再入学 計（男：女）

1 年 （入学者）128 7 135（89：46）
2 年 123 4 127（82：45）
3 年 128 13 141（92：49）
4 年 120 5 125（84：41）
5 年 120 5 125（77：48）
6 年 118 9 1 128（79：49）
合計 737 43 1 781（503：278）

平成 27 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 135 128 4 1 0 2
2 年 127 120 7 0 0 0
3 年 141 122 12 3 0 4
4 年 125 115 10 0 0 0
5 年 125 124 0 1 0 0
6 年 128 113 15 0 0 0
合計 781 722 48 5 0 6

卒業
　平成 27 年 10 月 7 日～ 10 月 9 日の第 1 回卒業試験及び 10 月 28 日～ 10 月 30 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 113 名が卒業した．
　なお，この 3 月の卒業者 113 名中，留年しないで卒業した者は 92 名であり，同一年度（平成 22 年度）入学者
119 名の 77.3% にあたる．

2．卒業者数
　平成 28 年 3 月卒業　113 名（男 71 名，女 42 名）

3．卒業生進路状況（第 110 回医師国家試験合格者）平成 28 年 3 月現在
　埼玉医科大学病院	 29 名
　埼玉医科大学総合医療センター	 11 名
　埼玉医科大学国際医療センター	 9 名
　他大学附属病院・他指定病院	 66 名
　合　計　	 115 名

4．第 110 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
113 11 124 107 8 115 94.7 72.7 92.7

5．入学試験と入学者
　平成 28 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 27 年 11 月 2 日～ 10 日
　試験日　11 月 15 日
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　合格発表　11 月 18 日
　入学手続期間　11 月 18 日～ 11 月 27 日
　志願者　53 名
　受験者　53 名
　合格者　11 名
　入学者　11 名（男 5 名，女 6 名）,（現役 8 名，他 3 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 27 年 12 月 7 日～平成 28 年 1 月 15 日
　　1 次試験　1 月 24 日
　　1 次合格発表　1 月 27 日
　　2 次試験　1 月 31 日
　　2 次合格発表　2 月 3 日
　　入学手続期間　2 月 3 日～ 9 日
　　志願者数　2,679 名
　　1 次受験者　2,524 名
　　1 次合格者　371 名
　　2 次受験者　344 名
　　2 次合格者　65 名
　　入学者　46 名（男 37 名，女 9 名）
　②後期
　　出願期間　平成 27 年 12 月 7 日～平成 28 年 2 月 5 日
　　1 次試験　2 月 14 日
　　1 次合格発表　2 月 17 日
　　2 次試験　2 月 21 日
　　2 次合格発表　2 月 24 日
　　入学手続期間　2 月 24 日～ 3 月 2 日
　　志願者数　2,636 名
　　受験者数　2,107 名
　　1 次合格者　362 名
　　2 次受験者　328 名
　　2 次合格者　48 名
　　入学者　66 名（男 44 名，女 22 名）
　●試験科目
　　1 次　外国語（英語），数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），
　　　　　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 27 年 12 月 7 日～平成 28 年 1 月 15 日
　　1 次試験　1 月 16 日・17 日
　　1 次合格発表　2 月 24 日
　　2 次試験　2 月 28 日
　　2 次合格発表　3 月 2 日
　　入学手続期間　3 月 2 日～ 3 月 9 日
　　志願者数　722 名
　　受験者数　708 名
　　1 次合格者　174 名
　　2 次受験者　	52 名
　　2 次合格者　	10 名
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　　入学者　7 名（男 6 名，女 1 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・化学・生物より 2 科目選択）

　　2 次　小論文，面接
○入学者（合計）

130 名（男 91 名，女 39 名）
○入学高校所在地県別
　北海道	 2	 茨　城	 3	 山　口	 1
　青　森	 3	 千　葉	 6	 岡　山	 0
　山　形	 0	 神奈川	 10	 広　島	 0
　岩　手	 0	 東　京	 38	 香　川	 0
　秋　田	 0	 静　岡	 4	 徳　島	 0
　宮　城	 0	 愛　知	 4	 高　知	 0
　福　島	 0	 岐　阜	 0	 愛　媛	 6
　山　梨	 4	 三　重	 2	 福　岡	 1
　長　野	 1	 兵　庫	 2	 佐　賀	 1
　新　潟	 3	 大　阪	 4	 長　崎	 0
　福　井	 1	 京　都	 0	 大　分	 1
　石　川	 0	 和歌山	 1	 熊　本	 1
　富　山	 0	 奈　良	 1	 宮　崎	 1
　群　馬	 2	 滋　賀	 1	 鹿児島	 1
　埼　玉	 19	 鳥　取	 0	 沖　縄	 3
　栃　木	 3	 島　根	 0	 認定・その他	 0
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6．5）教育カリキュラム（奨学金等）

○奨学金等
　平成 27 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 15 名（定員 15 名）　2 年生	14 名（定員 14 名）
3 年生 12 名	（うち 1 名留年のため貸与停止）（定員 10 名）
4 年生	8 名（定員 10 名）　5 年生　10 名（定員 10 名）
6 年生　5 名（定員 5 名）　	合計 64 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 5 名　2 年生 11 名　3 年生 2 名
4 年生 5 名	（うち 1 名留年のため貸与停止）
5 年生 3 名		6 年生 11 名（うち 2 名平成 27 年 12 月より辞退）		
合計　37 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 3 7 0 2 1 16
第二種 13 6 4 8 5 9 45
計（延数） 16 9 11 8 7 10 61
計（併用者含む） 14 6 10 8 7 9 54

　　　（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 27 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 6 名，理学療法学科教授 4 名，学長，大学事務部部長の計 24 名からなる．平成 27 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 27 年 4 月 6 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，臨床検査学科 77 名，医用生体工学科 40 名，理学療
法学科 50 名，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 260 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 27 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 16 プログラムに延べ 86 名，医学部の 42 プログラムに延べ 105 名，計 191 名（昨年度 143 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
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 27 年 10 月 3 日，看護学科 3 年生を対象に，第 8 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 11 月 7 日に行われ，保健医療学部の学生 20 名（各学科各 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）卒業式，謝恩会
　平成 28 年 3 月 12 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 7 期生 91 名，健康医療科学科 7 期生 71 名，
医用生体工学科 7 期生 37 名，理学療法学科 6 期生 46 名が卒業した．卒業式では各学科の学長賞受賞者 4 名とたち
ばな会会長賞 1 名の表彰が行われた．

（8）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 18 名が参加した．
　理学療法学科では，米国西海岸でのスタンフォード大学その他における海外研修（10 日間，4 年生 7 名），および
カンボジアでの国立医療技術学校その他における研修｛7 日間，3 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
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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．
（9）部活動と学園祭の開催
　平成 27 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 623 名（前年度は 20 団体 606 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 8 回目の学園祭（第 8 回越華祭）が，10 月 24 日～ 10 月 25 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．無事に行なわれたことは学生会の役員，学園祭実行委員の諸君の努力の
賜物と評価したい．

（10）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．

（11）学生保健室
　平成 27 年度の学生保健室利用状況は計 488 件（川角校舎 22 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 63
人 73 件であった．心理相談が著明に増加している．
　学生保健室は教職員・学生健康推進センターにより運営されており，体調不良や軽微な外傷への一次対応に加えて，
健康診断，ワクチン接種などにつき組織的な取り組みが可能となっている．関連病院への立ち入り等で，ワクチン接
種歴の明確な記録が要求されるようになり，いっそうの徹底を目指している．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 6 回にわたり実施し延べ 1907 名が参加した．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 28 年度入学試験として，看護学科 3 年次編入学試験（9 月 27 日，受験者数 6 名，合格者数 5 名），医用生
体工学科 2 年次編入学試験（9 月 27 日，受験者数 2 名，合格者数 2 名），推薦入学試験（11 月 8 日，受験者数 149 名，
合格者数 116 名），AO 入学試験（12 月 13 日，受験者数 16 名，合格者数 10 名），一般入学試験前期（1 月 27 日
一次試験，受験者数 582 名，合格者数 327 名，1 月 29 日二次試験，受験者数 317 名，合格者数 185 名），一般入
学試験後期（2 月 24 日，受験者数 128 名，合格者数 14 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．
昨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，臨床検査学科の受験者数も 176 名（前年比 128％）と増加した．
いずれもその前年と比べて改善が見られた．受験科目数を少なくすることが，受験者・入学者の質の低下をきたすの
ではないかという危惧については迅速な結論は得られないが，1 年目の成績はむしろ若干向上している．平成 28 年
度入学試験では，医用生体工学科においても受験者増加を目指して，2 科目受験を採用する方針とした．平成 25 年
度には看護師国家試験および臨床検査技師国家試験でともに 100％合格を達成していたが，平成 26 年度国家試験で
は，臨床検査技師の国家試験で合格率 81％と大きく後退してしまった．これらの要因による受験者数の推移が注目
されたが，結果として医用生体工学科の受験者数は微増にとどまり，臨床検査学科の受験者数はむしろさらに改善し
前年比 33％増であった．
　今後とも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．
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5）国家試験
第 105 回看護師国家試験では，新卒で 87 名中 85 名合格（97.7％），第 102 回保健師国家試験では，新卒で 24

名中 23 名合格（95.8％），第 62 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 63 名中 55 名合格（87.3％），第 29 回臨床
工学技士国家試験では，新卒で 37 名中 27 名合格（73.0％），第 51 回理学療法士国家試験では，新卒で 45 名中 43
名合格（95.6％）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 89.4％），理学療法
士で 92.2％（全国平均 74.1％）と全国平均を大きく上回り，保健師で 92.0％（全国平均 89.8％），臨床検査技師で
は 74.7％（全国平均 76.4％）と全国平均とほぼ同等であった．しかし，臨床工学技士で 65.1％（全国平均 72.5％）
と開校以来はじめての低い合格率であった．本年度の全国平均もほかの資格と比べて低い水準であるが，本年度の国
家試験では出題傾向がかなり変化したことに対して，本校の卒業生は対応できなかった．早急に問題点を検討し，e-
ラーニングを含めた新しい対策を施している．

今後は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検討を続けていく．
6）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 26 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 27 年度の教員人事考課の添付資料としても活用できた．
7）教員の研究業績評価システム

全学的に研究業績評価を定量的にすることが決まり，医学部からの案を参考にして，保健医療学部独自の評価表を
作成した．作成には平成 26 年 7 月から導入した “資格と職位” 制度によって新たに就任した研究主任 4 名と学部長
による会議を 3 回行ない充分に協議した．
8）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．
9）医療人教育者のためのワークショップ

例年は 8 月に行なっている新入教員のためのワークショップであるが，本年度はあまりに新人が多いためより早
い時期に開催することに意義があると考えた．　そのため平成 27 年 4 月 25・26 日に第 16 回医療人教育者のため
のワークショップ（教員 17 名，事務職員 2 名）を行なった．8 月 27・28 日にはテーマを “評価” にしぼったアド
バンスト・コースとして第 17 回医療人教育者のためのワークショップ（教員 18 名）を実施した．報告書は全国約
240 の医療系学部に送付した．
10）保健医療学部公開講座の開催

平成27年9月に第16回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：フィジカルアセスメント）を，さらに，平成28年3月，
第 17 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：腹部超音波診断）を実施した．
11）市民公開講座

平成 28 年 1 月 23 日に” 小さいものを見る “と題して，日高市や毛呂山町の小・中学生を対象とした市民公開講
座を開催した．今後は，今までの専門職を対象とした公開講座とともに，市民や入学前の若年者相手の公開講座にも
力を入れて行く．
12）学部プロジェクト研究

平成 27 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 27 年 7 月，33 件を採択した．
13）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．
　一・ニ年生は全員参加とし，低学年のうちに防災対策を覚えてもらう方針である．
14）保護者会（たちばな会）

平成 27 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
平成 27 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 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎加藤木利行（学部長）千田みゆき（看護）大森智美（看護）

　村田栄子（健康）		小峰伸一（健康）		下岡聡行（医用）

　中島孔志（医用）		高倉保幸（理学）		神子嶋誠（理学）　

　辻		美隆（看護）		金子優子（看護）		上滝圭介（健康）

学生部委員会
自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎鈴木正彦（健康）　辻美隆（看護）　		山路真佐子（看護）

　伴塲裕巳（健康）		小林直樹（医用）		若山俊隆（医用）　	

　赤坂清和（理学）　國澤佳恵（理学）	

自己点検・評価

委員会

自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎加藤木利行（学部長）千田みゆき（看護）山路真佐子（看護）

　渡邉一郎（健康）		村本良三（健康）		山下芳久（医用）

　脇田政嘉（医用）		西岡亮治（理学）		澤田　豊（理学）

入試委員会
自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎加藤木利行（学部長）別所正美（学長）千田みゆき（看護）

○市岡正適（健康）　冨田幸江（看護）　藤村博恵（看護）　

　村田栄子（健康）		佐藤正夫（健康）　下岡聡行（医用）

　戸井田昌宏（医用）宮本裕一（医用）　高倉保幸（理学）

　小島龍平（理学）		國澤洋介（理学）	

広報委員会
自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎	市岡正適（健康）　大賀淳子（看護）		大澤優子（看護）

　内田康子（健康）		野寺		誠（健康）		奥村高広（医用）

　駒形英樹（医用）		藤田博暁（理学）		乙戸崇寛（理学）

図書館委員会
自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎和合治久（健康）　佐久間肇（看護）		加納		隆（医用）

　福田敏行（理学）

倫理委員会
自 H27.4.	1

至 H28.3.31

◎田邊一郎（医用）　本山仁美（看護）		野田智子（看護）

　来住野修（健康）　飯野		望（健康）		加藤綾子（医用）

　時田幸之輔（理学）細井敏希（理学）
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7．3）学事

1．入学式
入学式：平成 27 年 4 月 6 日（月）
新入生オリエンテーション：平成 27 年 4 月 7 日（火）～ 10 日（金）

2．授業・試験（4 学年共通）
前期　授業　　	4 月 13 日（月）～ 7 月 29 日（水）
定期試験　　　	9 月 1 日（火）～ 9 月 19 日（土）（追試験・再試験含む）
後期　授業　　	9 月 28 日（月）～ 1 月 25 日（月）
定期試験　　　	2 月 1 日	（月）～ 2 月 20 日（土）（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 28 年 3 月 12 日（土）

4．その他
定期健康診断：1 年生　平成 27 年 4 月 8 日（水）,9 日（木）
2 年生　平成 27 年 3 月 31 日（火）
3 年生　平成 27 年 4 月 1 日（水）,2 日（木）
4 年生　平成 27 年 4 月 3 日（金）
受診率：986 ／ 995　　99.1％
第 16 回公開講座：平成 27 年 9 月 26 日（土）
第 17 回公開講座：平成 28 年 3 月 5 日（土）
解剖体慰霊祭：平成 27 年 11 月 7 日（土）
大学祭：平成 27 年 10 月 24（土）,25 日（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		83 名
　　　健康医療科学科　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
　（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 1 茨城県 7 新潟県 2 福岡県 1
青森県 2 栃木県 12 山梨県 5 沖縄県 1
岩手県 2 群馬県 11 長野県 7
宮城県 3 埼玉県 135 静岡県 6
秋田県 3 千葉県 4 大阪府 1
山形県 2 東京都 38 兵庫県 1
福島県 8 神奈川県 2 高知県 1 計 255 名

2．進級と卒業
　進級（卒業）・留年状況（平成 28 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） 86 0 2
2 年 89（14・75） 84 4 1
3 年 92（	5・87） 92 0 0
4 年 91（	9・82） 91 0 0
計 360（41・319） 353 4 3

　　○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 77（21・56） 75 0 2
2 年 59（19・40） 55 4 0
3 年 73（23・50） 72 0 1
4 年 75（24・51） 71 4 0
計 284（87・197） 273 8 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 42（30・12） 39 1 2
2 年 40（23・17） 35 2 3
3 年 39（26・13） 37 1 1
4 年 37（24・13） 37 0 0
計 158（103・55） 148 4 6

　　○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 51（31・20） 50 0 1
2 年 45（16・29） 43 2 0
3 年 51（28・23） 49 1 1
4 年 46（19・27） 46 0 0
計 193（94・99） 188 3 2



入学，進級，卒業，入試

42

3．卒業
　学科別卒業者数
　　看護学科　　　　91 名（男	9	名，女	82 名）
　　健康医療科学科　71 名（男 21 名，女	50 名）
　　医用生体工学科　37 名（男 24 名，女	13 名）
　　理学療法学科　　46 名（男 19 名，女	27 名）

計 	245 名（男 73 名 ,	女 172 名）

4．国家試験結果
○第 105 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 1 88 85 1 86 97.7 100.0 97.7

○第 102 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
24 1 25 23 0 23 95.8 0 92.0

○第 62 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
63 16 79 55 2 57 87.3 12.5 72.2

○第 29 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
37 6 43 27 1 28 73.0 16.7 65.1

○第 51 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
45 6 51 43 4 47 95.6 66.7 92.2

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 0 4 1 2
埼玉医科大学総合医療センター 7 3 3 1
埼玉医科大学国際医療センター 50 4 3 1
法人関連病院等 1 0 0 1
他の医療機関等 26 38 20 38
進学 1 0 0 0
合　計 85 49 27 43
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6．入学試験
　平成 28 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 27 年 10 月 26 日（月）～ 10 月 31 日（土）
　　　試験日　　　　　　　　　11 月	8	日（日）
　　　合格発表　　　　　　　　11 月 10 日（火）
　　　入学手続期間　　　　　　11 月 11 日（水）～ 11 月 18 日（水）
　　　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　　67 名　　　	29 名　　　　　17 名　　　　　　36 名
　　　　受験者　　67 名　　　	29 名　　　　　17 名　　　　　　36 名
　　　　合格者　　45 名　　　	26 名　　　　　15 名　　　　　　30 名
　　　　入学者　　45 名　　　	26 名　　　　　15 名　　　　　　30 名
　（2）AO 入試
　　　出願期間　　　平成 27 年 12 月	1 日（火）～ 12 月	8 日（火）
　　　試験日　　　　　　　　　12 月 13 日（日）
　　　合格発表　　　　　　　　12 月 15 日（火）
　　　入学手続　　　　　　　　12 月 16 日（水）～ 12 月 24 日（木）
　　　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　　　12 名　　　　　　4 名
　　　　受験者　　　12 名　　　　　　4 名
　　　　合格者　　　		8 名　　　　　　2 名
　　　　入学者　	　　	6 名　　　　　　2 名
　（3）一般入試
　　○前期
　　　出願期間　　　平成 28 年 1 月 4 日（月）～ 1 月 20 日（水）
　　　1	次試験日　　　　　　　1 月 27 日（水）
　　　1	次合格発表　　　　　　1 月 27 日（水）
　　　2	次試験日　　　　　　　1 月 29 日（金）
　　　2	次合格発表　　　　　　2 月 1 日（日）
　　　入学手続期間　　　　		　	2 月 2 日（火）～ 2 月 12 日（金）
　　　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・外国語（物理 , 化学 , 生物 , 英語から 1 科目選択），数学
　　　　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	 257 名	 156 名	 56 名	 117 名
　　　　1	次受験者	 254 名	 155 名	 56 名	 117 名
　　　　1	次合格者	 109 名	 100 名	 48 名	 70 名
　　　　2	次受験者	 105 名	 95 名	 48 名	 69 名
　　　　2	次合格者	 86 名	 68 名	 38 名	 39 名
　　　　入学者	 36 名	 38 名	 25 名	 23 名
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　○後期
　　　出願期間　　　平成 28 年 2 月		3 日（水）～ 2 月 17 日（水）
　　　試験日　　　　　　　　　2 月 24 日（水）
　　　合格発表　　　　　　　　2 月 26 日（金）
　　　入学手続期間　　　　　　2 月 29 日（月）～ 3 月	7 日（月）
　　　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	 69 名	 49 名	 7 名	 13 名
　　　　受験者	 64 名	 45 名	 7 名	 12 名
　　　　合格者	 9 名	 5 名	 2 名	 2 名
　　　　入学者	 7 名	 3 名	 1 名	 2 名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
　　　試験日　　平成 27 年 9 月 27 日（日）
　　　試験科目　英語，専門科目，面接
　　　　志願者　　6 名
　　　　受験者　　5 名
　　　　合格者　　5 名
　　　　入学者　　4 名

（5）医用生体工学科 2 年次編入学試験
　　　試験日　　平成 27 年 9 月 27 日
						試験科目　口頭試問，面接
　　　　志願者　　2 名
　　　　受験者　　2 名
　　　　合格者　　2 名
　　　　入学者　　1 名

（6）入学予定者
　　看護学科	 88 名（男	10 名，	女	78 名）現役　84 名
　　臨床検査学科	 73 名（男	21 名，	女	52 名）現役　71 名
　　医用生体工学科	 44 名（男	31 名，	女	13 名）現役　40 名
　　理学療法学科	 55 名（男	28 名，	女	27 名）現役　53 名
　　	 計　　　　　　	260 名（男	90 名，	女 170 名）現役	248 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している．卒
業要件単位は 124 単位である．
　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，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」として生命倫理，文化人類学，カウンセリング論，ジェンダー学，英語Ⅲが，「看
護の対象としての人間の理解」として看護倫理，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，保健医療行政論，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，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，健康教育論Ⅰ～Ⅱ，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，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，「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，公衆衛生看護管理論，学校看護論，産業看護論，看護のマネジメン
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トと安全管理，国際看護論，救命救急論，在宅看護学実習，公衆衛生看護学実習，実践応用の看護学実習，看護研究
セミナー，地域診断論Ⅰ～Ⅱ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．
b）臨床検査学科（旧：健康医療科学科）
　平成 27 年度より学科名称を臨床検査学科と改称した．臨床検査学科では，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
ている．平成 26 年度入学生までは健康医療科学科として対応する．
　1 年次には，基礎科目として哲学，文学，倫理学，心理学，法学，社会学，人体の科学入門，統計学，数学，物理学，
物理学実験，化学Ⅰ～Ⅱ，化学実験，生物学，生物学実験，英語Ⅰ～Ⅱ，英会話，ドイツ語，スポーツ科学が，専門
基礎科目として医療の基本Ⅰ，人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ A，人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ実習，病理学，免疫学，情報科
学，情報科学実習が，専門科目として検査機器総論，医動物学が置かれている．2 年次には基礎科目として社会福祉
論，医学英語が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，人体の構造と機能Ⅱ B，微生物学，血液学，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（ヒトの病気）Ⅰ～Ⅳ，病理組織細胞検査学，病理組織細胞検査
学実習，臨床血液学，
臨床血液学実習，臨床検査総論，臨床検査総論実習，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，労働衛生法規Ⅰ，労働衛生法規Ⅱ，食品学，原書講読の各科目が
配置されている．3 年次には専門基礎科目として，薬理学，保健医療福祉総論が，専門科目として医療の基本Ⅲ，臨
床病理学総論，病理細胞検査診断学，臨床化学，臨床化学実習，放射性同位元素検査学，臨床微生物学，臨床微生物
学実習，臨床免疫学実習，輸血移植学，輸血移植学実習，遺伝子検査学，臨床生理学Ⅱ実習，臨床生理学Ⅲ，臨床生
理学Ⅲ実習，検査管理学，検査情報処理科学，環境保健学，衛生管理学，救急救命論，環境衛生工学，食品衛生学，
栄養学，健康食品総論が配置されている．なお，夏期休暇中に企業実習が実施される．4 年次前期には関連各病院に
おける臨地実習が実施される．4 年次後期には専門基礎科目として公衆衛生学，公衆衛生学実習が開講され，専門科
目として検査学特論，産業保健学，保健社会学，薬事関係法規が実施され，さらに 3 年次後期から 4 年次後期を通
じて専門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．
　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～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（通年），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
が配置され，また，前後期を通じて生体工学総合演習Ⅳおよび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
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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チーム医療学，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・各論），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，
専門科目として物理療法学演習および日常生活活動学演習が配置されている．
　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，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，職業倫理職場管理学，地域理学療法学，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，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ている．
　4 年次には専門基礎科目として精神保健学，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 27 年度の実績と自己点検・評価
　平成 27 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 10 年目にあたり，理学療法学科は 9 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 4 月から学科名を臨床検査学科と改称する．
　看護学科と臨床検査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．

3．奨学金等　　　　
　日本学生支援機構による奨学金

（1）平成 27 年度奨学生状況
　　平成 27 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 36 26 33 26 121
二種 61 51 81 76 269
計 97 77 114 102 390

　　（大学院修士課程）　　　　　　　　　　　（名）
区分 1 年 2 年 計
一種 2 0 2
二種 1 0 1
計 3 0 3



教育カリキュラム（奨学金等）

48

（2）平成 27 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

2015 ～ 2012（H27 ～ 24） 1 ～ 4 54,000 64,000
30,000

　　　＊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 27 年度特記事項
1）土曜日の開館時間を 20 時まで延長した（4 月，附属図書館）
2）大学事務部教務課，医学会，研究科委員会との協議を経て，機関リポジトリの導入（国立情報学研究所の共用

リポジトリサービス	JAIRO	Cloud による運用）が決定した（7 月，附属図書館）
3）2016 年外国雑誌については原価の値上がりと為替の円安傾向のほか，これまで不課税だった海外取引扱いの

電子版への課税（リバースチャージ方式による申告納税）が行われることになり，大幅な購読中止を含めたコレ
クションの見直しを行った．その結果，利用単価 10,000 円以上の電子ジャーナル 28 タイトルの中止，利用の
少ない冊子版 14 タイトルの中止，Wiley のパッケージを 2 年契約に変更，新規電子ジャーナルパッケージを追
加（Thieme），2 タイトルを新規購読（Journal	of	Thoracic	Oncology，Science	Translational	Medicine）するこ
とになった（10 月，附属図書館）

4）次期図書館システムを LIMEDIO とすることに学内合意が得られ，LIMEDIO の導入が正式に決定した．これに
合わせて図書館システム未導入の短期大学図書室でも LIMEDIO を導入することになった（10 月，附属図書館）

5）利用規則の一部改正を行った（延滞に関する罰則を変更し超過日数分の期間停止する，オーバーナイトによる
貸出し及び一時貸出しについて再規定）（平成 28 年 3 月，附属図書館）

6）LIMEDIO の運用を開始した（3 月 31 日，附属図書館）
7）8 月 10 日から 13 日まで資料貸出しと夜間開館を中止し，蔵書点検作業を実施した（総合医療センター分館）
8）越華祭に川角キャンパス分館と合同で参加し，図書館ツアー，パネル・資料展示，ブックカバー作成体験を実

施した（10 月 24 日～ 25 日，日高キャンパス分館）
9）8 月 19 日から 24 日までを臨時休館し，書架の増設，設備移動，図書の再配架を実施した（川角キャンパス分館）

1．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），小室秀樹（KOMURO,	Hideki，事務長）小野澤繁雄（ONOZAWA,	
Shigeo，専門職員，参与），田口宣行（TAGUCHI,	Nobuyuki，係長），忍田純子（OSHIDA,	Junko，係長，7月から），
小山有希子，廣瀬洋，森田晏奈，前田智美，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），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），鈴木智絵

3．運営状況
3-1．人事

4 月 1 日付で事務長が小室秀樹学校群統括部長に交代した（兼務）．同じく 4 月 1 日付で鈴木智絵が契約職員から
正職員に登用された．7 月 1 日付で忍田純子が係長に昇進した．田口宣行がヘルスサイエンス情報専門員（中級），
小山有希子，廣瀬洋，中島裕美子が同専門員（基礎）の認定を受けた（10 月 1 日付）．森田晏奈が 2015 年度検索技
術者検定 3 級に合格した（12 月 17 日付）．穂波理枝が第 5 回文化財 IPM コーディネータ資格取得試験に合格した

（平成 28 年 1 月 15 日付）．3 月末日付で小野澤繁雄（専門職員，参与）が退職した．特定非営利活動法人日本医学
図書館協会（JMLA）機関誌「医学図書館」編集委員会委員（百留悦子），JMLA 雑誌委員会委員（田口宣行），JMLA
医書電子化検討ワーキンググループ委員（田口宣行），JMLA 米国国立医学図書館分類法（NLMC）日本語版作成ワー
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キンググループ委員（廣瀬洋），一般社団法人情報科学技術協会（INFOSTA）出版委員会委員（田口宣行）．
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館

・平成 27 年度図書館委員会（3 回開催，6 月 9 日，10 月 6 日，平成 28 年 2 月 9 日）
・平成 28 年 3 月の図書館システム（京セラ丸善	CARIN-i）保守契約満了に伴い，CARIN-i の継続あるいは他社へ

の移行も視野に入れ，次期図書館システム導入について本格的な検討を開始した（4 月）
・8月3日から8日までを臨時休館し，3階一般書架の除架作業を実施した（平成6年～8年に出版された図書2,668

冊を 2 階保存書庫へ移動）
・各基本学科ほかへ「図書館費での購読雑誌の希望調査」の調査用紙を配付した（9 月）
・私費扱いコピー料金 1 件千円以上に消費税を加算していた件について経理部と協議した結果，今後はコピー料

金に消費税が含まれるとみなし加算しないことになった（10 月）
・図書館システム導入に伴う短期大学図書室蔵書へのバーコード貼付作業を実施した．作業期間は 2 週間で各館

より各日 1，2 名参加，貼付冊数は約 17,000 冊となった（平成 28 年 3 月）
・3 月 23 日から 25 日までを臨時休館し，外部講師による LIMEDIO 導入講習会を実施した（法人内 6 図書館・室

より 18 名出席）．また，翌 26 日に運用ルールの検討・協議を行った
情報教育・管理室
・平成 26 年度の事業計画で挙げたドキュメントデリバリーサービス Reprints	Desk の運用が保留になっている件

について，当初の運用案を見直し平成 28 年度の運用開始に向けて利用申請を行った（10 月）
・メディカルオンラインリモートアクセスオプションの提供を開始した（11 月）
・図書館ホームページの雑誌総合目録を廃止し，雑誌目録機能を SFX に一本化した（平成 28 年 3 月）

2）	総合医療センター分館
・平成 27 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 20 日，9 月 30 日，12 月 2 日）
・病院機能評価受審においてサーベイヤーの来館及び質疑応答に対応した（5 月 12 日）
・関東信越厚生局の「歯科医師臨床研修施設に対する意見交換（実地調査）」に対応した（11 月 30 日）

3）日高キャンパス分館
・平成27年度日高キャンパス分館図書館委員会（4回開催，5月 18日，7月 13日，11月 4日，平成28年 2月 4日）
・オープンキャンパス対応（7 月 26 日，8 月 2 日，22 日，23 日，10 月 24 日，25 日，11 月 25 日）
・8 月 10 日から 22 日までを臨時休館し，館内清掃，図書整理，雑誌再配架などを実施した
・短期大学図書館でのバーコード貼付作業及び図書館システムの交換に伴い，開館時間を 17 時まで短縮した（平

成 28 年 3 月 7 日～ 31 日）
4）川角キャンパス分館

・図書館利用案内を改訂し，日高キャンパス分館と川角キャンパス分館で共通の利用案内を作成した（6 月）
・定期試験期間と国家試験前の土曜日を開館した（8 月 29 日，9 月 6 日，12 日，平成 27 年 1 月 31 日，2 月 6 日，

13 日，20 日，27 日）
3-3．設備ほか
1）附属図書館

・風除室前破損点検口交換工事が行われた（4 月）
・1 階ラウンジ，3 階情報機器コーナーのプリンタが更新され IC カード認証による運用を開始した（5 月）
・地下 1 階防火ダンパーとスプリンクラー制御弁交換工事が行われた（6 月～ 7 月）
・正面玄関のタイル張替え工事が行われた（6 月～ 7 月）
・1 階ラウンジ，3 階閲覧室に無線 LAN アクセスポイントを設置し運用を開始した（6 月）
・屋上消火補給水槽の交換工事が行われた（7 月）
・1 階ラウンジの一部をレイアウト変更した（9 月）
・車椅子 1 台を緊急用として受付に配備した（12 月）
・館内の大部分の蛍光灯（約 300 本）が LED に交換された（12 月～平成 28 年 1 月）
・3 階カウンターのプリンタが更新された（2 月）
・2 階サーバ室に LIMEDIO サーバが設置された（3 月）

2）日高キャンパス分館
・事務室の複合機が更新された（8 月）

3）川角キャンパス分館



51

附属図書館

・女子トイレに擬音装置（音姫）が 3 台設置された（5 月）
・外壁漏水修繕工事（内壁修理含む）が行われた（平成 28 年 1 月～ 3 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 89.2%（-11,755 人）と減少しているが，貸出者数が 101.6%（+217 人），貸出冊
数が 102.2%（+570 冊）と微増となった．館ごとで利用者行動に違いが見られたが，全体の傾向は昨年と同様だった．
川角では入館者数 64.9%（-4,916 人），貸出者数 80.5%（-472 人），貸出冊数 81.3%（-873 冊）といずれも大きく減
少した．理由としては，①理学療法学科 1 年後期の授業日数が 1 日減少② 4 年生の在籍者が前年度に比べ 8 人減少
③4年生に自宅からの遠距離通学者が増加④漏水修繕工事の実施⑤冬期に室温が上がらなかった，などが考えられる．
4-2．図書館間相互貸借サービス

貸し件数は 6,488 件で前年度並み（前年度比 101.5%），借り件数は 2,072 件で減となった（前年度比 83.9%）．借
り件数は 2,000 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前年度比 91.7%（-14,597 件）と減少した．これには平成 25 年度から
平成 26 年度にかけて 10% 以上利用が伸びた医中誌 Web とメディカルオンラインがそれぞれ 88％（-6,304 件），
94.8%（-5,487 件）と減少したことが影響した．海外医学文献データベースでは，利用件数が 107.7%（+4,296 件）
となった．特記事項として，平成 27 年度から提供した UpToDate が 7,116 件，月に約 600 件利用されていること
が挙げられる．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館

・平成 27 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 4 日）
・平成 27 年度毛呂病院看護専門学校第二学科新入生オリエンテーション（4 月 9 日）
・平成 27 年度医学部新入生オリエンテーション（4 月 10 日）
・秀明学園 84 名館内見学対応（連携医療講座）（7 月 10 日）
・西武学園文理高等学校 27 名館内見学対応（連携医療講座）（7 月 27 日）
・日本工学院八王子専門学校鍼灸学科 3 年生 35 名館内見学対応（平成 28 年 3 月 3 日）

2）総合医療センター分館
・平成 27 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 6 日）

3）日高キャンパス分館
・平成 27 年度保健医療学部新入生オリエンテーション（4 月 7 日，14 日，16 日，24 日）

4）川角キャンパス分館
・平成 27 年度理学療法学科新入生オリエンテーション（4 月 9 日）
・学校見学対応（正智深谷高等学校，9 月 29 日）

5-2．授業
1）附属図書館

・医学セミナー図書検索講習（医学部 1 年生，12 月 2 日，9 日，16 日，忍田純子）
2）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 18 日，本多貞夫）
・文献検索講義（医用生体工学科 3 年生，4 月 23 日，本多貞夫）
・文献検索講義（看護学科 1 年生，7 月 17 日，24 日，本多貞夫）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年生，7 月 29 日，本多貞夫）
・文献検索講義（健康医療科学科 3 年生，10 月 22 日，本多貞夫）

6．研究
6-1．研修ほか

1）第 86 回 JMLA 総会・分科会（5 月 28 日～ 29 日，田口宣行，新井美由紀）
2）埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第 28 回総会（6 月 2 日，忍田純子）
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3）プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン工場見学・補修体験会（7 月 21 日，鈴木智絵）
4）LIMEDIO	Seminar	2015（7 月 29 日，廣瀬洋）
5）第 22 回 JMLA 医学図書館員基礎研修会（8 月 5 日～ 7 日，森田晏奈，前田智美，講義 3「電子リソース」の

講師として田口宣行が 6 日のみ参加）
6）日本看護図書館協会 2015 年度第 48 回研究会（8 月 20 日～ 21 日，小山有希子）
7）SALA	Open	Library	Weeks	2015	in	淑徳大学（10 月 14 日，忍田純子，森田晏奈）
8）第 101 回全国図書館大会東京大会分科会（10 月 16 日，田口宣行）
9）SALA	Open	Library	Weeks	2015	in	聖学院大学（10 月 22 日，小山有希子）
10）医中誌 Web 管理者向け講習会（11 月 2 日，廣瀬洋）
11）第 17 回図書館総合展フォーラム（11 月 10 日，森田晏奈，11 日，田口宣行，12 日，小山有希子）
12）第 22 回医学図書館研究会・継続教育コース（11 月 18 日～ 20 日，研究発表「病院・大学・短期大学・看護

専門学校の看護研究抄録を対象とした引用文献の分析」を含む，廣瀬洋，中島裕美子，小山有希子）
13）SALA	Open	Library	Weeks	2015	in	埼玉医科大学「電子ジャーナルの利用統計　取得・集計・利用」開催（11

月 13 日）
14）SALA 第 27 回研修会（12 月 9 日，廣瀬洋）
15）「図書館と県民のつどい埼玉 2014」展示参加（当館展示テーマ「描かれた医療」）（12 月 14 日）
16）第 39 回生物医学図書館員研究会（オープニングレクチャー講師「学術雑誌ビジネスの動向：2016Update」）（平

成 28 年 1 月 9 日，田口宣行）
17）第 3 回 SPARC	JAPAN セミナー 2015（1 月 19 日，廣瀬洋）
18）筑波大学知的コミュニティ基盤研究センターシンポジウム（3 月 7 日，前田智美）

6-2．論文ほか
1）廣瀬洋 .	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効率化	（特集第 21 回医学図書館

研究会・継続教育コース）.	医学図書館 .	2015;	62（2）:	116-123.
2）小山有希子 .	埼玉医科大学＜描かれた医療＞ .	図書館と県民のつどい埼玉 2015 記録 .	2016;	25.

7．補助金　なし

8．統計（平成 27 年度）
	 毛呂山	 川越	 日高	 川角	 計
開館日数	 285	 275	 276	 243	 1,079
年間入館者数	 29,524	 16,184	 42,696	 9,077	 97,481
年間受入冊数（注 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　和	 3,273	 631	 1,319	 1,167	 6,390
　　洋	 616	 42	 3	 21	 682
　　計																		3,889								673							1,322　					1,188	　				7,072
視聴覚資料年間受入点数（注 1）
　　国内	 64	 34	 64	 18	 180
　　外国	 0	 0	 0	 0	 0
　　	計	 	64	 34	 64	 18	 180
蔵書冊数（注 1）
　　和	 144,317		 18,094	 31,927	 9,044	 197,106
　　洋		 133,443	 7,101	 2,384	 622	 142,839
　　計	 277,760		 25,195	 34,311	 9,666	 339,945
視聴覚資料所蔵点数（注 1）　　　　　　
　　国内	 1,424	 264	 1,317	 190	 3,195
　　外国	 874	 16	 6	 31	 927
　　計	 2,298	 280	 1,323	 221	 4,122
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受入雑誌種類数（注 2）
　　和	 668	 165	 175	 57	 1,065
　　洋	 163	 19	 	9	 7	 198
　　計	 831	 184	 184	 64	 1,263
館外貸出
　　貸出者数	 5,102	 979	 5,767	 1,952	 13,800
　　貸出冊数	 10,658	 1,635	 	10,802	 3,801	 26,896
相互貸借件数
　　貸し件数	 6,488
　　借り件数	 2,072
文献検索件数（注 3）

ネットワーク 1	 161,017
ネットワーク 2	 59,937

複写枚数	 	49,478	 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	46,155 件，JDreamIII	1,443

件，今日の診療 Web 版（電子ブック）2,148 件，メディカルオンライン（国内誌 PDF）99,213 件，	CiNii 総
検索数	10,602 件，最新看護索引 Web	1,456 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	1,439 件，PubMed	47,824 件，STAT!Ref	（ 電 子 ブ ッ
ク）91 件，CINAHL	with	Full	Text	106 件，JCR	on	the	Web	1,832 件，Scopus	1,261 件，UpToDate	7,116 件，
AccessMedicine（電子ブック）268 件）

9．自己点検・評価
・附属図書館では平成 27 年 4 月より土曜日の開館時間を従来の 17 時から平日同様の 20 時まで延長した．平成

27 年度の土曜開館日（50 日）における 17 時以降の入館者数（1 階ラウンジ除く）は 405 人だった．同様に
17 時から 20 時の滞在者数は 1,003 人という利用状況であった．開館時間延長の効果は数字に表れているが，
入館者数全体の減少傾向については，原因を調査し今後の図書館としての方針と対策を検討する必要がある．

・平成 28 年 4 月の図書館システムリプレイスに向けて，年度当初から検討を開始し，最終的に次期図書館システ
ムを LIMEDIO（リコー）に決定した．リプレイスの準備にあわせて附属図書館 4 館での業務手順と利用ルール
の統一化を進め，利用規則の一部改正も行い，一元的な管理体制を構築する準備が整った．

・昨年度末から検討を開始した機関リポジトリの導入について関係部署と協議を行い，博士論文の公表を第一目的
として本学での導入が決定した．名称は「埼玉医科大学リポジトリ」とし既に公開準備も整っている状況である．
平成 28 年度は本格運用の段階に入る．

・これまで不課税だった外国雑誌の電子版と海外データベースについて，2016 年契約から新たな課税が行なわれ
るようになった．そのため大幅な購読中止とコレクションの見直しを強いられた．膨れ上がる電子ジャーナル利
用料に対し抜本的な対策を講じなければならない段階に来ており，附属図書館における大きな課題となっている．

以上
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9．ゲノム医学研究センター

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

2．目的
ゲノム医学研究センターは，ヒトゲノムのドラフトシーケンスが発表された 2000 年（平成 12 年）の翌年に，そ

の莫大な情報を医学の分野に有効活用することを目的として設立された．以来，現在に至るまで，その目標を具現化
する為に日々研究活動に邁進している．なお，平成26年にはデータの処理能力が異なる3種類の次世代シーケンサー
を装備することで，あらゆる規模の DNA シーケンス解析に対応できる体制を整え，現在では，その体制を基盤に本
学で積極的に研究を推進している臨床部門と共同研究体制を構築し，ミトコンドリア病などの特定の遺伝病に対する
原因遺伝子を同定するといった研究を推進している．かつ，それらの解析により同定された遺伝子の本来の遺伝子の
機能を明らかにしつつ，それらの遺伝子の変異と病態との関係を解明すべく研究を行っている．そして，最終的には，
それらの研究成果を未来の医療の場に役立てたいと考えている．本センターは，この目標を達成する為の体制として，
基礎研究を中心に行う 6 つのコア部門と，基礎研究からの成果を実用化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．かつ，センター内には，上記のコア部門が効率よく研究成果を挙げ
ることをサポートすべく，実験動物施設と RI 実験室も配置されている．

3．活動報告
　ゲノム医学研究センターは，現在，平成 25 年度から平成 29 年度の 5 年間の予定で文部科学省私立大学戦略的基
盤形成支援事業研究プロジェクト「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．
本研究プロジェクトでは，次世代シーケンサーをフル稼働させることで，原因不明の遺伝病の原因遺伝子を同定する
ことを一つの大きな柱としており，現在までに，いくつもの，興味深い研究成果が得られている．かつ，その中の
いくつかについては既にいわゆる一流国際誌に原著論文として発表できている．その具体例の一つは，ミトコンド
リア呼吸鎖異常症	（MRCD）に関する研究で，その研究では，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，PLoS	Genetics に報告した．かつ，セン
ター内の同じ研究グループの中での別の成果として，メチル基供与体である S-adenosylmethionine のミトコンドリ
アにおけるトランスポーター遺伝子である SLC25A26 遺伝子の変異が MRCD の原因遺伝子の一つであり，実際，こ
の遺伝子の変異がミトコンドリアでのタンパク質の翻訳や CoQ10 の生合成など，メチル基のトランスファーを含む
様々な現象に影響を与えることを証明した．そして，その研究成果を Cell 姉妹誌の一つである American	Journal	of	
Human	Genetics に発表した．その他，本センターからの顕著な研究成果としては，前立腺がんにおいてアンドロゲ
ン受容体が miR-29 を介してゲノム DNA の 5	methyl-cytosine を 5-Hydroxymethyl	cytosine に変える TET2 の発現を
抑制することでがんとしての悪性度を保っていることを示した論文であるとか，c-Myc のパートナー因子として主に
知られている Max タンパク質が，生殖細胞において，体細胞分裂からの減数分裂への細胞分裂の様式の切り替えを
コントロールしていることを見出した研究などが挙げられる．これら2つの論文はいずれもNature	Communications
に発表したが，前者の研究は，前立腺がんに対する新しい治療法の開発が期待される．一方，後者の論文では，今ま
でほとんどわかっていなかった減数分裂の開始機構を分子レベルで解明する為の糸口を与えたという意味で大変大き
な研究成果であると考えており，この研究は，将来的には，15% 以上の夫婦が抱えているという不妊の問題に対す



55

ゲノム医学研究センター

る解決策の創出へとつながっていくことが期待される．
　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の数は少ないが，ゲノム医学研究センター
のメンバーのほとんどが，研究だけではなくて，何らかの形で教育にも貢献したいと考えている．本センターで明確
に教育に貢献できる方法は，保健医療学部の卒業研究のサポートや課外学習プログラムの実施であるので，本センター
の全ての部門が，それらのいずれか，もしくは両方に対して積極的に取り組んでいる．特にゲノム科学部門が提供し
ている，特定の遺伝子の型でアルコールに対する感受性を判定するプログラムは学生の間で大変人気が高く，一つの
生物学的な特徴における個人差がちょっとした遺伝子の配列の違いで決まっているという事実を学生に理解させる上
で大いに貢献できていると考えている．その他，研究医養成プログラムとの関係で始まった基礎医学研究室紹介（医
学部 2 年生の選択必修科目）には，本センターの 6 人の部門長が全員，医学生の研究マインドの育成を念頭に，各
部門における研究成果であるとか今後の目標などについてわかりやすく紹介している．

4．評価と次年度目標
平成 27 年度は，上記にあるように，例年にくらべ，インパクトの高い国際誌に論文を比較的多く発表できた．なお，

MRCD の研究は，平成 26 年に設置した次世代シーケンサーが如実に威力を発揮した研究成果である．これらの機器
が設置された当初は，色々なトラブル続きで，機器の調整に追われていたが，最終的には，そのような試行錯誤を上
記の研究成果につなぐことができたことで少し安堵している．かつ，今後は，その次世代シーケンサーを中心とした
研究基盤を今まで以上に有効活用し，それらの研究から生み出される成果を未来の医学の発展につなげたいと考えて
いる．かつ，本センターは，そういった研究成果でもって埼玉医科大学の名声を高めることに貢献したいと考えている．
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10．医学教育センター

1．構成員
　センター長：荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：兼担，神経内科教授，H.26.4.1 ～ H.28.3.31
　総合医療センタ－ブランチ長：加藤仁（KATO,	Hitoshi）：医学教育センター准教授，H.27.4.1 ～ H.28.3.31
　国際医療センターブランチ長：小山政史（OYAMA,	Masafumi）：	兼担，国際医療センター泌尿器科教授，
　　　　　　　　　　　　　　　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
　医学教育センターは，埼玉医科大学の医学教育を統括，調整，研究，開発することを目的に平成 15 年 8 月に発足
した．発足当時は，入学試験，卒前医学教育，卒後医学教育，大学院教育，教育情報，Faculty	Development，大学
評価，事務の 8 部門から構成されていたが，平成 18 年度から教育主任部門が加わって 9 部門となり，それぞれの部
門が協力して「入学から生涯教育までをトータルに考え，埼玉医科大学の明日を創造する」をスローガンに活動を行っ
てきた．
　その後，入試部門はアドミッションセンターへ，大学院部門は大学院へ，大学評価部門は自己点検評価委員会へと
機能移転が行われ，平成 20 年 10 月 1 日から，医学教育センターは，教育主任，卒前医学教育，卒後医学教育，教
育情報，Faculty	Development，企画，事務の7部門からなる新体制で活動を継続してきた．平成21年 4月には，シミュ
レ－ション教育部門が新設され，8 部門 5 室体制となった．
　平成 25 年度から，これまでの基本学科の一つであった医学基礎を改組した形で，医学教育センター内に教養教育
部門が新設され，9 部門 5 室体制で活動を行うこととなった．教養教育部門には医学基礎に所属していた教員に加え
て，新たに 7 名の教員が採用された．
　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．
　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．

3．自己点検・評価
　医学教育センターは発足以来，医学教育センターの設立時の目標を見失わないよう，注意を払いつつ，医学教育を
取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応できるよう，組織や体制を常に最適化してきた．
　医学教育センターの担当する業務に関連する事務作業の増加は著しい．特に，事務作業の効率化を行い，教育支援
体制を改善することが継続的な課題となっている．また，医学教育センターは埼玉医科大学の全学組織として位置づ
けられているが，活動は医学部内に限定している．全学的組織としてあり続けるか，見直しの必要性もあるように思
われる．
　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．

各部門活動の詳細は部門報告を参照されたい．

平成 27 年度はいままで存在した学内の各種グラントを整理し，以下のような体制を構築した．
1）学内グラント
　丸木記念特別賞，関口記念特別賞，一般枠からなる．一般枠は前年度の文科省
2）研究マインド支援グラント
　課外プログラム助成，共通部門助成，医学部基礎医学系若手限定助成の 3 種類がある．それぞれのタイムスケ
ジュールを表 1 にまとめた．助成実績などは医学研究センター HP から参照可能である．

また，平成 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 27 年度からスタートしたのが，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た（表
2；28 年 3 月時点での構成員）．
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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，そして本学 5
年生の 12 名が上記 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 校に留学したのが始まりであ
る．平成 27 年度は，「学生相互交換留学制度」が始まって 21 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 739 名を数える．
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．新規
の語学研修先の検討をしつつ，本年度は当面の措置として研修地をアメリカ・ロサンゼルス郊外に 1 ヶ所に絞り実
施した．
　平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は今年度 7 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．
　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 English	Café という学生向
けの英会話レッスン行っている．また，English	Cafe は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．
本年 English	Cafe は「課外プロ」にも登録され，年末にはクリスマスパーティーを開催するなど大きく飛躍の年となっ
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 7，8 号を刊行した．また，7 月のオープンキャンパスに参加するなど，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	藤巻高光）
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総論

13．地域医学・医療センター

1．構成員
別所正美（BESSHO,	Masami）:	センター長，運営責任者：代表指導教員（大学院）, 教授（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
本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：特任准教授：公衆衛生 ,	母子保健 ,	地域連携
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
諏訪絵美（SUWA,	Emi）：助教
冨永信子（TOMINAGA,	Nobuko）：助教（兼担）
佐藤真喜子（SATOH,	Makiko）：助手
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）	 中込知華子（NAKAGOME,	Chikako）
世古口千恵子（SEKOGUCHI,	Chieko）	

＜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，センターの教職員が全員参加し，他部署の教員の参加協力も得て，
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．
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4 年生の実習では，埼玉県立大学が行う地域基盤型専門職連携教育（Interprofessional	Education：IPE）を取り入れ，
希望する学生が，埼玉県立大学保健医療学部の看護，健康開発，理学，作業，社会福祉学科の学生と一緒に県内地域
医療機関で学ぶ IP 演習に参加した．この IP 演習と，地域の医療福祉施設，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，従来から実施している学生 2 ～ 3 人が環境・食品・職業・地域医療に関する
テーマを 1 テーマ担当し，教員の指導のもと，既存資料の収集や実地調査を行い，学術論文形式の報告書を作成し，
成果報告を行う調査解析実習の 3 種類の形態の実習を平行して実施した．
　「良医への道」コース「臨床入門」ユニットにおいては 1，2 年生で社会福祉法人毛呂病院光の家療育センターで
の，コミュニケーションや臨床医としてひとと共感する心を育むための体験実習と 1 年生の小中学校教育体験実習，
2年生の介護業務体験実習を担当している．光の家では1年生13人のグループ単位で半日の実習を10週間実施した．
2 年生については，21-22 人のグループが 1 日担当利用者様について，病歴等の情報の収集，介護の体験を行い，障
害を持って生きることについて考えた．小中学校教育体験実習では，近隣の小学校へ 10 人，中学校へ 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 17 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 [S1]，産業衛生学 2 コマ , 公衆衛生学実習（4 年次）3 コマ，
公衆衛生学実習（3 年次）3 コマ，公衆衛生学 2 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 60 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 3 名，2 名，5 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，地域における保健活動，医療機関での
実習地域，食品，環境，産業に関する課題について既存資料や文献調査を実施し，学会形式の成果報告会，学術論文
形式のレポートの提出を目標に，全教職員あげて教育に取り組むことができ，学生からの報告書を本文 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
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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．

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，諏訪絵美，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．本研究で専攻生の
望月徹氏が学位を取得した．

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．
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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．

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．文部科学省の補助事業終了に向けて，これまで試
行事業として実施してきた IPW 演習，IPW 論，ヒューマンケア体験実習，ヒューマンケア論該当科目をカリキュ
ラムに位置づけ，平成 28 年度からの新カリキュラムにおいて着実に運営していくこととした．

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．

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
　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
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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,	 Inoue	T,	Miyazaki	T,	Nishiyama	A,	 Ishii	N,	Hayashi	M,	Suzuki	H.	Anti-albuminuric	actions	of
calcilytics	in	the	remnant	kidney.	Am	J	Physiol	Renal	Physiol.	2015;	309:F216-26.

② Yoichi	Ohno,	Takashi	Miyazaki,	Makiko	Sato,	Ryuichiro	Araki,	Sachiko	Takahashi,	Tsuneo	Takenaka,	Hiromichi
Suzuki,	Satomi	Shibazaki.	Lifestyle	modifications	supported	by	regional	health	nurses	lowered	insulin	resistance,
oxidative	stress	and	central	blood	pressure	 in	subjects	with	metabolic	syndrome	Obes	Res	Clin	Pract	2015;
9:584-91.

③臨床検査ガイド	2015 年改訂版　特任編集委員：三橋知明，編集委員会＝和田攻，矢崎義雄，小池和彦，小室一
成，　発行者＝浅井宏祐　㈱文光堂，単著＝アルカリ性フォスファターゼ，単著＝亜鉛宮﨑孝

【総数：論文	2 件，著書 1 件，学会発表 20	件 [S2]，】
6-2．獲得研究費

平成 26 年度埼玉県がん検診結果統一集計結果報告事業
平成 24 年度選定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
6-3．受賞

該当なし
6-4．特許，実用新案

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「地域包括ケアシステム構築の取り組み　幸手市モデルより」平成 27 年
12 月 5 日（ウエスタ川越）

・彩の国連携力育成プロジェクトワークショップ「「地域でつながる・地域でつなぐ」人材のコンピテンシー」平
成 27 年 12 月 5 日（ウエスタ川越）

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．特に医師国家
試験においては，プライマリケアや地域医療，専門職連携・チーム医療を重視した新傾向問題に対応し，国家試験対
策を行い国家試験合格率にもある程度寄与できたのではないかと考えている．また，保健医療学部，短期大学におい
ても卒前卒後の社会医学教育の一部を担当し，全学的な地域医学・地域医療に関する教育に寄与できたものと考えて
いる．卒後教育では埼玉医科大学病院研修管理委員会委員として，研修医確保に寄与した．地域医学・医療センター
としては，一層充実した地域医学・医療学，予防医学教育の実践を今後も目指したい．研究面では，亜鉛欠乏を中心
とした実験室レベルでの研究から，地域住民を対象とした研究まで広い範囲の研究テーマに取り組んだ．また，教育
研究にも積極的に取り組み，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 27 年度には支援件数 90 件（再依頼を含む），論文（共
著）英文 3 件，和文 2 件等があり，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．文部科学省の中間評価においても「A：
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計画どおりの取組であり，現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待できる」と評価さ
れた．今年度も，昨年度に引き続き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．その他にも，埼玉県がん検診精度管理事業，彩の国思春期研究会西部支部
たんぽぽの立ち上げと月 1 での勉強会，日本プライマリ・ケア連合学会埼玉県支部の事務局としての活動を展開し，
地域との連携を深化させた．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．
[S2] 産衛 1 件，微量栄養素 1 件，医学教育 5 件，公衆 12 件
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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協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．



総論

66

15．教職員・学生健康推進センター

　教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）は学校法人埼玉医科大学に属する全キャンパスの全ての
教職員および学生の健康管理を，統合して一元的に推進することを目的として平成 21 年 4 月に開設されました．今
井康雄先生が初代センター長に就任され，平成 24 年 4 月からは池田　斉先生，26 年 1 月からは丸山義明先生が務
められ，28 年 2 月には富谷智明が就任致しております．
　当大学における健康管理部門は，まず昭和 47 年の開学時に，主として医学生を対象とする埼玉医科大学保健管理
室が設置されました．その後学生保健室，医学部学生健康推進室と名称変更が行われました．更に平成 18 年の保健
医療学部開学時には，保健医療学部学生健康推進室が日高キャンパスに，分室が川角キャンパスに開設され，保健医
療学部生をカバーすることになりました．一方，教職員に関しては，川越の総合医療センターには平成 16 年に総合
医療センター健康推進室が設置され，日高の国際医療センターは開院時の平成 18 年に国際医療センター健康推進室
が設けられています．しかし，毛呂山キャンパスの法人職員を含む教職員の健康管理に関しては，大学病院の健康管
理センターが担当致しておりました．これに対して，平成 21 年 4 月の健康推進センター設立時に，同センター内に
大学病院教職員を含む毛呂山キャンパスおよび川角キャンパスの全教職員の健康管理を行う教職員健康推進室が設置
され，移管されました．但し，健康診断は医学部，保健医療学部の学生とともに引き続き大学病院健康管理センター
で行なわれています．
　現在，健康推進センターは毛呂山キャンパスに設けられ，医学部学生健康推進室，保健医療学部学生健康推進室（日
高キャンパスおよび川角分室）および教職員健康推進室に直接スタッフを配し，また他の全ての健康推進室を含めて
全体を統括するセンターと位置づけられています．
　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．“良い” とは何か，
単なる健康管理だけでなく，health	promotion，健康推進を目指しています．また，平成 25 年度から全健康推進室
を網羅した年報を毎年発行し，活動の公表とともに自己評価に役立てています．全学的なご協力が必須のセンターで
す．皆様のご支援を心からお願い申し上げます．

（文責　富谷智明）
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16．情報技術支援推進センター

　情報技術支援推進センターは，本学における情報ならびに情報通信技術を活用した教育・研究活動の推進・発展を
目的に設置され，情報技術支援推進センター運営員会によって管理運営されている．当センターは設置の目的をはた
すため下記の活動を行っている．
　　（1）情報機器の整備・運用，利用の推進および安全対策
　　（2）コンピュータネットワークの整備・運用，利用の推進および安全対策
　　（3）情報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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17．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．地域医学推進センター
8．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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18．学生部

1．構成員
　合同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 27 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
　　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 27 年度第 58 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が，自治医科大学，東北大学，獨協医科大学，帝
京大学の主管によって開催された．	

　③越華祭
　　平成 27 年度大学祭（第 8 回越華祭）が日高キャンパスで開催された．
　　テーマ：「Awesome」
　　日程：平成 27 年 10 月 24 日（土）～ 25 日（日）

・7 月の学生部委員会に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，両日とも 350 名を超える多数の参加者があった．昨年度問題になった屋外ステージの音響
への周辺住民からの苦情に対して，事前に丁寧に挨拶回りを行ったことにより準備・当日を含め，苦情が全く
無かった．

　④学生保健管理
健康診断，喫煙アンケート，麻疹，風疹，水痘，ムンプス，結核などについての管理．学生健康管理室に新規に
配属された臨床心理士による面談が順調に開始された．

　⑤部活動
　　医学部サッカー部内で不祥事が発生し，関係部員の懲戒と部活動一時停止の処分が下された．
　⑥その他
　　交通安全，飲酒時の注意喚起，学内外での行動に関する注意喚起などを行った．

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

　外来を中心とした診療機能の充実等を目的に準備を進めてきた東館が竣工し，3 月に内覧会及び式典を挙行した．
また 3 月より診療を開始し，診療実績の向上が期待され，成果をあげた．実務者リーダー会議を開始し，病院執行
部と現場リーダーとの意思疎通を図り，病院運営への参加意識の醸成を行った．

1．人事
① 4 月 1 日付けで放射線科（核医学科）教授に松成一朗先生が就任した．
② 7 月 1 日付けで総合診療内科教授に橋本正良先生が就任した．
③ 7 月 1 日付けで救急科（ＥＲ）教授に上條吉人先生が就任した．
④ 10 月 1 日付けで小林正人先生が脳神経外科教授に昇格した．
⑤ 11 月 1 日付けで仲村秀俊先生が呼吸器内科教授に昇格した．
⑥ 11 月 1 日付けで野田光彦先生が内分泌内科・糖尿病内科教授に就任した．
⑦ 11 月 1 日付けで島田朗先生が内分泌内科・糖尿病内科教授に就任した．
⑧ 12 月 1 日付けで矢内原仁教授が泌尿器科教授に昇格した．

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 38,915 名
　（2）延外来患者数 488,166 名
　（3）新入院患者数 17,383 名，退院患者数 17,387 名，延入院患者数 279,349 名
　（4）病床稼働率 92.63％
　（5）紹介率 62.3％，逆紹介率 44.5％
　（6）手術件数 7,969 件，内視鏡検査治療件数 8,897 件，透析件数 20,304 件
　（7）平均在院日数（一般病床）14.3 日，（精神病床）158.8 日
　（8）重症度，医療・看護必要度 17.2％

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 14 件
　（2）継続件数 33 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実務者リーダー会議（月 1 回開催）を開催し，現場リーダーからの報告及び病院執行部との病院運営方針・情

報共有等を図り，職員への周知を図ることでリーダーの病院運営参加を促進した．
④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．
⑤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．
⑥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．
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5．教育
①初期臨床研修医 54 名に対し臨床研修を行った．
　（1）医科：1 年目 21 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（41 回，延 1,436 名参加）
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（29 名），優秀研修医 5 名・指導医 4 名表彰（3 月）
⑤基本的臨床能力評価試験研修医 5 名受験（2 月）
⑥学位取得者 11 名
　（1）甲種 4 名
　（2）乙種 7 名

6．研究
①科学研究費の採択 90 件
　（1）文部科学省研究費補助金 38 件
　（2）厚生労働省科学研究費 17 件
　（3）ＡＭＥＤ委託費 17 件
　（4）がん研究開発費 1 件
　（5）若手医師育成研究費 17 件
②臨床研究 653 件
　（1）ＩＲＢ新規承認 104 件
　（2）継続件数 549 件

7．主な活動
①無料肝炎ウィルス検査実施（6 月）
②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（6 月）
③特定定機能病院集中立入検査（7 月）
④日本肝臓病学会市民公開講座開催（8 月）
⑤毛呂山町防災訓練参加（9 月）
⑥第 7 回診療連携シンフォニー（紹介患者症例報告会）開催（9 月）
⑦理事長・病院長講演会開催（10 月）
⑧第 2 回埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会開催（10 月）
⑨無料肝炎検査実施（10 月）
⑩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）
⑪東館新築工事引き渡し（11 月）
⑫肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会医療従事者研修会開催（11 月）
⑬健診車すこやか号披露式（納車式）挙行（1 月）
⑭埼玉県災害拠点病院指定（1 月）
⑮東館竣工記念式典・内覧会・祝賀会挙行（2 月）
⑯埼玉医科大学病院市民公開講座・内覧会 3 回開催（2,3 月）
⑰東館オープン（3 月）
⑱第 8 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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20．総合医療センター

　平成 27 年度の総合医療センターは，7 月に管理棟竣工並びに健康レストラン鴨田のオープン記念式典を行った．
同レストランは，本法人と学校法人香川栄養学園女子栄養大学，株式会社ウエルフェア 3 者が調印式を執り行い，
コラボレーションした健康メニューが提供される．管理棟 2 階から 7 階のスタッフエリアについては，各フロアに
広い空間が設けられ，様々な部署が一同に会して業務を行うことができることとなった．11 月には，第 2 研究棟の
竣工式が行われた．これは，管理棟，救命救急新棟，本館改修など同センターの一連の整備事業に連なるもで，元々
本館内にあった各科の研究部門を第 2 研究棟に集約し，全ての診療科が使える研究部門として効率的運用が図られ
ることが目的である．
　平成 28 年 1 月に，高度救命救急センター新棟竣工式典が行われた．「白いキャンパスに救急医療の未来を描く」
という理想のもと，多くの関係者のご理解とご協力を得て，「一人でも多くの救急患者の命を救いたい」という私達
のあつい思いを実現する施設として完成した．また，全国 9 番目であり埼玉県では初となる小児救命救急センター
認定証が授与された．
　同年 2 月に総合医療センター開設 30 周年記念式典・祝賀会が開催された．埼玉県知事をはじめ 1,000 名にも及ぶ
ご来賓のご臨席を賜り華やかかつ盛大に執り行われた．
　3 月には，高度救命救急センター新棟の増床に伴い当院の病床数が 1,053 床になった．
今後は本館を改修し，更なる設備の充実が図られる．

1．人事
　診療科の教授人事については，4月1日付けで輸血部に山本晃士教授，田坂大象教授，ブレストケア科に矢形	寛教授，
整形外科に税田和夫教授が，平成 28 年 1 月 1 日付けで周産期（新生児）に加部一彦教授が赴任され，大学病院より
岡	政志教授が消化器・肝臓内科へ配転された．
　平成 28 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 51 名，准教授 31 名，講師 50 名，助教 256 名，研修医 53 名，看
護職員 1,137 名，薬剤師 66 名，事務部門その他 493 名，合計 2,137 名である．

2．診療
　平成 27 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 318,290 人，病床稼働率 90.3％，平均在院日数 14 日，ま
た外来部門では外来患者延べ人数 630,434 人，1 日平均患者数 2,144 人，紹介率 82.5％であった．また，平成 27
年の中央手術部における手術件数は 7,343 件であった．

3．卒後教育
　初期研修医は 1 年目が 25 名（本学卒業 22 名　他大学 3 名），2 年目 24 名の計 49 名．後期研修医は，当院初期
研修終了の 12 名の他，大学病院より 5 名，他病院より 17 名の計 34 名が採用された．
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21．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 2 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，昨年度に認証を受けた国際病院機能評価（ＪＣＩ）
の更新受審に向けてを開始した．

1．人事
① 4 月 1 日付けで病院長に小山勇先生，副院長に佐伯俊昭先生，北村晶先生，鈴木孝明先生，藤山トキ看護部長

が就任した．
② 4 月 1 日付けで院長補佐に，根本学先生，小林国彦先生，藤原恵一先生，牧田茂先生，加藤眞吾先生が就任した．
③ 4 月 1 日付けで集中治療科・教授に古田島太先生が昇格した．
④ 4 月 1 日付けで病理診断科・教授に新井栄一先生が就任した．
⑤ 4 月 1 日付けで脳卒中内科・診療部長に高尾昌樹先生が就任した．
⑥ 4 月 1 日付けで小児外科・診療部長に小高哲郎先生が就任した．
⑦ 4 月 1 日付けで形成外科・診療部長に横川秀樹先生が就任した．
⑧ 5 月 1 日付けで脳血管内治療科・診療部長に山根文孝先生が就任した．
⑨ 7 月 1 日付けで脳卒中内科・教授に林健先生が昇格した．
⑩ 7 月 1 日付けで消化器外科診療部長・教授に岡本光順先生が昇格した．
⑪ 9 月 1 日付けで画像診断科・教授に市川智章先生が就任した．
⑫ 11 月 1 日付けで呼吸器内科診療部長・教授に各務博先生が就任した．
⑬ 11 月 1 日付けで臨床検査医学診療部長に海老原康博先生が就任した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
（1）新入院患者数 15,370 人，（2）延入院患者数 239,417 人，（3）稼働率 93.5％，（4）中央手術部手術件数 6,683

件，（5）初診患者数 14,941 人，（6）延外来患者数 295,976 人，（7）救急車受け入れ件数 4,355 件，（8）紹
介率 89.9％，逆紹介率 105.1％

②院内がん登録件数 4,743 件（セカンドオピニオン除く）

3．病院運営・管理
①国際医療センター第 4 次長期計画を作成
②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．

③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），診療部長会議（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．

④病院長年頭方針説明会を 1 月に開催し，平成 28 年の医療活動について職員に周知を図った．合わせて各種表彰
を行った．

　病院長下半期方針説明会を 9 月に開催
⑤リーダーズ会議を毎週火曜日に開催

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 9 名（うち埼玉医大卒業生 8 名），2 年目 1 名（埼玉医大卒業生）の 10 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（42 回）
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③緩和ケア研修会開催を 2 回開催（7 月，1 月）
④包括的がん教育カンファレンスを 12 回開催（毎月開催）
⑤市民公開講座を 3 回開催（7 月，11 月，3 月）
⑥臨床研修指導医講習会 9 名参加（11 月）
⑨埼玉県医学会総会研修医演題 2 題発表（2 月）
⑩基本的臨床能力評価試験研修医 4 名受験（2 月）
⑪臨床研修医修了認定式，優秀研修医・指導医表彰（3 月）
⑫看護部研究発表会 33 題発表（2 月）
⑬専門看護師 1 名，認定看護師 4 名認定された
⑭院内認定看護師 5 コース 9 名認定
⑮学位取得者（甲種）2 名
⑯スキルスラボ運営会議 6 回開催（4 月，6 月，8 月，10 月，12 月，2 月）
　ウェットラボ WG 開催（6 月）
　シミュレーション教育 WG 開催（7 月）
⑰ e ラーニングを 20 種類実施し，延べ受講人数は 13,891 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 6 件，がん研究開発費 2 件，日本

医療研究開発機構委託研究開発費 13 件であり合計 56 件の研究費補助金を獲得
②治験では，新規 30 件，前年度からの継続 40 件の合計 70 件の治験を実施
③臨床試験では，病院ＩＲＢで 267 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 658 件を含む合計 925 件の臨床試

験を実施
④先進的医療は新規 1 件，前年度からの継続 7 件を含む合計 8 件の先進的医療を実施
⑤平成 27 年度日高研究プロジェクト（25 件）の研究成果発表会開催
⑥学位取得者（乙種）3 名
⑦学内グラント 6 件取得

6．国際医療センターの主な活動
①厚生労働省適時調査（6 月）
②病院機能評価受審査（8 月）
③医療法 25 条立ち入り検査（12 月）
④平成 28 年度診療報酬改定説明会開催（3 月）
⑤救命救急センター運営評価委員会開催（2 月）　
⑥埼玉医科大学・連携施設懇談会を 2 回開催（6 月，10 月）
⑦私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（東海大学医学部付属八王寺病院）（11 月，2 月）
⑧関東・東北豪雨災害で茨城県常総市に DMAT5 名派遣（9 月）
⑨関東・東北豪雨災害で茨城県に災害支援ナース 2 名派遣（9 月）
⑩埼玉医科大学国際医療センター・地域医療連携懇話会 6 回開催（症例報告会開始 11 月）
⑪ホワイエコンサートを 9 回開催．
⑫献血及び骨髄移植ドナー登録実施（5 月，10 月，2 月）
⑬施設見学実施 144 件（ダナン医科大学　他）
⑭事務職員による病院周辺の清掃ボランティア活動（月 1 回実施）
⑮九都県市合同防災訓練 6 名参加（8 月）
⑯部署別防火防災訓練 38 回実施
⑰屋内消火栓操法大会出場（10 月）
⑱ JCI 認定祝賀会（6 月）
⑲運動会（10 月）
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1．1）（1）倫理委員会（倫理委員会）

1．構成員
1）埼玉医科大学倫理審査委員会（構成員の任期は全員平成 28 年 3 月 31 日まで）

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（保健医療学部倫理委員長）
　　　　　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
　　　　　野田智子（NODA,	Tomoko）：保健医療学部看護学科
　　　　　三谷幸之介（MITANI,	Kohnosuke）：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
オブザーバー　千本松孝明（SENBONMATSU,	Takaaki）：リサーチアドミニストレーション（RA）センター教授
　　　　　　　加藤	英政（KATO,	Hidemasa）：RA センター准教授
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，RA 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　
　大竹	　明（OTAKE,	Akira）：大学病院小児科教授（毛呂山キャンパス）
　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（毛呂山キャンパス）
　　田丸	淳一（TAMARU	Junichi）：総合医療センター病理部教授（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「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に
則り学校法人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審査を行い，本委員会で報告を受けている．平成 26 年 11 月 24
日から「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っている（ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会参照）．

3．活動報告
（1）開催日
　平成 27 年度は以下のとおり委員会（定例会議）が開催された（8 月は休会）．
　　第 233 回（平成 27 年 4 月 14 日）：出席者 12 名	オブザーバー 2 名	事務局 1 名
　　第 234 回（平成 27 年 5 月 12 日）：出席者 13 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名
　　第 235 回（平成 27 年 6 月	9 日）：出席者 11 名	オブザーバー 1 名	事務局 2 名
　　第 236 回（平成 27 年	7 月 14 日）：出席者 13 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名
　　第 237 回（平成 27 年	9 月	8 日）：出席者 13 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名
　　第 238 回（平成 27 年 10 月 13 日）：出席者 11 名	オブザーバー 1 名	事務局 2 名
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　　第 239 回（平成 27 年 11 月 10 日）：出席者 12 名	オブザーバー 1 名	事務局 2 名
　　第 240 回（平成 27 年 12 月	8 日）：出席者 10 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名
　　第 241 回（平成 28 年	1 月 12 日）：出席者 13 名	オブザーバー 0 名	事務局 2 名
　　第 242 回（平成 28 年	2 月	9 日）：出席者 13 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名
　　第 243 回（平成 28 年	3 月	8 日）：出席者 13 名	オブザーバー 2 名	事務局 2 名

（2）主な審議内容
　新規申請 22 件，研究計画書の変更申請	61 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．
詳細は，大学倫理審査委員会ホームページを http://smswww/daijimu/rinri/	を参照．
　なお，当ホームページでは，①倫理審査委員会規則，②議事録（審議内容，審査結果，倫理委員会での検討事項等），
③委員一覧，④倫理審査申請書作成の手引き，⑤承認後の実施報告書の書式，⑥各種申請書式，他関連情報が閲覧で
きる．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．

（3）教育活動
① 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，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倫理委員会委員の教育・研修の一環として以下に参加，実施した．
　・第 51 回医学系大学倫理委員会連絡会議（平成 27 年 7 月 3 日～ 4 日）：田邊委員，大西委員，井上委員，
　・ヒトゲノム解析研究倫理審査を考える会（平成 27 年 8 月 9 日）：西川副委員長

・東都医療大学にて，平成 27 年 8 月 7 日に田邊委員が「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」について
講演会を行った．

　・第 1 回研究倫理を語る会（平成 27 年 12 月 12 日）：大西委員，井上委員
　・第 52 回医学系大学倫理委員会連絡会議（平成 28 年 1 月 8 日～ 9 日）：大西委員，井上委員

（4）その他の委員会活動
①平成 27 年度実施報告について
　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，トゲノム・遺伝子解析研究は（別紙様式 4- Ⅱ），れ以外の研究は（別紙様
式 4）を用い，実施状況を報告いただいた．なお，ヒトゲノム・遺伝子解析研究は，遺伝子解析研究の実地調査の対
象になる．
②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．
③ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
　外部有識者として香川靖雄氏（学校法人香川栄養学園女子栄養大学	副学長）を招聘し，平成 27 年 11 月 26 日と
27 日に標記調査を実施した．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 1 件，ゲノム医学研究
センター 1 件，大学病院 3 件の計 6 件ついて実施した．
　調査の結果，同意書に関して項目のチェック漏れや，個人情報管理補助者に関する問題が指摘された．また研究を
中断すべき重大な問題でないものの，ゲノム指針第 5・11 の（3）の定めに従い，研究責任者として共同研究機関の
インフォームド・コンセントの手続きの適正性について把握する必要があると指摘された．他機関にも所属する研究
者が関わる研究や多施設共同研究に関しては，該当研究の各研究機関における分担内容の詳細も含め，一層注意して
審査することが今後の課題であるとされた．
④埼玉医科大学の他の倫理委員会および RA センターとの調整

・大学病院 IRB，総合医療センター倫理委員会，国際医療センター IRB，保健医療学部倫理委員会，博士課程運営
委員会倫理審査に関する小委員会の議事録を受理した．

・各委員会の審査の均質化を図るため，RA センターを中心に，大学倫理審査委員会・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の統一申請書様式を策定した．それと併せ
て，「学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理規程」のもと「学校法人埼玉医科
大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理審査委員会・病院 IRB の組織及び運営に関する規則」を作
成し，全キャンパスの統一を図った．
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4．評価と次年度（平成 28 年度）目標
（1）平成 27 年度倫理審査委員会認定の申請受付について
　大学倫理審査委員会，大学病院 IRB，総合医療センター倫理委員会，国際医療センター IRB，保健医療学部倫理委
員会を取りまとめ，学校法人埼玉医科大学（申請者：理事長）として申請を行ったが，3 月 31 日に，厚生労働省医
政局研究開発振興課から「認定せず」との通知があった．議決方法，利益相反管理，事務局エフォートの 3 点が指
摘された．平成 28 年度認定申請に向けて，規則の改正作業を進める．

（2）その他
　「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス（平成 26 年 2 月 9 日施行）」，の一部改正が行われた．
委員会の構成要件である「研究者の観点も含めて一般立場から意見を述べることのできる者」が，本委員会には 1
名しか在籍していないため，増員を検討することとなった．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）
　　　　　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）
　　　　　村田栄子（MURATA,	Eiko）：保健医療学部：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　太田晶子（OHTA,	Akiko）：医学部公衆衛生学：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　伴塲裕巳（BAMBA,	Hiromi）: 保健医療学部 : 講師（任期：H28.3.31）
　　　　　佐久間慶子（SAKUMA,	Keiko）：学外委員（任期：H28.3.31）
　　　　　井上晶子（INOUE,	Akiko）：学外委員（任期：H28.3.31）
　　　　　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 4 回会議（平成 27 年 6 月 10 日～ 16 日	メール会議）
　以下の新規申請に対しメール会議を行い，大学倫理審査委員会に答申した．
　・申請番号：27-01（大学倫理 800）
　　課題名：ヒトナイーブ iPS を用いた遺伝子ターゲッティング研究
　　申請者：三谷幸之介（ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門）

（2）第 5 回会議（平成 27 年 9 月 7 日～ 26 日	メール会議）
　以下の新規申請に対しメール会議を行い，大学倫理審査委員会に答申した．
　・申請番号：27-02（大学倫理 807）
　　課題名：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がん幹細胞モデルを用いた評価
　　申請者：三谷幸之介（ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門）

4．評価と次年度目標
　「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則らない研究における研究倫理教育の受講について検討を行っ
た．検討の結果，細胞の譲渡等であっても重大な過誤が生じる可能性が否めないことから，倫理指針の基準に基づき
教育を求めることとした．
引き続き，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）：かわごえクリニック客員教授（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）：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）：医療センター泌尿器科教授（任期：H28.3.31）
　　　　高井　泰（TAKAI，Yasushi）：医療センター産婦人科教授（任期：H28.3.31）
　　　　百澤　明（MOMOSAWA，Akira）：医療センター形成外科・美容外科客員准教授（任期：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）：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）：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 76 回　定例会議（平成 27 年 5 月 29 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 6 人　欠席 6 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認もしくは確認要となった．
　委員長から，本委員会から学長宛に書面による手術再開の支援依頼を送付したことが報告された．
　2015.10．11 に埼玉県民健康センターで開催予定の第 35 回日本性科学会への参加の要請と，GID 学会認定医講習
会を併催する報告があった．　議事録あり．
②第 77 回　定例会議（平成 27 年 7 月 24 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：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　高井委員から，医療センター産婦人科における手術再開の案件についての報告がされ，病院事務から提案された稟
議書の内容（費用など）に沿って手続きをすすめることになった．
　塚田委員から，赤心堂病院において IC のとられた患者について，再度同院における手術可能性を大久保部長と協
議することが提案され承認された．
　委員長から，2015.10．11 に浦和県民健康センターで開催予定の第 35 回日本性科学会において，GID 学会が GID
エキスパート講習会という名称で講習会を併催することが正式決定されたと報告があった．　議事録あり．
③第 78 回　定例会議（平成 27 年 9 月 11 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 6 人　欠席 6 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　高井委員から，赤心堂病院大久保部長との協議について検討中であることが報告された．
　百澤委員から，山梨大学における GID に対する手術の現状について報告された．現在，乳切と MTF 手術は，ほぼ
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半年待ち，FTM 手術は行っていないことから，関東地方に手術可能施設を確保することが必要と考えられる．
　委員長から，2015.10.11 に浦和県民健康センターで開催予定の第 35 回日本性科学会に併催される GID エキスパー
ト講習会は 15:30-17:30 の予定と報告された．　議事録あり．
④第 79 回　定例会議（平成 28 年 11 月 13 日）
　於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 4 人　欠席 8 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　塚田委員から，赤心堂病院手術予定であった症例につき，その後の経緯について報告があった．
　見上委員から，赤心堂病院における手術について，総合医療センター産婦人科がバックアップする予定であること
が報告された．
　委員長から，性科学会に併催された GID エキスパート研修会の報告と，GID 学会認定医の進行状況について報告が
あった．　議事録あり．
⑤第 80 回　定例会議（平成 28 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：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　委員長から，GID 学会認定医制度の進行状況について報告があった．
　高井委員から，医療センターおよび赤心堂病院における手術治療の現況について報告された．
　百澤委員から，山梨大学における 2015 年の手術例は約 30 例で，保険点数 x10 円で私費診療として行われている
と報告された．
　委員長から，2016.3.19-20 に日本教育会館で開催予定の第 17 回 GID 学会研究大会の再度の紹介があり，多数の
出席が要請された．　議事録あり．
⑥第 81 回　定例会議（平成 28 年 3 月 11 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：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　委員長から，GID 学会認定医制度の進行状況について報告があった．当委員会からは，塚田，石原が認定医として
認定され，今後の GID 学会認定医，GID 学会認定施設の認定に携わる予定であると報告された．
　委員長から，2016.3.19-20 に日本教育会館で開催予定の第 17 回 GID 学会研究大会の再度の紹介があり，多数の
出席が要請された．　議事録あり．

4．評価と次年度目標
　平成 27 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，医学教育センター長）
　　　　　　　　　　　　　　　　		平成 28 年 3 月まで
委　員　土田敦子（TSUCHIDA,	Noriko）：基礎医学部門教養教育化学講師，平成 28 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（保健医療学部臨床検査学科教授），平成28年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　	3月まで
　　　　福田敏幸（FUKUDA,	Toshiyuki）：保健医療学部理学療法学科准教授，平成 28 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 27 年 6 月 9 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 27
年 10 月 6 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））

第 3 回（平成 28 年 2 月 9 日，附属図書館 1 階会議室，出席 6 人，欠席 4 人（委任状を含む）
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第 1 回

1）平成26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．
　平成 26 年度医学部新入生オリエンテーションで「図書館の利用について」を実施（4 月），飲み物持ち込みの

試行開始（7 月），医学部 1 年生の講義「人体の科学入門（医学セミナー）」で図書検索講習を実施（12 月），「図
書館と県民の集い埼玉 2014」展示参加（12 月），図書館ホームページの外部公開（12 月），UpToDate の提供
開始（平成 27 年 1 月），窓気密ゴム交換工事（2 月～ 3 月，以上，附属図書館），夏期臨時休館中に蔵書点検ほ
かを実施（8 月），東館新築に伴う図書館移転構想は見送り決定（平成 27 年 1 月，以上，総合医療センター分館），
オープンキャンパス対応（6 月～ 11 月，計 6 日間），利用者用 PC23 台を更新（9 月，以上，日高キャンパス分
館），黒川幸雄元教授（前理学療法学科長）寄贈本コーナーを設置（6 月～平成 27 年 3 月），夏期臨時休館中に
蔵書点検を実施（8 月，以上，川角キャンパス分館）

・「平成 26 年度図書館利用サービスの状況」が報告された．4 館全体で入館者数が前年度比 94% と下がっている
が，貸出者数が 103.8%，貸出冊数が 104.8% でともに微増となった．各館ごとに増減があり利用行動にも違い
が見受けられた．相互貸借サービスでは，貸し件数が前年度並み，借り件数は 84% となった．借り件数は減少
傾向が続いており，学内電子ジャーナルの環境整備の効果が出ていると推測できる．医学文献データベースの利
用件数は，国内が前年度比 114.8% となり，医中誌 Web とメディカルオンラインの利用の伸びが大きく影響した．
海外は PubMed が前年度比 87.6% とし減少しており，全体で 91.6% となった．

2）平成 26 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．
　資料費は 3,633 万円，維持費は 1 億 9,335 万円が執行され，合計 2 億 2,969 万円が決算額となり予算執行率は
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96.5%だった．決算額全体では消費増税の影響を一部含み前年度比8%増となった．外国雑誌代（電子ジャーナル，
冊子体の合計）が決算額全体の 8 割近く（1 億 9,047 万円）となっており，図書館費の大部分を占めている状
況は変わっていない（以上，附属図書館）．資料費は 704 万円，維持費は 202 万円が執行され，合計 906 万円
が決算額となり予算執行率は 75.4% となった．資料費では洋書と視聴覚資料の執行率が低かった（以上，総合
医療センター分館）．日高，川角両キャンパスの資料費は 1,138 万円，維持費は 658 万円が執行され，合計 1,797
万円が決算額となり予算執行率は 66.9% だった．執行率が低い理由は，上期に実施済みの PC 更新費用（予算額
は日高 557 万円，川角 90 万円）が決算されていないためである．最終的な執行率は 90% の見込みである（以上，
日高キャンパス分館，川角キャンパス分館）．

3）その他
・学内から雑誌購読希望を受け付ける方法として「基本学科から図書館費での雑誌購読を受け付ける際の方針（案）」

について協議し，実施準備を進めることにした．
・平成 28 年 3 月の図書館システムリプレイスに向けて，比較検討資料ほかに基づき協議した結果，委員会として

時期システムをリコーの LIMEDIO とすることに賛成した．
第 2 回

1）2016 年電子コンテンツについて検討した．結論部分は次のとおり．
・平成 27 年 4 月の消費税法改正により，これまで不課税だった海外電子取引扱いの電子版への課税が行われるこ

とになった（リバースチャージ方式による申告納税）．これに原価の値上がりと為替の円安をあわせた試算では，
購読誌を継続した場合で前年比 14% 増，2,890 万円増額となる．そのため大幅な購読中止を検討し，全体で約
1,074 万円の削減を見込めることになった．

・過去 2 年の利用単価が 10,000 円以上の電子版 28 誌を中止する（削減額約 815 万円）．
・過去 2 年間の複写件数が 0 件，あるいは利用単価が高い冊子体 14 誌を中止する（削減額約 258 万円）．
・その他，出版社移管誌の対応，Wiley 複数年契約（2 年間値上がりなし），新規購読 2 誌（Journal	of	Thoracic	

Oncology，Science	Translational	Medicine，合計約 77 万円），Thieme 医学系 32 タイトルパッケージ導入につ
いても提案どおりとした．

2）その他
・雑誌購読希望調査を開始した．希望調査を毎年 1 回実施し 3 年間の集計結果を基に新規購読雑誌を検討する．

調査票は 131 箇所の基本学科ほかへ配付した．
・ドキュメントデリバリーサービス Reprints	Desk の運用について確認を行った．主な要点は次のとおり．①タイ

トルは限定しない．②利用者が直接申し込む．③費用は受益者負担（基本学科経費）とする．
・図書館システムのリプレイスに向けた進捗状況が報告された．今回のリプレイスにあわせて短期大学図書室のシ

ステム導入が決定した．
・機関リポジトリの導入決定について報告が行われた．前々回の委員会（平成 26 年度第 3 回）で導入検討を進め

ることに賛成し，その後，大学事務部教務課，医学会，研究科委員会との協議を行った．その結果，博士論文
の公表を第一目的として機関リポジトリの導入が決定した．現在は国立情報学研究所の共用リポジトリサービス
JAIRO	Cloud による年内の運用を目指して作業を進めている．

第 3 回
1）第 4 次長期総合計画「飛翔」の図書館部分について委員長から説明があった．主な項目は次のとおり．①法人

内各学校に附属する図書館の共通システム化と連携の強化②医学教育の国際認証に適応した電子コンテンツの整
備とサービスの拡充③図書館の公開とセキュリティの強化．

2）平成 28 年度事業計画（4 キャンパス）について，各館からそれぞれ説明が行われ，委員会として承認した．
3）平成 28 年度予算要求（概算要求一覧，4 キャンパス）について，各館からそれぞれ説明が行われ，委員会と

して承認した．
4）附属図書館利用規則の一部改正について，現状に合わせる，変更する，追加するものなど改正案についてそれ

ぞれ説明が行われ委員会として承認した．大きな変更は延滞に関する罰則であり，現行では貸出停止となるのが
延滞日数 15 日からで貸出停止期間が最長 180 日となっているが，改正案では限度を設けず超過日数分の期間
を貸出停止とした．

5）文献手配に関連する事項として，以下の 2 点を委員会で承認した．
①カウンターでの研究費扱いの申込については，受け取り時に運営責任者印が必要だがこれを省略し文献を学内便

で送付することとした．
② Reprints	Desk の運用を開始する．最初の利用登録時に運営責任者の印を必要とした．
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6）図書館システムリプレイス（LIMEDIO）の進捗状況と今後のスケジュールが報告された．
7）機関リポジトリの導入について進捗状況が報告された．名称を「埼玉医科大学リポジトリ」と決定し公開準備

も整っている状況である．平成 27 年度第 7 回博士課程運営委員会でリポジトリの概要及び運用指針案が館員に
よって説明された．学内での博士論文の取り扱いが決まり次第，博士論文，論文の要旨及び審査結果の要旨を公
開する予定である．

8）附属図書館における LED 交換作業の実施報告があった．交換数は約 300 本で館内蛍光灯の大部分が LED 化さ
れた．

4．自己点検 ･ 評価
・委員会は，少なくとも年4回招集する（委員会規則第5条2項）．平成27年度は前年に続き3回の開催にとどまっ

た．
・外国雑誌購読料は増加の一途をたどっており，2016 年契約からは電子ジャーナルへの新たな課税も追加され厳

しい状況が続いている．少しでも有利な複数年契約やコンソーシアム提案への参加を進めてきたが，今回は大幅
な購読中止を避けられない状況となった．

・図書館システムリプレイスは業務を見直す良い機会となった．平成 28 年度中にはマイライブラリの提供による
利用者サービスの拡大が期待できる．
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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）：副理事長（任期：H28.3.31）

加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki	）：保健医療学部長（任期：H28.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：副学長（任期：H28.3.31）

　委員　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長，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（TANAKA,	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）：保健医療学部臨床検査学科学科長（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）：事務局次長・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：H28.6.30）
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：H28.6.30）
内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部副部長（任期：H28.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部教務課長（任期：H28.3.31）
村田正樹（MURATA,	Masaki）：大学事務部学生課長（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）

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．



85

委員会・会議報告

1．5）全学学生部委員会

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）
副委員　　鈴木正彦（SUZUKI,	Masahiko）：保健医療学部学生部委員長	／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,	Tomomi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　藤田恵子（HUJITA，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）
　　　　　清水正雄（SHIMIZU,	Masao）：健康管理センター：助教（任期：H28.3.31）
　　　　　赤坂清和（AKASAKA,Kiyokazu）：理学療法学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）：看護学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　山路真佐子（YAMAJI,	Masako）：看護学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　若山俊隆（WAKAYAMA,	Toshitaka）医用生体工学科：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　伴塲裕巳（BANBA,Hiromi）：健康医療科学科：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，医学部事務室（任期：H27.6.30），保健医療
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		学部事務室長（任期：H27.7.1 ～ H28.3.31）
　　　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）大学事務部医学部事務室（任期：H27.7.1 ～ H28.3.31）
　　　　　福田幸二（FUKUDA,	Koji）：大学事務部医学部事務室（任期：H27.7.1 ～ H28.3.31）
　　　　　森　勇樹（MORI,	Yuki）：大学事務部医学部事務室（任期：H28.3.31）
　　　　　鈴木利明（SUZUKI,	Toshiaki）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：H28.3.31）
　　　　　山岸良治（YAMAGISHI,	Ryoji）：大学事務部保健医療学部事務室（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，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 27 年 7 月 10 日）
　於：本部棟 4 階大会議室
　出席者：医学部 8 名，保健医療学部 4 名，事務局 5 名
　議事：
　（1）越華祭
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　　1）準備状況　2）今年のテーマ決定（Awesome）　3）周辺住民への騒音問題への対策
　（2）部活動

　1）保健医療学部学生の医学部の部活動への参加状況　2）	川角キャンパス体育館内の軽音楽部室の防音工事　3）	
川角キャンパス部室棟の使用状況　4）	川角キャンパスのグラウンド老朽化に対する整備の要望　5）	錬成館の床
の修繕の要望

　（3）その他
　　1）医学部の災害時休講基準の設置
②第 2 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 27 年 12 月 11 日）
　於：本部棟 1F 大学院講義室
　出席者：医学部 11 名，保健医療学部 4 名，事務局 4 名
　（1）学生会
　　1）医学部学生会長の交代
　（2）越華祭
　　1）結果報告　2）会計報告　3）教員からの指導
　（3）部活動

　1）川角キャンパスの部室の利用　2）	医学部サッカー部で起きた問題　3）	飲酒・慰留問　題に関する医学部顧問
を対象としたアンケート調査　4）	練成館や川角キャンパス体育館の修繕　5）退部希望への過度の慰留への注意

4．評価と次年度目標
　7 月と 12 月に年 2 回委員会を開催した．
　越華祭に関しては，委員会として運営の適正化，円滑化，問題点への対策の指導を行った．今年度の問題点と対策
を明確にして，次年度の責任者に申し送りをするように指導した．
　両学部の学生が参加するクラブ活動に供する諸問題，施設設備の改善希望などについて，今後も協力して検討して
行く．
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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（KANAZA,	Minoru）大学病院長（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）
　　　　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（任期：H28.3.31）
　　　　福田孝雄（FUKUDA,	Takao）医務部（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）
　　　　山川修一郎（YAMAKAWA,	Shuichiro）大学事務部保健医療学部事務室室長（任期：H28.3.31）
　　　　蛭間庄司（HIRUMA，Shoji）大学事務部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）
　　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）大学事務部医学部事務室（任期：H27.7.1 ～ H28.3.31）
　　　　福田幸二（FUKUDA,	Koji）大学事務部医学部事務室（任期：H27.7.1 ～ H28.3.31）
　　　　森勇樹（MORI,	Yuki）大学事務部医学部事務室（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 110 回委員会（平成 27 年 5 月 8 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席 10 名　欠席 11 名
　議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
議事：
　職員駐車場周辺（阿諏訪・小田谷）に吸い殻が見受けられることがあると報告がされ，総務部内で管理している

駐車場利用者一覧等を利用し，注意を促すべきという意見が提案された．
②第 111 回委員会（平成 27 年 7 月 10 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席 6 名　欠席 15 名
　議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
議事：	
　職員駐車場周辺（主に阿諏訪）の吸い殻問題については，「吸い殻を持ち帰ること」を促す掲示物の作成を総務

もしくは施設部へ相談することとした．
　基礎医学棟前のバス停待合室外部に禁煙を促す掲示を増やして貼り，禁煙を促すものとした．
　事務局より精神科センター前での喫煙者目撃に対する患者さんからの苦情と，医務部より彩花苑付近で喫煙をす

る若い人の喫煙していることが報告された．
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　学生・教職員の喫煙率のデータについて，教職員健康推進センターに資料がないか確認するものとした．
③第 112 回委員会（平成 27 年 9 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 6 名　欠席 16 名
　議事に先立ち，禁煙パトロールを実施．
議事：
　職員駐車場への看板設置は，総務部に相談をした旨が事務局から報告された．
　霊安室前の喫煙に関して，以前ボヤが発生したことを鑑みて以前警告の掲示を出しているが，変わらず喫煙の様

子が見られるため改めて対応が必要である．
　構内駐車場内での喫煙も散見されるため，看板の増加や古い看板の刷新などの対応が必要ではないかという意見

が挙げられた．
④第 113 回委員会（平成 27 年 11 月 13 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 7 名　欠席 15 名
　議事に先立ち，禁煙パトロールを実施．
議事：
　教職員健康推進センター発刊の年報に記載された教職員別の喫煙率に関するデータが回覧資料として提出され

た．
　駐輪場前の喫煙所の外に人がはみ出すほどになっていると報告がされた．
　職員駐車場に吸い殻のぽい捨てを警告する掲示が貼りだされたことが事務局より報告された．構内駐車場にも同

様のものを貼りだしてはどうかと意見が挙げられた．職員駐車場にも構内のように定期的な清掃が必要ではない
かと意見が挙げられた．

　東館の新設に伴い，棟周辺での喫煙者の出現が懸念される．3 月の開館に併せて対応策がないか検討することと
した．

⑤第 114 回委員会（平成 28 年 3 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 9 名　欠席 13 名
　議事に先立ち，禁煙パトロールを実施．
議事：
　金澤委員より禁煙外来の近況について報告がされた．
　実際に禁煙を徹底していくには，教職員が喫煙者に声をかけていく運動を積極的に実施していかないと難しいが，

心情的には患者さんにとって酷である部分も理解せねばならないのではと意見が述べられた．
　小室委員が定年に伴い，本年度委員をもって解任となること，永井副委員長が定年に伴い本年度委員をもって解

任となること，次年度より織田委員長から医学教育センター森茂久教授へ，委員長が交代となることが報告され
た．

4．評価と次年度目標
　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，喫煙の痕跡がある箇所では，掲示などで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．
　職員駐車場に吸い殻が問題となり，吸い殻のぽい捨てを警告する掲示が貼りだされた．職員駐車場にも構内のよう
に定期的な清掃を行うかどうかを検討する．
　駐輪場前の喫煙所の副流煙が寄せられてきたが，外に人がはみ出すほどになることもあり，喫煙のマナーについて
注意喚起する必要がある．
　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．次年度以降も課題として取り組む
必要がある．
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1．7）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
　今年度の本委員会活動は以下の通りである．

4 月 10 日利益相反（COl）自己申告書の提出依頼（全教職員あて一斉メール）
5 月 30 日利益相反（COl）自己申告書の提出期限延長
6 月 15 日文部科学研究費，厚生労働科学研究費受領者へ，利益相反（COI）I:: ついて説明会（川越）
6 月 16 日文部科学研究費，厚生労働科学研究費受領者へ，利益相反（COI）I こついて説明会（毛呂）
6 月 17 日文部科学研究費，厚生労働科学研究費受領者へ，利益相反（COI）I:: ついて説明会（日高）
7 月 7 日第 1 回 COI 管理委員会開催本部棟 4F 大会議室 17 時～
7 月 13 日学長へ審査結果報告
7 月 13 日利益棺反審査結果通知書・勧告書送付
7 月 24 日教授会において COI 管理委員会報告
11 月 2 日 COI 利益相反管理 L ついての Q&A を作成依頼，提出
12 月 22-25 日第 2 回 COI 管理委員会（メ - ル会議）
1 月 5 日利益相反審査結果通知書・勧告書送付
1 月 4 日学長へ審査結果報告（メール）
1 月 29 日教授会において第 2 回 COI 管理委員会報告

　審査の経過と結果
○ 4 月 10 日申告書提出依頼（締め切り 5 月 31 日）
　全教職員宛，e-mail
　平成 27 年度第 1 回 COI 管理委員会（平成 27 年 7 月 7 日）
○ 1 号関係，2･3 号関係ともに審査結果を通知（7 月 8 日付）
○ 12 月 22 日～ 25 日	第 2 回 COI 管理委員会（メ－ル会議）
○審査結果を通知（平成 28 年 1 月 4 日付）
○提出された自己申告書
　①第 4 条第 1 項 1 号　様式第 1 号
　平成 27 年度第 2 回 COI 管理委員会（メール会議	平成 12 月 22 日～ 12 月 25 日）
　第 1 回 COI 管理委員会（7 月 7 日）での審議が終わった後，21 件が新たに申告された．
　申告内容は，すべて「なし」20 件，一部「あり」は 1 件であった．
　　「あり」の申告書については，同時に提出された利益相反自己申告書（第二段階）とともに審議を行った．
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審査結果は以下の通りである
第 1 回	 第 2 回

企業等との関係などについて，すべてなしとするもの	 290 件	 20 件
　今後の可能性がありとするもの	 6 件	 0 件

小計　296 件	 20 件	
　「あり」のあるもの」	 36 件	 1 件

　第二段階の申告書（様式 3 号）提出あり	 36 件	 1 件		
合計　332 件	 21 件	

②第 4 条第 1 項 2,3 号　様式第 2 号
全て「なし」とするもの 24 件
今後の可能性「あり」のもの 2 件

小計　26 件	
　「あり」のあるもの	 13	件
　第二段階申告書（様式（号外））提出あり	 13 件

合計　39 件

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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1．8）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：土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：副学長（任期：H	28.3.31）
　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長，医学研究センター長（任期：H	28.3.31）
　　　　　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）
　　　　　和合治久（WAGO,	Haruhisa）：保健医療学部臨床検査学科教授（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）
　　　　　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）
　　　　　伊藤彰紀（ITOH,	Akinori）：医学部同窓会副会長（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）
　　　　　宮山徳司（MIYAYAMA,	Tokushi）：医療政策学特任教授（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）：大学事務部副部長（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	27.6.30 まで）
　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）: 大学事務部医学部事務室教務課課長（任期：H	28.3.31）
　　　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）：大学事務部医学部事務室学生課課長（任期：H	28.3.31）
　　　　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：大学事務部医学部事務室庶務課課長（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：H27.6.30 まで）
　　　　　町田紀明（MACHIDA,	Noriaki）：総合企画部員（任期：H	28.3.31）
　　　　　岡田奈央（OKADA,	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 4 回 IR 委員会（平成 27 年 7 月 10 日）
　　於：本部棟 4 階会議室，出席者 13 名　欠席者 4 名
　　議事：1）平成 26 年度医学部・保健医療学部 IR レポートについて
　　　　　2）医学部卒後データの収集報告と今後の運用について
　　　　　3）保健医療学部卒後データの収集及び管理について
　　　　　4）本学における IR 運用体制について
　　　　　
　　②第 5 回 IR 委員会（平成 27 年 12 月 2 日）
　　於：本部棟 1 階大学院講義室，出席者 15 名　欠席者 3 名
　　議事：1）平成 26 年度医学部 IR レポート（追加）について
　　　　　2）医学部卒後データの収集及び管理について
　　　　　3）保健医療学部卒後データの収集及び管理について

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 26 年度 IR レポートの作成を支援し，本委員会にて報告を行った．また，医学部・
保健医療学部卒業生の卒後データの収集及び管理については，医学部では医師国試壮行会での連絡票の回収に加えて
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卒業式開始前にも同様に行い，昨年度から収集を開始した卒後データの回収率向上に努めた．保健医療学部では，今
年度から卒後データの収集を開始し，保健医療学部創立 10 周年記念誌の申込用紙への連絡票同封，卒業式開始前に
おける連絡票への記入を行った．
　今後の取組みとして，卒後データ収集及び管理については，卒業生の動向を把握しデータの回収率をさらに向上さ
せるとともに，専門医取得状況，医師会関係活動，留学経験，学位取得状況，所属学会などのデータも収集し蓄積
していきたい．また，IR は大学運営の意思決定あるいは外部評価等に対応していく上で重要な指針となることから，
将来的な構想として，IR 部門（室）等の設立も検討していく．
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1．9）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：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,	Yasu）：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（Nagajima,	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 27 年度，各キャンパスから提出された動物実験計画書 226 件	[ 注意を要する動物実験計画書：組換え

DNA 実験（P1A 実験：76 件，P2A 実験：15 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：24 件）]，動物実験中間報告書・自己点検票 198 件，動
物実験結果報告書・自己点検票 28 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 80 件，動物実験（終了・中止）
報告書 28 件，実験室設置承認申請書 30 件について審査を行い承認した．

②随時メール審査を開催し，円滑に動物実験計画書，動物実験計画（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．

③新たに，様式 8 動物実験の自己点検票，様式 9 飼養保管状況の点検票を追加し，平成 27 年度の動物実験そして
飼養保管状況の自己点検を行った．

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：32 回，受講人数：237 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（2,298,846 匹），ラット（57,404 匹），ウサギ（7,242 羽），
ブタ（305 頭），スンクス（17,188），コモンマーモセット（7,320），カエル（4,906 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．

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
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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，様式 8 動物実験の自己点
検票，様式 9 飼養保管状況の点検票）

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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1．10）全学 RI 安全委員会

1．構成員
委	員	長　田中淳司（TANAKA,	Junji）：放射線科：教授（任期：H30.3.31）
副委員長　久慈一英（KUJI,	Ichiei）：国際医療センター核医学科：教授（任期：H30.3.31）		
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：H30.3.31）
　　　　　松井政則（MATSUI,	Masanori）：微生物学：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　飯塚裕幸（IIZUKA,	Hiroyuki）：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H30.3.31）
　　　　　平野雅弥（HIRANO,	Masaya）：中央放射線部：課長補佐（任期：H30.3.31）
　　　　　本田憲業（HONDA,	Norinari）：総合医療センター放射線科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　田丸淳一（TAMARU,	Jyunichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　潮田陽一（USHIODA,	Youichi）：総合医療センター研究部：係長（任期：H30.3.31）
　　　　　熊崎　祐（KUMAZAKI,	Yu）：国際医療センター放射線腫瘍科：講師（任期：H30.3.31）
　　　　　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：H30.3.31）
　　　　　小糸寿美（KOITO,	Hisami）: 保健医療学部：講師（任期：H30.3.31）

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 28 年 3 月 8 日～ 15 日：議事録あり）電子メールによる会議
　議事：1）委員の再任について：審議の結果，委員全員が再任となった．
　　　　2）各放射線施設から原子力規制庁の立ち入り検査，定期検査などの報告	
　　　　3）管理体制の連携について

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．各放射線施設の原子力規制庁の立入検査結果や定期検査，定期確
認などの内容について確認をすることができ，放射線障害防止法に基づく安全管理について情報共有が進んだと考え
る．
　次年度は，全学的な放射線安全管理に貢献していくとともに，各放射線施設の被曝線量情報などを引き継ぐシステ
ムを確立し，放射線安全管理に関する業務の連携をさらに深めていきたい．
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1．11）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）

森　隆（MORI,	Takashi）：総合医療センター	研究部：教授（任期：H28.3.31）
松井政則（MATSUI,	Masanori）：微生物学：准教授（任期：H28.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU,	Takaaki）：RA センター：教授（任期：H28.3.31）
荒木智之（ARAKI,	Tomoyuki）：生化学：講師（任期：H28.3.31）
小野　啓（ONO,	Hiraku）：中央研究施設	RI	部門（講師）（任期：H28.3.31）
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）
池田和博（IKEDA,	Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H28.3.31）
横尾友隆（YOKOO,	Tomotaka）: ゲノム医学研究センター : 助教（任期：H28.3.31）
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）
長谷川幸清（HASEGAWA,	Kosei）: 国際医療センター	婦人科腫瘍科 : 准教授（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 34 回	組換え DNA 実験安全委員会　平成 28 年 3 月 9 日　於：ゲノム医学研究センター	6F 会議室（603 号室）

出席 14 名　欠席（委任状）1 名
議事
1）来年度の委員について
・委員長・副委員長の選出について

三谷委員長が次期（平成28～29年度）も引き続き委員長を務めることとなった．また赤塚副委員長の退職に伴い，
松井委員と千本松委員とが副委員長を務めることとなった．

・新事務局について
来年度より，RA センターに事務局を設置することとなった．ホームページ掲載の問い合わせ先メールアトドレ
スを，三谷委員長のアドレスから DNA-ANZEN@saitama-med.ac.jp に変更することとなった．

2）平成 27 年度申請数・届出数の報告
・「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」

平成 27 年度の申請数は 55 件で，48 件が承認された．内，P1 を含むものが 42 件，P2 を含むものが 25 件，
P1A を含むものが 25 件，P2A を含むものが 7 件であった．	また，大臣確認実験は 1 件であった．

・「第二種使用等拡散防止措置申請書	内容変更承認願い」
平成 27 年度の申請数は 22 件で，すべてが実験従事者の変更を含み，うち 2 件が実験実施期間の延長であった．
すべて承認された．

・「遺伝子組換え生物等譲渡届」
平成 27 年度の届出数は 6 件で，すべてが遺伝子組換えマウスの譲渡であり，承認された．

・「組換え DNA 実験施設設置等承認申請書」申請数
平成 27 年度の申請数は 17 件で，すべてが承認された．	

3）P2/P2A 実験室の承認
・今年度は17件の申請を受理し，すべてが承認された．17件の内訳は，毛呂が7件，日高が9件，川越が1件であっ

た．
・P2/P2A 実験室の査察の結果，複数の委員から，10 年以上も整備されていない安全キャビネットが多数存在す
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ることが指摘された．研究者の安全を確保するために，早急に順次整備をする必要がある．安全キャビネットは
大学の設備であるため，大学経費での定期的な点検・交換について検討する．

4）申請方式ならびに承認書の見直しについて
・「第二種使用等拡散防止措置確認申請書」「第二種使用等拡散防止措置申請書内容変更承認願い」「組換え DNA 実

験施設設置等承認申請書」に対する共通の承認書と，「遺伝子組換え生物等譲渡届」に対する承認書とが承認さ
れた．今後は月間スケジュールに基づき，委員から議事録の承認を得た申請については，翌月 1 日付で学長印
付の承認書を発行するという一連の流れを承認した．	

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，事務局がRAセンターに移行する過渡期となる．それに伴い，申請書の各様式の改訂を終え，よりユーザー

フレンドリーな申請・審査システムへと改善したい．
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1．12）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 : 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　　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：専務理事
　　　　　戸井田昌宏（TOIDA,	Masahiro）: 保健医療学部医用生体工学科 : 教授
　　　　　三村俊英（MIMURA,	Toshihide）: 大学病院リウマチ膠原病科 : 教授
　　　　　安河内正文（YASUKOCHI,	Masafumi）: 医学研究センター : 客員講師
　　　　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）: 大学事務部：部長
　　　　　須田立雄（SUDA,	Tatsuo）: ゲノム医学研究センター : 客員教授
　　　　　飯野　顕（IINO,	Akira）: 医学研究センター：非常勤講師
　　　　　木崎昌弘（KIZAKI,	Masahiro）: 総合医療センター血液内科：教授
　　　　　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
　　　　　豊田浩一（TOYODA,	koichi）: 医学研究センター : 客員講師
　　　　　林　利藏（HAYASHI,	Toshizo）：医学研究センター：非常勤講師
　　　　　松本正夫（MATSUMOTO,	Masao）：ゲノム医学研究センター事務室：課長
　　　　　山岸良治（YAMAGISHI,	Ryoji）: 保健医療学部事務室 : 参事
　　　　　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（84 万人）の 33％（28 万人）が在籍し , 日本の総研究開発費（18.1 兆円）の 20.4％

（3.7 兆円）が大学に投入されている . 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 27 年度は，以下の項目を達成することを目標とした .
①　知的財産権の啓発および発明の発掘
②　出願後に発生する中間処理等の知財管理業務の円滑な実行
③　技術移転等成功例の達成（目標 2 件）
④　知財をベースとした外部研究資金の獲得

3．平成 27 年度の活動報告
本年度は 10 回の特許委員会が開催され , 合計 10 件の特許出願の申請が審議された .
第 96 回特許委員会	 平成 27 年 4 月 3 日開催	 0 件の特許出願を審議
第 97 回特許委員会	 平成 27 年 5 月 1 日開催	 1 件の特許出願を審議
第 98 回特許委員会	 平成 27 年 6 月 12 日開催	 0 件の特許出願を審議
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第 99 回特許委員会	 平成 27 年 7 月 10 日開催	 1 件の特許出願を審議
第 100 回特許委員会	 平成 27 年 9 月 4 日開催	 1 件の特許出願を審議
第 101 回特許委員会	 平成 27 年 10 月 2 日開催	 3 件の特許出願を審議
第 102 回特許委員会	 平成 27 年 11 月 6 日開催	 2 件の特許出願を審議
第 103 回特許委員会	 平成 27 年 12 月 11 日開催	 1 件の特許出願を審議
第 104 回特許委員会	 平成 28 年 1 月 8 日開催	 0 件の特許出願を審議
第 105 回特許委員会	 平成 28 年 3 月 4 日開催	 1 件の特許出願を審議

4．本年度の活動状況の評価と次年度の目標
　知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 11 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 7 件，採択 2 件）. 来年度も引き続き出願の中間処理手続きを円滑に行い特許の権利化を図る
とともに , 科学技術振興機構の海外特許出願支援制度へ申請する .
　技術移転活動については , 年 2 件の技術移転を目指し , 本年度は , 有体成果物譲渡に係る契約 1 件 216 千円 , 特許
を受ける権利譲に係る契約 2 件 216 千円 , 特許実施許諾契約の一時金及びランニングロイヤルティが 5 件 12,799 千
円あった .総計で8件13,231千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 .
　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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1．13）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）
　　加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：保健医療学部長（任期：H28.3.31）
　　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）
　　金澤　實（KANAZAWA,	Minoru）：大学病院長（任期：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）
　　永田　真（NAGATA,	Makoto）：大学病院　呼吸器内科：教授（任期：H28.3.31）
　　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）

	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

村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）：医学研究センター	研究支援管理部門部門長
田島賢司（TAJIMA,	Kenji）：経理部長
和田　実（WADA,	Minoru）：経理部（第二購買）次長

　事務局
　　仁科正実（NISHINA,	Masami）：医学研究センター研究支援管理部門副部門長
　　杉山聡宏（SUGIYAMA,	Toshihiro）：医学研究センター	研究支援管理部門副部門長

2．目的
本委員会は，共同研究等審査委員会を引継ぎ，平成18	年7	月の教員代表者会議で承認され同年8	月に発足した．「埼

玉医科大学補助金関連共同研究規則」の目的（第 1	条）を達成するため，同規則第 5	条に基づく委員会である．学
内グラントにおいては，医学研究センター研究支援管理部門と連携し，学外グラントにおいては財団等，学外から募
集される科学研究費を除く研究助成金，および私立大学高度化推進特別補助に対して，研究者が応募する場合の学内
選考を行うことを目的とする．

3．活動報告　
　グラント選考委員会（平成 27 年 6 月 30 日）於：本部棟 2 階会議室　出席 17 人欠席 2 人　
　議事：平成 27 年学内グラント選考
　27 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．
27 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数　42	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：2 件

総採択件数：29 件
カテゴリー別採択件数
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　1）丸木記念特別賞：1 件
　2）一般：28	件
　3）関口記念特別賞：0 件
丸木記念特別賞
　1 佐藤　浩二郎（医学部・准教授：大学病院リウマチ膠原病科）27 年度 200 万円
　　ゲノム編集法を利用した破骨細胞分化における Nfatc1 アイソフォームの機能解析
一般
　1	樽本　憲人（医学部・講師：大学病院感染症科・感染制御科）27 年度 80 万円
　　重症感染症における自然免疫リンパ球の解析
　2	野村　務（医学部・講師：総合医療センター鼻咽喉科）27 年度 80 万円
　　3 次元気流解析による頭頚部手術の術後嚥下横音機能予測
　3	山内　秀雄（医学部・教授：大学病院小児科）27 年度 80 万円
　　ハイリスク新生児の脳幹機能異常の発達論的解明
　4	三島　一彦（医学部・教授：国際医療センター脳神経外科）27 年度 80 万円
　　悪性グリオーマに対する放射線増感による新規治療法の開発
　5	平田　智子（医学部・助手：ゲノム医学研究センター）27 年度 80 万円
　　染色体微細構造異常に着目したミトコンドリア呼吸鎖異常症の新規原因遺伝子同定
　6	長谷部	孝裕（医学部・教授：国際医療センター病理診断科）27 年度 80 万円
　　癌間質・脈管内癌組織の生物学的特性に基づく癌悪性度評価
　7	山崎　進（医学部・助教：大学病院呼吸器内科）27 年度 80 万円	
　　喫煙の気管支喘息の病態に与える影響
　8	寺本	由紀子（医学部・助教：国際医療センター皮膚腫瘍科）27 年度 80 万円
　　日本人悪性黒色腫における体細胞遺伝子変異と臨床病理学的因子との関連に関する研究
　9	奥田	晶彦（医学部・教授：ゲノム医学研究センター）27 年度 80 万円
　　c-Myc によるアポトーシス誘導とそれに対する抑制因子としての Nanog の役割
	10	中尾　啓子（医学部・講師：生理学）27 年度 80 万円
　　RNA 結合蛋白質 PABPN1 によるポリ A 選択制御と眼咽頭筋ジストロフィーの病理
	11	合川　公康（医学部・准教授：国際医療センター消化器病センター　消化器外科）27 年度 60 万円
　　肝細胞癌における新規癌抗原 KK-LC-1 の発現と発癌因子および腫瘍環境との関連性
	12	水野　洋介（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　　脂肪細胞と骨芽細胞の分化を制御する非コード RNA ネットワークの分子基盤の解明研究
	13	齋藤　友理子（医学部・助教：総合医療センター呼吸器内科）27 年度 60 万円
　　胸膜中皮腫における Wnt シグナルを介した腫瘍進行のメカニズム解析
	14	上田　篤（医学部・ポスドク：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　　iPS 細胞における Bivalent クロマチン構造構築の分子メカニズムの解明
	15	平崎　正孝（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　　Myc-Nanog 複合体による Max 欠損 ES 細胞の多能性維持とアポトーシス抑制
	16	太田	　尚志（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　　ドナー DNA の能動的運搬による高効率遺伝子ターゲティング法の開発
	17	金子　優子（保健医療学部・講師：看護学科）27 年度 60 万円
　　網膜ドーパミン作動性アマクリン細胞の自発的活動に関わるイオンチャネルの解明
	18	佐藤　翔（医学部・助教：国際医療センター婦人科腫瘍科）27 年度 60 万円
　　卵巣がんに対するメソテリン標的治療の個別化に向けた非侵襲的バイオマーカーの確立
	19	柴	祥子（医学部・特別研究員：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　ビタミン	K	依存性	g- グルタミルカルボキシラーゼの新たな役割の解明
	20	谷川		祥陽（医学部・助教：総合医療センター小児科）27 年度 60 万円
　　簡便な在宅和温療法は，Fontan 術後遠隔期の循環と酸化ストレスを改善するか？
	21	田夛　祐喜（医学部・ポスドク：ゲノム医学研究センター）27 年度 60 万円
　　上皮細胞極性の異常と遺伝性大腸がん発症機構の関連の解明
	22	藤野　節（医学部・准教授：国際医療センター病理診断科）27 年度 60 万円



委員会・会議報告

102

　　胃型形質を持つ胃の低悪性度上皮性腫瘍の発生とプロトンポンプ阻害薬との関連性の解明
	23	魚住	尚紀（医学部・講師：生化学）27 年度 60 万円
　　機能相補性変異体を用いた TLR 活性化機序の解明
	24	加藤		直子（医学部・准教授：大学病院眼科）27 年度 60 万円
　　角膜クロスリンキング後の角膜混濁と境界線発生メカニズム
	25	丸山　敬（医学部・教授：薬理学）27 年度 40 万円
　　自然老化モデル O.	degus を用いたアルツハイマー病病変形成メカニズムの解明
	26	阿部　佳子（医学部・講師：総合医療センター病理部）27 年度 40 万円
　　肺扁平上皮癌に対するエストロゲン療法の可能性
	27	仲地　	豊（医学部・助教：ゲノム医学研究センター））27 年度 40 万円

モデルマウスのエピジェネティクス解析による性同一性障害機序の解明
	28	佐藤　智美（医学部・講師：解剖学）27 年度 40 万円
　　視蓋におけるセロトニン輸送体の機能解析と薬物スクリーニング系の確立

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
募集を行ってきたが，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，本年度も
3 本立てで募集した．

結果，総採択件数は前年度に比べ約 2％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等の改定を行い，さらに若手

研究者に積極的な関口記念特別賞への応募を促す対策をとる．
今後も医学研究センターと連携しなら，今年度同様，科研費への積極的応募支援を視野に置き守秘義務を遵守し，

公正な選考が執り行われるよう努めていきたい．
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1．14）病原性微生物等管理委員会

1．構成員
委員長	 赤塚俊隆（AKATSUKA,	Toshitaka）：微生物：教授（任期：H28.3.31）
副委員長	 松井政則（MATSUI,	Masanori）：微生物：准教授（任期：H28.3.31）
委員　	 森　隆（MORI,	Takashi）	:	総合医療センター研究部：教授（任期：H28.3.31）
	 	 堀江公仁子（HORIE,	Kuniko）：ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門：准教授（任期：H28.3.31）
	 	 宮里明子（MIYAZATO,	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）
	 	 佐藤正夫（SATO,	Masao）	保健医療学部・健康医療科学科：教授（任期：H28.3.31）
	 	 河村　亨（KAWAMURA,	Toru）：臨床検査医学（中央検査部）：主任（任期：H28.3.31）

2．目的：以下の業務を行う．
1．安全管理規則作成
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
組換え DNA 実験安全委員会と連携して，埼玉医大内の BSL2,ABSL2 実験施設の査察を行った．審議の結果，申請

された 8 件のうち 7 件が基準に適合と判定され，学長から「指定実験室使用承認書」が交付された．残り 1 件に関
しては，基準に達せず申請が取り下げられた．また，病原微生物等の保有状況と	BSL2,	3	実験室の保有状況について
調査を行い，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へ調査報告書を提出した．さらに，
大学院講義「実用実験医学特別講義」において，「バイオセーフティとバイオテロの動向」と題した講義を行った．

4．評価と次年度目標
本委員会における概ねの目標は達成された．次年度は，本学病原体等安全管理規則等のアップデートを行いたい．
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1．15）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　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長・RA センター長
　　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長・医学研究センター長
　　　　土田哲也（TUTIDA,	Tetuya）	：副学長・医学教育センター長
　　　　堤　晴彦（TUTUM,I	Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　　　金澤　實（KANAZAWA,	Minoru）：大学病院病院長	
　　　　小山　勇（KOYAMA,	Isamu）：国際医療センター病院長
　　　　木崎昌弘（KIZAKI,	Masahiro）：副学長・医学研究科長
　　　　岡﨑康司（OKAZAKI,	Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長
　　　　板谷正紀（HANGAI,	Masanori）：大学病院眼科教授
　　　　飯野　顕（IINO,	Akira）：医学研究センター非常勤講師（任期：H28.3.31）
　　　　田島賢司（TAJIMA,	Kenji）：常務理事・事務局長

2．目的
　本委員会は本学における「寄附研究部門」の設置に関する審査を行い，奨学を目的とする個人若しくは法人又は団
体（以下「民間等」という．）からの寄附を有効に活用し，本学の特色ある教育研究の推進及び充実を図ることを目
的とする．	
　寄附研究部門とは民間等からの寄附金により医学部，保健医療学部又は大学院医学研究科及び看護学研究科若しく
は本学の附属施設等に設置される部門で，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
　第 1 回寄附研究部門（先端レーザー医学センター）調査委員会の開催
　　平成 27 年 10 月 13 日（火）
　　　議事：調査中間報告書に関する審議を行った．
　寄附研究部門（先端レーザー医学センター）の設置期間について
　　平成 27 年 10 月 13 日（火）
　議事：当該部門の設置期間更新に関する審議を行った．
　　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
　平成 27 年 10 月 27 日（火）～ 10 月 31 日（土）（電子メール会議）
　議事：更新手続きに必要な書類が提出されたことから，設置期間更新の諾否について電子メール会議にて審査を行っ
た．

規程に定める寄附研究部門の存続期間を超えた更新申請であり，また，申込寄附金額は内規に定める額を満たして
いないが，審査の結果特例として 1 年間に限り設置期間を更新することで承認された．

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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1．16）救急医療人材育成寄附研究部門運営委員会

1．構成員
　委員長　別所正美（BESHO,	Masami）：学長（任期：H28.3.31）
　委　員　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長（任期：H28.3.31）
　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI,	Norio）：専務理事（任期：H28.3.31）
　　　　　金沢　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）
　　　　　織田弘美（ODA,	Hiromi）：大学病院整形外科：院長代理・ER センター長・教授（任期：H28.3.31）
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：大学病院皮膚科：副学長・教授（任期：H28.3.31）
　　　　　金子直之（KANEKO,	Naoyuki）：寄附研究部門：准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　宮山徳司（MIYAYAMA,	Tokushi）：医療政策学：特任教授（任期：H28.3.31）
　オブザーバー　茂木　明（MOGI,	Akira）：総合企画部：部長（任期：H28.3.31）
　事務局　佐藤勝茂（SATO,	Katsushige）：RA センター：課長補佐（任期：H28.3.31）

2．目的
　本委員会は，埼玉県北部地域（第二次救急医療圏，特に熊谷・深谷地区と児玉地区）の救急医療連携体制の改善・
発展を目的に，埼玉県，深谷市および深谷赤十字病院の寄附により設置された「救急医療人材育成寄附研究部門」の
円滑な運営のため，埼玉医科大学寄附研究部門規程第 11 条に則り，設置された委員会である．
　平成 27 年度は，寄附研究部門の第 2 期最終年度であり，深谷赤十字病院救命救急センターを基幹施設として，埼
玉医科大学から医師を派遣することにより，救命救急センターの機能の充実および院内の救急対応体制の強化を図り，
地域医師会，医療機関，消防本部および行政機関（深谷市，埼玉県）等と協力して，地域救急医療連携体制の充実を
図るべく活動した．

3．活動報告
◇開催日

第 18 回：平成 27 年 6 月 26 日（火）於：学長室　出席者 9 名，オブザーバー 1 名
第 19 回：平成 27 年 9 月 18 日（金）於：学長室　出席者 8 名，オブザーバー 1 名
第 20 回：平成 27 年 3 月 25 日（金）於：学長室　出席者 10 名

◇主な審議内容
（1）寄附研究部門の活動状況および今後の活動方針について
（2）平成 26 年度活動状況報告書の提出について
（3）平成 27 年度寄附講座寄附金に関する協定書締結について
（4）若手医師の派遣と研修について
（5）新専門医制度の修練施設としての対応状況について
（6）県の動向と来年度以降の体制について

4．評価と次年度目標
　本委員会は，平成 23 年 4 月に設置された救急医療人材育成寄附研究部門の運営を通じて埼玉県北部地域の救急医
療連携体制の改善・発展に取り組んできた．深谷赤十字病院での救急医療体制の構築など寄附研究部門の目的は概ね
達成し，第 20 回の委員会開催をもち本委員会は終了とする．
　しかしながら深谷赤十字病院への継続的な支援は今しばらく必要であり，埼玉県総合医局機構キャリアアッププロ
グラム作成支援事業を活用していくこととなる．このため，次年度からは「地域救急医療連絡会議」を設置し，県北
部地域の救急医療連携体制について協議していく．
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1．17）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会

1. 構成員
　委員長：松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長（任期：H28.3.31）
　委　員：
　　村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）：副医学部長・医学教育センター副センター長（任期：H28.3.31）
　　中野貴成（NAKANO,	Takanari）：生化学：講師（任期：H28.3.31）
　　田島賢司（TAJIMA,	Kenji）：法人事務局：事務局長（任期：H28.3.31）
　　茂木　明（MOGI,	Akira）：法人事務局：次長（任期：H28.3.31）
　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部：副部長（任期：H28.3.31）
　　池和田忠幸（IKEWADA,	Tadayuki）：経理部：部長（任期：H28.3.31）
　　山川修一郎（YAMAKAWA,	Shuichiro）：業務監査室：室長（任期：H28.3.31）
　　笠間　忍（KASAMA,	Shinobu）：総務部：次長（任期：H28.3.31）
　　大野由紀夫（OHNO,	Yukio）：経理部経理課：課長（任期：H28.3.31）
　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：大学事務部庶務課：課長（任期：H28.3.31）
　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部教務課：課長（任期：H28.3.31）
　オブザーバー：
　　別所正美（BESSHO,	Masami）：学長・医学部長（任期：H28.3.31）
　　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）
　　加藤英政（KATO,	Hidemasa）リサーチアドミニストレーションセンター：准教授（任期：H28.3.31）
　事務局：佐藤勝茂（SATO,	Katsushige）リサーチアドミニストレーションセンター：課長補佐（任期：H28.3.31）
　拡大会議構成員：
　・コンプライアンス推進，研究倫理教育体制	責任者及び副責任者構成員（任期：H28.3.31）
　・各キャンパス公的研究費業務担当者（任期：H28.3.31）
　・業務監査室（任期：H28.3.31）

2．目的
　本委員会は，文部科学省及び厚生労働省による「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」及
び「公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」を指針として運営するため，学校法人埼玉医科大学研究
活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会規則に則り設置された委員会である．
　各部門における研究活動並びに公的研究費等の適正化のために，コンプライアンス推進・研究倫理教育責任者，さ
らに学内責任体制の各担当者とともに活動する．

3．活動報告
第 2 回拡大会議：	7 月 17 日（火）出席者 28 名（うち委員	7 名）
◇議事内容
　① RA センターの活動状況と今後の活動計画について
　②公的研究費に関する研究不正防止計画について
　③コンプライアンス推進・研究倫理教育体制について
　③研究倫理に関する教育について

4. 評価と次年度目標
　本委員会は，公的研究費の管理・監査のガイドラインが求める研究公正推進のため，平成 26 年 10 月に設置された．
平成 27 年 4 月に設置されたリサーチアドミニストレーションセンターが，コンプライアンス推進・研究倫理教育責
任体制，業務監査室と連携し研究費適正使用，研究倫理教育推進のため活動している．次年度の委員会活動の在り方
について検討したい．
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1．18）教員短期留学制度選考委員会

1．構成員（任期：H28.3.31）
委員長	 田中淳司（TANAKA,	Junji）：放射線科：教授
副委員長	 魚住尚紀（UOZUMI,	Naonori）：生化学：講師
委員	 荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：神経内科：教授
	 奥田晶彦（OKUDA,	Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授
	 佐伯俊昭（SAEKI,	Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
	 田丸淳一（TAMARU,	Junichi）：総合医療センター病理部：教授
	 三村俊英（MIMURA,	Toshihide）: リウマチ膠原病科：教授
	 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
	 辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授

2．目的
　教員短期留学制度における留学者の選考を行う．

3．活動報告
次年度（平成 28 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った．
平成 27 年 11 月 10 日　於：医学部 7 号館 1 階会議室　出席者 3 人　
議事：応募者 11 名について審査を行った．あらかじめ選考委員には応募者の申請書類を送付し，4 項目を各 5 点，
　　　合計 20 点満点での採点を依頼した．また，委員会当日の欠席予定者からは委任状をとった．委員会当日は
　　　全委員の採点結果をもとにさらに細かく内容を吟味（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，最終的に 5 名を合格とした．

4．評価と次年度目標
8 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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2．1）大学院委員会

1．構成員（任期：平成 28 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）

木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）	 医学研究科長，副学長
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）
吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）
片山茂裕（KATAYAMA,	Shigehiro）

　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員）
加藤木利行（KATOHGI,	Toshiyuki）	 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
金澤　實（KANAZAWA，Minoru）	 大学病院長
堤　晴彦（TSUTSUMI,	Haruhiko）	 総合医療センター病院長
小山　勇（KOYAMA,	Isamu）	 国際医療センター病院長
※別所正美（BESSHO,	Masami）	 地域医学・医療センター長
三村俊英（MIMURA,	Toshihide）	 医療人育成支援センター長

　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 4 号構成員）
永島雅文（NAGASHIMA,	Masabumi）	 医学研究科博士課程選出代表指導教員
佐伯俊昭（SAEKI,	Toshiaki）	 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
鈴木正彦（SUZUKI,	Masahiko）	 医学研究科修士課程選出代表指導教員
野田智子（NODA,	Tomoko）	 看護学研究科修士課程選出代表指導教員

・事務局等
◇大学事務部

内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）	 次長　医学部事務室教務課	課長（平成 27 年 6 月まで）
岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）	 医学部事務室	教務課　課長（平成 27 年 7 月から）
大嶋利夫（OSHIMA,	Toshio）	 保健医療学部事務室	顧問	
山川修一郎（	YAMAKAWA，Shuichiro）	保健医療学部事務室　室長
村嶌隆義（MURASHIMA，Takayoshi）	 保健医療学部事務室　副室長（平成 27 年 7 月から）
山岸良治（YAMAGISHI,	Ryoji）	 保健医療学部事務室　参事
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，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，各研究科の連絡調整に関する事項，学
部等その他の機関との連絡調整に関する事項等の審議にあたることを目的としている．
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3．活動報告
1）委員会の開催

平成	28	年	3	月	15 日
2）主な内容と審議結果

（医学研究科博士課程）
（1）学位取得者	31 件（甲種 13 件，乙種 18 件）の報告
（2）平成 27 年度後期入学大学院入学者選抜試験及び平成 29 年度前期入学大学院第 1 回，第 2 回入学者選抜試験

の実施と合否判定の報告．
（3）第 67，68 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（5 月 22 日，6 月 26 日，9 月 18 日，10 月 23 日，11 月 20 日）報告
（医学研究科修士課程）
（5）学位取得者 11 件（理学療法学 7 件，生体医工学 3 件，生体機能科学 1 件）の報告
（6）平成 28 年度大学院医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜私権の実施と合否判定の報告
（7）研究計画発表会（5 月 16 日），研究発表会（12 月 12 日）の実施
（看護学研究科修士課程）
（8）学位取得者 7 件（地域活動看護学 4 件，基礎看護学・看護管理学 2 件，成人看護学 1 件）の報告
（9）平成 28 年度大学院看護学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（10）研究発表会の実施（4 月 25 日，11 月 28 日）
（全体）
（11）入学式（4 月 6 日）の挙行の報告
（12）学位授与式（修士課程平成 28 年 3 月 15 日，博士課程平成 28 年 4 月 2 日）の挙行の報告

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 377 回‐第 387 回）
（任期：平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
議長　木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）
◇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）
　　木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）：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
　　金澤　實（KANAZAWA,	Minoru）：大学病院長
　　堤　晴彦（TSUTSUMI，Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA,	Isamu）：国際医療センター病院長
　　田中淳司（TANAKA,	Junji）：国際交流センター長
　※別所正美（BESSHO,	Masami）:	地域医学・医療センター長
　　椎橋実智男（SHIIBASHI,	Michio）：情報技術支援推進センター長
◇科目責任者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 2 号構成員）
　生物・医学研究系
　　永島雅文（NAGASHIMA,	Masabumi）：解剖学
　　渡辺修一（WATANABE,	Shu-Ichi）：生理学
　　村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）: 生化学
　　奥田晶彦（OKUDA,Akihiko）：ゲノム医学
　　丸山　敬（MARUYAMA,	Kei）：薬理学
　　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
　※別所正美（BESSHO,	Masami）: 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
　　前﨑繁文（MSESAKI,	Shigefumi）: 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
　　永田　真（NAGATA，Makoto）：呼吸器内科学
　※三村俊英（MIMURA，Toshihide）：リウマチ ･ 膠原病内科学
　　持田　智（MOCHIDA,	Satoshi）：消化器・肝臓内科学
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　　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）
　　片山茂裕（KATAYAMA,	Shigehiro）：研究科長推薦
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：研究科長推薦（平成 27 年 11 月まで）
　　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：64	名　定足数：43 名（第 377 回‐第 382 回）
　　　　63	名　定足数：42 名（第 383 回‐第 387 回）
　・事務局等
◇オブザーバー :	
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長（平成 27 年 11 月より）
◇大学事務部
　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：部長
　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：副部長	（平成 27 年 7 月より）
　　　前医学部事務室	次長（平成 27 年 6 月まで）
　　大嶋利夫（OSHIMA,	Toshio）：保健医療学部事務室	顧問
　　山川修一郎（YAMAKAWA,	Shuichiro）：保健医療学部事務室	室長
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　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：保健医療学部事務室	副室長（平成 27 年 7 月より）	
　前医学部事務室	次長（平成 27 年 6 月まで）
　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：医学部事務室	教務課	課長（平成 27 年 7 月より）
　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：医学部事務室	庶務課	課長
　　村田正樹（MURATA,	Masaki）：医学部事務室	学生課	課長（平成 27 年 7 月より）
　　松本正夫（MATSUMOTO,	Masao）：ゲノム医学研究センター事務室	室長
　　山岸良治（YAMAGISHI,	Ryoji）：保健医療学部事務室	参事
　　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 377	回：	4	月 24 日（金）出席者	47 名	学位審査：	博士課程 2 件
　　第 378	回：	5	月 22 日（金）出席者	45 名	学位審査：	博士課程 3 件
　　第 379	回：	6	月 26 日（金）出席者	54 名	学位審査：	博士課程 1 件
　　第 380	回：	7	月 24 日（金）出席者	49 名	学位審査：	博士課程 3 件
　　第 381	回：	9	月 18 日（金）出席者	50 名	学位審査：	博士課程 4 件
　　第 382	回：10	月 23 日（金）出席者	49 名	学位審査：	博士課程 1 件
　　第 383	回：11	月 20 日（金）出席者	43 名	学位審査：	博士課程 3 件
　　第 384	回：12	月 18 日（金）出席者	48 名	学位審査：	博士課程 1 件
　　第 385	回：	1	月 29 日（金）出席者	49 名	学位審査：	博士課程 2 件
　　第 386	回：	2	月 26 日（金）出席者	52 名	学位審査：	博士課程 3 件，	修士課程 11 件
　　第 387	回：	3	月 26 日（金）出席者	50 名	学位審査：	博士課程 8 件
　　開催回数：11	回
　　平均出席者数：49	名
　　学位審査計：博士課程 31 件（合格 30 件，不合格 1 件），修士課程 11 件（合格 11 件）
◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学則別表の一部改正（専攻分野の変更，基本学科の新設，授業科目の新設追加による）
（3）学位規則の一部改正（埼玉医科大学リポジトリの構築，倫理指針等の改正による）
（4）学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正
（5）大学院医学研究科協力研究員受託規則の一部改正
（6）大学院博士課程早期修了に関する申し合わせの一部改正
（7）学位審査の申請と審査の流れ ･ 公表についての一部改正
（8）学位申請論文（Thesis）作成の手引きの一部改正
（9）研究倫理面における規範の遵守の一部改正
（10）大学院講義名（共通科目）の英語表記について
（11）学位申請書類，審査結果報告書等の整備
（12）論文内容の要旨，審査結果の要旨インターネット公表について
（13）埼玉医科大学リポジトリについて
（14）博士課程研究発表会の実施（5 月 22 日，6 月 26 日，9 月 18 日，10 月 23 日，11 月 20 日）
（15）学位審査申請に関わる相談願について
（16）修士課程研究発表会の実施（5 月 16 日，12 月 12 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 32 件，修士課程 11 件
（18）平成 27 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 28 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
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　平成 27 年度後期入学：出願者 4 名，受験者 4 名	，合格者 3 名
　平成 28 年度前期入学第 1 回：出願者 4 名，受験者 4 名，合格者 4 名	

平成 28 年度前期入学第 2 回：出願者 18 名，受験者 18 名，合格者 18 名（研究マインド育成自由選択プログラ
ム 7 名含）
平成 28 年度前期入学転入学	：出願者 1 名，受験者 1 名	，合格者 1 名

（19）平成 28 年度医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回募集入学者選抜の実施と合否判定
第 1 回募集：出願者 3 名，受験者 3 名，合格者 3 名
第 2 回募集：出願者 2 名，受験者 2 名，合格者 2 名

（20）第 67，68 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 67 回　申込 31 名　受験者 30 名　合格者 18 名（医学部在学生 9 名含）
第 68 回　申込 22 名　受験者 22 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 20 名	計 30 名（内本学卒業生：甲種 4 名 , 乙種 6 名）
修士課程　11 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 28 年 4 月 2 日，創立 30 周年記念講堂）
修士課程（平成 28 年 3 月 15 日，本部棟第 3 講堂）

（24）大学院生退学承認：2 名（博）
（25）大学院生海外留学承認：新規 1 名（博）
（26）大学院生国内留学承認：継続 1 名（博）
（27）大学院生専攻分野変更承認：1 名（博）
（28）大学院生身分変更承認：3 名（博）
（29）大学院生長期履修承認：	1 名（修）
（30）特別研究学生（他大学院）受託：新規 3 名，継続 8 名		計 11 名
（31）協力研究員（他機関）受託：新規 3 名，継続 4 名		計 7 名
（32）特別協力研究員（他機関）受託：新規 4 名，継続 2 名　計 6 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 27 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 27 年度は，平成 26 年度より開始した大学院
4 年生の指導教員とともに行う研究成果報告が定着し，多くの教員の参加のもとに質の高い議論が行われた．その結
果，研究成果を学位申請論文としてまとめる一助になったと考えられ，引き続き医学研究科として大学院生の学位申
請を応援していきたいと考えている．また，多様な人材を育成することを目的に乙種の学位申請条件の見直しや博士
課程研究生の設定を開始しているが，徐々に多職種からの学位申請も増えつつあるのが現状である．次年度について
は，引き続き魅力ある大学院を目指し，さらに第 4 次長期総合計画の柱でもある本学の国際化を大学院教育から進
めていきたい．
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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：H29.3.31）
委員　　別所正美	（BESSHO,	Masami）：学長：教授：内科学，血液内科学：博士（任期：H29.3.31）
　　　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（任期：H29.3.31）
　　　　小山政史（OYAMA,	Masafumi	）：教授：医学教育センター：博士（任期：H29.3.31）
　　　　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：H29.3.31）
　　　　野田智子（NODA,	Tomoko）：教授：代表指導教員：小児看護学：博士（任期：H29.3.31）
　　　　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：H29.3.31）
　　　　大森智美（OOMORI,	Tomomi）：准教授：指導教員：看護学科：修士（任期：H29.3.31）

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 55 回定例会議（平成 27 年 4 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席なし
　議事：①既修得単位及び履修登録の状況の報告　②長期履修生志願者 1 名の承認　③がんプロフェッショナル

養成基盤推進プラン委員 2 名の承認　
②第 56 回定例会議（平成 27 年 5 月 28 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席なし
　議事：①がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン全体ミーティング報告　②平成 28 年度大学院修士課程入

学試験関連日程の承認　③平成 28 年度学生募集要項の検討		④平成 27 年度第 1 回看護学研究科自己点
検評価委員会会議および学生による授業評価の結果の報告

③第 57 回定例会議（平成 27 年 6 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席	1 人
　議事：①平成 28 年度入学試験日程及び募集要項の確認　②入学試験問題作成マニュアルの見直し　③教員の入

試等の学事担当の確認　
④第 58 回定例会議（平成 27 年 7 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席なし
　議事：①第 4 次長期総合計画大学院部門看護学研究科サブワーキンググループの委員の選出　②年報の検討　

③平成 28 年度第 1 回入学試験志願者 6 名の報告　④平成 28 年度第 1 回入学試験に関する出願資格審査
日程及び審査に伴う合否判定の研究科長一任についての承認

⑤第 59 回定例会議（平成 27 年 9 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　参加 8 人　	欠席なし
　議事：	①倫理審査の方法の改訂と e-leaning の受講証明の添付を要することの報告　②平成 28 年度第 1 回入学

試験合否判定（4 名合格）
⑥第 60 回定例会議（平成 27 年 10 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席なし
　議事：①平成 28 年度入学生 2 名の長期履修生申請の承認　②平成 29 年度入試関連日程の検討　③学位論文審

査に関わる手続きの確認及び学位審査関係の日程の検討　④第 4 次長期総合計画看護学研究科サブ WG
会議報告

⑦第 61 回定例会議（平成 27 年 11 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席	1 人



115

委員会・会議報告（大学院）

　議事：①平成 28 年度大学院関係委員会開催日程及び入試関係日程の確認　②外国人の大学院入学資格の検討　
③平成 27 年度学位論文審査の主査及び副査担当者の承認　④修士論文審査基準の改訂と承認

⑧第 62 回定例会議（平成 27 年 12 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 7 人　欠席	1 人
議事：①学位申請者の履修状況の確認及び申請資格の承認　②平成 28 年度第 2 回入学試験出願資格審査合格者

2 名の承認		③修士論文の学術情報リポジトリでの公開についての検討　
⑨第 63 回定例会議（平成 28 年 1 月 21 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 7 人　欠席		1 人
議事：①学位論文の提出状況の確認　②平成 27 年度第 2 回入学試験合否判定（2 名合格）　③長期履修生 1 名

の履修期間変更の承認
⑩第 64 回定例会議（平成 28 年 2 月 18 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 7 人　欠席	1 人
議事：①科目等履修生募集要項及び学生募集要項の修正と承認　②平成 27 年度第 3 回看護学研究科自己点検評

価委員会会議および学生による授業評価の結果の報告　③修士論文提出者 7 名の論文審査および合否判
定　

⑪第 65 回定例会議（平成 28 年 3 月 17 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 8 人　欠席なし
議事：①平成 28 年度入学生 6 名の確認　②平成 28 年度学位審査関連日程の確認　③平成 28 年度看護学研究

科委員会及び運営委員会委員の構成員の承認　

4．評価と次年度目標
　看護学研究科委員会は，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，がん看護学およびクリティカルケア学領域の指導教員の退職に伴い
学生募集ができなかったが，新たに小児看護学領域の指導教員を迎え，学生募集も可能となった．平成 27 年度は第
5 回修了生 7 名の論文審査を行い，全員に学位（看護学修士）を授与した．また，学生募集要項及びパンフレットの
配布先を見直し，入試問題作成マニュアルの修正を行った．さらに，第 3 次長期総合計画の評価および第 4 次長期
総合計画を立案した．また，修了生 1 名ががん看護専門看護師資格を取得することができた．
　次年度は，教員の退職に伴い開講できていない領域の教員補充と学生確保に努めていく．また，制度移行に伴う授
業科目 38 単位の申請の準備を行なっていく．さらに，第 4 次長期総合計画にもあげたように，修士課程として新た
に開講する領域や博士課程の設置を検討するためのニーズ調査を実施する．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・運営を次年度も継続して
行う．
　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．平成 27 年度は評価表の配布・
回収方法を変更し，回収率が向上したが，教員へのフィードバックの方法と公表の方法については次年度の検討課題
である．
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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，副学長，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）：副学長，修士課程運営委員長，皮膚科：教授
　　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長，医学研究センター：センター長（免疫学：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
　　　　髙橋健夫	（TAKAHASHI，Takeo）：総合医療センター放射線科：教授
　　　　畝川芳彦（SEGAWA，Yoshihiko）：国際医療センター腫瘍内科：教授
オブザーバー　別所正美（BESSHO,	Masami）：学長，医学部長
　　　　　　　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	L.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，内容確認，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 27 年 9 月 5 日実施　試験監督　畝川，朝倉　事故室	教務課対応）
　　　　　1）27 年度大学院博士課程後期入学試験
　　　　　2）28 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験
　　　　　3）第 67 回語学試験
・第 4 回：問題作成，内容確認，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 28 年 1 月 9 日実施　試験監督　田丸，髙橋　事故室	教務課対応）
　　　　　1）28 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験
　　　　　2）第 68 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，臨床医学や特定の領域に偏重する
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
いただいている．委員会では作成委員より詳細な出題意図や出典等の説明の後に，Godfrey 委員による校正をはじめ
として，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
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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）：医学研究科長，総合医療センター血液内科：教授
委員　
　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：修士課程運営委員長，皮膚科：教授
　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
　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　
　田丸淳一（TAMARU,	Junichi）：総合医療センター病理部：教授
　永井正規（NAGAI,	Masaki）：公衆衛生学：教授
　岡田浩一（OKADA,	Hirokazu）：腎臓内科：教授
　三村俊英（MIMURA,	Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授
　菅澤　正（SUGASAWA,	Masashi）：国際医療センター頭頚部腫瘍科・耳鼻咽喉科：教授
　佐伯俊昭（SAEKI,	Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
　大西秀樹（ONISHI,	Hideki）：国際医療センター精神科：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
オブザーバー
　別所正美（BESSHO,	Masami）：学長
　事務局（大学事務部）
　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：副部長
　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：医学部事務室	教務課	課長
　吉山美穂子（YOSHIYAMA,	Mihoko）：医学部事務室	教務課	主任
　鳥海佳代（TORIUMI,	Kayo）：医学部事務室	教務課	主任
　　　　　＜任期＞　平成 27 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 27 年 4 月 14 日）	本部棟	大学院講義室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 2 回定例会議（平成 27 年 5 月 12 日）	本部棟	大学院講義室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 3 回定例会議（平成 27 年 6 月 9 日）			本部棟	大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 4 回定例会議（平成 27 年 7 月 14 日）		本部棟	大学院講義室　出席 16 人　欠席なし
　第 5 回定例会議（平成 27 年 9 月 8 日）			本部棟	大学院講義室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 6 回定例会議（平成 27 年 10 月 13 日）	本部棟	大学院講義室　出席 16 人　欠席なし
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　第 7 回定例会議（平成 27 年 11 月 10 日）	 本部棟	大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 8 回定例会議（平成 27 年 12 月 1 日）	 本部棟	大学院講義室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 9 回定例会議（平成 28 年 1 月 19 日）	 本部棟	大学院講義室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 10 回定例会議（平成 28 年 2 月 16 日）	 本部棟	大学院講義室　出席 16 人　欠席なし
　第 11 回定例会議（平成 28 年 3 月 15 日）	 本部棟	大学院講義室　出席 16 人　欠席なし
2．主な審議内容
1）32 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置を審議した．
2）埼玉医科大学リポジトリの構築，倫理指針等の改正に伴う諸規則の改正について検討した．
3）倫理指針等の改正に伴い，学位審査様式「研究倫理面における規範の遵守について」を改訂した．
4）大学院シラバスの第三者による確認方法等を検討．
5）博士課程早期修了に関する申し合わせの一部改正．
6）共通科目を履修する外国人大学院生に向けて，講義名，キーワード等の和英双方を表記した．
7）学位規則の改正により，論文内容の要旨，審査結果の要旨等を印刷公表からインターネット公表に変更するこ

ととした．
8）埼玉医科大学リポジトリの構築について検討した．
9）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．
10）学位申請論文（Thesis）作成の手引きの一部改正を行った．
11）機関リポジトリによる公表に伴い，「論文内容の要旨」様式は，論文の項目と同様の構造（目的 , 方法 , 結果 , 結論）

で簡潔な内容の要約を作成することとし，様式を変更した．
12）Thesis 論文について，機関リポジトリによる公表に伴い，埼玉医科大学雑誌においての取り扱い等について

意見交換した．
13）平成 27 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．
14）研究医養成コースシラバスに載せる大学院関係の項目について，大学院入学試験ならびに語学試験受験時期

や大学院講義の受講および単位の前倒し取得について検討した．
15）本学大学院生を他学に国内留学として派遣した（1 名）．
16）本学大学院生を他学に海外留学として派遣した（1 名）．
17）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（11 名）．
18）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（13 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．
平成 27 年度は，これまでに体制を整えた学位審査制度を継承し，より一層の厳格，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，昨年度から開始した大学院 4 年生を対象に「研究成果報告会」も軌
道に乗り，多くの教員と議論を重ねることにより大学院生への指導がより強化されるようになった．また，昨年度見
直した「研究歴」の改変により多くの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　任期：平成 30 年 3 月 31 日
　委員長　　小林直樹（KOBAYASHI,	Naoki）：生体医工学科目責任者兼務
　委員　　　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：副学長，教育センター長
　　　　　　加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：保健医療学部副学部長
　　　　　　松井（MATSUI,	）：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
　　　　　　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
　　　　　　山川修一郎（YAMAKWA,	Shuichiro）：保健医療学部事務室長
　　　　　　村嶌
　　　　　　山口（YAMGISHI,	Ryoji）：保健医療学部事務室参事
　　　　　　須賀川

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 11 回の委員会を保健医療学部Ｃ棟 2 階　会議室 1 において開催した．

①第 1 回（平成 28 年 4 月 19 日）	 出席者 6 人　欠席者 1 人
②第 2 回（平成 28 年 5 月 17 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 人
③第 3 回（平成 28 年 6 月 14 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 人
④第 4 回（平成 28 年 7 月 5 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 人
⑤第 5 回（平成 28 年 9 月 20 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 人
⑥第 6 回（平成 28 年 10 月 25 日）	出席者 7 人　欠席者 0 人
⑦第 7 回（平成 28 年 11 月 22 日）	出席者 7 人　欠席者 0 人
⑧第 8 回（平成 28 年 12 月 6 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 人
⑨第 9 回（平成 29 年 1 月 24 日）	 出席者 6 人　欠席者 1 人
⑩第 10 回（平成 29 年 2 月 7 日）	 出席者 6 人　欠席者 1 人
⑪第 11 回（平成 29 年 3 月 7 日）	 出席者 7 人　欠席者 0 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 ? 日実施）結果：受験者数 3 名（生体医工学分野 1 名，理学療法学分野 2 名），
合格者 3 名（生体医工学分野 1 名（社会人 1 名），理学療法学分野 2 名（社会人 2 名））．
第 2 回目入試（平成 27 年 1 月 16 日実施）結果：受験者数 2 名（生体医工学分野 1 名，理学療法学分野 1 名），
合格者 2 名（生体医工学分野 1 名（社会人 1 名），理学療法学分野 2 名（社会人 1 名））

（2）外国人の応募に対応するための出願資格の確認および募集要項の修正
（3）長期履修生制度における研究論文に関わる単位の履修登録，取得時期の明確化
（4）シラバス作成・記載内容見直し（オフィスアワーの記載等）およびシラバスチェックの実施
（5）FD 実施の検討
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（6）大学院案内改訂
（7）教員便覧の改訂
（8）授業評価の実施
（9）学位審査の手続きの日程設定，早期公開および一部見直し（審査論文の PDF 化，修士論文製本化等）
（10）研究計画発表会および研究発表会の実施
（11）学位審査委員候補選抜，審査日程，審査結果の確認および研究科委員会への審議依頼

学位申請者 11 名（生体機能科学分野 1 名，生体医工学分野 3 名，理学療法学分野 7 名），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：30.3.31）
　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：30.3.31）
　　小山政史（OYAMA,	Masafumi）：医学教育センター：教授（任期：30.3.31）
　　大森智美（OOMORI,	Tomomi）：看護学科：教授（任期：30.3.31）
　　野田智子（NODA，Tomoko）:	看護学科：教授（任期：30.3.31）
　　大賀淳子（OGA	,Junko）：精神保健看護学：准教授（任期：30.3.31）
　　山路真佐子（YAMAJI,	Masako）：看護学科：准教授（任期：30.3.31）

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 27 年 4 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①平成 27 年度 3 月に開催された大学委員会の報告　②平成 26 年度単位取得状況の報告　③平成 27 年

度履修登録状況の報告　④平成 27 年度 4 月 25 日（土）の研究計画発表会の進捗状況について　⑤大学
院案内にある ｢ 履修計画書 ｣ の提出先変更（研究科長から指導教員へ）について　⑥ 14 条特例による 7
限授業終了後の担当教員の交通手段としてのタクシーチケット利用の要望について　⑦大学院生の駐車場
の確保について

2）第 2 回定例会議（平成 27 年 5 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室
　出席 6 人　欠席　1 人
　議事：①大学院案内の印刷完了予定日について　②平成 26 年度学位申請論文の図書館への納入について　③平

成 27 年度 4 月 25 日（土）に実施された研究計画発表会の振り返り（研究発表会資料の回収は，指導教
員の他，修論審査に活用するため，看護学研究科運営委員からも回収はしないこと，発表時間を 10 分，
質疑応答時間を 10 分にするなど）　④平成 28 年度の入試日程と合格発表日の一部変更について　⑤平成
28 年度学生募集要項の一部変更（納付金）について

3）第 3 回定例会議（平成 27 年 6 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①平成 28 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 28 年度入学試

験問題作成マニュアルに沿って，平成 28 年度の入試の進め方についての確認と出願資格審査会議の日程
についての確認　③平成 27 年度第 1 回研究計画発表会（修士 1 年生）と研究発表会（修士論文提出予定
者）の同時開催の決定について　④研究計画発表会と研究発表会の担当教員の決定について　⑤成人看護
学領域（がん看護）の教員募集について　⑥平成 28 年度入学者の確保について

4）第 4 回定例会議（平成 27 年 7 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①平成 28 年度学生募集要項のホームページへの掲載について　②平成 28 年度第 1 回入学試験問題作成

担当者の決定について　③応募予定者の入学試験前の志望領域の指導教員との面接の実施を必須であるこ
とを募集要項に明記することについて　④平成 28 年度看護学研究科共通科目「看護理論」の担当教員の
決定について　⑤第 4 次長期総合計画における大学院部門看護学研究科ＷＧのメンバーの決定について
⑥倫理審査委員会から，研究協力者などのボランティアに対する謝金の支払いについての報告　⑦看護学
研究科パンフレットの増刷について　
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5）臨時運営委員会（平成 27 年 8 月 7 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席　1 人
　議事：出願資格審査（基礎看護学2人）については適格と審議された．本運営委員会の審議結果は，9月 24日（木）

の看護学研究科委員会に事後報告される．
6）第 5 回定例会議（平成 27 年 9 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①平成 28 年度第 1 回看護学研究科修士課程入試の合否判定（基礎看護学 2 名，精神保健看護学 2 名）に

ついて　②平成 27 年度看護学修士課程修了予定者（7 名）についての報告　③平成 27 年度第 1 回研究計画発
表会（修士 1），研究発表会（修士論文提出予定者）の開催日時について　④調査対象者への謝金（プリペイドカー
ド）に関する余剰分の購買課への返却について

7）第 6 回定例会議（平成 27 年 10 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席　1 人
　議事：①平成 27 年度前期単位取得状況について　②平成 28 年度第 1 回入試合格者 2 名からの長期履修志願書

の提出について　③平成 27 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　④学位論文審
査願いの提出書類の確認について　⑤平成 27 年度第 1 回研究計画発表会（修士 1 年生）および研究発表
会（修士論文提出予定者）開催に向けた進捗状況について　⑥平成 27 年度 ｢ 学位（修士）申請論文作成
･ 提出 ･ 審査の手引きに ｣ の内容の一部修正について

8）第 7 回定例会議（平成 27 年 11 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①大学院案内への時間割（14 条特例の時間割を含む）と教員一覧の掲載について　②大学院関係各委員

会の日程と入学試験関連の日程について　③学位論文審査願いの注記の一部修正について　④留学生の取
り扱いについて　⑤平成 27 年度第 1 回研究計画発表会（修士 1 年生）および研究発表会（修士論文提出
予定者）開催に向けた進捗状況について　⑤平成 27 年度修士論文審査基準における「倫理委員会 ｣ の表
記を「倫理審査委員会」に訂正されることについて　⑥看護学研究科修士課程学位論文審査担当案につい
て　⑦平成 27 年度看護学研究科学生および教員の確保について

9）第 8 回定例会議（平成 27 年 12 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①平成 28 年度大学院案内の見直しとシラバス作成（第 14 条特例を含めて）について　②平成 28 年度

の修士課程学事開始時期 ･ 修了時期（前期修了時期 9 月末，後期修了時期 3 月末）について　③修士論
文学位審査の教員への依頼文の作成と発送について　④平成 28 年度第 2 回入試の出願資格審査日時の確
認と入試運営について　⑤次年度の第 2 回研究計画発表会（平成 28 年 4 月 23 日）と第 1 回研究計画発
表会・研究発表会（平成 28 年 12 月 3 日）の決定について

10）臨時運営委員会（平成 27 年 12 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席　1 人
　議事：出願資格審査として，基礎看護学 1 人，小児看護学 1 人，地域活動看護学 1 人（中国国籍）については

審議され，地域活動看護学 1 人を除く，基礎看護学 1 人と小児看護学 1 人の 2 人が適格となった．本運
営委員会の審議結果は，1 月 21 日（木）の看護学研究科委員会に事後報告される．

　　　　なお，外国人の出願資格審査に関する提出書類については，外国人の申請に対応できる　ように，平成
29 年度の募集要項に追記することとした．

11）第 9 回定例会議（平成 28 年 1 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし
　議事：①第 2 回入学試験の担当役割にについて　②第 1 回入学試験合格者から入学辞退の希望が出されたが，

その後，入学辞退をとり消したいという事例が生じたことに関する今後の対応について　③平成 28 年度
のシラバス作成について，14 条特例の内容とともに，オフイスアワーの記載の追加について　④シラバ
スの内容に関する教員間でのチエックについて　⑤平成 28 年度の科目等履修生募集要項案について　⑥
長期履修から通常の 2 年課程への変更希望（修士 1 年生 1 人）の承認について　⑦第 2 回入学試験出願
資格審査における審査結果について　⑧平成 29 年度の学生募集要項の作成について　⑨科目履修生に関
する募集要項，学生募集要項，資格審査に関する様式の検討について

12）第 10 回　定例会議（平成 28 年 2 月 10 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　なし



委員会・会議報告（大学院）

124

　議事：①平成 28 年度第 2 回入学試験合否結果の掲示およびホームページへの掲載について　②平成 27 年度の
学位申請論文の提出と，2 月の看護学研究科委員会おいての合否判定会議の実施について　③	平成 28 年
度科目等履修生の募集要項（外国人の出願申請書類を含む）について　④出願資格審査申請書の学歴およ
び職歴欄の変更について　⑤平成 29 年度の看護学研究科修士課程募集要項における外国人の出願資格審
査の申請書類について　⑥出願資格審査申請書を提出する前に志望領域の指導教員との面談を済ませた受
験者は，入学願書提出前の面接は不要とすることについて　⑦平成 28 年度の大学院案内の印刷依頼の終
了について　⑧学位（修士）論文の最終提出日時についての確認　⑨修士論文の個別製本（2 冊，経費は
大学が負担）について　⑩平成 28 年度の看護学研究科教員一覧についての一部修正について　⑪学位論
文（修士）作成 ･ 提出・審査の手引き（平成 28 年度版）について　⑫修了予定者の成績報告について　
⑬倫理審査委員会への研究実施報告書の提出について

13）第 11 回定例会議（平成 28 年 3 月 10 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席　1 人
　議事：①次年度時間割の最終版について　②平成 28 年度看護学研究科委員会における委員構成について　③新

入生，在校生ガイダンスの内容について　④第 5 回学位授与式について　⑤平成 28 年度の大学院学事の
役割分担について　⑥平成 27 年度ＦＤの終了について　⑦平成 28 年度学位審査の日程について　⑧平
成 28 年度の入学者の一覧について　⑨平成 28 年度川越サテライトの利用申請について

4．評価と次年度目標
　今年度は，5 回目の修了生を 7 名輩出でき，看護学研究科の運営については，体制が整備されてきたと考える．
　入学試験の運営については，入試問題作成マニュアルに沿って，事務との連携のもと混乱なく運営することができ
た．また，研究計画発表会，研究発表会，論文審査なども，「学位論文（修士）作成 ･ 提出・審査の手引き（平成 27
年度版）」を活用し，滞りなく進めることができた．今後も，教職員間の協力体制を整え，スムーズな運営ができる
ようにしていきたい．　
　大学院生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本学関連施設，埼玉県内の 300 床以上
の病院，県内の看護大学・看護学校に送付した．今後も看護学研究科修士課程科目等履修生も含めて，大学院生の確
保に向けて広報活動を強化していきたい．
　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である．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．
　また，今年度は，本大学院を志望する外国人からの出願資格審査の申請があった．この状況を受け，外国人申請者
への対応として，母国の大学の卒業証明書，16 年間の教育課程の証明書類，日本語能力認定書など，日本語検定の
合格を条件に加えること，母国の看護師免許証，日本の看護師免許証，住民票などの提出を求めることなどを，平成
29 年度以降の募集要項に追記することとした．さらに，出願資格審査等の申請書類においても，16 年間の教育課程
が分かるように学歴欄を小学校から記せるように様式を変更した．
　次年度の計画として，第 4 次長期総合計画に基づき，大学院の発展，充実のために，関連病院の看護職員を対象
に看護学研究科に対するニーズ調査を実施することとした．今後，それらの結果を受け，本学看護学研究科において，
未開講である看護学領域の増設など，博士課程の新設も含めて，更なる発展につなげていきたい．
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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 472 回 4 月～第 482 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
　　木崎昌弘（KISAKI,	Masahiro）：医学研究科長
　　※別所正美（BESSHO,	Masami）：学長
　　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：副学長
　　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長
　　※木崎昌弘（KISAKI,	Masahiro）：副学長
　　荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：副医学部長
　　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
　　金澤　實（KANAZAWA,	Minoru）：大学病院	病院長
　　堤　晴彦（TSUTSUMI,	Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA,	Isamu）：国際医療センター病院長
　　片山茂裕（KATAYAMA,	Shigehiro）：かわごえクリニック院長
　　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
　　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
　　中山英人（NAKAYAMA,	Hideto）：教育主任部門選出者
　◇研究組織　医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 14 号構成員）
　　池淵研二（IKEBUCHI,	Kenji）：研究主任部門長
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　　坂本　安（SAKAMOTO,	Yasushi）：共同利用施設運営部門長
　　※岡﨑康司（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
　　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
　　井上郁夫（INOUE,	Ikuo）：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
　　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,	Masahiro）：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
　　杉山　聡（SUGIYAMA,	Satoru）：高度救命救急センター長
　　田村正徳（TAMURA,	Masanori）：総合周産期母子医療センター長
　○国際医療センター
　　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
　　鈴木孝明（SUZUKI,	Takaaki）：副院長 , 心臓病センター長
　　根本　学（NEMOTO,	Manabu）：院長補佐 , 救急外傷センター長
　　山口茂樹（YAMAGUCHI,	Shigeki）：院長補佐 , 消化器病センター長
　　牧田　茂（MAKITA,	Shigeru）：院長補佐 , リハビリテーションセンター長
　　大崎昭彦（OHSAKI,	Akihiko）：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
　　※村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）：教養教育
　　永田　真（NAGATA,	Makoto）：呼吸器内科
　　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
　　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
　　※別所正美（BESSHO,	Masami）：地域医学・医療センター長
　　棚橋紀夫（TANAHASHI,	Norio）：専務理事 , 倫理審査委員会委員長
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長 , ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長（第 477 回まで）
　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：大学事務部長
　　構成員（4 ～ 10 月）63 名，（11 月～ 3 月）62 名　定足数	42 名（※ 重複者）
　◇オブザーバー
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長 , ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長（第 478 回より）
　◇大学事務部
　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：庶務課	課長
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　　小野寺晴美（ONODERA,	Harumi）：庶務課	係長
　　井上紗貴（INOUE,	Saki）：庶務課員
　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：学生課	課長（第 474 回まで）
　　村田正樹（MURATA,	Masaki）：学生課	課長（第 475 回より）
　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：教務課	課長（第 474 回まで）
　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：教務課	課長（第 475 回より）
　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：副部長（第 475 回より）
　◇総務部
　　内田尚男（UCHIDA,	Hisao）：総務部長代行

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審議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 472 回：	4 月 24 日（金）出席者 49 名
　・第 473 回：	5 月 22 日（金）出席者 45 名
　・第 474 回：	6 月 26 日（金）出席者 52 名
　・第 475 回：	7 月 24 日（金）出席者 50 名
　・第 476 回：	9 月 18 日（金）出席者 53 名
　・第 477 回：10 月 23 日（金）出席者 47 名
　・第 478 回：11 月 20 日（金）出席者 46 名
　・第 479 回：12 月 18 日（金）出席者 53 名
　・第 480 回：	1 月 29 日（金）出席者 48 名
　・第 481 回：	2 月 26 日（金）出席者 49 名
　・第 482 回：	3 月 25 日（金）出席者 50 名
◇臨時開催
　・学生の処分
　　8 月 28 日（金）出席者 63 名（委任状出席者 40 名）
　・推薦入学試験合否判定
　　11 月 18 日（水）出席者 60 名（委任状出席者 39 名）
　・医学部 6 年生卒業内定判定
　　1 月 22 日（金）出席者 57 名（委任状出席者 32 名）
　・前期 1 次入学試験合否判定
　　	1 月 27 日（水）出席者 62 名（委任状出席者 37 名）
　・前期 2 次入学試験合否判定
　　2 月	3 日（水）出席者 59 名（委任状出席者 35 名）
　・後期 1 次入学試験合否判定
　　2 月 17 日（水）出席者 59 名（委任状出席者 37 名）
　・後期 2 次入学試験・センター試験利用入試 1 次試験合否判定
　　2 月 24 日（水）出席者 60 名（委任状出席者 36 名）
　・センター試験利用入試 2 次試験合否判定
　　3 月	2 日（水）出席者 60 名（委任状出席者 33 名）
　・医学部 1 年生から 5 年生の進級判定
　　3 月 18 日（金）出席者 57 名（委任状出席者 38 名）
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◇開催回数
　定期開催：11	回　平均	49 名
　臨時開催：	9	回　平均	60 名（委任状平均 36 名）
　合　　計：20	回　平均	54 名
◇議事内容
　本会議では，教育，研究，大学院，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）教育等
（1）医学教育センター報告
（2）国際交流センター報告
（3）医療人育成支援センター報告

2）研究等
（1）医学研究センター報告
（2）リサーチアドミニストレーションセンター報告
（3）倫理委員会報告

3）大学院等
（1）医学研究科委員会報告

4）診療等
（1）大学病院報告
（2）総合医療センター報告
（3）国際医療センター報告
（4）かわごえクリニック報告

5）その他の組織，センター，委員会等
（1）図書館報告
（2）学生部報告
（3）ゲノム医学研究センター報告
（4）地域医学・医療センター報告
（5）アドミッションセンター報告
（6）情報技術支援推進センター報告
（7）教職員・学生健康推進センター報告
（8）各種委員会報告
（地域枠医学生奨学金運営委員会，研究医養成コース運営委員会，自己点検・評価委員会，喫煙問題検討委員会，
入試委員会，GID 医学・医療推進委員会）

（9）教員組織運営会議報告
（10）学長・医学部長報告　
（11）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，教育組織，研究組織，診療組織の 3 つの組織間で情報を共有しながら，共通認識をもって学事が審議，
決定される仕組みが構築されており，平成 27 年 4 月から施行された学校教育法および私立学校法に基づき，学長が
定めた副学長の職務「教育等」，「研究等」，「大学院等」に 3 名の副学長が選任され，明確な役割分担のもと，学事
が運営された．また，議事内容は大学全体に伝達されるよう，議事要約として平成 20 年 4 月開催分より学内ホーム
ページにおいて公開され，3 病院の診療部長会議でも報告されている．
　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）：副理事長（任期：H28.3.31）
　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI,	Norio）：専務理事（任期：H28.3.31）
　　　　　金澤　実（KANAZAWA,	Minolu）：大学病院病院長（任期：H28.3.31）
　　　　　織田弘美（ODA,	Hiromi）：大学病院院長代理（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）
　　　　　佐伯俊昭（SAEKI,	Toshiaki）：国際医療センター副院長（任期：H28.3.31）
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,	Haluhiko）：総合医療センター病院長（任期：H28.3.31）
　　　　　屋嘉比康治（YAKABI,	Kouji）：総合医療センター副院長（任期：H28.3.31）
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）：副学長（任期：H28.3.31）
　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Shou）：副学長・医学研究センター長（任期：H28.3.31）
　　　　　木崎昌弘（KIZAKI,	Masahiro）：副学長・医学研究科長（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（任期：H28.3.31）
　　　　　小山政史（OYAMA,	Masafumi）：医学部長補佐（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，同副院長（各 1 名），医学教育センター長，医学
研究センター長，その他医学部長が必要と認めた者	

2．目　的
1）教員組織運営会議
　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資格審査委員会を設置する．教員代表者会議の委嘱を受け，教授

および准教授の資格・職位審査を行う審査委員を選出する．
（4）職位の変更に関する申請を受け，協議する．その後，結果を教員人事委員会に報告し，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．

2）自己点検評価委員会
　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委員会で審議し承認した上で実施されて
いる．

3．活動報告
1）教員組織運営会議

（1）開催日
　第 168 回　定例会議（平成 27 年 4 月 14 日）	 （学長室）　出席 13 人　欠席 1 人
　第 169 回　定例会議（平成 27 年 5 月 19 日）	 （学長室）　出席 11 人　欠席 3 人
　第 170 回　定例会議（平成 27 年 6 月 16 日）	 （学長室）　出席 13 人　欠席 1 人
　第 171 回　定例会議（平成 27 年 7 月 14 日）	 （学長室）　出席 13 人　欠席 1 人
　第 172 回　定例会議（平成 27 年 9 月 15 日）	 （学長室）　出席 14 人　欠席 0 人
　第 173 回　定例会議（平成 27 年 10 月 13 日）	 （学長室）　出席 14 人　欠席 0 人
　第 174 回　定例会議（平成 27 年 11 月 17 日）	 （学長室）　出席 14 人　欠席 0 人
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　第 175 回　定例会議（平成 27 年 12 月 8 日）	 （学長室）　出席 13 人　欠席 1 人
　第 176 回　定例会議（平成 28 年 1 月 12 日）	 （学長室）　出席 13 人　欠席 1 人
　第 177 回　定例会議（平成 28 年 2 月 16 日）	 （学長室）　出席 14 人　欠席 0 人
　第 178 回　定例会議（平成 28 年 3 月 15 日）	 （学長室）　出席 12 人　欠席 2 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・准教授資格審査委員会の資格審査委員の選出について
・講師任用の審議について
・特任教員の採用について
・客員教員の採用について
・微生物学担当教員（教授，准教授）候補者の公募と選考について
・教養教育担当教員（化学）候補者の公募と選考について
・社会医学のあり方
・総合医療センター皮膚科担当教員候補者の公募と選考について
・役職者の選任について
・大学病院の役職者の選任について
・教員人事選考の流れについて
・微生物学に関する講演会（准教授候補者による模擬講義）について
・教養教育に関する講演会（化学担当教員による模擬講義）について
・平成 28 年度非常勤教員・非常勤医師の更新及び新規採用手続きについて
・運営責任者，教育主任，研究主任，診療部長等の任期満了に伴う選任について
・国際医療センターの教育主任・研究主任の変更について
・学外兼業許可願の提出について
・基本学科「消化管内科学」の新設について
・教員人事委員会での申合せ事項「教員人事案件の取り扱いについて」
・教員の職位について
・平成 28 年度客員教員の採用について
・医学部の学科・基本学科等について
・副学長の役割について
・医学教育センターの人事について
・医学研究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
・兼担発令について
・新しい専門医制度への本学の対応について

◇規則等の改正・廃止について
・埼玉医科大学教授等資格審査委員会規則の廃止について
・埼玉医科大学医学部教員選考委員会規則の改正について

◇地域医療と奨学金について
・地域枠医学生奨学金奨学生の応募状況について
・平成 27 年度埼玉県地域枠医学生奨学金奨学生選考面接及び埼玉医科大学医学部地域医療奨学金選考面接の実

施について
・埼玉県地域枠奨学金受給学生へのプログラムについて（医療整備課より）
・埼玉県地域枠医学生奨学金奨学生について
・平成 27 年度の埼玉県地域枠医学生奨学金選考面接および埼玉医科大学医学部地域医療奨学金選考面接の結果

と判定結果について
・埼玉県地域枠医学生支援委員会（仮称）設置の要望について

◇入学試験について
・平成 27 年度第 1 回医学部オープンキャンパスについて
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・平成 28 年度医学部入学定員増に関する意向調査について
・平成 27 年度第 2 回医学部オープンキャンパスについて
・平成 27 年度医学部オープンキャンパス申込者・参加者数について
・医学部の推薦入試について
・平成 28 年度医学部一般入試（前期）の出願状況について

◇大学院について
・平成 28 年度大学院入試日程について
・大学院医学研究科博士課程学生募集要項について
・博士課程学位論文の公表について
・博士課程平成 27 年度後期入学試験，平成 28 年度前期第 1 回入学試験及び語学試験結果，修士課程平成 28

年度前期入学試験結果について
◇医学研究について

・平成 27 年度文部科学省科学研究費の採択結果について
・平成 27 年度リサーチアドミニストレーションセンター運営会議の構成員について
・平成 27 年度「学内グラント」募集要項について
・埼玉医科大学研究医養成コース募集について
・医学部学生研究発表会について
・研究医養成コースの募集について
・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選考結果について
・平成 27 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募集要項について
・第 3 回リサーチアドミニストレーションセンター運営会議報告について
・第 11 回学内グラント受賞者成果発表会について
・平成 27 年度「学内グラント」選考結果について
・平成 27 年度研究マインド支援グラント募集要項（共通部門，若手限定）について
・平成 27 年度倫理審査委員会認定の申請受付について
・倫理審査委員会の認定申請について
・埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会規則（案）について
・埼玉医科大学の安全保障管理体制について
・平成 28 年度文部科学省科学研究費の公募について
・平成 27 年度研究マインド支援グラント採択者について
・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
・埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学生募集要項について
・平成 28 年度文科省科研費公募説明会参加者数について
・平成 27 年度研究倫理向上研修会受講者数について
・大学院最新医学特別講義「研究倫理」の受講について
・埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会の申請について
・平成 28 年度「研究医養成コース」募集について
・平成 28 年度文部科学省科学研究費部門別・種目別応募件数について
・大学院最新医学特別講義「研究倫理」開催報告について
・平成 28 年度「研究医養成コース」の手引きについて
・平成 28 年度文部科学省科学研究費資格別応募率について
・平成 28 年度「研究医養成コース」の応募者数について
・平成 27 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の申請について

◇学事，会議，委員会の日程等について
・平成 27 年度医学部教授・教員総会について
・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 年度医学部関連会議・委員会の構成員について
・平成 27 年度医学部・保健医療学部合同教授・教員総会次第について
・平成 28 年度埼玉医科大学各組織の主要会議等日程表について
・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
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・卒後教育委員会主催学術集会の開催について
・平成 27 年度解剖体慰霊祭について
・平成 27 年度第 2 回教授・教員総会アンケート調査結果と出席状況について
・平成 28 年度埼玉医科大学各組織の主要会議等日程表の変更について
・平成 28 年度医学部関連会議・委員会一覧（案）について
・第 10 回スチューデントドクター認定式について
・医学部第 39 回卒業式について
・医学部第 45 回入学式について

◇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
・教員代表者会議議事録の作成について
・自然災害時の休講基準について
・平成 27 年度医学部の消防・防災避難訓練の実施について
・第 5 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラムについて
・埼玉医科大学第 36 回医学教育ワークショップについて
・第 56 回医学教育セミナー＆ワークショップ	in	埼玉医大について
・医療政策セミナーについて
・平成 27 年度埼玉医科大学連携医療講座を開催について
・理事長宛て直接提案制度の創設について
・第 4 次長期総合計画「飛翔」の策定について
・「日本の	Mayo	Clinic	を目指す会」運営委員・アクティブメンバー合同会議について
・平成 27 年度埼玉医科大学「臨床実習指定学外施設懇談会」について
・「日本の	Mayo	Clinic	を目指す会」全体集会について
・教員の表彰について
・本学における包括同意書について
・医学部の GPA（Grade	Point	Average: 履修科目の成績の平均値）制度について
・学生の停学処分の解除について
・高校生の志」養成事業の開催について
・埼玉医科大学国際交流センター帰国報告会について
・新専門医制度における県北・秩父地域への医師派遣の御協力について
・第 15 回日本の Mayo	Clinic	を目指す会全体集会について
・標的型攻撃が疑われるメールについて
・新入生の感染予防対策について
・平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業の選定結果について
・第 15 回日本の Mayo	Clinic	を目指す会全体集会プログラムについて
・救急医療人材育成寄附研究部門（深谷赤十字病院）について
・スチューデントドクターの同意書について
・オフィス・アワーについて
・平成 28 年度相互交換留学派遣予定学生について

2）自己点検評価委員会
（1）開催日（平成 27 年度）

第 1 回定例会議（平成 27 年 4 月 14 日）	（学長室）　出席 13 人欠席 1 人
第 2 回定例会議（平成 27 年 5 月 19 日）	（学長室）　出席 11 人欠席 3 人
第 3 回定例会議（平成 27 年 6 月 16 日）	（学長室）　出席 13 人欠席 1 人
第 4 回定例会議（平成 27 年 7 月 14 日）	（学長室）　出席 13 人欠席 1 人
第 5 回定例会議（平成 27 年 9 月 15 日）	（学長室）　出席 14 人欠席 0 人
第 6 回定例会議（平成 27 年 10 月 13 日）	（学長室）　出席 14 人欠席 0 人
第 7 回定例会議（平成 27 年 11 月 17 日）	（学長室）　出席 14 人欠席 0 人
第 8 回定例会議（平成 27 年 12 月 8 日）	（学長室）　出席 13 人欠席 1 人
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第 9 回定例会議（平成 28 年 1 月 12 日）	（学長室）　出席 13 人欠席 1 人
第 10 回定例会議（平成 28 年 2 月 16 日）	（学長室）　出席 14 人欠席 0 人
第 11 回定例会議（平成 28 年 3 月 15 日）	（学長室）　出席 12 人欠席 2 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）：
◇自己点検・評価に関わる議事

・平成 26 年度倫理審査委員会認定制度構築事業審査結果について
・平成 28 年度「研究医養成コース」募集要項について
・平成 26 年度大学年報（自己点検・評価報告書）等の原稿提出について
・平成 26 年度医学部教員人事考課について
・医学部教員人事書類の改訂について
・寄附研究部門（大学病院眼科）について
・平成 27 年度医学部教授・教員総会アンケート調査結果について
・「教学マネジメント体制」の整備について
・教員の任期（5 年）に係る「再任申請書」について
・救急医療人材育成寄附研究部門（深谷赤十字病院）について
・公的研究費の適正使用に関する理解度の確認（ｅラーニング）について
・学内の多組織が関与する臨床研究等に関する申し合わせについて

◇規則等の制定・改正・廃止について
・埼玉医科大学研究医養成奨学金貸与規程の制定について
・埼玉医科大学研究医要請コース運営委員会規則の制定について
・学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理規程の制定について
・平成 28 年度医学部の入学定員の増加に伴う学則の改正について
・埼玉医科大学学位規則の改正について
・埼玉医科大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程の改正について
・埼玉医科大学研究支援管理ｅラーニング運営規則の制定について
・埼玉医科大学の各基本学科における秘密情報管理規程の制定について
・埼玉医科大学の共同研究契約等における秘密情報管理規程の制定について
・喫煙問題検討委員会規則の改正について
・埼玉医科大学環境安全規程の改正について
・埼玉医科大学環境安全委員会規則の改正について
・埼玉医科大学毒物・劇物管理規則の改正について
・国際医療センター化学物質等管理規則の改正について
・埼玉医科大学総合医療センター化学物質等管理規則の制定について
・研究医養成コース運営委員会規則の改正について
・埼玉医科大学大学院学則の別表の改正について
・埼玉医科大学学位規則のうち博士に関する運用細則の改正について
・埼玉医科大学雑誌投稿規定の改正について
・埼玉医科大学附属図書館利用規則の改正について
・埼玉医科大学学則の別表の改正について
・埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程の改正について
・医療人育成支援センター規程の改正について
・埼玉医科大学諸規則の条文改正について

イ．埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会規則
ロ．埼玉県地域枠奨学生選考委員会規則
ハ．医学部地域医療奨学金運営委員会規則
ニ．医学部地域医療奨学生選考委員会規則
ホ．ホームページ管理運営委員会規則

・学校法人埼玉医科大学委員会運営規程別表の改正について
・学校法人埼玉医科大学組織規程別表 3 の改正について
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・学校法人埼玉医科大学知的財産に関する規程の改正について

4．評価と次年度目標
1）教員組織運営会議
　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，資格審査結果の報
告等を行った．具体的には，教養教育（化学）担当教員，微生物学担当教員，総合医療センター皮膚科担当教員の一
般公募を実施した．また，教養教育（化学）担当教員及び微生物学担当教員においては，それぞれの候補者による模
擬講義を行った．更には，基本学科「消化管内科学」の新設についての検討，社会医学のあり方についても継続して
検討を行った．「医師の学外兼業」「新しい専門医制度への本学の対応」「科学研究費の問題」「埼玉医科大学の安全保
障管理体制」「研究倫理の問題」「第 4 次長期総合計画「飛翔」の策定」「日本のメイヨー・クリニックを目指す会に
ついて」「スチューデントドクターの同意書」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，医学部が直面する課題や緊急に対応が必要な問題と学事に関わる人事等の基本方針や原則を協議する場と
して良好な運営ができたと評価している．今後も教育，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．
2）自己点検評価委員会
　自己点検評価委員会では，諸規程の見直し，教員人事考課，教学マネジメント体制の整備等についても様々な点検
と評価を実施した．また，各基本学科，各センター組織，委員会・会議等自らが行う「自己点検・評価の実施」を基
に大学年報（自己点検・評価報告書）を作成し，教員組織運営会議同様，本委員会の運営を図っていきたいと考えて
いる．



135

委員会・会議報告（医学部）

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）

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）
田中淳司（TANAKA,	JUNJI）: 放射線科：教授（任期 :H28.3.31）
新津　守（NIITSU,	Mamoru）放射線科：教授（任期 :H28.3.31）
伊藤彰紀（ITOH,	Akinori）：神経耳科 : 教授（任期 :H28.3.31）
黒川理樹（KUROKAWA,	Riki）：ゲノム医学研究センター：教授	（任期 :H28.3.31）
柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Tomomi）：社会医学：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）
清水正雄（SHIMIZU,	Masao）：健康管理センター：助教（任期 :H28.3.31）
小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：大学事務部 : 部長（任期 :H28.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：大学事務部：次長（任期 :H27.7.31）
村田正樹（MURATA,	Masaki）: 大学事務部学生課 : 課長（任期 :H28.3.31）
森　勇樹（MORI,	Yuki）：大学事務部学生課	（任期 :H28.8.31）

オブザーバー　稲葉	宗通（INABA,	Munemichi）：医学部同窓会（任期：H28.3.31）

2．目的
　本委員会は埼玉医科大学医学部学生部委員会規則第 2 条に則り，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 27 年 4 月 10 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 13 名　欠席 4 名

議事：新入生部活動勧誘，学生による運動会の報告，落合ホールの電源増設工事，学生健康推進室の「こころの
相談室」の担当教員変更，東医体での貸与備品の破損

②第 2 回（平成 27 年 5 月 8 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 13 名　欠席 3 名
議事：クラブ顧問主将会議の開催，東医体，熱中症対策，クラブの新歓での飲酒問題，学生の健康状態（上気道

炎，感冒）
③第 3 回（平成 27 年 7 月 10 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 12 名　欠席 4 名

議事：東医体での熱中症対策，オルコスホールの環境測定，練成館の設備と使用方法，空手道部の顧問交代
④第 4 回（平成 27 年 9 月 11 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 13 名　欠席 4 名

議事：	越華祭，サッカー部および部員の処分と経過，喫煙に関するデータ，
⑤第 5 回（平成 27 年 10 月 9 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 13 名　欠席 4 名

議事：クラブ顧問主将会議の開催について，学生の飲酒問題，サッカー部員の停学処分解除，落合ホールの席取
り問題

⑥第 6 回（平成 27 年 11 月 13 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 12 名　欠席 5 名
議事：	学生会長の交代，落合ホールの席取り問題，学生のモラルの問題（喫煙，公共の場での会話），部活動の

行動規範に関するガイドラインの作成
⑦第 7 回（平成 27 年 12 月 11 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 14 名　欠席 3 名

議事：	東医体（次年度日程，備品破損，熱中症），部活動の行動規範に関するガイドラインの作成
⑧第 8 回（平成 28 年 2 月 12 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 9 名　欠席 8 名

議事：	学生相互交換留学の選考，落合ホールの席取り問題
⑨第 9 回（平成 28 年 3 月 11 日）於：本部棟 1 階会議室　出席 11 名　欠席 6 名

議事：	災害時の休校基準，活動停止中のサッカー部，委員長および委員の交代
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⑩臨時　（平成 28 年 8 月 24 日）於：本部棟 1 階会議室
　議事：　サッカー部の不祥事と，関係部員およびクラブに対する処分

4．評価と次年度目標
　委員会は，昨年と同様に 8 月と 1 月を除く各月開催予定としていたが，6 月が都合により開催できず，8 月は臨時
委員会を開催し，年間で合計 10 回の開催となった．
　一年間を通じて学生の生活全般，健康問題，クラブ活動，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．
　クラブ活動における飲酒や退部希望者の引き留めをはじめとしたハラスメントなど多くの問題が生じている．特に
サッカー部の不祥事に対しては，関係部員およびクラブに厳正な処分が下された．この問題を受けて医学部内で顧問
を対象としたアンケートを実施し，飲酒・慰留問題に関する現状調査が行われた．また部活動の行動規範に関するガ
イドラインを準備し，今後は顧問主将会議等を利用して学生および顧問に周知，指導していく．さらに主将等の責任
学年に対して部活のリーダー研修会を開催し，委員会として部活動の指導をさらに強化する必要がある．
　落合ホールの席取りの問題については学生会単独では解決に至らないことから，学生会を支援する形で解決策を模
索する必要がある．
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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・図書館長（任期 :H28.3.31）
　　　織田弘美（ODA,	Hiromi）：大学病院院長代理（任期 :H28.3.31）
　　　穐田真澄（AKITA,	Masumi）：中央研究施設形態部門 : 教授（任期 :H28.3.31）
　　　金　潤澤（KIN,	Jyuntaku）：整形外科 : 教授（任期 :H28.3.31）
　　　藤田恵子（FUJITA,	Keiko）：解剖学 : 准教授（任期 :H28.3.31）
　　　青木正康（AOKI,	Masayasu）：看護部副部長（任期 :H28.3.31）
　　　内野　敏（UCHINO,	Satoshi）：第二購買課 : 係長（任期 :H26.7.31）
　　　岩澤憲次（IWASAWA,	Kenji）：第二購買課 : 係長（任期 :H27.8.1 ～ H28.3.31）
　　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：大学事務部学生課 : 課長（任期 :H27.7.31）
　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）：大学事務部学生課 : 課長（任期 :H28.8.1 ～ H28.3.31）
　　　河村陽子（KAWAMURA,	Yoko）：大学事務部学生課（任期 :H27.7.31）
　　　福田幸二（FUKUDA,	Kouji）：大学事務部学生課（任期 :H28.8.1 ～ 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 27 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改修工事後，基礎医学棟 1 階に中央検査部が移転する．移転後は実習室 C（基礎医学棟 1 階）への学生の出入

が困難になるため，2 ビルを実習室に改修して使用することが決定した．また，OSCE 用に模擬診察室，模擬病
室にも改修予定である．

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．
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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）
　　　　　織田弘美（ODA,	Hiromi）: 大学病院長代理（任期 :H28.3.31）
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）: 副医学部長・研究センター長（任期 :H28.3.31）
　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,	Shou）: 副医学部長・研究センター長（任期 :H28.3.31）
　　　　　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）
　　　　　渡辺修一（WATANABE,	Shuichi）: 生理学 : 教授（任期 :H28.3.31）
　　　　　吉田喜太郎（YOSHIDA,	Kitaro）: 教養教育 : 教授（任期 :H28.3.31）
　　　　　持田　智（MOCHIDA,	Satoshi）: 医学部長補佐（任期 :H28.3.31）
　　　　　堀川好則（HORIKAWA,	Yoshinori）: 施設部長	（任期 :H28.3.31）
　　　　　田島賢司（TAJIMA,	Kenji）:	事務局長（任期 :H28.3.31）
　　　　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）:	大学事務部長（任期 :H28.3.31）
　　　　　内田和利（UCHIDA,Kazutoshi）:	大学事務部次長（任期 :H28.3.31）
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）: 大学事務部次長（任期 :H28.3.31）
　　　　　所ミヨ子（TOKORO,	Miyoko）: 短期大学 : 副学長（任期 :H28.3.31）
　　　　　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 27 年度は，第 22 回および第 23 回の委員会（後者はコアメンバーのみ）を 6 月 22 日および 9 月 29 日に開
催した．その際，東館新築に連動したキャンパス内の施設改変に関して，以下の議論がなされた．

1）本部棟地下 1 階の状況（電顕室，砕石室の移設状況等）と今後の利用予定について報告があり，意見交換が行
われた．移設が完了している旧電顕室跡地は，教職員・学生健康推進センターが使用することが申し合わされた．

2）中央棟・第 1 ビルの内視鏡センター，ＥＲ，総合診療内科病棟，感染症病棟の東館移設について報告があった．
移設後の空きスペースの使用等について意見交換が行われた．1 ビル 5 階については感染病棟として今後も利用
する可能性があること，また 3 階の総合診療内科，皮膚科等の医局・居室については当面このまま使用するこ
とが確認された．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．

3）第 3 ビルから東館への移設部署ならびに移設後の利用状況等について説明があり，1 階の腎臓内科外来は改装
し女性職員の更衣室に利用すること，また腎臓内科医局・居室・研究室，地下 1 階のアンギオ室の継続利用が
承認された．また放射線安全管理室で保管されている書類については，本部棟地下 1 階に今後設置される院内
共用の保管庫に移動させることとした．尚，泌尿器科研究室については，両者で協議した上で，腎臓内科の研究
スペースとすることが承認された．また，2 階透析室など，その他の空きスペースの利用については，今後の検
討課題とした．

4）基礎医学棟 1 階，2 階の状況と工事竣工後の利用予定等について，報告があった．また，別所学長より，教育
スペースの基礎医学棟 1 階の実習室 C は，診療スペースの一画に位置していることもあり，病院機能を移転さ
せることとし，第 2 ビル 1 階などを改装し，移動したらどうかとの意見が出され，総合企画部で検討すること
となった．また協議の結果，7 号館または第 2 ビル 2 階の空きスペースを将来的（4 年後使用開始目標）に教育
部門の多目的小教室・ゼミ室に使用することが了承された．また，基礎医学棟 1 階にあったカンファレンスルー
ムの代替場所について意見交換がなされ，第 2 ビル 1，2 階の空きスペースを検討することとした．
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5）本部棟 6F 眼科米谷教授室については，眼科講師，東洋医学講師および秋山客員教授の居室として利用するこ
ととし，7F 共用講師室を大学に返却いただくこととする．

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．次年度は東館がオープン
となるが，当委員会の基本方針は同様である．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 27 年	4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

副議長：	 土田哲也	 （TSUCHIDA,	Tetsuya）	 （毛呂）皮膚科，副学長	 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
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
森口武史	 （MORIGUCHI,	Takeshi）	 （基礎）教養教育	 同上
藤森千尋	 （FUJIMORI,	Chihiro）	 （基礎）教養教育	 同上
永島雅文	 （NAGASHIMA,	Masafumi）	 （基礎）解剖学	 同上
藤田恵子	 （FUJITA,	Keiko）	 （基礎）解剖学	 同上
池田正明	 （IKEDA,	Masaaki）	 （基礎）生理学	 同上	

　2	年生担当委員：
渡辺修一	 （WATANABE,	Shu-ichi）	 （基礎）生理学	 同上
椎橋実智男	（SHIIBASHI,	Michio）	 情報技術支援推進センター	 同上
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：
金　潤澤	 （KIM,	Yoon	Taek）	 （毛呂）整形外科・脊椎外科	 同上
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
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
加藤　仁	 （KATOH,	Hitoshi）	 医学教育センター	 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
井上郁夫	 （INOUE,	Ikuo）	 （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科	 同上
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大竹　明	 （OHTAKE,	Akira）	 （毛呂）小児科	 同上
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
加藤　仁	 （KATOH,	Hitoshi）	 医学教育センター	 同上

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

平成 27 年	4 月 1 日～ 7 月 12 日
吉岡浩之	 （YOSHIOKA,	Hiroyuki）	 （毛呂）整形外科・脊椎外科

平成 27 年	8 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
中元秀友	 （NAKAMOTO,	Hidetomo）	 （毛呂）総合診療内科

平成 27 年	4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
石原　理	 （ISHIHARA,	Osamu）	 （毛呂）産科・婦人科	 同上
村松俊裕	 （MURAMATSU,	Toshihiro）	 （日高）心臓内科	 同上

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	 同上
川村勇樹	 （KAWAMURA,	Yuki）	 （基礎）教養教育	 同上
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
種田佳紀	 （OIDA,	Yoshiki）	 （基礎）教養教育	 同上
伊澤宜仁	 （IZAWA，Yoshihito）	 （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）今村正秀，岩田結衣，小林　檀，辻野　恵，富岳　皓，松永洸昴
　（2	年生）竹之内恵茉，永井佑樹，三井絵里花，村岡　和，吉田耕太郎
　（3	年生）張　賢司，橋本尚仁
　（4	年生）油谷麻衣，竹井響子，鳥越浩実
　（5	年生）	井川佑郎，古味優季，中津　賢，長谷川優，堀　優人，松本佳祐
　（6	年生）伊東由圭，金田光平，小林高之，齊藤　陵，中井葉子

　国試対策委員：
　（3	年生）近江　光，久松菜未子
　（4	年生）荻野礼眸，佐藤　彩，谷崎　誠，鳥越浩実，忽滑谷智紀，古屋匡史，松田紘佳，吉澤政俊	
　（5	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
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　　（6	年生）伊東由圭，齊藤　陵，有川滋久，伊藤　礼，藏野美夏，小山紗椰佳，野々宮瑞紀，宮川明大
＜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 27 年	4 月 1 日～平成 28 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,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　人体の構造と機能 -1-1	 栗﨑知浩	 （KURISAKI,	Tomohiro）	 （基礎）解剖学	 同上
　　人体の構造と機能 -1-2	 藤田恵子	 （FUJITA,	Keiko）	 （基礎）解剖学	 同上
　　人体の構造と機能 -1-3	 髙野和敬	 （TAKANO,	Kazuhiro）	 （基礎）解剖学	 同上
　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	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科	 同上
　　英語 -2	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科	 同上
　　英語 -3	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科　	 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,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　臨床推論	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　臨床入門	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　医学英語	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科　	 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
　　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,	Masafumi）	（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,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　機能系実習	 渡辺修一	 （WATANABE,	Shu-ichi）	 （基礎）生理学	 同上
　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
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　　医学概論	 永島雅文	 （NAGASHIMA,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　臨床推論	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　臨床入門	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　医学英語	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科	 同上
　　選択必修	 村越隆之	 （MURAKOSHI,	Takayuki）	（基礎）生化学	 同上
　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	 富谷智明	 （MARUYAMA,	Yoshiaki）	 教職員 ･ 学生健康推進センター	 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,	Shu-ichi）	 （基礎）生理学	 同上
　　医学概論	 永島雅文	 （NAGASHIMA,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　臨床推論	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　臨床入門	 森　茂久	 （MORI,	Shigehisa）	 医学教育センター	 同上
　　医学英語	 新津　守	 （NIITSU,	Mamoru）	 （毛呂）放射線科	 同上
　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	 伊藤彰紀	 （ITOU,	Akinori）	 （毛呂）耳鼻咽喉科	 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	 菊池　透	 （KIKUCHI,	Toru）	 （毛呂）小児科	 同上
　　精神	 太田敏男	 （OTA,	Toshio）	 （毛呂）精神神経科・心療内科	 同上
　　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	 土田哲也	 （TSUCHIDA,	Tetsuya）	 （毛呂）皮膚科	 同上
　　疾病の予防と対策	 太田晶子	 （OHTA,	Akiko）	 （基礎）公衆衛生学	 同上
　　地域社会と健康	 柴﨑智美	 （SHIBASAKI,	Satomi）	 （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,	Shu-ichi）	 （基礎）生理学	 同上
　　医学概論	 永島雅文	 （NAGASHIMA,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
　　臨床推論	 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	 新津　守	 （NIITSU,Mamoru）	 （毛呂）放射線科　	 同上
　5 年生「臨床学習 -1」コース	 間嶋　満	 （MAJIMA,	Mitsuru）	 （毛呂）リハビリテーション科	 同上
　6 年生「総合学習」コース	 持田　智	 （MOCHIDA,	Satoshi）	 （毛呂）消化器内科・肝臓内科	 同上
　　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
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＜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,	Masafumi）		 同上
生理学	 渡辺修一	 （WATANABE,	Shu-ichi）	 	 同上
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	 中込一之	 （NAKAGOME,	Kazuyuki）	 平成 27 年	4 月 1 日～ 10 月 31 日

仲村秀俊	 （NAKAMURA,	Hidetoshi）	
平成 27 年	11 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

内分泌内科・糖尿病内科	 井上郁夫	 （INOUE,	Ikuo）
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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）	 平成 27 年	4 月 1 日～ 6 月 30 日

舟久保	ゆう（FUNAKUBO,	Yu）
平成 27 年	7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

腎臓内科	 岡田浩一	 （OKADA,	Hirokazu）
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

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	 （KOMURA,	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
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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	 森田智子	 （MORITA,	Tomoko）	 同上
血液内科	 得平道英	 （TOKUHIRA,	Michihide）	 	 同上
神経内科	 深浦　彦彰	（HUKAURA,	Hikoaki）	 	 同上
リウマチ・膠原病内科 天野宏一	 （AMANO,	Koichi）	 同上
腎・高血圧内科 叶澤孝一	 （KANOZAWA,	Koichi）	 	 同上
感染症科・感染制御科 大野秀明	 （OHNO,	Hideaki）	 同上
消化器外科・一般外科 持木彫人	 （MOCHIKI,	Erito）	 同上
肝胆膵外科・小児外科 小髙明雄	 （ODAKA,	Akio）	 同上
血管外科 出口順夫	 （DEGUCHI,	Juno）	 同上
乳腺腫瘍科 矢形　寛	 （YAGATA,	Hiroshi）	 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 吉益晴夫	 （YOSHIMASU,	Haruo）	 	 同上
臨床検査医学 三橋知明	 （MITSUHASHI,	Tomoaki）		 同上
病理部 阿部佳子	 （ABE,	Keiko）	 同上
輸血部 山本晃士	 （YAMAMOTO	Koji）	 同上
健康管理科 伊藤博之	 （ITO,	Hiroyuki）	 同上

　日高：消化器内科	 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
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腫瘍内科	 畝川芳彦	 （SEGAWA,	Yoshihiko）	 	 同上
髙橋孝郎	 （TAKAHASHI,	Takao）	 	 同上

感染症科・感染制御科	 宮里明子	 （MIYAZATO,	Akiko）	 同上
消化器外科	 岡本光順	 （OKAMOTO,	Kojun）	 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	 （KOMURA,	Makoto）	 同上
脳神経外科	 山根文孝	 （YAMANE,	Humitaka）	 	 同上
形成外科	 横川秀樹	 （YOKOGAWA,	Hideki）	 	 同上
小児心臓科	 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	 黒崎　亮	 （Kurosaki,	Akira）	 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 髙橋秀寿	 （TAKAHASHI,	Hidetoshi）	 	 同上
麻酔科 西部　伸一	（NISHIBE,	Shinichi）	 同上
救急医学科 根本　学	 （NEMOTO,	Manabu）	 同上
放射線科 内野　晃	 （UCHINO,	Akira）	 同上
精神科 大西　秀樹	（OHNISHI,	Hideki）	 同上
臨床検査医学 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 100 回卒前教育合同会議（平成 27 年	4 月 14 日，議事録あり）
第 101 回卒前教育合同会議（平成 27 年	5 月 12 日，議事録あり）
第 102 回卒前教育合同会議（平成 27 年	6 月	9 日，議事録あり）
第 103 回卒前教育合同会議（平成 27 年	7 月 14 日，議事録あり）
第 104 回卒前教育合同会議（平成 27 年	9 月	8 日，議事録あり）
第 105 回卒前教育合同会議（平成 27 年 10 月 13 日，議事録あり）
第 106 回卒前教育合同会議（平成 27 年 11 月 10 日，議事録あり）
第 107 回卒前教育合同会議（平成 27 年 12 月	8 日，議事録あり）
第 108 回卒前教育合同会議（平成 28 年	1 月 12 日，議事録あり）
第 109 回卒前教育合同会議（平成 28 年	2 月	9 日，議事録あり）
第 110 回卒前教育合同会議（平成 28 年	3 月	8 日，議事録あり）

　本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継して行っている．また，会議資料は開
催前にホームページに公開しており，事前の閲覧および PFD ファイルをダウンロード，印刷して会議に持参するこ
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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 27 年	4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
　副委員長：	土田哲也	 （TSUCHIDA,	Tetsuya）	 （毛呂）皮膚科，副学長	 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
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
森口武史	 （MORIGUCHI,	Takeshi）	 （基礎）教養教育	 同上
藤森千尋	 （FUJIMORI,	Chihiro）	 （基礎）教養教育	 同上
永島雅文	 （NAGASHIMA,	Masafumi）	（基礎）解剖学	 同上
藤田恵子	 （FUJITA,	Keiko）	 （基礎）解剖学	 同上
池田正明	 （IKEDA,	Masaaki）	 （基礎）生理学	 同上	

　2	年生担当委員：
渡辺修一	 （WATANABE,	Shu-ichi）	 （基礎）生理学	 同上
椎橋実智男	（SHIIBASHI,	Michio）	 情報技術支援推進センター	 同上
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：
金　潤澤	 （KIM,	Yoon	Taek）	 （毛呂）整形外科・脊椎外科	 同上
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
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
加藤　仁	 （KATOH,	Hitoshi）	 医学教育センター	 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
井上郁夫	 （INOUE,	Ikuo）	 （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科	 同上
大竹　明	 （OHTAKE,	Akira）	 （毛呂）小児科	 同上
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	 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
	 加藤　仁	 （KATOH,	Hitoshi）	 医学教育センター	 同上
　6	年生担当委員：
	 茅野　秀一	（KAYANO,	Hidekazu）	 （基礎）病理学	 同上
	 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
	 平成 27 年	4 月 1 日～ 7 月 12 日
	 吉岡浩之	 （YOSHIOKA,	Hiroyuki）	 （毛呂）整形外科・脊椎外科
	 平成 27 年	8 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
	 中元秀友	 （NAKAMOTO,	Hidetomo）	 （毛呂）総合診療内科
	 平成 27 年	4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
	 石原　理	 （ISHIHARA,	Osamu）	 （毛呂）産科・婦人科	 同上
	 村松俊裕	 （MURAMATSU,	Toshihiro）	（日高）心臓内科	 同上
　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	 同上
	 川村勇樹	 （KAWAMURA,	Yuki）	 （基礎）教養教育	 同上
	 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
	 種田佳紀	 （OIDA，Yoshiki）	 （基礎）教養教育	 同上
	 伊澤宜仁	 （IZAWA，Yoshihito）	 （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）今村正秀，岩田結衣，小林　檀，辻野　恵，富岳　皓，松永洸昴
（2	年生）竹之内恵茉，永井佑樹，三井絵里花，村岡　和，吉田耕太郎
（3	年生）張　賢司，橋本尚仁
（4	年生）油谷麻衣，竹井響子，鳥越浩実
（5	年生）	井川佑郎，古味優季，中津　賢，長谷川優，堀　優人，松本佳祐
（6	年生）伊東由圭，金田光平，小林高之，齊藤　陵，中井葉子

　国試対策委員：
（3	年生）近江　光，久松菜未子
（4	年生）荻野礼眸，佐藤　彩，谷崎　誠，鳥越浩実，忽滑谷智紀，古屋匡史，松田紘佳，吉澤政俊
（5	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
（6	年生）伊東由圭，齊藤　陵，有川滋久，伊藤　礼，藏野美夏，小山紗椰佳，野々宮瑞紀，宮川明大
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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判断する教員から構成され，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．また，医学教
育センター長，卒前医学教育部門長，各室長，副室長および医学教育センター長が必要とする教員によって構成され
る「医学教育センター運営会議」も月に 1 回は開催し，卒前医学教育懇談会で特に問題となった事項を中心に，方
向性を決定している．
3-1．委員会の開催

第 100 回卒前教育合同会議（平成 27 年	4 月 14 日，議事録あり）
第 101 回卒前教育合同会議（平成 27 年	5 月 12 日，議事録あり）
第 102 回卒前教育合同会議（平成 27 年	6 月	9 日，議事録あり）
第 103 回卒前教育合同会議（平成 27 年	7 月 14 日，議事録あり）
第 104 回卒前教育合同会議（平成 27 年	9 月	8 日，議事録あり）
第 105 回卒前教育合同会議（平成 27 年 10 月 13 日，議事録あり）
第 106 回卒前教育合同会議（平成 27 年 11 月 10 日，議事録あり）
第 107 回卒前教育合同会議（平成 27 年 12 月	8 日，議事録あり）
第 108 回卒前教育合同会議（平成 28 年	1 月 12 日，議事録あり）
第 109 回卒前教育合同会議（平成 28 年	2 月	9 日，議事録あり）
第 110 回卒前教育合同会議（平成 28 年	3 月	8 日，議事録あり）

3-2．活動の概要と成果
（1）「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」，「学生保健管理室」お

よび「OSCE 委員会」と「スキルスラボ運営委員会」の活動状況に関しては，「J300.	卒前教育部門」に詳細を記
載した．

（2）「学年小委員会」は学生委員も含めて原則的に月 1 回に開催した．また，1 年生は「全体の会」を 2 回，「5 分
の 1 の会」を 5 回開催した．「国試対策委員会」は 3 ～ 6 年生が中心となって原則的に月 1 回開催しているが，
同委員会には 6 年生学年小委員会を構成する教員もオブザーバーとして参加しており，学生間での問題点，要
望なども卒前教育委員会は把握できるように努めている．

（3）医学教育センター FD 部門と共同で，6 月 17 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．7 月 31 日 ~8 月 1 日に川越ビルにて第 36 回医学教育ワークショッップを開催し，28 名
が参加した．第 5 回医学教育フォーラムは 9 月 19 日に 3 キャンパスを回線で繋いで開催した．
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（4）「第 35 回国内医科大学視察と討論の会」に 1 名が参加した．
（5）平成 28 年 2 月 6 日～ 8 日に実施された第 110 回医師国家試験の合格率は，新卒 94.7%（107/113），既卒

72.7%（8/11），全体で 92.7%（115/124）であり，新卒合格率は全国医学部・医科大学 80 校中 44 位，私学
29 校中 16 位，全体での合格率はそれぞれ 35 位と 12 位であった．

（6）平成 27 年の卒業，進級の状況は下表の通りである．
学年	 学生数	 進級，卒業	（条件付）	 留年	 休学	 退学
1 年	 135 128（05） 4 2 1
2 年	 127 120（09） 7 0 0
3 年	 141 122（36） 12 3 4
4 年	 125 115（24） 10 0 0
5 年	 125 124（00） 0 1 0
6 年	 128 113 15 0 0
計	 781 722（74） 48 6 5

　全体での進級，卒業率は 92.4% であるが，平成 22 年度入学生 115 人のうち，平成 27 年度に卒業したのは 92 人，
医師国家試験合格者も 88 人であり，今年度卒業生のストレート卒業率は 77.3%，ストレート医師国家試験合格率は
73.6% であった．

4．自己点検 ･ 評価
　卒前医学教育の目標の一つとも言える医師国家試験の合格率は新卒が 94.7% で，医学部，医科大学 80 校中で 44
位，平成 26 年度の 90.8% よりは良好であったが，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 15 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 77.3% と 73.9% でとも
に 80% を下回っていた．また，1~5 年生にも計 33 名の留年生，5 名の退学生が発生した．また，74 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．
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                              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）

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）
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 27 年 4 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 3 人　欠席者 7 人
　議事：a．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 2 件の事後報告がなされ，確認が行われた．

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．本委員会主催の学術集会の収録ビデオが学内 HP にアップロードされたとの報告がなされた．

　d．学会集会企画について，より多くの申請がなされるよう謝金や交通費の見直しなどについて検討を開始
　　　するとした．

②第 2 回（平成 27 年 5 月 12 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター 5 階ゼミ室 2（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．本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b．本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c．平成 26 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．
d．連携施設などの学外施設への，本員会学術集会の案内方法について意見交換がなされた．

　e．学術集会の申請がより多くなされるよう，謝金や交通費の見直しなどについて前回に引き続き検討が行
われた．

③第 3 回（平成 27 年 6 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）
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　　　出席者 5 人　欠席者 5 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 2 件のうち 1 件が承認され，もう 1 件は継続審議
　　　　　することとした．
　　　　b．本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
　　　　c．後援学術集会の謝金の見直しや旅費の支給などについて，医学部長懇談会で諮ったところ，各基本学科
　　　　　研究費から旅費を支出できるようにしてはどうかとの意見がでた．本委員会としてはこれを了承し，同懇
　　　　　談会と連携をしながら検討を進めていくこととした．
④第 4 回（平成 27 年 7 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 5 人　欠席者 5 人
　議事：a．本委員会主催の学術集会 2 件（うち 1 件は前回の継続審議の申請）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．
　　　　e．より多くの聴講者の確保について，本委員会学術集会を含む本学で開催される講演会のうち，受講を必
　　　　　須とする講演会を設定してはどうかとの案が出され，意見交換がなされた．このことについては，全学的
　　　　　な案件を審議する会議などにおいて，提案していくこととした．
⑤第 5 回（平成 27 年 9 月 1 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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．持ち回り委員会において審査された本委員会後援の学術集会2件の事後報告がなされ，確認が行われた．	
　　　　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．後援学術集会の講師の旅費を，申請科の基本学科研究費から支出可能とするよう進めていくことが，医
　　　　　学部長懇談会において了承されており，進捗状況について，副理事長に確認することとした．
　　　　d．今年度上半期（4 月～ 9 月）の学術集会開催状況を取り纏め，次回委員会の資料とすることとした．
⑥第 6 回（平成 27 年 10 月 6 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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．
　　　　d．平成 27 年度上半期（4 月～ 9 月）本委員会の主催，後援の学術集会の開催一覧と受講者数の確認が行
　　　　　なわれた．
　　　　e．副理事長に確認がなされ，後援学術集会の講師の旅費が申請科の基本学科研究費から支出可能となった．
　　　　　今後，教員代表者会議でアナウンスし周知を図っていく．このことにより，申請件数の増加が期待される．
　　　　f. 企画申請書「主な対象者」に「学生」の記載があった場合には，更なる聴講を促すべく，今後は，原則と
　　　　　して全ての学術集会ポスターを学生向けに掲示することとした．
⑦第 7 回（平成 27 年 11 月 17 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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 1 件が申請され，審議の結果承認された．
　　　　b．持ち回り委員会において審査された本委員会主催の学術集会 2 件及び本委員会後援 2 件の学術集会の事
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　　　　　後報告がなされ，確認が行われた．
　　　　c．本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑧第 8 回（平成 27 年 12 月 1 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室	
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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の出席報告が提出され，確認が行われた．
　　　　b．12 月 4 日（金）～ 5（土）に総合医療センターと川越ビルにて開催される「日米産科麻酔レビューコー
　　　　　ス in	KAWAGOE」での Mayo	Clinic からの演者（22 名）に対し，本委員会へ感謝状の発行依頼があった．
　　　　　本委員会に申請，承認がなされた講演分の謝金，感謝状などの手配は対応済みである．これ以外の講演に
　　　　　ついては，上記の手続きがなされていないことから，本委員会としては感謝状を発行することは出来ず，
　　　　　代案として本学「日本の Mayo を目指す会」へ相談することを依頼者に提案した．
⑨第 9 回（平成 28 年 1 月 5 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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．本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
　　　　b．本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
　　　　c．平成 28 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 28 年 2 月 2 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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 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．
　　　　d．基本的並びに多様な知識の習得や最新の情報の取得が可能である本委員会学術集会を，研修医が積極的
　　　　　に活用していくことが望ましい．研修医のより多くの聴講者確保について意見交換がなされた．
⑪第 11 回（平成 28 年 3 月 1 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（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 3 人　欠席者 7 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
　　　　b. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

（2）卒後教育委員会主催学術集会
　　以下の 9 件の学術集会を主催とした．
　　　第 1 回　　講師：慶應義塾大学	医学部長　生理学	教授	
　　　　　　　　　　　　　岡野	栄之	先生
　　　　　　　　演題：iPS 細胞技術の医療への応用	
　　　　　　　　日時：平成 27 年 7 月 24 日（金）	17：00 ～ 18：00
　　　　　　　　申請：大学病院	研修管理委員会
　　　第 2 回　　講師：兵庫医科大学	救急・災害医学講座	主任教授
　　　　　　　　　　　救命救急センター	センター長
　　　　　　　　　　　　　小谷	穣治	先生
　　　　　　　　演題：災害時の病院医療の実態と対策
　　　　　　　　　　　－阪神・東北の大震災と JR 福知山線脱線事故の実体験から考えること－
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　　　　　　　　日時：平成 27 年 9 月 4 日（金）	18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院	急患センター（ER）	
　　　第 3 回　　講師：Professor	of	Medicine	and	Cellular	and	Molecular	Medicine,
　　　　　　　　　　　School	of	Medicine,	University	of	California,	San	Diego
　　　　　　　　　　　　　Dr.	Christopher	K.	Glass
　　　　　　　　演題：ゲノムからエピゲノムへ - マクロファージ医学からの視点
　　　　　　　　日時：平成 27 年 9 月 14 日（月）	17：30 ～ 18：30
　　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門
　　　第 4 回　　講師：秋田大学大学院	医学系研究科	医学教育学講座	教授
　　　　　　　　　　　秋田大学医学部附属病院　総合臨床教育研修センター長
　　　　　　　　　　　　　長谷川	仁志	先生
　　　　　　　　演題：国際認証・情報爆発時代における日本の国情を生かした
　　　　　　　　　　　理想的医師育成教育・臨床実習・卒業 OSCE のエッセンス
　　　　　　　　日時：平成 27 年 9 月 19 日（土）	16：00 ～ 17：00
　　　　　　　　申請：医学教育センター	
　　　第 5 回　　講師：国立研究開発法人日本医療研究開発機構	理事長
　　　　　　　　　　　　　末松　誠	先生
　　　　　　　　演題：日本の医療研究開発の動向と展望について
　　　　　　　　日時：平成 27 年 10 月 23 日（金）	18：30 ～ 19：30
　　　　　　　　申請：リサーチアドミニストレーションセンター
　　　第 6 回　　講師：井上法律事務所　所長	
　　　　　　　　　　　　　井上	清成	先生
　　　　　　　　演題：医療事故調査制度について
　　　　　　　　日時：平成 27 年 11 月 16 日（月）	18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院	医療安全対策委員会
　　　第 7 回　　講師：厚生労働省老健局　局長
　　　　　　　　　　　　　三浦	公嗣	先生
　　　　　　　　演題：地域包括ケアと大学の役割
　　　　　　　　日時：平成 27 年 11 月 17 日（火）	19：15 ～ 20：00
　　　　　　　　申請：地域医学・医療センター
　　　第 8 回　　講師：筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専攻　准教授	
　　　　　　　　　　　　　山田　実	先生
　　　　　　　　演題：サルコペニア：予防と対策
　　　　　　　　日時：平成 28 年 2 月 2 日（火）	18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院 NST 運営委員会
　　　第 9 回　　講師：慶應義塾大学医学部内科学（消化器）教室　教授
　　　　　　　　　　　　　金井	隆典	先生
　　　　　　　　演題：腸内細菌は各疾患発症に関連している－腸内細菌に関する最新の知見－
　　　　　　　　日時：平成 28 年 3 月 31 日（木）	18：00 ～ 19：00
　　　　　　　　申請：大学病院	総合診療内科

（3）卒後教育委員会後援学術集会
　以下の 13 件の学術集会を後援とした．
　　　第 1 回　　講師：医療法人財団健和会みさと健和病院
　　　　　　　　　　　回復期リハビリテーション病棟医長	
　　　　　　　　　　　　　　大河原	節子	先生
　　　　　　　　演題：おむつ，バルーン留置を減らすためにコンチネンス・ケアの基本から学びましょう
　　　　　　　　日時：平成 27 年 4 月 17 日（金）　17:30 ～ 18:30
　　　　　　　　申請：	大学病院	産婦人科女性骨盤底医学センター
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　　　第 2 回　　講師：①	北翔大学　生涯スポーツ学部スポーツ教育学科	教授
　　　　　　　　　　　　　沖田	孝一	先生
　　　　　　　　　　　②	聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　循環器内科	部長
　　　　　　　　　　　　　大宮	一人	先生
　　　　　　　　演題：①	心不全患者の骨格筋異常 -dysfunction	and	wasting
　　　　　　　　　　　②	心疾患患者における筋力の重要性とトレーニング効果
　　　　　　　　　　　　　－サルコペニア，カヘキシーとの関連を中心に－
　　　　　　　　日時：平成 27 年 4 月 18 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 3 回　　講師：ブランデンブルク心臓病センター　客員研究員
　　　　　　　　　　　　　金子	英弘	先生
　　　　　　　　演題：Structural	heart	disease に対する新しい
　　　　　　　　　　　カテーテルインターベンション：ドイツにおける現状
　　　　　　　　日時：平成 27 年 4 月 28 日（火）　12:00 ～ 13:00
　　　　　　　　申請：国際医療センター心臓内科
　　　第 4 回　　講師：Department	of	Anesthesiology,	Perioperative	and	Pain	Medicine,
　　　　　　　　　　　Cardiac	Anesthesia	Division,	Boston	Children’ s	Hospital
　　　　　　　　　　　　　結城	公一	先生
　　　　　　　　演題：麻酔薬と免疫制御機構	
　　　　　　　　日時：平成 27 年 5 月 26 日（火）　18:30 ～ 20:00
　　　　　　　　申請：総合医療センター産科麻酔科
　　　第 5 回　　講師：東京大学	大学院総合文化研究科	広域科学専攻	生命環境科学系	教授
　　　　　　　　　　　　　　石浦	章一	先生
　　　　　　　　演題：教養課程の改革	
　　　　　　　　日時：平成 27 年 6 月 24 日（水）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　　申請：薬理学	
　　　第 6 回　　講師：Nicholas	J.	Fortuin	Professor	of	Cardiology,	Division	of	Cardiology,
　　　　　　　　　　　The	Johns	Hopkins	University	School	of	Medicine,
　　　　　　　　　　　Professor	of	Medicine,Department	of	Medicine,	Division	of	Cardiology,
　　　　　　　　　　　The	Johns	Hopkins	University	School	of	Medicine
　　　　　　　　　　　　　Dr.	Hugh	Grosvenor	Calkins
　　　　　　　　演題：Diagonosis	and	management	of	Arrhythmogenic	right	ventricular	dysplasia	（ARVD）	
　　　　　　　　日時：平成 27 年 8 月 3 日（月）　16:00 ～ 17:00
　　　　　　　　申請：国際医療センター心臓内科
　　　第 7 回　　講師：順天堂大学	医学部脳神経内科　教授
　　　　　　　　　　　　　服部	信孝	先生
　　　　　　　　演題：パーキンソン病の発症機構の研究と治療の現在	
　　　　　　　　日時：平成 27 年 9 月 9 日（水）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　　申請：生理学	
　　　第 8 回　　講師：国民健康保険町立小鹿野中央病院　総合診療科	外科医長
　　　　　　　　　　　　　加藤　寿	先生
　　　　　　　　演題：やってみると意外とハマる　地域医療の醍醐味
　　　　　　　　日時：平成 27 年 9 月 15 日（火）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　　申請：医療人育成支援センター	
　　　第 9 回　　講師：浜松医科大学医学部産婦人科学　教授
　　　　　　　　　　　　　金山	尚裕	先生
　　　　　　　　演題：	Amniotic	fluid	embolism（羊水塞栓症）
　　　　　　　　日時：平成 27 年 12 月 5 日（土）　10:45 ～ 11:15
　　　　　　　　申請：総合医療センター産科麻酔科
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　　　第 10 回　	講師：鶴見大学歯学部　歯科薬理学講座　教授
　　　　　　　　　　　　　二藤　彰	先生
　　　　　　　　演題：骨，腱の発生・維持におけるヒストンメチル化酵素 G9a と
　　　　　　　　　　　アネキシン A5 の役割
　　　　　　　　日時：平成 27 年 12 月 7 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　　申請：大学病院	歯科・口腔外科
　　　第 11 回　	講師：Department	of	Neurology,	Boston	Children’ s	Hospital
　　　　　　　　　　　Department	of	Molecular	and	Cellular	Biology,	Harvard	University	
　　　　　　　　　　　Research	Fellow
　　　　　　　　　　　　　小林	洋平	先生
　　　　　　　　演題：脳臨界期を誘導・再誘導する仕組み
　　　　　　　　日時：平成 27 年 12 月 8 日（火）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　　申請：生理学
　　　第 12 回　	講師：株式会社ピーシーエルジャパン病理・細胞診センター	特別顧問
　　　　　　　　　　　新潟大学	名誉教授
　　　　　　　　　　　　　渡辺	英伸	先生
　　　　　　　　演題：病理診断：消化管・胆・膵上皮内腫瘍ないし異形成
　　　　　　　　　　　－日本人はこれに満足するのか－
　　　　　　　　日時：平成 28 年 1 月 25 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　　申請：国際医療センター病理診断科
　　　第 13 回　	講師：久留米大学分子生命科学研究所	教授
　　　　　　　　　　　　　石原	直忠	先生
　　　　　　　　演題：ミトコンドリア構造のダイナミクスと細胞機能制御
　　　　　　　　日時：平成 28 年 3 月 14 日（月）　16:00 ～ 17:30
　　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター／大学病院	小児科

4．評価と次年度目標
　本年度は，9 件の学術集会を主催し，13 件の学術集会を後援した．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 3 件，後援学術集会は 4 件であった．例年と比較し，主催学術集会の開催回数がやや少なく，後
援学術集会の開催回数がやや多かった．今後更に学術集会申請・開催数が増加するよう，本委員会として議論を進め
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：H28.3.31）
委　員：荒木智之（TOMOYUKI,	Araki）：生化学教室：講師：（任期：H28.3.31）
　　　：荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：神経内科学教室：教授：（任期：H28.3.31）
　　　：中村晃一郎（NAKAMURA	Kouichiroh）：皮膚科学教室：教授：（任期：H28.3.31）
　　　：中山伸朗（NAKAYAMA,	Nobuaki）：消化器・肝臓内科学教室：准教授：（任期：H28.3.31）
　　　：藤田恵子（HUJITA,	Keiko）：解剖学教室：准教授：（任期：H28.3.31.）
　　　：森口武史（MORIGUCHI,	Takeshi）：化学教室：講師：（任期：H28.3.31）
　　　：椎橋実智男（SHIIBASHI,	Michio）：IT センター：准教授：（任期：H28.3.31）
　　　：小野　啓（ONO,	Hiraku）：内分泌・糖尿病内科学教室：講師：（任期：H28.3.31）
　　　：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）
　　　：穐田真澄（AKITA,	Masumi）：中央研究施設・形態部門：教授：（任期：H28.3.31）
オブザ－バー：和田　実（WADA,	Minoru）：経理部第二購買課：次長：（任期：H28.3.31）
：池和田忠幸（IKEWADA,	Tadayuki）：経理部：部長：（任期：H28.3.31）

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60回中央研究施設運営委員会（平成27年 5月 1～ 9日）於：メールリスト会議　出席者13人　欠席者0人
【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（報告）
2）新規設置・買換希望機器リストについて（報告）
3）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況（報告）
4）各部門の運営報告等（報告）

【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 μCT	35（SCANCO	社製／輸入代理：日本電子）が，形態部門

と機能部門の移設工事に伴い，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」にて，小動物用の麻酔機

教育用のモデルラットが動物施設に整備された．
　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〕が機能部門・機器室 4 に設

置された．
2）新規設置・買換希望機器リストについて報告された．
　現在私学助成金申請への申請対象としての機器のリストが改訂された．
3）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）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について協議し，理解
と協力をお願いした．

②第 61 回中央研究施設運営委員会（平成 27 年 11 月 20 ～ 27	日）於：メーリングリスト会議　出席者 13 人　欠
席者 0 人

【主な議題】：	
1）中央研究施設各部門経理報告（要承認）
2）私立大学等教育研究活性化設備整備事業への申請機器に関して（報告）
3）中央研究施設関連業績集について（報告）
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【審議結果】：
　1）中央研究施設各部門の経理報告がなされた．a）機能部門：放射線照射装置の管球の交換と蛍光・発光・イメー

ジスキャナ・Typhoon9400 のレーザー光源修理により，年間予算額を超えた．後者に関して経常経費の補助
金申請を行った．b）	経理処理に関して，委員全員の承認が得られた．

　2）私立大学等教育研究活性化設備整備事業への申請状況が，委員長より報告された．
a）8 月 18 日：文部科学省・平成 27 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，オールイ

ンワン蛍光顕微鏡 BZ-X700（キーエンス社）を申請し，11 月 19 日に内定が得られた．形態部門の管理区
域内に整備の予定．

　b）8 月 18 日：同様に，文部科学省・平成 27 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業タイプ 1」に，
リアルタイム PCR システム（ABI システムズ）を申請し，11 月 19 日に内定が得られた．機能部門の管理
区域内に整備の予定

　c）8 月 28 日：平成 27 年度（埼玉医科大学	研究マインド支援グラント：共通部門）に「中央研究施設・基礎，
臨床研究支援システム」を申請し，9 月 24 日に内定が得られた．

　　c-2）アストロン：画像比較，検証用ソフトウエア・AZblend（新規：形態部門）
　d）坂本委員長より，文部科学省活性化補助事業の現状について説明があった．

　3）中央研究施設が関与した業績集に関して，委員長より本学研究者によって研究業績プロに記載されたデータ
の内，中央研究施設が関与したものについて集計結果の報告が成された．〈業績集	URL〉→ http://smswww/
kyoudou/bmrc/gyouseki-new.html

　a）中央研究施設が本学の研究活動に多大なる貢献をしていることが定量的に示された資料であるとの旨意見
があった．

〔集計結果〕
（1）〔学会発表〕Ⅰ．国際学会：40　Ⅱ . 全国学会：209　Ⅲ . 地方学会：17　Ⅳ . 研究会・勉強会：28　Ⅴ . そ

の他：3
（2）〔論文発表〕Ⅰ . 単行本：8　Ⅱ . 学術雑誌（原著）：67　Ⅲ . 学術論文（総論）：6　Ⅳ . 学術論文（症例報告）：

6　Ⅴ . 学術論文（その他）：12
③第 62 回中央研究施設運営委員会（平成 28 年 2 月 9 ～ 12 日）於：メーリングリスト会議：出席者 13 人　欠席

者 0 人
【主な議題】：

1）中央研究施設運営委員会規則変更について
2）次期運営委員の継続について

【審議結果】：
　1）中央研究施設運営委員会の規則に関して，今後他キャンパスの委員に関しても考慮する必要性があると考え

られること，私学助成金の応募内容の変遷に対応するため等から，知財面や研究面でも新たな委員が必要とな
る可能性があると推測されることから，委員数に流動性を持たせるため，運営委員会規則を変更したい旨委員
長より提案・説明が有り，承認された．

　2）平成 28（2016）年 3 月 31 日における，中央研究施設運営委員の任期満了に伴い，運営委員の継続に関し
て別途メールによる意思確認を行いたい旨説明があり全委員が留任することとなった．

4．評価と次年度目標
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き今後に関して理解

が得られた．次年度は，城西大学と女子栄養大学との共同研究契約の締結を結び，設備整備に関して助成金獲得につ
いて事務部門と協議・検討する．
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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
①定例会議（平成 28 年 1 月 14 日）
　於：基礎医学棟 3 階カンファレンスルーム　
　出席 9 人（内	オブザーバー 3 名	事務担当 3 名）
　議事：①環境安全委員会開催の趣旨について
　　　　②化学物質リスクアセスメントへの対応について
　　　　③埼玉医科大学毒物・劇物管理規則の埼玉医科大学化学物質管理規定（案）への改正について
　　　　④環境安全委員会内への環境管理室設置について
　　　　⑤化学物質等のリスクアセスメントの前段階として，埼玉医科大学（毛呂山キャンパス）各部署における
　　　　　化学物質等の調査実施について

4．評価と次年度の目標
来年度より化学物質等のリスクアセスメントが本格化する．
組織的な対応体制を整備していく．
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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：H28.3.31）
　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：H28.3.31）
　委　　員　吉本信雄（YOS Ｈ IMOTO,	Nobuo）：副理事長	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　金澤　実（KANAZAWA,	Minolu）：大学病院長	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,	Haluhiko）：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）
　　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　　岡田浩一（TOYOSHIMA,	Ryouichi）：腎臓内科教授　面接責任者		 （任期：H28.3.31）	
　　　　　　渡辺修一（WATANABE,	Shuuichi）：生理学教授	問題作成責任者	 （任期：H28.3.31）		
　　　　　　荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：医学教育センター長	 （任期：H28.3.31）	
　　　　　　持田　智（MOCHIDA,	Satoshi）：消化器内科・肝臓内科教授	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　織田弘美（ODA,	Hiromi）：学生部長	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　上原政治（UEAHARA,	Seiji）：アドミッションセンター非常勤講師	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　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：H28.3.31）
　　　　　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）入試事務室長・大学事務部長	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）大学事務部副部長	 （任期：H28.3.31）
　　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）大学事務部医学部事務室学生課長
	 アドミッションセンター事務部門	
	 事務局（任期：H27.6.30）
　　　　　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）大学事務部医学部事務室庶務課長	 事務局（任期：H28.3.31）
　　　　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）大学事務部医学部事務室学生課長
	 アドミッションセンター事務部門　事務局（任期 :H27.7.1 より H28.3.31）
　　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）大学事務部医学部事務室庶務課長
	 事務局（任期 :H27.7.1 より H28.3.31）
　　　　　　福田幸二（FUKUDA,	Kouji）大学事務部医学部事務室学生課係長
	 事務局（任期 :H27.7.1 より H28.3.31）

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
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　第 1 回　定例会議（平成 27 年 4 月 14 日（火））：本部棟 2 階学長室
　　　　　出席 17 人，欠席 2 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実施委員会日程について，
平成 27 年度医学部入学試験実施委員会構成員について，平成 27 年度医学部入学試験出題委員について，
平成 27 年度一般入学試験の試験問題に対する第三者評価について，平成 27 年度私立医科大学合同入試
説明会・相談会について，平成 27 年度医学部入学試験日程について，平成 27 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 27 年 5 月 19 日（火））：本部棟 2 階学長室
　　　　　出席 15 人，欠席 4 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 28 年度医学部入学試験出題委員について，面接試
験の面接委員に女性教員を配置することについて，平成 28 年度医学部オープンキャンパススケジュール
表について，医学部入試の在り方に関わるワークショップについて，大学入学者選抜改革・高大接続改革
について，平成 28 年度私立医科大学入学試験日程について，私立医科大学の志願者・受験者・入学者の
推移について，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 27 年 6 月 16 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　　出席 17 人，欠席 2 人

議題：「平成 28 年度学生募集要項」について，平成 27 年度第 2 回医学部オープンキャンパスについて，医学
部の入試の在り方に関わるワークショップについて，平成 28 年度入学試験日程について，平成 27 年度
入試問題の第三者評価結果について，他

　第 4 回　定例会議（平成 27 年 9 月 15 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　　出席 18 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，一般入試問題の原稿提出について，「面接試験評定票」
について，第 2 回オープンキャンパスについて，試験監督の運営責任者へ委嘱のための事前調査の送付
について，28 年度推薦入学試験における「実施要領」及び「適性検査」の表紙改訂について，一般入試
問題のピアレビュー（相互点検）について，推薦入試の面接各班における女性教員の配置について，著作
権に関する出版社への礼状送付について，他

　第 5 回　定例会議（平成 27 年 11 月 17 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　　出席 19 人，欠席 2 人

議題：平成 28 年度推薦入学試験実施状況について（報告），平成 28 年度推薦入学試験合否判定について，「平
成 28 年度推薦入試成績データのまとめ」について，平成 28 年度医学部推薦入試の評価基準について，
平成 28 年度医学部推薦入学試験の判定結果について，平成 28 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 28 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，推
薦入試合格者の入学後の成績及び欠席状況について，他

　第 6 回　定例会議（平成 28 年 1 月 12 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　　出席 15 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 28 年度一般入試問題の校正（初校，再校，念校）
について，推薦入試における面接委員及び評価基準について，平成 28 年度オープンキャンパスについて，
平成 28 年度一般入学試験 1 次試験について，平成 28 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，悪天候（降雪）等を想定した本学ホームページでの案内掲載（一般入試前期）に
ついて，平成 28 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，第三者評価における入試問題の
点検について，平成28年度医学部入学試験委員会日程について，オープンキャンパスでの配付物について，
平成 29 年度埼玉医科大学	医学部入試日程（案）について，他

　第 7 回　定例会議（平成 28 年 1 月 26 日）：本部棟 2 階会議室
　　　　　出席 19 人，欠席 2 人

議題：平成 28 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 28 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 28 年度一般入学試験（前期）1 次試験の判定について，
平成 28 年度医学部一般入学試験（前期）2 次試験面接委員（案）について，平成 28 年度大学入試セン
ター試験の得点調整について，受験生に対する注意喚起の掲示について，平成 28 年度医学部一般入学試
験（前期）1 次試験問題における第三者評価委員の点検について，入学試験成績統計データの問題作成者
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へのフィードバックについて，合格者の男女比について，他
　第 8 回　定例会議（平成 28 年 2 月 2 日）：丸木記念館 7 階会議室　
　　　　　出席 19 人，欠席 2 人

議題：平成 28 年度一般入学試験（前期）2 次試験の概要について，平成 28 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 28 年度一般入学試験（前期）2 次試験の合否判定について，平成 28
年度一般入学試験（前期）の特待生について，平成 28 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，平成 28 年度医学部入試委員会の開催予定について，他

　第 9 回　定例会議（平成 28 年 2 月 16 日）：学長室
　　　　　出席 20 人，欠席 1 人

議題：平成 28 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 28 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 28 年度一般入学試験（後期）1 次試験の判定について，
平成 28 年度医学部一般入学試験（後期）2 次試験面接委員（案）について，医学部入学試験委員会にお
ける委任状の提出による出席について，他

　第 10 回	定例会議（平成 28 年 2 月 23 日）：丸木記念館 7 階会議室
　　　　　出席 16 人，欠席 5 人

議題：平成 28 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 28 年度一般入学試験（後期）2
次試験の概要について，平成 28 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 28
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 28 年度一般入学試験（後期）の特待生に
ついて，平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 年度
センター試験利用入学試験 2 次試験の面接委員について，埼玉医科大学医学部入試委員会規則改正（案）
について，他

　第 11 回	定例会議（平成 28 年 3 月 1 日）：丸木記念館 7 階会議室
　　　　　出席 18 人，欠席 3 人

議題：平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 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，他

（2）平成 28 年度新入生数
　130 名（男 92 名，女 38 名）	
　推薦試験入学者　11 名（男	5 名，	女	6 名）
　前期試験入学者　46 名（男 37 名，女	9 名）
　後期試験入学者　66 名（男 43 名，女 23 名）
　センター入学者　	7 名（男	6 名，	女	1 名）

（3）平成 27 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への指示と連携
⑥平成 28 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 27 年 5 月 24 日（日）
　　　　　※簡易型で実施（体験学習は実施せず．）
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　第 2 回　平成 27 年 7 月 20 日（月・海の日）
⑫平成 27 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

（4）平成 28 年度医学部入学試験
①入学試験日程
　・推薦入試　平成 27 年 11 月 15 日（日）
　　合格発表　平成 27 年 11 月 18 日（水）
　・一般入試（前期）
　　一次試験　平成 28 年 1 月 24 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 1 月 27 日（水）
　　二次試験　平成 28 年 1 月 31 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 2 月		3 日（水）
　・一般入試（後期）
　　一次試験　平成 28 年 2 月 14 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 2 月 17 日（水）
　　二次試験　平成 28 年 2 月 21 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 2 月 24 日（水）
　・センター試験利用入学試験
　　一次試験　平成 28 年 1 月 16 日（土），17 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 2 月 24 日（水）
　　二次試験　平成 28 年 2 月 28 日（日）
　　合格発表　平成 28 年 3 月		2 日（水）
②平成 28 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 62 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 28 年度推薦入学試験
　・志願者数 53 名（内，男子 24 名，女子 29 名）
　・受験者数 53 名（内，現役 32 名，浪人 21 名）
　・合格者数 11 名（内，男子 5 名，女子 6 名）
　（内，現役 8 名，浪人 3 名）（内，指定校 3 校 4 名）（埼玉県出身者 7 名）
④一般入学試験（前期）一次試験

〔出願者概要〕
　・出願者数：2,679 名（前年比 399 名増）
　・男子：1,647 名（61.5%），女子：1,032 名（38.5%）
　・年令：18 才～ 20 才（75.2%）
　・出身校：私立高校（72.2%）公立高校（26.1%）
　・卒後経歴：現役（23.4%）予備校生（64.5%）
　・高校在学中の評点平均：Ａ（21.4%），Ｂ（40.4%）
　　〔受験者概要〕
　　　・受験者数：2,524 名（出願者の 94.2%）
　　　・欠席者数：		155 名（出願者の 5.8%）
　　〔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 422 点　最低点 57 点　平均点 239.9 点
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　　〔合否判定結果〕
　　　・合格者数：371 名（得点 304 点，361 位まで）
　　　・男女の別：男子 251 名（67.7％），女子 120 名（32.3％）
⑤一般入学試験（前期）二次試験

〔受験者概要〕
　・前期第 2 次試験受験者数：344 名（欠席者数：27 名）
　・男女別：男子 232 名（67.4％），女子 112 名（32.6％）
　・現役 , 浪人年数：現役 46 名（13.4％），1 浪 91 名（26.5％），2 浪 96 名（27.9％）
　　　　　　　　　　3 浪 61 名（17.7％），4 浪以上 50 名（14.5％）

〔第 2 次試験（面接）統計〕
　・最高点：20 点／最低点：4 点／平均点：13.26 点
　・標準偏差：2.63
　・評価結果集計：
　　（対象評価数 1,376	面接委員数 4 名×受験者 344 名）
　　　評価 A	：129 人（	9.38％）	※昨年度	評価 A	：122（	9.30％）
　　　評価 B	：397	（28.85％）※昨年度	評価 B	：346（26.37％）
　　　評価 C	：552	（40.12％）※昨年度	評価 C	：572（43.60％）
　　　評価 C-：180	（13.08％）※昨年度	評価 C-：170（12.96％）
　　　評価 D	：105	（	7.63％）※昨年度	評価 D	：	91（	6.94％）
　　　評価 E	：	13	（	0.94％）※昨年度	評価 E	：	11（	0.84％）
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格候補者：65 名
　　〔特待生〕
　　　・合格者特待生：成績上位 3 名
⑥	一般入学試験（後期）一次試験

〔出願者概要〕
　・出願者数：2,636 名（前年比 9 名減）
　・男子：1,591 名（60.4％）女子：1,045 名（39.6％）
　・年令：18 歳～ 20 歳（68.2％）
　・出身校：私立高校 74.7％，公立校 22.6％
　・現役，高卒後の経歴：現役 18.1％，予備校 68.2％
　・高校在学中の評点平均：Ａ 20.9％，Ｂ 43.6％
　・受験者数：2,107 名（79.9％），欠席者数：529 名（20.1％）
　・科目別配点：英語 150，数学 100，理科 200 点（2 科目計），小論文 50 点
　　　　　　　　合計 500 点
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格者数：362 名（得点 304 点，351 位まで）
　　　・男女別：男子 212 名（58.6％），女子 150 名（41.4％）
　　〔受験者得点状況〕
　　　・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計），小論文 50 点
　　　　　　　　　　合計 500 点
　　　・最高点：373 点，最低点：60 点（前年度：最高点：399 点，最低点：57 点）
　　　・合計得点平均点：246.7 点（前年度：267.9 点）
　　　・科目別平均点（100 点換算）：英語 54.7 点，数学 42.4 点，物理 46.5 点
　　　　　　　　　　　　　　　　　化学 49.0 点，生物 46.4 点，小論文 53.0 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：362 名
　・男女別：男子 212 名（58.6％）, 女子 150 名（41.4％）

〔受験者概要〕
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　・後期第 2 次試験受験者数：328 名（欠席者数：34 名）
　・男女別：男子 191 名（58.2％）, 女子 137 名（41.8％）

〔第 2 次試験（面接）統計〕
　・最高点：20 点 , 最低点：6 点 , 平均点：12.89 点 ,	標準偏差：2.52　
　・評価結果の集計
　　評価 A	7.70％ ,	B	25.15％ ,	C	42.38％ ,	C-14.56，D	9.30％ ,	E	0.91％
　・面接評価と内申点の相関関係 0.388

〔合否判定結果〕
　・合格者：45 名

〔特待生〕
　・合格者特待生：成績上位 4 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：722 名
　・男女別：男子 407 名（56.4％）, 女子 315 名（43.6％）

〔受験者概要〕
　・第 1 次試験受験者数：708 名（欠席者数：14 名）

〔合格者概要〕
　・第 1 次試験合格者数：174 名（得点 451 点，171 位まで）
　・男女別：男子 103 名（59.2％）, 女子 71 名（40.8％）
⑨センター試験利用入学試験二次試験

〔受験者概要〕
　・第 2 次試験受験者数：52 名（欠席者数：122 名）
　・男女別：男子 26 名（50.0％）, 女子 26 名（50.0％）

〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
　・最高点：17 点 , 最低点：6 点 , 平均点：12.98 点 ,	標準偏差：2.76　
　・評価結果の集計
　　評価 A	9.13％ ,	B	21.74％ ,	C	48.70％ ,C-9.57，D	8.70％ ,	E	2.17％
・Ａ面接評価と内申点の相関関係 0.401
・Ｂ面接評価と内申点の相関関係 0.028

〔合否判定結果〕
　・合格者：10 名
　・男女別：男子 5 名（50.0％）, 女子 5 名（50.0％）

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度医学部入学者選抜試験は，平成 27 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．今年度も天候，交通機関の影響等による試験日程の変更も無く実施でき
たことは幸いであった．
　また，平成 27 年度一般入試（前期）の際には，採点時において出題ミスが判明し，文部科学省への届け出も行ったが，
平成 28 年度入学試験問題作成においては，出題ミスの再発防止に向け，監査手順をより一層強化し，各科目出題委
員が問題作成後，別の教員による入試問題の相互点検及び複数回の試験問題の点検については，入念に実施するよう
周知徹底したこともあり，出題ミスの発生を防ぐことができた．
　出願者数は，前年度数（5,763 名）を更に更新（6,090 名）し，試験種別ごとの内訳は次のとおりとなった．推薦
入試出願者数（53 名・前年度比 8 名増），一般入試（前期）（2,679 名・前年度比 399 名増），一般入試（後期）（2,636
名・前年度比 9 名減），センター入試利用入学試験（722 名・前年度比 71 名減）．平成 28 年度の募集定員は地域枠
が 1 名の増員となり，127 名として実施した．内訳は推薦入試 10 名，一般（前期）62 名（昨年度 61 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 130	名（男性 91 名（70.0％），女性 39 名（30.0％））
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
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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，4 月 18 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（前期：1 月 18 日，19 日・
後期：2 月 8 日，9 日）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
ンセンターとの連携を図り，何回にも渡る校正を重ね，入試問題の精度向上に努めた．
　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，平成 28 年度
推薦入学試験における面接委員の配置に関しては，各班 4 名の面接委員のうち 1 名は女性委員（講師以上）を配置し，
より一層の面接評価の充実を図った．
　さらに，一般入試問題の第三者評価については，昨年度と同様に全科目について実施した．試験会場における入試
問題点検では，誤字，脱字，正答の有無，正答に関わる誤りなどに重点を置き点検をお願いし，点検結果は試験当日
から 2 日以内に一報いただき，その後，1 週間以内に報告書の提出を求めた．問題評価については「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 29 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，平成 29 年度入試からのネット出願導入に伴うホームページ入試情報の充実を図るとともに，
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より一層の周知と理解に取組んでい
く予定である．
　平成 28 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）医学部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：H28.3.31）
副委員長　　　　吉田喜太郎（YOSHIDA,	Kitarou）：教養教育（化学）　教授（任期：H28.3.31）
科目責任者　　　向田寿光（MUKAIDA,	Toshimitsu）：教養教育（物理学）　准教授（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　藤森千尋（FUJIMORI,	Chihiro）：教養教育（英語）　講師（任期 :H27.4.1 より H28.3.31）
　　　　　　　　勝浦一雄（KATSUURA,	Kazuo）：教養教育（数学）　客員准教授（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）
　　　　　　　　渡辺修一（WATANABE,	Shu-ichi）：生理学　教授　※ 問題作成班長（任期：H28.3.31）
面接担当　　　　岡田　浩一（OKADA,	Hirokazu）：腎臓内科学　教授　※ 面接班長　（任期：H28.3.31）
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：H28.3.31）
実施に必要な者　上原政治（UEHARA,	Seiji）：アドミッションセンター非常勤講師（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　森　茂久（MORI,	Shigehisa）：医学教育センター　教授
　　　　　　　　※情報宣伝班長（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　山田健人（YAMADA,	Taketo）：病理学　教授（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　荒関かやの（ARAZEKI,	Kayano）：医学教育センター　講師（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　山田泰子（YAMADA,	Yasuko）：医学教育センター　教授（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）：生化学　教授（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　魚住尚紀（UOZUMI,	Naonori）：生化学　講師（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　森口武史（MORIGUCHI,	Takeshi）：教養教育（化学）　講師（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：大学事務部　部長　※ 事務責任者　（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部副部長　事務局（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：大学事務部医学部事務室　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		学生課長　事務局（任期：H27.6.30）
　　　　　　　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）: 大学事務部医学部事務室庶務課長　事務局（任期：H28.3.31）
　　　　　　　　村田正樹（MURATA,	Masaki）：大学事務部医学部事務室学生課長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局（任期：H27.7.1 より H28.3.31）
　　　　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）大学事務部医学部事務室教務課長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		事務局（任期：H27.7.1 より H28.3.31）
　　　　　　　　福田幸二（FUKUDA,	Kouji）大学事務部医学部事務室学生課係長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			事務局（任期：H27.7.1 より H28.3.31）
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 27 年 4 月 21 日（火））：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 23 人　欠席 2 人

議事：平成 28 年度医学部入学試験出題委員等担当者について，平成 28 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 28 年度埼玉医科大学医学部入試日程について，平成 27 年度オープンキャ
ンパスについて，平成 27 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会の開催について，平成 27 年度医学
部進学相談会の日程について，試験問題の第三者評価者への依頼について，平成 28 年度医学部入学試験
日程について，平成 27 年度医学部入試実施委員会構成員について，平成 27 年度医学部入試実施委員会



169

委員会・会議報告（医学部）

日程について，他
　・第 2 回　定例会議（平成 27 年 7 月 7 日（火））	：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 23 人　欠席 1 人

議事：平成 27 年度入学試験実施委員会構成員（事務）の変更について，平成 28 年度入試問題の作成について，
面接グループの委員の構成について，第 1 回オープンキャンパス（5 月 24 日）の報告及び第 2 回オープ
ンキャンパス（7 月 20 日）の予定について，高大接続医療連携講座（秀明高校 7 月 10 日・西武文理高
校 7 月 27 日）について，平成 28 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 28 年度
入学試験面接委員委嘱のための事前調査について，平成 28 年度入学試験監督委嘱のための事前調査につ
いて，平成 27 年度第 2 回医学部オープンキャンパスについて，平成 27 年度医学部進学相談会について，
平成 27 年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会について，他

　・第 3 回　定例会議（平成 27 年 9 月 8 日（火））	：本部棟 4 階大会議室　
　　　　　　出席 23 人　欠席 1 人

議事：推薦入試面接における女性教員の面接委員配置について，平成 27 第 2 回オープンキャンパス（7 月 20 日）
参加者数及びアンケート集計結果等について，平成 28 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，平成 28 年度医学部推薦入学試験実施要領につい
て，平成 28 年度一般入試問題作成日程について，平成 28 年度医学部推薦入試及びセンター試験利用入
試の問題提出日について，平成 27 年度医学部入学試験実施委員会の開催日程について，平成 27 年度医
学部入試実施委員会構成員について，他

　・第 4 回　定例会議（平成 28 年 1 月 6 日（火））	：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 22 人　欠席 1 人

議事：推薦入試面接における女性教員の面接委員配置について，面接試験評定票について，平成 28 年度オープ
ンキャンパスについて，平成 28 年度医学部一般入試（前期）志願者数の状況について，H28 年度医学部
一般入試（前期）1 次試験第 1 ～第 10 試験室及び試験会場案内図について，降雪等への対応ついて，採
点作業について，平成 28 年度医学部一般入試（前期）1 次試験	入試実施要領について，平成 28 年度入
試	医学部入試関係書類	発送計画・実施について，平成 28 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，大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止（通知）について，
平成 28 年度医学部入試実施委員会開催日程（案）について，平成 29 年度医学部入学試験日程（案）に
ついて，平成 28 年度一般入試問題作成日程（案）について，マークシートリーダー読み取りの比較につ
いて，大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について，他

　・第 5 回　定例会議（平成 28 年 3 月 22 日（火））	：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 21 人　欠席 2 人

議事：平成 28 年度入試問題作成についての総括（出題 ,	点検 ,	第三者評価），平成 29 年度入試問題作成につい
て（出題担当者 ,	日程），平成 29 年度医学部入学試験出題委員等担当者（案），平成 28 年度問題作成班
日程（案）について，平成 28 年度医学部オープンキャンパス（案）について，高大接続プログラム（西
武文理高校）について，平成 29 年度入試からの Web 出願導入について，平成 29 年度入試日程及び平成
28 年度入試実施委員会の日程について，平成 28 年度医学部入試実施委員会構成員（案）について，他

②各班（問題作成班・面接班・情報宣伝班・一般入試実施班・事務）の活動内容
　イ．一般入学試験の 1 次試験について

　（1）「平成 28 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 28 年度入試実施要領」の事前説明会の開催	
　（8）採点と集計
　（9）合格発表（掲示・ＨＰ）
　（10）一般入試（後期）追試験の試験問題の作成	

　ロ．一般入学試験の 1 次試験（面接）について
　（1）実施要領の作成
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　（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（5 月 24 日（日）,7 月 20 日（月・海の日））

　　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
平成 27 年度一般入試（前期）の際には，採点時において出題ミスが判明し，文部科学省への届け出も行ったが，

平成 28 年度入学試験問題作成においては，出題ミスの再発防止に向け，監査手順をより一層強化し，各科目出題委
員が問題作成後，別の教員による入試問題の相互点検及び複数回の試験問題の点検については，入念に実施するよう
周知徹底したこともあり，出題ミスの発生を防ぐことができた．本委員会においては一般入学試験問題作成班が中心
となり，出題ミスの再発防止に注力し問題作成にあたった．

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 4 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（122名）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 10 名を発表した．

オープンキャンパスは，5 月 24 日（日）と 7 月 20 日（月・海の日）の 2 回開催した．1 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天候，交通機関の影響等に
よる試験日程の変更も無く実施できたことは幸いであり，出願者数は前年度数（5,763 名）を更に更新（6,090 名）し，
大きな問題も無く平成28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 28 年度入学試験は，募集定員 127 名（地域枠 16 名，研究医枠 1 名）に対し，130 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：加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：保健医療学部学部長
別所正美（BESSHO,	Masami）：学長
千田みゆき（CHIDA,	Miyuki）：看護学科	教授・学科長
大森智美（OMORI,	Tomomi）：看護学科	教授
野田智子（NODA,	Tomoko）：看護学科	教授
冨田幸江（TOMITA,	Sachie）：看護学科　教授
佐久間肇（SAKUMA,	Hajimu）：看護学科　教授
辻　美隆（TUJI,Yoshitaka）：看護学科　教授（平成 27 年 4 月から）
村田栄子（MURATA,	Eiko）：臨床検査学科	教授・学科長
和合和久（WAGO,	Haruhisa）：臨床検査学科教授
市岡正適（ICHIOKA,	Masayuki）：臨床検査学科教授
鈴木正彦（SUZUKI,	Masahiko）：臨床検査学科教授
佐藤正夫（SATO,	Masao）：臨床検査学科教授
下岡聡行（SHIMOOKA,	Toshiyuki）：医用生体工学科	教授・学科長
加納　隆（KANO,	Takashi）：医用生体工学科	教授
小林直樹（KOBAYASHI,	Naoki）：医用生体工学科	教授
戸井田昌弘（TOIDA,	Masahiro）：医用生体工学科	教授
田邊一郎（TANABE,	Ichirou）：医用生体工学科	教授（平成 27 年 4 月から）
見目恭一（KENMOKU,	Kyoichi）：医用生体工学科	特任教授
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
大野良三（OHNO,	Ryozo）：顧問（前保健医療学部長）
小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：大学事務部長
計：25 名　定足数：17 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
山川修一郎（YAMAKAWA,	Syuichiro）事務室長
村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）事務室副室長（平成 27 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 99 回：	4 月 23 日（木）出席者 24 名
　第 100 回：	5 月 28 日（木）出席者 21 名
　第 101 回：	6 月 25 日（木）出席者 22 名
　第 102 回：	7 月 23 日（木）出席者 24 名
　第 103 回：	9 月 24 日（木）出席者 23 名
　第 104 回：10 月 22 日（木）出席者 21 名
　第 105 回：11 月 26 日（木）出席者 22 名
　第 106 回：12 月 24 日（木）出席者 23 名
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　第 107 回：	1 月 21 日（木）出席者 23 名
　第 108 回：	2 月 18 日（木）出席者 23 名
　第 109 回：	3 月 17 日（木）出席者 25 名

（2）臨時開催
　3 年次編入合否判定：9 月 29 日（火）出席者 18 名（委任状 4 名）
　推薦入試合否判定：11 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
　AO 入試合否判定：12 月 15 日（火）出席者 18 名（委任状 5 名）
　一般入試前期 2 次合否判定：2 月 1 日（月）出席者 23 名（委任状 2 名）
　一般入試後期合否判定：2 月 26 日（月）出席者 20 名（委任状 5 名）

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

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

6．人事
　大野前学部長が顧問に就任し，教授会構成員として承認された．医用生体工学科では加納教授，理学療法学科では
藤田教授が副学科長に就任した．看護学科では大森教授，辻教授，野田教授が新たに就任，医用生体工学科では田邊
教授が就任した．

7．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 99 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 1	名を承認した．第 100 回
教授会（5 月）では，平成 28 年度の推薦入試指定校の選定案，平成 28 年度入学試験日程案を承認した．第 101 回
教授会（6 月）では，平成 28 年度学事予定案，平成 27 年度私立大学等改革総合支援事業に対する対応を承認した．
第 102 回教授会（7 月）では，平成 27 年度学内グラントの審査結果案，平成 27 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を承認した．第 103 回教授会（9 月）では，保健医療学部プロジェクト研究審査結果案，
埼玉医科大学倫理審査運用規則の変更案，埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会の新設，休学者 1 名を承認した．
第 104 回教授会（10 月）では，研究費取扱規程の改正案，埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会規則の改正案，
次年度に導入される GPA の運用基準，同じく次年度から導入される専門職連携教育（IPE）実施案，および休学者 2
名を承認した．第 105 回教授会（11 月）では，「教学マネジメント体制」の整備のための規定の新設と変更，平成
28 年度推薦入学試験結果，看護学科の講師昇格 1 名を承認した．第 106 回教授会（12 月）では，平成 28 年度埼
玉医科大学各組織主要会議等日程，および休学者 1 名を承認した．第 107 回教授会（1 月）では，埼玉医科大学の
各基本学科と保健医療学部の各学科における秘密情報管理規程，埼玉医科大学の共同研究契約等における秘密情報管
理規程の制定埼玉医科大学学位規則（案），および臨床検査学科の教授候補者 1 名，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 108 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，
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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．看護学科の講師 2 名の採用を承認した．第 109
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 27 年
度教員表彰案，平成 28 年度各種委員会委員案および退学者 12 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 26 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 27 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 27 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．

8．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，保健医療学部では，昨年度からかねて懸案であった教員任期制の正式適用を開始し，｢ 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ている．
　とくに ｢ 教員の資格と職位制度 ｣ を導入することにより，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されている．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保健医療学部独自の策定など，新制度の定着と発展を促すための施策
実施している．
　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　加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：学部長（任期：H28.3.31）
委　員　千田みゆき（CHIDA,	Miyuki）：看護学科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　大森智美（OMORI,	Tomomi）：看護学科	教授（任期：H29.3.31）
　　　　辻　美隆（TSUJI,	Yositaka）：看護学科：教授（任期：H29.3.31）
　　　　小峰伸一（KOMINE,	Shinichi）：健康医療科学科	講師（任期：H29.3.31）
　　　　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：H29.3.31）
　　　　中島孔志（NAKASHIMA,	Koushi）：医用生体工学科	講師（任期：H28.3.31）
　　　　高倉保幸（TAKAKURA,	Yasuyuki）：理学療法学科教授（任期：H29.3.31）
　　　　神小嶋誠（KAMIKOJIMA,	Makoto	）：理学療法学科	講師（任期：H28.3.31）
　　　　上滝圭介（KAMITAKI,	Keisuke）：健康医療科学科	講師（任期：H29.3.31）
　　　　金子優子（KANEKO,	Yuuko）：看護学科	講師（任期：H29.3.31）
　　　　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 27 年度の活動目標：
①平成 27 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 28 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 28 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
・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
・学生の海外研修への支援
・学部説明会，オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
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・各種国家試験と授業内容に対応チェック
・医療人教育者のためのワークショップ開催
・公開講座の開催，市民公開講座の開催
・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 100 回学務委員会

（平成 27 年 4 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，議事録あり）
①委員交代の紹介
②平成 26 年度活動概要の報告と平成 27 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 26 年度成績優秀者の表彰報告
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 1 名の承認（教授会上程）

（2）第 101 回学務委員会
（平成 27 年 5 月 21 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
② Web 履修登録，現住所等の確認
③今年度から学部として市民公開講座を行うため小委員会を開催する
④新任の医療人教育者のためのワークショップ（4 月 25 ～ 26 日）の報告
　第 16 回医療人教育者のためのアドヴァンス FD（8 月 27 ～ 28 日，）の日程承認
⑤キャリアパス・セミナーの予定報告
⑥国試対策についての意見交換
⑦シラバス	第三者によるチェックの実施についての検討
⑧理学の海外研修（カンボジア）についての予定の報告
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（3）第 102 回学務委員会
（平成 27 年 6 月 19 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）
①国家試験問題と講義内容の関連を調査することについて意見交換
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の募集開始の報告
④ BLS 実施状況報告
⑤学生生活実態アンケートについて検討
⑥平成 28 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次年度新入生から GPA 制度を導入することが承認された
⑨シラバスの第三者チェックを実施することが承認された

（4）第 103 回学務委員会
（平成 27 年 7 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①カリキュラム小委員会より，調整中の報告
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 28 年度非常勤講師のご都合伺いの手順確認
⑤代返の頻発に対する対策の検討
⑥理学療法学科のカンボジア研修および米国研修の計画の報告

（5）第 104 回学務委員会
（平成 27 年 9 月 18 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）
①公開講座開催予定報告（看護学科担当）
②平成 28 年度の非常勤講師のご都合伺いに関する報告と意見交換
③次年度の IPE 実施について計画の説明があり承認された
④ 8 月に行ったアドヴァンス FD の実施報告
⑤キャリアパスセミナー開催報告
⑥春季の海外語学研修申し込み状況の報告
⑦研究業績評価の試行について，教員の協力が良好であった
⑧休学者 1 名の承認（教授会上程）

（6）第 105 回学務委員会
（平成 27 年 10 月 16 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①カリキュラム調整小委員会　人体の構造と機能の生理学実習について，短大鈴木准教授の退任にともない，臨床

検査学科の鈴木正彦教授に引き継いでいただく
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（11 月 7 日）
⑤学生名簿に使用する顔写真撮影時に国家試験出願用も同時に施行することの承認
⑥編入学生のカリキュラムに関する意見交換
⑦ GPA 運用基準について承認された
⑧休学者 2 名の承認（教授会上程）

（7）第 106 回学務委員会
（平成 27 年 11 月 20 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 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 1 月 23 日予定の公開講座（臨床検査学科担当）について意見交換
③春季の海外語学研修（米国）の応募報告：18 名参加希望
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 28 年度時間割案の承認（教授会上程）
⑥シラバス作成について私立大学改革総合支援事業に要求されるオフィスアワーの明記と第三者チェックについて

意見交換
（8）第 107 回学務委員会
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（平成 27 年 12 月 18 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①公開講座（臨床検査学科担当）：1 月 23 日予定
②学生生活実態調査について意見交換
③後期定期試験日程案の承認（教授会報告）
④平成 28 年度学事予定の一部変更（教授会上程）
⑤平成 28 年度時間割案の一部変更（教授会上程）
⑥平成 28 年度シラバスおよび学生便覧の作成依頼
⑦平成 21 年以降の入学制に適用していた旧カリキュラムについて次年度より廃止する

（9）第 108 回学務委員会
（平成 28 年 1 月 15 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①卒業判定および進級判定の日程調整
②シラバスおよび学生便覧の作成状況報告
③休学者 1 名の承認（教授会上程）

（10）平成 27 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 12 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 0 名，議事録あり）
①学務委員会委員による卒業判定を実施した．
②看護学科では 91 名全員の卒業，健康医療科学科では 68 名の卒業（留年 4 名）保留 3 名），医用生体工学科で

は 37 名全員の卒業，理学療法学科では 46 名全員の卒業となる卒業判定案が承認された．（教授会上程）　
（11）第 109 回学務委員会

（平成 28 年 2 月 12 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 27 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 Web 履修登録方法の変更について　学生自身がすべて行う方法に改めることを承認
⑤退学者 1 名の承認（教授会上程）

（12）平成 27 年度第 2 回拡大学務委員会：平成 27 年度進級判定会議
（平成 28 年 3 月 11 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 85 名（留年 5 名），3 年生 92 名の進級，健康医療科学科では

1 年生 75 名（留年 2 名），2 年生 55 名（留年 4 名），3 年生 72 名（留年 1 名）の進級，医用生体工学科では 1
年生 39 名（留年 3 名），2 年生 35 名（留年 5 名），3 年生 37 名の進級（留年 2 名），理学療法学科では 1 年生
50 名（留年 1 名），2 年生 43 名（留年 2 名），3 年生 49 名（留年 2 名）の進級となる進級判定案が承認された．

（13）第 110 回学務委員会
（平成 28 年 3 月 11 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日程報告
② 1 ～ 3 年生の奨学賞候補者の選定（教授会上程）
③退学 11 名の承認（教授会上程）
④平成 27 年度学務委員会活動概要と 28 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 27 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 27 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 28 年度カリキュラム等の準備：
　平成 28 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28年度新入生オリエンテーションを企画した．
③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：　
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　第 16 回および第 17 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．日高校舎および川角校舎において，防災訓練を実施した．
　昨年同様，カリキュラム評価および国家試験対策の一環として，各種国家試験と授業内容の対応について，科目
担当者による検証を行った．なお，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 5 回開催するとともに，学部主催の市民公開
講座も開始している．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 制度の活用につい
ての検討を実施した．次年度の新入生から GPA 制度を導入することを決定した．
　健康医療科学科の学科名を臨床検査学科に変更した．試験科目を減らしたこともあり，受験生の増加の傾向が見
られる．
　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 28 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 29 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
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（継続）
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（開始年度）
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）：臨床検査学科：教授（任期：H28.3.31）
委　員	 辻　美隆　（TSUJI,	Yoshitaka）:	看護学科：教授（任期：H28.3.31）
	 山路真佐子（YAMAJI,	Masako）：看護学科：准教授（任期：H29.3.31）
	 伴塲裕巳　（BANBA,	hiromi）：臨床検査学科：講師（任期：H29.3.31）
	 小林直樹　（KOBAYASHI,	Naoki）：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：H29.3.31）
	 赤坂清和　（AKASAKA,	Kiyokazu）：理学療法学科：教授（任期：H29.3.31）
	 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 27 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 27 年 4 月 1 日より平成 28 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 27 年 4 月 13 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 9 名	欠席 0 名）
①委員長の挨拶と委員の自己紹介
②平成 26 年度学生部委員会の活動報告
③保健健康管理について報告（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 27 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 27 年 5 月 18 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 9 名	欠席 0 名）
①学生健康カード発行の進捗状況について報告
②新 1 年生の「保健調査書」の提出状況について報告
③予防接種の進捗状況について報告
④越華祭の進捗状況について報告
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⑤学生懇談会の開催日程について審議
（3）第 3 回学生部委員会（平成 27 年 6 月 15 日，於：川角 3F ゼミ室	出席 9 名	欠席 0 名）

①女子栄養大学大学祭（若葉祭：5 月 30 ～ 31 日）への本学部学生参加について報告
②創立 50 周年記念グラウンドで行われたサッカー部の他大学との対抗試合での怪我にについて報告
③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）
④スポーツ大会（6 月 11 日開催）について報告
⑤前期学生懇談会の開催日程について審議（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）
⑥川角キャンパス内の諸問題について審議
⑦医学部部活への本学部学生の参加状況について審議

（4）第 4 回学生部委員会（平成 27 年 7 月 13 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 8 名	欠席 1 名）
① 7 月の七夕祭について報告
②川角キャンパス・医学部軽音楽部室の防音工事について報告
③ 10 月の越華祭のテーマおよび企画について報告
④平成 28 年度の予防接種予定表について審議
⑤部活の表彰について審議（陸上部男子 4 × 100 ｍリレー）
⑥前期懇談会 [6 月 26 日（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部），7 月 3 日（学年代表）および 7 月 10 日（部

活代表者）での話題について審議
（5）第 5 回学生部委員会（平成 27 年 9 月 14 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 8 名	欠席 1 名）

①川角キャンパスへの Letters	to	the	Dean	Box	設置について報告
②第 1 回合同学生部委員会について報告
③学生の同好会の新設および同好会から部への昇格について報告
④本学病院実習のための 4 種のワクチン接種実施状況について報告
⑤平成 28 年度新入生の感染予防対策について報告
⑥卒業アルバムの個人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部活の表彰について審議（陸上部男子 4 × 100 ｍリレー）

（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 27 年 7 月 10 日）
①越華祭のテーマ，野外ステージの騒音対策について報告
②医学部の部活動に参加している保健医療学部学生について報告
③川角キャンパス体育館内の軽音楽部室の防音工事について報告
④川角キャンパス部室棟の保健医療学部生による利用について審議
⑤錬成館の老朽化にともなう床などの破損について審議

（7）第 6 回学生部委員会（平成 27 年 10 月 5 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 8 名	欠席 1 名）
①越華祭の進捗状況について報告
②卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
③卒業生謝恩会の進捗状況について報告
④平成 28 年度の予防接種予定表について報告
⑤本学病院実習のための 4 種のワクチン接種実施状況について報告
⑥平成 27 年度インフルエンザ予防接種日程について報告
⑦川角キャンパスでの学生懇談会開催について審議
⑧後期学生懇談会の日程についてについて審議
⑨ロッカー室内の盗難対策について審議

（8）第 7 回学生部委員会（平成 27 年 11 月 16 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 8 名	欠席 1 名）
①ロッカー室内の盗難について報告
②Ｃ階 1 階のピロティー入口 2 ヶ所の身分証明 IC カード開錠システムへの変更の報告
③国際医療センターへ届いた学生のマナーに関する投書ついての報告
④川角キャンパス部室棟の保健医療学部フットサル部使用開始についての報告
⑤平成 28 年度の予防接種予定表について報告
⑥本学病院実習のための 4 種のワクチン接種実施状況について報告
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⑦卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
⑧卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑨後期学生懇談会の日程について報告
⑩平成 27 年度定期健康診断結果不良者に対する対応について審議
⑪部活の表彰について審議（剣道部女子団体）
⑫平成 27 年度越華祭の問題点について審議

（9）第 8 回学生部委員会（平成 27 年 12 月 14 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 9 名	欠席 0 名）
①ロッカー室内の盗難について報告
②川角キャンパス部室棟の配置について報告
③平成 28 年度の予防接種予定表について報告
④平成 27 年度定期健康診断結果不良者に対する対応結果について報告
⑤本学病院での実習のため提出する「抗体検査およびワクチン接種自己申告書」について報告
⑥卒業アルバムの進捗状況について報告
⑦卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑧第 2 回合同学生部委員会についての報告
⑨ NHK ラジオ公開番組「キャンバス寄席」について報告
⑩部活の表彰について審議（卓球部：女子シングル，ダブルス）
⑪後期懇談会 [11 月 27 日（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部），12 月 4 日（学年代表）および 12 月 11 日（部

活代表者）] での話題について審議
（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 27 年 12 月 11 日）

①越華祭の結果について実行委員長より報告
②川角キャンパス部室棟の保健医療学部生による利用について報告
③医学部サッカー部での問題について報告
④錬成館の老朽化にともなう床などの破損について審議
⑤部活動の退部に関してのトラブルについて審議

（11）	第 9 回学生部委員会（平成 28 年 1 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 9 名	欠席 0 名）
① NHK ラジオ公開番組「キャンバス寄席」について報告
②学生健康カードについて報告
③「抗体検査およびワクチン接種自己申告書」の提出条件（実習期間等）ついて報告
④ロッカールームの盗難対策について報告
⑤病院実習のための追加ワクチン接種状況について報告
⑥卒業アルバムの進捗状況について報告
⑦卒業生謝恩会の進捗状況の報告ならびに経費について審議
⑧平成 28 年度学生便覧について報告

（12）第 10 回学生部委員会（平成 28 年 2 月 15 日，於：川角 3F ゼミ室	出席 9 名	欠席 0 名）
①図書館内での学生のマナーについて報告
②オスラーホールの日祝日使用について報告
③平成 27 年度定期健康診断結果不良者に対する対応結果について報告
④病院実習のための追加ワクチン接種状況について報告
⑤平成 28 年度定期健康診断について報告
⑥本学病院での実習のため提出する「抗体検査およびワクチン接種自己申告書」について報告
⑦卒業アルバムの進捗状況について報告
⑧卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑨ 2 月のロッカー明け渡しについて報告
⑩川角キャンパス内の諸問題について審議

（13）第 11 回学生部委員会（平成 28 年 3 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室	出席 9 名	0 名）
①卒業記念品について報告
②たちばな会会長賞について報告
③ピロティー入口 2 ヶ所の身分証明 IC カード開錠システム設置工事の進捗状況について報告
④学内ネットワーク速度改善対策の進捗について報告
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⑤病院実習のための追加ワクチン接種状況について報告
⑥本学病院での実習のため提出する「抗体検査およびワクチン接種自己申告書」について報告
⑦卒業アルバムの進捗状況について報告
⑧卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑨平成 27 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
①麻疹・風疹・ムンプス・水痘ワクチン接種
　本学病院において実習するため，各ワクチンを 2 回接種していないか，各抗体価が基準値以下の全学科の 1 ～

4 年の学生について，ワクチン接種が実施された．
② B 型肝炎ワクチン接種（3 回）：全学科 2 年次，3 年に追加接種
　平成 26 年度より 2 年次にワクチン接種を行っているが，平成 27 年度は 4 月の定期健康診断時に 3 年生の 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 3 年生に再度ワクチン接種が行われた．
③学生健康カードを平成 28 年度より 3 年生の 7 月以降に発行することとなった．

（2）学生の行事支援・アドバイス
①越華祭
　10 月 24 日（土）～ 25 日（日）開催された．前年度と異なり，テント設営中のケガや模擬店のゴミ処理などの

問題もなかった．事前に行った戸別あいさつが好評で，開催中に音量が大きいなどのクレームがゼロであった．
②謝恩会
　3 月 12 日（土）に開催された．引継ぎが十分でなく学生主導で進めるのは難しい点がある．学科により国家試

験日時が異なるため，4 年生全員で対応する場面で，学科により集合できる人数が異なった．土曜日は路線バス
が少ないため，卒業生と保護者向けに 16：00 発の高麗川駅行き大学の大型バス 1 台を用意した．

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を 3 月 31 日（金）17 時，C205 会議室に

集合させた．
④福利厚生
　a）ピロティー入口の IC カード開錠システムの設置工事が 3 月に完了した．
　b）川角キャンパス部室棟の整理が終了し，保健医療学部フットサル部が利用できるようになった．
　c）川角キャンパスに	Letters	to	the	Dean	Box が設置された．

（3）学生懇談会
①大きな問題はなかった．希望の多かった階段の人感センサー照明の設置をついては，今後も強く要望していくこ

ととする．
②日高キャンパスで開催されるため理学療法学科の学生が参加しにくいので，改善が必要である．

（4）川角キャンパスについて
①体育館内の医学部軽音部部室の防音工事が行われた．	
②学生から意見が出された昼食について，レパートリー，準備数，ボリュームは改善された．

（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 76 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 10 月～ 11 月にかけてロッカールーム内で盗難事件が発生し，学生への注意喚起を行った．

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
①教職員・学生健康推進センターと打ち合わせを行いながら，学生の健康管理の充実を図る．
②今年度より学生健康カードの運用を開始する．

（2）学生の行事支援
　平成 27 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
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助言を行う．
（3）学生との懇談会

①平成 28 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．
②川角で開催する 6 月の学生部委員会に，理学療法学科の学生を呼び，意見を聞くこととする．

（4）福利厚生施設の充実
①廊下の人感センサー照明の設置を今後も強く要望していく．
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．

（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，分館長の所属する臨床検査学科は分館長が委員を兼

任することになった．平成 27 年度は一部の学科で委員の交代があったが，構成員で図書館委員会を運営して業務や
規定類の見直しを行った．

運営における基本的な部分については従来と変更はないが，川角キャンパスも含め日高キャンパスの分館長が保健
医療学部全体の運営に関係した．

1．構成員
分館長　和合治久（WAGO,	Haruhisa）：臨床検査学科：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
　　　　福田敏幸（FUKUDA,	Toshiyuki）：理学療法学科：准教授

2．今年度の主たる目標
　電子ジャーナル化が進んでいる学術雑誌については引き続き経費削減および電子文献の入手が学生にとって有益で
あるとの観点で今年度も推進した．加えて，川角分館の老朽化に伴う漏水対策を内壁修理も含めて講じていくことと
した．さらに，短期大学での図書館システム交換に伴う支援を行い，大学全体の本貸出システムの統一化を図ること
を目的とした．なお，例年通り，館内清掃，図書整理および雑誌再配架などを実施して利用者への配慮を徹底した．

3．委員会の活動
（1）日高キャンパス分館

1）平成 27 年度保健医療学部新入生ガイダンスの一環として図書館ツアーを実施した（4 月）．
2）平成 27 年度第 1 回保健医療学部図書館委員会を開催した（5 月 18 日）．
3）オープンキャンパスにおいて見学に対応した（7 月 26 日，8 月 2 日，22 日，23 日，10 月 24 日，25 日，11

月 15 日）．
4）平成 27 年度第 2 回保健医療学部図書館委員会を開催した（7 月 13 日）．
5）事務室の複合機を更新した（8 月）．
6）8 月 10 日から 22 日までを臨時休館し，館内清掃，図書整理，雑誌再配架などを実施した．
7）越華祭に川角キャンパス分館と合同で参加し，図書館ツアー，パネル・資料展示，ブックカバー作成体験を実

施した（10 月 24 日～ 25 日）．
8）平成 27 年度第 3 回保健医療学部図書館委員会を開催した（11 月 4 日）．
9）入試当日における図書館の臨時休館について学部事務室と協議を行った（1 月）．

10）平成 27 年度第 4 回保健医療学部図書館委員会を開催した（2 月 4 日）．
11）短期大学図書館でのバーコード貼付作業及び図書館システムの交換に伴い，開館時間を 17:00 まで短縮した（3

月 7 日～ 31 日）．
12）3 月 23 日から 26 日までを臨時休館し，LIMEDIO 導入講習会及び運用ルールの検討・協議に出席した．

（2）川角キャンパス分館
1）4 月 1 日付で鈴木智絵が契約職員から正職員に登用された．
2）平成 27 年度理学療法学科新入生向け図書館オリエンテーションを実施した（4 月）．
3）理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（年 2 回，6 月，平成 28 年 3 月）．
4）図書館利用案内を改訂し日高キャンパス分館と川角キャンパス分館で共通の利用案内を作成した（6 月）．
5）8 月 19 日から 24 日までを臨時休館し，書架の増設，設備移動，図書の再配架を実施した．
6）前期試験に伴う土曜日開館を実施した（8 月 29 日，9 月 6 日，12 日）．
7）視聴覚室を試験勉強用に学生へ開放した（9 月 3 日～ 21 日）．
8）越華祭準備のため前日の 10 月 23 日午後を臨時休館した．
9）理学療法学科 3 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（10 月 3 日～ 11 月 21 日）．
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10）館内における漏水状況及びカビ発生状況の調査が行われた（11 月）．
11）外壁漏水修繕工事（内壁修理含む）が行われた（1 月～ 3 月）．
12）国家試験に伴い土曜日開館を実施した（1 月 31 日，2 月 6 日，13 日，20 日，27 日）．
13）3 月 23 日から 25 日までを臨時休館し，LIMEDIO 導入講習会及び運用ルールの検討・協議（26 日）に出席した．

4．今年度の目標達成度と次年度の目標について
　平成 27 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，順調かつ円滑に運営と全体
的見直しが達成できた．特に，川角分館の老朽化に伴う雨漏り対策が講じられ，外壁漏水修繕工事が行われたことは
生産的であった．今後，電子ジャーナルの有効利用のために，7 施設の関係図書館のシェアユースについて，次年度
も継続的に検討していきたい．さらに，大学図書館の機能と役割について，改めて学習支援のほか教育および研究活
動への関与という観点で協議していきたい．
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4．5）自己点検・評価委員会

1．構成員
委員長：加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：学部長（任期：H28.3.31）
委　員：千田みゆき（CHIDA,	Miyuki），看護学科学科長（任期：H29.3.31）
　　　　山路真佐子（YAMIJI,	Masako），看護学科准教授（任期：H28.3.31）
　　　　渡邉宏志（WATANABE,	Hirosi），健康医療科学科准教授（任期：H29.3.31）
　　　　村本良三（MURAMOTO,	Ryouzou）健康医療科学科准教授（任期：H28.3.31）
　　　　山下芳久（YAMASITA,	Yoshihisa），医用生体工学科准教授（任期：H29.3.31）
　　　　脇田政嘉（WAKITA,	Masayosi），医用生体工学科講師（任期：H28.3.31）
　　　　西岡亮治（NISHIOKA,	Ryoji），理学療法学科講師（任期：H28.3.31）
　　　　澤田　豊（SAWADA,	Yutaka），理学療法学科講師（任期：H29.3.31）
　　　　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 27 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 26 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 27 年 4 月 8 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）

①委員交代（看護学科の湯澤教授から千田学科長へ，臨床検査学科の小峰講師から村本准教授へ，同じく佐藤教授
から渡邉准教授へ，医用生体工学科の宮本准教授から山下准教授へ，理学療法学科の赤坂教授から澤田講師へ）
の紹介

②平成 26 年度活動概要の報告と平成 27 年度活動目標の確認
③平成 27 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 2 日山路委員）
⑤人事考課の改定について報告

（2）第 2 回自己点検・評価委員会
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　（平成 27 年 6 月 10 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①学生による授業評価に基づいた教員表彰（実施報告：4 月 23 日）
②平成 26 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 26 年度人事考課の書式変更案の検討
④平成 26 年度教育業績評価に関する意見交換
⑤研究業績評価表について：医学部の評価方法をそのまま適用しにくいため，保健医療学部独自の評価表を学部長

と研究主任とで作成した．本年度は第一回目として試行する．
（3）第 3 回自己点検・評価委員会

（平成 27 年 9 月 9 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①プロジェクト研究審査の報告
③オープンキャンパスの報告
④川角キャンパスにおける防災訓練の報告（8 月 31 日）
⑤文科省からの要請による研究倫理教育説明会の報告（9 月 7 日開催）
⑥学生による授業評価は前期分が終了
⑦平成 26 年度年報は全学科，委員会から遅滞なく提出が完了した．
⑧平成 26 年度人事考課に関する意見交換
⑨平成 26 年度各種委員会の活動状況評価
　・担当委員案の承認

（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 27 年 11 月 11 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①公開講座（実施報告：9 月 26 日）
②日高キャンパス防災訓練（実施報告：10 月 23 日）
③領域別実習要件認定式（実施報告：10 月 3 日）
④解剖体慰霊祭（実施報告：11 月 7 日）
⑤市民公開講座（実施報告：10 月 19 日）
⑥越華祭（実施報告：10 月 24 日，25 日）
⑦推薦入学試験（実施報告：11 月 8 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．
⑧平成 26 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 28 年 1 月 6 日，於：2F 会議室，出席 9 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学生による授業評価の実施と教員表彰制度の運営
④市民公開講座（臨床検査学科が一般向けを企画）の予定報告
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．

（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 28 年 3 月 2 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 27 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
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　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．

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 26 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 27 年度の表彰を平成 27 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 28 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 26 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26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 3 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
　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．

⑧ GPA については，平成 28 年度から導入の方針となっている．それ以外の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．今

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，人事考課の運用方式およびフォーマットを
一部改訂した．

②研究業績評価
　医学部でも新たに研究業績評価を始めたが，そのままの形では保健医療学部の実情に適さないため，独自の研究

業績評価表を作成した．次年度から試行することに決定した．
③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 27 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）
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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研究業績評価の運用開始（新規）
⑫ GPA 制度の導入を開始（新規）
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4．6）入学試験委員会

1．構成員　　　　　　　
委員長　加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki），学部長（任期：H28.3,31）
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）
　　　　千田みゆき（CHIDA,	Miyuki）：看護学科学科長（任期：H29.3,31）
　　　　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：H29.3,31）　
　　　　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：H29.3,31）
　　　　下岡聡行（SHIMOOKA,	Toshiyuki），医用生体工学科学科長（任期：H29.3,31）
　　　　戸井田昌弘（TOIDA,	Masahiro），医用生体工学科教授（任期：H28.3,31）
　　　　宮本裕一（MIYAMOTO,	Yuuichi）医用生体工学科准教授（任期：H29.3,31）
　　　　高倉保幸（TAKAKURA,	Yasuyuki），理学療法学科学科長（任期：H28.3,31）
　　　　小島龍平（KOJIMA,	Ryuuhei），理学療法学科教授（任期：H29.3.31）
　　　　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 27 年度の活動目標：
①平成 27 年度入学試験の見直し
②平成 28 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 28 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 28 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 28 年度入学試験の見直し
⑧平成 29 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討

3．活動報告　　　　　　
（1）第 1 回入学試験委員会
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（平成 27 年 4 月 7 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 2 名，議事録あり）
①委員交代（理学療法学科の新井講師から小島教授へ，医用生体工学科の若山准教授から宮本准教授へ）の紹介
②平成 26 年度活動概要と平成 27 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 27 年度入学試験結果の報告と見直し
④平成 27 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：戸井田委員，副：藤村委員）

（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 27 年 5 月 8 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①平成 25 ～ 27 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 27 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）の結果受験生の増加が見られた．28 年度入試においては医用生体工学科も 2 科目選択性となる（平成 27
年 3 月 27 日の臨時教授会で決定）．

⑥平成 28 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 27 年 6 月 12 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 4 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 28 年度入学試験日程（案）の最終決定
⑤平成 28 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 27 年 7 月 10 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 4 名，議事録あり）　
①過去問題集の配布開始
②ホームページの更新の内容説明
③平成 27 年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（文部科学省の入試説明会）の報告

（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 27 年 9 月 10 日，於：2F 会議室，出席 14 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・医用生体工学科 2 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 27 年 9 月 28 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 27 日実施）の合否判定案の作成：5 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 27 日実施）の合否判定案の作成：2 名合格（受験者数 2 名）

（7）第 6 回入学試験委員会
（平成 27 年 10 月 9 日，於：大会議室，出席 11 名，欠席 4 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看護学科 3 年次編入学試験の振り返り
③文部科学省の入学試験方針の変更について意見交換

（8）臨時入学試験委員会
（平成 27 年 11 月 9 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①推薦入学試験（11 月 8 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 45 名合格（受験者数 67 名），臨床検査学科 26
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名合格（受験者数 29 名），医用生体工学科 15 名合格（受験者数 17 名），理学療法学科 30 名合格（受験者数 36 名）
（9）第 7 回入学試験委員会

（平成 27 年 11 月 13 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①推薦入学試験の結果報告（合格者 116 名）
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
④障害のある学生の受験・修学上の配慮について意見交換

（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 27 年 12 月 11 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 2 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
③一般入試におけるインフルエンザ対策方針の決定

（11）臨時入学試験委員会
（平成 27 年 12 月 14 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 13 日実施）の合否判定案の作成：臨床検査学科 8 名合格（受験者数 12 名），医用生体工

学科 2 名合格（受験者数 4 名）
（12）第 9 回入学試験委員会

（平成 27 年 1 月 8 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 3 名，議事録あり）　
① AO 入試の事後評価
②一般入学試験（前期）の準備状況報告
③ 2 科目受験における待機時間の扱いについて意見交換

（13）臨時入学試験委員会
（平成 28 年 1 月 28 日，於：大会議室，出席 15 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 109 名合格（受験者数 254

名），臨床検査学科 100 名合格（受験者数 155 名），医用生体工学科 48 名合格（受験者数 56 名），理学療法学
科 70 名合格（受験者数 117 名）

（14）臨時入学試験委員会
（平成 28 年 1 月 30 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）　
①一般入学試験（前期）第二次試験（1 月 29 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 67 名合格（受験者数 105 名），

臨床検査学科 60 名合格（受験者数 95 名），医用生体工学科 25 名合格（受験者数 48 名），理学療法学科 33 名
合格（受験者数 69 名）

（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 28 年 2 月 4 日，於：2F 会議室，出席 13 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 28 年 2 月 25 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 24 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 5 名合格（受験者数 64 名），臨床検査学

科 5 名合格（受験者数 45 名），医用生体工学科 2 名合格（受験者数 7 名），理学療法学科 2 名合格（受験者数 12 名）
（17）第 11 回入学試験委員会

（平成 28 年 3 月 4 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の事後評価
②平成 28 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 27 年度入試委員会の活動概要と 28 年度活動予定
④平成 28 年度委員会日程

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 27 年度入試の見直しと平成 28 年度入試結果
　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％），
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入学者数 255 名（定員充足率 102％，前年比 111％）と改善し，臨床検査学科の受験者数も 176 名（前年比
128％）と増加した．その前年と比べて改善が見られた．受験科目数を少なくすることが，受験者・入学者の質
の低下をきたすのではないかという危惧については迅速な結論は得られないが，1 年目の成績はむしろ若干向上
している．平成 28 年度入学試験では，医用生体工学科においても 2 科目受験を採用する方針とした．平成 25
年度には看護師国家試験および臨床検査技師国家試験でともに 100％合格を達成していたが，平成 26 年度国家
試験では，臨床検査技師の国家試験で合格率 81％と大きく後退してしまった．これらの要因による受験者数の
推移が注目されたが，結果として医用生体工学科の受験者数は微増にとどまり，臨床検査学科の受験者数は前年
比 33％増であった．

　平成 27 年度に実施した平成 28 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 875 名（前年比 106％），入
学者数 260 名（定員充足率 104％，前年比 102％）と平成 26 年度よりさらに向上した．今後の少子化によっ
て受験生を確保することが，さらに困難になることが予想される．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，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 28 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 28 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 28 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 28 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．

（2）次年度の目標
①平成 28 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 29 年度入学試験の募集要項作成：WEB 出願がテーマとしてあげられている．
③平成 29 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：28 年度に準じる．
④平成 29 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：28 年度に準じる．
⑤平成 29 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：28 年度に準じる．
⑥平成 29 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：28 年度に準じる．
⑦平成 29 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 30 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：29 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）：臨床検査学科教授：平成 26 年 4 月 1 日より

（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　副委員長：藤田博暁（FUJITA,	Hiroaki）：理学療法学科教授：平成 27 年 4 月 1 日より

（任期：平成 29 年 3 月 31 日）
　大澤優子（OOSAWA,	Yuuko）：看護学科講師：平成 27 年 4 月 1 日より	 （任期：平成 29 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）
　野寺誠（NODERA,	Makoto）：臨床検査学科准教授：平成 27 年 4 月 1 日より	 （任期：平成 29 年 3 月 31 日）
　内田康子（UCHIDA,	Yasuko）：臨床検査学科講師：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 27 年 4 月 1 日より	（任期：平成 29 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）

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 27 年度の活動目標
　①平成 29 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 28 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 27 年 4 月 1 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　①平成 26 年度活動予定について検討
　　＊オープンキャンパス（年間 6 回実施）およびプレ入試・入試直前模擬試験
　　＊相談会（ブース形式・高校訪問）
　　＊パンフレットとポスターの製作
　　＊過去問題集の製作（入試委員会管理により広報委員会で製作する）
　　＊高校教員を対象とした見学会
　　＊全国の高校および予備校宛に資料を送付
　　＊ダイレクトメールの送付および電車広告の掲出（推薦入試の動向をみて）
　　＊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
　　＊ホームページ管理（管理組織小委員会）としては HP 更新を早くかつ頻繁に行うことが望ましい．
　②「高校教諭対象	国際医療センター見学会（6/15）」の実施検討
　③「第 1 回のオープンキャンパス（6/22）」の計画について
　④	平成 27 年度の進路相談の対応について

（2）第 2 回広報委員会（平成 27 年 5 月 2 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
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　①平成 26 年度活動概要および平成 27 年度活動目標について
　②「第 1 回オープンキャンパス（6/22）」について

（3）第 3 回広報委員会（平成 27 年 6 月 23 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 5 人，欠席者 1 人
　① 2016 年版学部パンフレット製作について
　②「第 1 回オープンキャンパス（6/22）」の反省
　③「第 2 回（7/26），第 3 回（8/2）オープンキャンパス」について
　④「中学生向けオープンキャンパス（7/26,8/2）」について

（4）第 4 回広報委員会（平成 27 年 7 月 14 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 7 人，欠席者 3 人
　①「臨床検査学科実習見学会（7/21,7/29）」について
　②「彩の国進学フェア（7/18,7/19）」について
　③「第 4 回（8/22）・第 5 回（8/23）オープンキャンパス」について

（5）第 5 回広報委員会（平成 27 年 9 月 15 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 7 人，欠席者 3 人
　①「第 4 回（8/22）・第 5 回（8/23）オープンキャンパス」の反省
　②「一般入試プレテスト（10/4）」について
　③	越華祭時の「個別相談会（10/24,25）」について

④「第 6 回オープンキャンパス（11/15）」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（高 1・
高 2 対象）』および河合塾による『直前！一般入試分析（高 3 対象）』）の実施について

（6）第 6 回広報委員会（平成 27 年 10 月 13 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 8 人，欠席者 2 人
　①平成 27 年度の広報契約について
　②越華祭時の「個別相談会（10/24,25）」の対応者について
　③「第 6 回オープンキャンパス（11/15）」について
　④平成 28 年度のオープンキャンパス開催日程および企画について

（7）第 7 回広報委員会（平成 27 年 11 月 17 日）　於：C 棟 3 階会議室　出席者 7 人，欠席者 3 人
　① ｢ 新高校 3 年生保護者対象見学会（3/5）」について
　②平成 28 年度のオープンキャンパス開催日程および企画について

（8）第 8 回広報委員会（平成 28 年 1 月 12 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　①平成 28 年度オープンキャンパス時の特別企画について
　②「新高校 3 年生対象見学会（3/5）」について
　③一般入試（前期）の一次試験合格者を対象とした見学会について
　④平成 28 年度の「実習授業見学会」について

（9）第 9 回広報委員会（平成 28 年 3 月 12 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　①平成 28 年度「高校教員キャンパス見学会」について
　②平成 27 年度の活動概要と平成 28 年度の活動目標
　③医用生体工学科の広報チラシの作成について
　④平成 28 年度版 Q&A 集の作成
　⑤ WEB 出願の開始に伴う媒体の変更など
　⑥平成 28 年度オープンキャンパス時の特別企画について

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 27 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 21 日（199 名），7 月 26 日（231 名），8 月 2 日（143 名），8 月 22 日（163 名），8 月 23 日（186 名），

11 月 15 日（82 名）
（B）一般入試プレテスト＆問題解説（生徒のみの参加者数）
　10 月 4 日（46 名）

（C）高校教員キャンパス見学会
　保健医療学部棟　5 月 20 日（8 名）
　国際医療センター　5 月 23 日（4 名）



委員会・会議報告（保健医療学部）

196

（D）個別相談会
　10 月 24 日，10 月 25 日（越華祭との共催）
②外部団体主催による進学相談会・出張講義等への参加

（A）ホテル等の会場　36 箇所
（B）予備校会場　4 箇所
（C）高校の進学相談会　37 箇所
（D）高校の出張講義　3 箇所
（E）大学見学受入れ　7 校
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
　・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
　・京王エージェンシー「西武線沿線みんなの大学（Vol.62015.12）」
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 集）
　・6/21OB・OG による「医療系職種の実際（高 3 対象）」の実施
　・6/21 河合塾による保護者対策講座「医療系志望の受験生を持つこと」の実施
　・7/27,8/2 新宿セミナーによる「入試面接対策講演」の実施
　・8/22,8/23 新宿セミナーによる「入試面接」
　・10/4 代々木ゼミナールによる「一般入試プレテスト＆問題解説」の実施
　・11/15 新宿セミナーによる「医療系職種の実際（高 1･ 高 2 対象）」の実施

（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新高校 3 年生と保護者対象の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など，学部が主催する広報活動の企画と実施
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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．
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：田邊一郎（TANABE,	Ichiro），医用生体工学科教授，平成 27 年 4 月より 2 年間
　委　員：野田智子（NODA,	Tomoko）, 看護学科教授　平成 27 年 4 月より 1 年間	
　　　　　本山仁美（MOTOYAMA,	Hitomi），看護学科教授，平成 27 年 4 月より 2 年間
　　　　　来住野修（KISHINO,	Osamu），健康医療科学科准教授，平成 27 年より 1 年間
　　　　　飯野　望（IINO,	Nozomu），健康医療科学科准教授，平成 27 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
　　　　　時田幸之輔（TOKITA,	Konosuke），理学療法学科講師，平成 27 年 4 月より 1 年間
　　　　　細井俊希（HOSOI,	Toshiki,，理学療法学科准教授 , 平成 27 年 4 月より 1 年間
　　　　　幸田恵幸（KODA,	Keiko），真言宗光明寺住職，平成 27 年 4 月より 1 年間
　　　　　大平雅之（OHHIRA,	Masayuki）国際医療センター・脳卒中センター講師，平成 27 年 10 月より 6 ヶ月
　事務担当：山川修一郎（YAMAKAWA,	Shuichiro）保健医療学部事務室長
　　　　　　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 27 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 27 年 4 月 9 日
　第 2 回：平成 27 年 5 月 14 日
　第 3 回：平成 27 年 6 月 11 日
　第 4 回：平成 27 年 7 月 9 日
　第 5 回：平成 27 年 9 月 10 日
　第 6 回：平成 27 年 10 月 21 日
　第 7 回：平成 27 年 11 月 18 日
　第 8 回：平成 27 年 12 月 16 日
　第 9 回：平成 28 年 1 月 14 ～ 21 日（メール会議）
　第 10 回：平成 28 年 2 月 11 ～ 17 日（メール会議）
　第 11 回：平成 28 年 3 月 16 日
2）申請課題平成 27 度実施報告書の提出
　・報告件数	55 件（研究終了：26 件，研究継続：27 件）
3）主な審議事項
（1）申請課題の審査：審査件数 35 件
　新規申請　29 件（内大学院学生の申請　8 件），変更申請　6 件
1．申請番号 128：学校登山による中高生の心身健康への影響
　申請者：大賀淳子（看護学科）
　審議結果：条件付承認（4 月 9 日）承認（5 月 14 日）
2．申請番号 129：足尖の向きの違いがカーフレイズ中の腓骨筋活動に及ぼす影響	
　申請者：大久保雄（理学療法学科）
　審議結果：承認（4 月 9 日）
3．申請番号 130：股関節伸展運動時の大殿筋上部・下部繊維の筋活動 - 股関節外転角度の違いによる比較 -
　申請者：大久保雄（理学療法学科）
　審査結果：承認（4 月 9 日）
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4．申請番号 131：エリート競泳選手の心理的競技能力と性格特性
　申請者：大久保雄（理学療法学科）
　審査結果：承認（4 月 9 日）
5．申請番号 132：胸部ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ法が上肢拳上動作に与える影響 - 頭部前方位に着目して
　申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
　審査結果：承認（5 月 14 日）
6．申請番号 133：サッカーのポジション間における頚部可動域の比較
　申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
　審査結果：承認（5 月 14 日）
7．申請番号 134：足関節テーピング療法がランニング課題前後の脛腓間距離，距腿間接距離および姿勢調整能力

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（5 月 14 日）
8．申請番号 135：歩数増加による運動機能改善効果の検証
　申請者：丸谷康平（理学療法学科）
　審査結果：承認（5 月 14 日）
9．申請番号 136：理学療法士が重要と考えるコミュニケーション	
　申請者：小関要作（理学療法学科）
　審査結果：承認（6 月 11 日）
10．申請番号 137：地域での介護予防教室における認知症ならびに虚弱予防効果の検討
　申請者：丸谷康平（理学療法学科）
　審査結果：承認（7 月 9 日）
11．申請番号 138：診療所で予防接種を受ける幼児と家族へのプレパレーション導入に関する研究
　申請者：藤沼小智子（看護学科）
　審査結果：承認（7 月 9 日）
12．申請番号 139：重症心身障害児の栄養アセスメントに関する基礎的研究 - 重症心身障害児の入所施設におけ

る栄養アセスメントの現状と課題 -
　申請者：野田智子（看護学科）
　審査結果：承認（9 月 10 日）
13．申請番号 140：特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状
　申請者：野田智子（看護学科）
　審査結果：承認（9 月 10 日）
14．申請番号 141：Knee	Bnet	Walk の動作解析
　申請者：澤田豊（理学療法学科）
　審査結果：保留（9 月 10 日）承認（10 月 21 日）
15．申請番号 142：三次元動作解析装置と床反力計を用いたラダートレーニングの即時効果と運動力学的な検討	
　申請者：澤田豊（理学療法学科）
　審査結果：保留（9 月 10 日）承認（10 月 21 日）
16．申請番号 143：知的障害を有する成人における転倒のリスク因子に関する調査
　申請者：神子嶋（理学療法学科）
　審査結果：保留（9 月 10 日）承認（10 月 21 日）
17．申請番号 144：腰椎ストラップの使用有無による身体柔軟性の即時的変化
　申請者：赤坂清和（理学療法学科）
　審査結果：条件付承認（11 月 18 日）承認（12 月 16 日）
18．申請番号 145：ジャンプ着地における多方向からの動画情報を用いたフィードバックの有効性の検討
　申請者：赤坂清和（理学療法学科）
　審査結果：条件付承認（11 月 18 日）承認（12 月 16 日）
19．申請番号 146：臨床看護師の演習参加がもたらす成人看護学実習での効果	
　申請者：本山仁美（看護学科）
　審査結果：承認（11 月 18 日）
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20．申請番号 147：	埼玉県西部地域の複数の訪問看護ステーションにおける新卒訪問看護師育成
　申請者：西岡ひとみ（看護学科）
　審査結果：承認（12 月 16 日）
21．申請番号 148：	視覚情報に基づく運動酔いと視覚疲労に関する研究
　申請者：小林直樹（医用生体工学科）
　審査結果：条件付承認（12 月 16 日）承認（1 月 21 日）
22．申請番号 M-61：LESS を用いた異なる方向へのジャンプ着地に対する ACL 損傷リスクの検討
　申請者：戸塚裕亮（医学研究科修士課程）
　審査結果：条件付承認（5 月 14 日）承認（6 月 11 日）
23．申請番号 M-62：Star	Excursion	Balance	Test の動的バランス能力に影響を及ぼす関節運動の検討
　申請者：上林和磨（医学研究科修士課程）
　審査結果：条件付承認（5 月 14 日）承認（6 月 11 日）
24．申請番号 M-63：地域包括支援センターの看護職の地域づくり活動とその促進要因
　申請者：加藤巳佐子（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（6 月 11 日）
25．申請番号 M-64：看護師のワークコミットメントとその関連要因	
　申請者：関根　由紀子（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（6 月 11 日）
26．申請番号 M-65：腰痛の既往と体幹運動の非対称性の関連性，及び体幹運動の非対称性に対する運動療法の効

果の検証	
　申請者：田村　暁大（医学研究科博士課程）
　審査結果：条件付承認（10 月 21 日）承認（12 月 16 日）
27．申請番号 M-66：反復投球による肘関節にかかる加速度と肘関節裂隙距離の変化	
　申請者：服部寛（医学研究科修士課程）
　審査結果：条件付承認（10 月 21 日）承認（11 月 18 日）
28．申請番号 M-67：Ⅰ型アレルギー反応の増悪化における好塩基球の関与に関する研究
　申請者：細田裕貴（医学研究科修士課程）
　審査結果：非該当（3 月 16 日）
29．申請番号 M-68：緩和ケア病棟に勤務する看護師の職業性ストレスと二次元レジリエンスの要因
　申請者：前川智子（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（3 月 16 日）
30．変更申請番号 95-5：女性の性周期とストレス応答 -F 波を指標として -
　申請者：内田康子（臨床検査学科）
　変更理由：研究期間の延長，研究対象者数の変更，謝礼金および研究資金の調達方法の変更，研究方法の検討す

る指標の測定方法の変更，学科長名の変更，共同分担者の変更，研究の実験被験者の募集期間の変更，一部添付
資料の変更

　審査結果：承認（4 月 9 日）
31．変更申請番号 121-2：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）
　変更理由：研究期間の延長
　審査結果：承認（2 月 17 日）
32．変更申請番号 122-2：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）
　変更理由：研究期間の延長
　審査結果：承認（2 月 17 日）
33．変更申請番号 98-3：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，被験者数の増大，実験日数の延長	
　審査結果：承認（3 月 16 日）
34．変更申請番号 M-57-2：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なった対処行動	
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　申請者：町田貴絵（看護学研究科修士課程）
　変更理由：退職による指導教員の変更
　審査結果：承認（5 月 14 日）
35．変更申請番号 M-57-3：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なった対処行動	
　申請者：町田貴絵（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（6 月 11 日）

4．評価と次年度目標
　27 年度の審査件数 35 件うち，新規申請 29 件（内大学院学生の申請 8 件）については，全て承認された．また，
変更申請 6 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 55 件のうち，53
件の報告書が提出された．
　28 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，昨年度から導入
された「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とともに，倫理
審査委員の教育・研修を積極的に推進する．さらに厚生労働省による「倫理審査委員会認定制度構築事業」に適合で
きるよう組織改革にも全力を挙げて取り組むことを目標とする．
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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　加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）：学部長（任期：H28.3,31）
委　員　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：H29.3,31）
　　　　高倉保幸（TAKAKURA,	Yasuyuki）：理学療法学科	教授・学科長（任期：H28.3,31）
オブザーバー：大野良三（OHNO,	Ryozo）：顧問（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 27 年度の活動目標：
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
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 27 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 27 年 4 月 15 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 99 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 27 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．医学部からの転学部生への対応
　ウ．進級判定基準の再検討
　エ．出勤簿の記載の適正化
　オ．研究業績評価表の作成と実施
　以上について，平成 27 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 27 年 2 月末現在）執行状況の確認

（2）平成 27 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 5 月 20 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 100 回教授会議事内容の確認と意見交換
　ア．研究業績評価表について，各学科の研究主任を中心に検討している．
　イ．定期試験期間中の再試験に関する検討
　ウ．10 周年記念誌を発行する方針となり，大野顧問を編集委員長として計画立案が始まることが確認された．
②学費未納者への対応：現在の滞納者は 2 名（いずれも部分的滞納）
③教育研究費（平成 27 年 3 月末現在）執行状況の確認
④教員人事考課の検討事項の確認

（3）平成 27 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 6 月 17 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 101 回教授会議事内容の確認と意見交換
② 28 年度学事予定についての検討
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③ 10 周年記念誌の概要を検討
④次年度新入生からの GPA 導入について意見交換．
⑤シラバスの第三者評価の方法について意見交換
⑥学費未納者への対応：未納者 2 名に対して対応中
⑦教育研究費（平成 27 年 4 月末現在）執行状況の確認

（4）平成 27 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 7 月 17 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 102 回教授会議事内容の確認と意見交換
②第 4 次長期総合計画について意見交換
③上記に関連して各部署における老朽化についても意見交換した
④シラバスの第三者評価の進行状況の検討
⑤ GPA 導入に伴う成績不良の定義について意見交換
⑥次回の Mayo の会は教育がテーマとなるため，発表者の選抜

（5）平成 27 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 9 月 16 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 103 回教授会議事内容の確認と意見交換
②第 4 次長期総合計画について
　川角キャンパスの日高移転が記念事業に含まれる予定
③ 10 周年記念誌の進捗状況について確認
④ GPA における成績不良者の定義について意見交換
⑤来年 1 月の Mayo の会の発表者を辻美隆教授とすることで一致
⑥学費未納者への対応（報告）
⑦教育研究費（平成 27 年 7 月末現在）執行状況の確認

（6）平成 27 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 10 月 14 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 104 回教授会議事内容の確認と意見交換
②全教室のプロジェクターの老朽化について意見交換
③ 10 周年記念誌の進捗状況について確認
④盗難の頻発について対応策の検討
⑤学費未納者への対応（報告）
⑥教育研究費（平成 27 年 8 月末現在）執行状況の確認

（7）平成 27 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 11 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 105 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：講師資格審査：看護学科　小林由紀子先生について履歴，研究業績，教育活動等を検討し講師昇格が

了承された
③プロジェクターの更新について意見交換
④次年度からの IP 教育について意見交換
⑤学費未納者への対応（報告）
⑥教育研究費（平成 27 年 9 月末現在）執行状況の確認

（8）平成 27 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 27 年 12 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 106 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．臨床検査学科の教授候補者「茅野秀一」氏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）鈴木正彦教授，市岡正適教授，安田政実教授（国際医療センター病理），
佐久間	肇教授

③教員人事：	
　ア．看護学科の小林由紀子先生の講師昇格は平成 28 年 4 月 1 日付となった
　イ．医用生体工学科に本塚旭助教を採用（総合医療センターから配置転換）	
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③市民公開講座を増やすことについて意見交換
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 27 年 10 月末現在）執行状況の確認

（9）平成 27 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 1 月 13 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 107 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．理学療法学科の准教授候補者「西岡亮治」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，千田みゆき学科長，（選出委員）藤田博暁教授，赤坂清和教授，田邊一郎教授

③教員人事：退職予定者
見目恭一特任教授，鶴田晴美准教授
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 27 年 11 月末現在）執行状況の確認

（10）平成 27 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 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 108 回教授会議事内容の確認と意見交換
②各種委員会委員長の決定および委員の選任の依頼
③教員人事：

ア．准教授候補者西岡亮治氏の昇格は 4 月 1 日発令
イ．講師採用資格審査：看護学科阿久澤智恵子先生，横山ひろみ先生について履歴，研究業績，教育活動等を検

討し講師昇格が了承された
④雪害等における入試の中止・再試験施行について意見交換
⑤学費未納者への対応
⑥教育研究費（平成 27 年 12 月末現在）執行状況の確認⑥

（11）平成 27 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 3 月 9 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 109 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 28 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教員人事：北澤現薬剤部長の保健医療学部客員教授採用について検討
⑤教育研究費（平成 28 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 28 年度および平成 29 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
②教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査
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5．1）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：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）
　　　　　丸山　敬　（MARAUYAMA,	Kei）：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　依田哲也　（YODA,	Tetsuya）：大学病院口腔外科：教授（任期：H28.3.31）
　　　　　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）
　　　　　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）
　　　　　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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5．2）医学教育センター運営委員会

1．構成員　
委員長　荒木信夫（ARKI,	Nobuo）	神経内科教授（任期：H28.3.31）
委　員　土田哲也（TSUCHIDA,	Tetsuya）皮膚科教授（任期：H28.3.31）
　　　　持田　智（MOCHIDA,	Satoshi）消化器内科・肝臓内科教授（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）
　　　　渡辺修一（WATANABE,	Shu-Ichi）：生理学教授（任期：H28.3.31）
　　　　村越隆之（MURAKOSHI,	Takayuki）：生化学教授（任期：H28.3.31）
　　　　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）
　　　　間嶋　満	（MAJIMA,	Mitsuru）：リハビリテーション科教授（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）
　　　　岡田浩一	（OKADA,	Hirokazu）：腎臓内科教授（任期：H28.3.31）
　　　　小山政史（OYAMA,	Masafumi）：国際医療センター泌尿器科教授（任期：H28.3.31）
　　　　加藤　仁（KATO,	Hitoshi）：医学教育センター准教授（任期：H28.3.31）
　　　　辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）: 保健医療学部看護学科教授（任期：H28.3.31）
　　　　小室秀樹（KOMURO,	Hideki）：大学事務部部長（任期：H28.3.31）

2．目的
医学教育センターの部門間の意思疎通を図り，センターの運営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
27 年度は計 11 回の会議を毎月定期的に開催した．医学教育全般にわたって，各部門，各室からの報告事項をも

とに話し合い，懸案事項を解決するとともに，情報を共有した．今年度は，特に，28 年度入学生からの実施を目指
している国際基準に適合した新カリキュラムについて，医学教育の質保証ワーキンググループからの進捗状況報告を
基に議論した．

4． 評価と次年度目標
授業評価，OSCE，GPA 等，医学教育全般にわたり，問題点を適宜話し合い，解決することができた．特に，28 年

度から実施予定の新カリキュラムの作成には一定の役割を果たした．次年度は医学教育センター懇談会の機能も運営
委員会に移管し，本学の医学教育全般にわたってより幅広く議論を行っていく予定である．
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5．3）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）
　　杉山聡宏（SUGIYAMA,	Tomohiro）：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 23 名
　◇オブザーバー
　　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
　　加藤英政（KATO,	Hidemasa）：リサーチアドミニストレーションセンター
　◇事務局
　　町田早苗（MACHIDA,	Sanae）：医学研究センター	助教
　　菅原哲雄（SUGHARA,	Tetsuo）：医学研究センター	助教
　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：大学事務部	医学部事務室	庶務課	課長
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2．目的
　医学研究センター運営会議は，平成 17 年 11 月に医学研究センターの円滑な運営に資することを目的として設置
された会議である．本学の研究活動を支援する医学研究センターは，研究費，研究場所，研究体制，研究評価，研究
倫理，広報活動，知的財産管理，安全管理等に関する仕組みを整備し，企画，運用，管理している．
　医学研究センター運営会議は，これらの実効性等ついて審議し，医学部教員代表者会議，保健医療学部教授会へ
上程する責務を担っている．平成 27 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
23 名で構成されている．

3．活動報告
◇定期開催

第 105 回：	4 月 14 日（火）出席者 23 名（委任状 6 名）
第 106 回：	5 月 12 日（火）出席者 22 名（委任状 7 名）
第 107 回：	6 月	9 日（火）出席者 23 名（委任状 6 名）
第 108 回：	7 月 14 日（火）出席者 23 名（委任状 2 名）
第 109 回：	9 月	8 日（火）出席者 18 名（委任状 6 名）
第 110 回：10 月 13 日（火）出席者 23 名（委任状 7 名）
第 111 回：11 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 5 名）
第 112 回：12 月	8 日（火）出席者 23 名（委任状 5 名）
第 113 回：	1 月 12 日（火）出席者 23 名（委任状 6 名）
第 114 回：	2 月	9 日（火）出席者 23 名（委任状 5 名）
第 115 回：	3 月	8 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）

◇開催回数
定期開催：11 回　出席者平均　約 22 名（委任状平均 5 名）

◇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

4．その他報告

5．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 115 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
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究センターサイトにおいて議事録を公開している．
　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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5．4）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）
	 三村俊英（MIMURA,	Tosihide）：大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H28.3.31）
	 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
	 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	 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，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長が，さらに，事務局として大学事務部の職員が出席
して，計 15 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 79 回（平成 27 年 5 月 12 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 1 人
　　議　事 :
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
　　　・プロジェクト研究部門・設備・備品搬入申請について
　　　・平成 27 年度ゲノム医学研究センター運営委員会委員について
　　　・管理代行者と緊急連絡網の変更について
　　　・動物実験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
　　　・戦略的研究基盤形成支援事業中間報告審査会について
　　　・RCGM フロンティアシンポジウムの担当部門（年度別）予定表について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウムについて
　　　・ゲノム・パンフレット（英語版）について
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　　　・MTA 締結のお願いについて
　　　・4 月からの研究に係る規程等の変更について
　臨時（平成 27 年 5 月 16 日（土）～ 5 月 18 日（月）
　　於：メール会議　出席 14 人，欠席 0 人
　　議　事：
　　　・プロジェクト研究部門・割当スペースの一部入れ替えについて
　第 80 回（平成 27 年 7 月 8 日（水）～ 7 月 14 日（火））
　　於：メール会議	出席 14 人，欠席 0 人
　　議　事 :
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウムについて
　　　・ゲノム・パンフレット（英語版）について
　第 81 回（平成 27 年 9 月 8 日（火））
　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室	出席 12 人，欠席 2 人
　　議　事：
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
　　　・プロジェクト研究部門・割当スペースの一部入れ替えについて
　　　・戦略的研究基盤形成支援事業中間報告審査会終了報告について
　　　・共同研究に伴う 510 号室空きスペース（1 レーン）等の貸与について
　　　・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
　　　・第 14 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムについて
　　　・労働安全衛生法に基づく職場巡視終了報告について
　　　・卒後教育委員会主催学術集会開催案内について
　臨時（平成 27 年 9 月 28 日（月）～ 10 月 2 日（金）
　　於：メール会議　出席 14 人，欠席 0 人
　　議　事：
　　　・TR 部門の共同研究に伴う 510 号室の貸与について
　臨時（平成 27 年 10 月 21 日（水）～ 10 月 23 日（金）
　　於：メール会議　出席 14 人，欠席 0 人
　　議　事：
　　　・TR 部門の機器搬入申請について
　第 82 回（平成 27 年 11 月 10 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 1 人
　　議　事：
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
　　　・プロジェクト研究部門・緊急時連絡先の変更について
　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査会の日程について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウムの報告について
　　　・平成 28 年新年会について
　　　・臨時ゲノム医学研究センター運営委員会（メール会議）の報告について
　　　・共同実験室等の大型機器・共通機器に関する報告について
　　　・定期清掃のお知らせについて
　第 83 回（平成 28 年 1 月 12 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 1 人
　　議　事：
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
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　　　・プロジェクト研究部門・大型機器使用申請について
　　　・プロジェクト研究部門・今年度の年度末研究成果審査について
　　　・プロジェクト研究部門・新規参加申請の審査について
　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査会の日程について
　　　・第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウム開催報告について
　　　・遺伝子治療部門の英語名称の変更について
　　　・第 3 回 Clinical	Science	Forum の開催報告について
　　　・平成 28 年度ゲノム医学研究センター部門間交流研究発表会開催日程（案）について
　　　・定期清掃の終了報告について
　　　・平成 28 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 84 回（平成 28 年 3 月 8 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 0 人
　　議　事：
　　　・学術集会審査報告について
　　　・学術集会開催報告について
　　　・プロジェクト研究部門・新規チームについて
　　　・プロジェクト研究部門・大型機器使用申請について
　　　・プロジェクト研究部門・緊急時連絡先の変更について
　　　・プロジェクト研究部門・利用内規の改正について
　　　・プロジェクト研究部門・各種様式の変更について
　　　・プロジェクト研究部門・年度末研究成果審査（新規申請審査含む）について
　　　・動物実験小委員会からの報告について
　　　・平成 28 年度からの部門間交流研究発表会の発表形式について
　　　・学術集会企画申請書様式の変更について
　　　・6 階共同実験室見取り図の更新について
　　　・労働安全衛生法に基づく衛生管理者による職場巡視について
　臨時（平成 28 年 3 月 9 日（木）～ 3 月 11 日（金）
　　於：メール会議　出席 14 人，欠席 0 人
　　議　事：
　　　・平成 28 年度からの部門間交流研究発表会の開催案内及び報告書について
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 16 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
		第 217 回　日　時：平成 27 年 4 月 21 日（火）	16：00	～	17：30
　　　　　　講　師：国立研究開発法人理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター機能性ゲノム解析部門
　　　　　　　　　　副センター長，部門長　Piero	CARNINCI　先生
　　　　　　テーマ：Surprises	from	studies	of	mammalian	transcriptomes
　　　　　　主　催：ゲノム科学部門
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 218 回　日　時：平成 27 年 5 月 22 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：愛媛大学　プロテオサイエンスセンター（PROS）バイオイメージング部門　学術支援センター
　　　　　　　　　　・病態機能解析部門
　　　　　　　　　　教授　飯村　忠浩　先生
　　　　　　テーマ：蛍光メージングと計測で見る脊椎動物ボディプランと骨代謝調節の新規メカニズム
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 219 回　日　時：平成 27 年 6 月 23 日（火）16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：福岡大学基盤研究機関膵島研究所
　　　　　　　　　　福岡大学医学部綜合医学研究センター
　　　　　　　　　　所長，教授　安波	洋一　先生
　　　　　　テーマ：膵島移植と再生医療
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　　　　　　主　催：ゲノム科学部門
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 220 回　日　時：平成 27 年 7 月 31 日（金）	16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：大阪大学大学院生命機能研究科
　　　　　　　　　　理化学研究所多細胞システム形成研究センター
　　　　　　　　　　教授，センター長　濱田	博司　先生
　　　　　　テーマ：体の左右非対称性を司る繊毛の形成と役割
　　　　　　主　催：所長室
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 221 回　日　時：平成 27 年 9 月 2 日（水）16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：Harvard	Medical	School
　　　　　　　　　　Assistant	Professor　小林　竜也　先生
　　　　　　テーマ：骨格発生におけるシグナリングとエピジェネティック制御の相互作用
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 222 回　日　時：平成 27 年 10 月 31 日（土）13：30 ～ 14：20
　　　　　　講　師：松本歯科大学	総合歯科医学研究所	硬組織疾患制御再建学部門
　　　　　　　　　　教授　小林　泰浩　先生
　　　　　　テーマ：Wnt シグナルによる骨吸収制御機構
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂
		第 223 回　日　時：平成 27 年 10 月 31 日（土）14：20 ～ 15：10　
　　　　　　講　師：京都大学	iPS 細胞研究所	増殖分化機構研究部門	細胞誘導制御学分野
　　　　　　　　　　教授　妻木　範行　先生
　　　　　　テーマ：iPS 細胞がもたらす新たな軟骨疾患研究
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂
		第 224 回　日　時：平成 27 年 10 月 31 日（土）15：30 ～ 16：20
　　　　　　講　師：徳島大学	藤井節郎記念医科学センター
　　　　　　　　　　特任教授　福本　誠二　先生
　　　　　　テーマ：リン代謝と FGF23
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂
		第 225 回　日　時：平成 27 年 10 月 31 日（土）16：20 ～ 17：10
　　　　　　講　師：神戸学院大学	総合リハビリテーション学部	理学療法学科
　　　　　　　　　　教授　松尾	雅文　先生
　　　　　　テーマ：Duchenne 型筋ジストロフィーに対するエクソンスキッピング治療法
　　　　　　主　催：病態生理部門
　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂
		第 226 回　日　時：平成 27 年 12 月 16 日（水）16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター
　　　　　　　　　　教授　小崎	健次郎　先生
　　　　　　テーマ：網羅的遺伝子診断を用いた未診断疾患に対する取り組み：小児科学の新地平
　　　　　　主　催：所長室
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 227 回　日　時：平成 28 年 1 月 21 日（木）16：00 ～ 17：00
　　　　　　講　師：北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科
　　　　　　　　　　教授　藤本　健造　先生
　　　　　　テーマ：高速光クロスリンク反応を用いた新しい DNA 及び RNA 操作法の開発
　　　　　　主　催：遺伝子構造機能部門
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　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 228 回　日　時：平成 28 年 2 月 22 日（月）	17：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：埼玉医科大学生理学
　　　　　　　　　　教授　池田　正明　先生
　　　　　　テーマ：腫瘍とカルシウムオシレーションからみた時計遺伝子の機能
　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門（池田チーム）　
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 229 回　日　時：平成 28 年 2 月 22 日（月）	17：30 ～ 18：00
　　　　　　講　師：埼玉医科大学医学部腎臓内科
　　　　　　　　　　教授　岡田　浩一　先生
　　　　　　テーマ：慢性腎臓病進行阻止を目指した取り組み
　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門（岡田チーム）
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 230 回　日　時：平成 28 年 2 月 5 日（金）16：00 ～ 17：30
　　　　　　講　師：東京大学分子細胞生物学研究所
　　　　　　　　　　教授　宮島　篤　先生
　　　　　　テーマ：1.	肝臓の修復・再生における肝前駆細胞
　　　　　　　　　　2.	iPS 細胞からの機能的な肝組織および膵島の形成
　　　　　　主　催：所長室
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 231 回　日　時：平成 28 年 2 月 22 日（月）18：00 ～ 18：30
　　　　　　講　師：埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科
　　　　　　　　　　准教授　長谷川	幸清　先生
　　　　　　テーマ：婦人科がんにおける新規バイオマーカーおよび治療標的の創出
　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門（藤原チーム）
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
		第 232 回　日　時：平成 28 年 3 月 4 日（金）15：00 ～ 16：00
　　　　　　講　師：東京大学	医科学研究所	附属病院	アレルギー免疫科
　　　　　　　　　　特任研究員　清水	宣明　先生
　　　　　　テーマ：Mechano?Metabo カップリング　? 骨格筋グルココルチコイドレセプターが全身のエネルギー
　　　　　　　　　　貯蔵物質の消費バランスを制御する機構
　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室
③　部門間交流研究発表会開催
　部門間の隔たりをなくし，認識と交流を深めることを目的として，以下の 9 回の研究発表会を開催した．
　第 1 回　日　時：平成 27 年 4 月 21 日（火）10：00 ～ 10：30　
　　　　　演　者：遺伝子治療部門　
　　　　　　　　　助教　太田	尚志
　　　　　テーマ：腸管細胞に感染指向性を持つアデノウイルスベクターの開発
　第 2 回　日　時：平成 27 年 5 月 19 日（火）10：00 ～ 11：00　
　　　　　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：慢性腎臓病進行阻止を目指した当科の取り組み
　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（三村チーム）
　　　　　　　　　助教　荒木	靖人

　　　　テーマ：関節リウマチ滑膜線維芽細胞における転写制御異常の機構の解明
第 3 回　日　時：平成 27 年 6 月 16 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　演　者：遺伝子情報制御部門
　　　　　　　　特任研究員　柴	祥子
　　　　テーマ：COX7RP は動物個体レベルで糖代謝と骨代謝を調節する
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第 4 回　日　時：平成 27 年 7 月 21 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　演　者：遺伝子構造機能部門
　　　　　　　　ポストドクター　崔	巍
　　　　テーマ：濾胞樹状細胞ネットワークを欠いた節性濾胞性リンパ腫は限局期病変に関係する：TLS の対称性
　　　　　　　　ジメチル化アルギニン修飾の影響
第 5 回　日　時：平成 27 年 9 月 15 日（火）10：00 ～ 11：00　
　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（池田チーム）
　　　　　　　　　　教授　池田	正明
　　　　　　テーマ：p160 と時計遺伝子のオシレーションに与える影響
　　　　　　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：卵巣がんバイオマーカーとしての血中可溶性葉酸受容体アルファに関する研究
第 6 回　日　時：平成 27 年 10 月 20 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　演　者：病態生理部門
　　　　　　　　助教　大手　聡
　　　　テーマ：Analysis	of	a	novel	GDF6	mutation	found	in	a	Chinese	family	with	multiple	synostoses	syndrome
第 7 回　日　時：平成 27 年 12 月 15 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　演　者：RI 実験施設
　　　　　　　　講師　西本	正純
　　　　テーマ：Casein	kinase と Jmjd3 の真獣類発生過程における細胞での概日リズム形成における役割
第 8 回　日　時：平成 28 年 2 月 16 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　演　者：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　助教　鈴木	歩
　　　　テーマ：Max ノックアウト ES 細胞を用いた減数分裂開始機構の研究
第 9 回　日　時：平成 28 年 3 月 15 日（火）10：00 ～ 11：00
　　　　演　者：ゲノム科学部門
　　　　　　　　研究員　木下	善仁
　　　　テーマ：SLC25A26 変異が引き起こすミトコンドリア内のメチル化異常
　　　　　　　　Intra-mitochondrial	methylation	deficiency	due	to	mutations	in	SLC25A26
　　　　演　者：トランスレーショナル・リサーチ部門
　　　　　　　　ポストドクター	田夛	祐喜
　　　　テーマ：A	study	on	identification	of	causative	genes　in	hereditary	gastrointestinal	cancer	syndrome	
　　　　　　　　using	a	high-speed	sequencer

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，終了報告）審査及び新規参加申請審査
1）成果報告・延長申請：
　・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）
2）中間報告：
　・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）
　・三村	俊英チーム（埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科）
3）終了報告：
　・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）
4）新規参加申請：
　・各務	博チーム（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
　・池田	正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）

⑤　プロジェクト研究部門　参加チーム：6 チーム（順不同）
1）池田	正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
　研究課題：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
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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
6）各務	博チーム（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
　研究課題：DDX3X を標的とした新規肺癌治療の開発

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 16 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．今後とも，引き続き，積極的に学術集会を開催し，学内の研究推進に貢献したい．
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5．5）リサーチアドミニストレーションセンター運営委員会

1．構成員
　議　長　吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長（任期：H28.3.31）
　副議長　松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H28.3.31）
　構成員　
　　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）
　　加藤英政（KATO,	Hidemasa）：リサーチアドミニストレーションセンター：客員准教授（任期：Ｈ 28.3.31）
　　高沢信也（TAKAZAWA,	Shinya）：経理課：課長（H27.7 月～）（任期：H28.3.31）
　　佐藤勝茂（SATO,	Katsushige）：リサーチアドミニストレーションセンター：課長補佐（任期：H28.3.31）
　　仲村由紀子（NAKAMURA,	Yukiko）：リサーチアドミニストレーションセンター：主任（任期：H28.3.31）
　　竹村公一（TAKEMURA,	Koichi）：リサーチアドミニストレーションセンター：主任（任期：H28.3.31）
　　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部：副部長（任期：H28.3.31）
　　松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：大学事務部庶務課：課長（任期：H28.3.31）
　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部教務課：課長（任期：H28.3.31）
　　小野寺晴美（ONODERA,	Harumi）：大学事務部庶務課：係長（任期：H28.3.31）
　　井上紗貴（INOUE,	Saki）：大学事務部庶務課（任期：H28.3.31）
　　相澤奈月（AIZAWA,	Natsuki）：倫理審査委員会事務局（任期：H28.3.31）

2．目的
　本会議は，リサーチアドミニストレーションセンター規程	第 6 条に則り，従来の公的研究費の適正使用に加え，
研究の不正行為の防止，倫理教育，利益相反の管理が求められている．次に掲げる業務を所管し推進していくため，
計画の立案・実行，諸問題への対応について協議する．
（1）医学研究に係る諸規程等の整備，その他の医学研究の管理に関すること
（2）大学倫理審査委員会に関すること
（3）大学 COI 管理委員会に関すること
（4）研究不正の防止に関すること
（5）研究費の適正使用に関すること
（6）研究費の獲得に関すること
（7）医学研究に係る診療組織との連携に関すること
（8）医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること
（9）「外国為替及び外国貿易法」の適用を受ける研究用貨物や技術に関すること
（10）前各号に掲げるもののほか，医学研究等の推進及び管理に関すること

3．活動報告
◇開催日
　研究公正に関する事項を協議するため，毎月開催している（8 月は休会）．

第	1 回：	4 月 14 日（火）出席者 12 名
第	2 回：	5 月 11 日（月）出席者 12 名
第	3 回：	6 月	8 日（月）出席者 13 名
第	4 回：	7 月 13 日（月）出席者 12 名	オブザーバー 1 名
第	5 回：	9 月	7 日（月）出席者 14 名
第	6 回：10 月 13 日（火）出席者 11 名
第	7 回：11 月	9 日（月）出席者 12 名
第	8 回：12 月	7 日（月）出席者 14 名
第	9 回：	1 月 12 日（火）出席者 13 名
第 10 回：	2 月	8 日（月）出席者 13 名
第 11 回：	3 月 7 日（月）出席者 13 名	オブザーバー 1 名
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◇主な審議内容
（1）リサーチアドミニストレーションセンターの構成と目的の確認，運営について
（2）公的研究費に関する説明会	開催について
（3）「公的研究費の管理・監査のガイドライン」が求める研究費不正・不適切使用防止の
　　取組みのため，研究費不正使用・不適切使用防止計画の立案と実施，購買課の協力のもと設備備品の機関発注

などの諸施策について
（4）「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」が求める研究不正防止の取組みについて
（5）研究倫理教育の推進について
（6）特定認定再生医療等委員会設置について
（7）諸規程の改正について
（8）会計検査院検査への対応，AMED 中間検査への対応について

4．評価と次年度目標
　本会議は，「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」，「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」などが求める事項など喫緊の課題について対応策を協議・実行し，設立初年度の目標は概ね
達成した．次年度は次の事項を関連部署と連携し推進していく．
1）公的研究費の獲得と適正使用について
（1）公的研究費の獲得について
　科学研究費に代表される公的研究費は，本学の研究マインドを活性化するために必要な外部資金の一つである．

資金獲得のため，次の事業を行う．
①公的研究費の採択率向上
　医学研究センター研究支援管理部門と連携し，公的研究費の採択率向上のため，若手研究者へ効果的な応募申
請の指導や助言を行う．
②間接経費を活用した研究環境の整備
　文部科学省をはじめ公的機関は，間接経費の有効活用を求めており，また使途の公表など資金使途の透明化を
求めている．研究者の研究マインドの向上のため，間接経費の一部を財源とし，研究者からの要望が強い共同利
用を目的とした研究施設設備，研究活動を支援する体制を整備していく．

（2）研究費の適正使用に関する事項
　文部科学省制定の「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」に則した「学校法人埼玉医科大

学	公的研究費の不正使用・不適切使用防止計画」に基づき，研究費の適正使用を推進していく．
①公的研究費に関わる説明会の開催し，不正使用・不適切使用防止の取り組みを周知する．
②研究費適正使用に関する理解度を確認するため，e ラーニングによる教育を実施する．
③経理部購買課の協力による設備備品機関発注を継続していく．また発注業務の透明化を目的にオンライン発注

システム導入について情報収集を行う．
④業務監査室と連携し，内部監査およびモニタリングを実施する．

2）健全な研究活動の保持について
（1）倫理審査委員会の支援
　大学倫理審査委員会および 3 病院の倫理審査委員会の倫理審査に関する事務作業を支援するため，冬季医学系

大学倫理委員会連絡会議の開催支援，学内の倫理審査基準の均質化および改善に協力していく．統一申請書を電
子化するなどの申請支援も検討する．

（2）研究倫理教育の充実
①「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」に則した研究倫理教育を実施していく．教育コ

ンテンツの拡充および研究者への周知と理解度の向上を図るため，e- ラーニングシステムを利用した教育を実
施する．

②「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則した研究倫理教育については，医学研究センターおよび各
病院の臨床研究支援センターとの連携を検討する．

③平成 28 年 12 月開催の冬季医学系大学倫理委員会連絡会議の事務局業務を支援する．
（3）利益相反状態等の把握・管理支援
　利益相反および責務相反について，ＣＯＩ管理委員会により研究活動における公正かつ適正な判断が確保されて

いるか，また職務遂行に支障がないか適切に審査を行っていくにあたり，事務局として支援する体制を構築して
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いく．また研究者の利益相反状態等に関する周知と理解を深めるため，必要な教育を実施していく．
（4）安全保障輸出管理の周知と体制整備
　経済産業省および文部科学省は，研究機関に対して，「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理を

求めている．本学の安全保障輸出管理について，研究者へ対象となる物品および技術，行為を周知するため，ガ
イドラインの作成，周知活動を行う．関係部署と連携し必要な管理体制を構築していく．

3）研究活動の活性化の取組み
（1）特定認定再生医療等委員会の運営
　診療組織との連携として，特定認定再生医療等委員会などを関係部署と連携し運営していく．また各病院の臨床

試験支援センターと連携し，研究活動の活性化および健全性を保持していく．
（2）研究部門におけるｅラーニング教育支援
　研究部門におけるｅラーニング教育支援として，医学研究センター研究主任部門と連携し研究支援管理 e ラーニ

ング委員会の運営にあたっていく．
（3）寄附研究部門の設置・運営
　寄附研究部門の設置・運営について審査する寄附研究部門設置委員会を関係部署と連携し運営していく．

（4）研究国際化に向けた方策
　研究の国際化が進み，国外研究機関との事務手続きや交渉などの研究管理業務が増加しつつある．国際化への対

応は法人の方針でもあり，研究活動を支える事務部門の機能強化として，多様な人材の育成と確保を進めていく．
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5．6）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非常勤講師（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，理事長（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）	 ：短期大学副学長，短期大学入試委員長（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 27 年 3 月まで	）
藤森千尋（FUJIMORI,	Chihiro）	 ：医学部科目出題責任者・英語

（任期 : 平成 27 年 4 月より平成 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 27 年 6 月まで	）
田中律子（TANAKA,	Rituko）	 ：総合医療センター看護専門学校事務担当

（任期 : 平成 27 年 7 月より平成 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,	Kathuhiko）	 ：副理事長（任期 : 平成 27 年 3 月まで）
吉本信雄（YOSIMOTO,	Nobuo）	 ：副理事長（任期 : 平成 27 年 4 月より平成 28 年 3 月 31 日）
三澤善道（MISAWA,	Yoshimithi）	 ：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,	Mithuo）	 ：特任講師・数学
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杉山　崇（SUGIYAMA,	Takashi）	 ：特任講師・物理
【事務局】
村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）	 ：大学事務部次長（任期 : 平成 27 年 6 月 30 日まで）
村田正樹（MURATA,	Masaki）	 ：大学事務部医学部事務室学生課　課長

（任期 : 平成 27 年 7 月より平成 28 年 3 月 31 日）

2．目的
　アドミッションセンターの業務目的は，埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 1 条に示す通りであるが，
アドミッションセンター運営委員会は，アドミッションセンターの目的を円滑に遂行するため，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 27 年 4 月 28 日（火）に「アドミッションセンター拡大会議」を開催し，意見交換を実施した．また，各学
校の担当者から，平成 27 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 28 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 27 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．
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5．7）国際交流センター委員会

1．構成員（任期：H28.3.31）
委員長	 田中淳司（TANAKA,	Junji）：放射線科：教授
副委員長	 魚住尚紀（UOZUMI,	Naonori）：生化学：講師
	 橋本正良（HASHIMOTO,	Masayoshi）：総合診療内科：教授
委員	 朝倉博孝（ASAKURA,	Hirotaka）：泌尿器科：教授
	 荒木信夫（ARAKI,	Nobuo）：神経内科：教授
	 石原　理（ISHIHARA,	Osamu）：産科・婦人科：教授
	 奥田晶彦（OKUDA,	Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授
	 佐伯俊昭（SAEKI,	Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
	 篠塚　望（SHINOZUKA,	Nozomi）：消化器・一般外科：教授
	 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
	 辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授
	 田丸淳一（TAMARU,	Junichi）：総合医療センター病理部：教授
	 藤巻高光（FUJIMAKI,	Takamitsu）：脳神経外科：教授
	 三村俊英（MIMURA,	Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授
	 村松俊裕（MURAMATSU,	Toshihiro）：国際医療センタ ? 心臓内科：教授
	 井上　勉（INOUE,	Tsutomu）：腎臓内科：准教授
	 乙戸崇寛（OTSUDO,	Takahiro）：保健医療学部理学療法学科：准教授
	 茅野秀一（KAYANO,	Hidekazu）：病理学：准教授
	 小澤栄人（KOZAWA,	Eito）：国際医療センター放射線科：准教授
	 飯田慎一郎（IIDA,	Shinichiro）：内分泌糖尿病内科 :	講師
	 種田佳紀（OIDA,	Yoshiki）: 教養教育：講師
	 ゴッドフリーチャド（GODFREY,	Chad）：教養教育：講師
	 周防　諭（SUO,	Satoshi）：薬理学：講師
	 菅理　江（SUGE,	Rie）：生理学：講師
	 岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部教務課：課長
	 劉　文甫（LIU,	Wenfu）：顧問
オブザーバー	 市岡正適（ICHIOKA,	Masayuki）：保健医療学部健康医療科学科：教授
	 小山　勇（KOYAMA,	Isamu）：国際医療センター消化器外科：教授
	 野村正彦（NOMURA,	Masahiko）：顧問
	 松本万夫（MATSUMOTO,	Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授
	 丸木清之（MARUKI,	Kiyoyuki）：理事長

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 27 年 4 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 12 人
②第 2 回（平成 27 年 5 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 11 人
③第 3 回（平成 27 年 6 月 16 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 11 人
④第 4 回（平成 27 年 7 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 12 人
⑤第 5 回（平成 27 年 9 月 8 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 14 人
⑥第 6 回（平成 27 年 10 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 9 人	
⑦第 7 回（平成 27 年 11 月 10 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 11 人	
⑧第 8 回（平成 27 年 12 月 8 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 12 人
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⑨第 9 回（平成 28 年 1 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 11 人	
⑩第 10 回（平成 28 年 2 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 14 人
⑪第 11 回（平成 28 年 3 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室	出席者 11 人

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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5．8）（1）地域医学 ･ 医療センター運営委員会

1．構成員
委員長　別所正美（BESSHO,	Masami）：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）
　　　千田みゆき（CHIDA,	Miyuki）：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）
　　　宮山徳司（MIYAYAMA,	Tokuji）：医療政策学：特任教授（任期：同上）
　　　足立雅樹（ADACHI,	Masaki）：健康管理センター：准教授（任期：同上）
　　　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）
　　　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）
　　　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：同上）
　　　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：同上）
　　　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　諏訪絵美（SUWA,	Emi）：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 28 年 2 月 29 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）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
充実した．彩の国連携力育成プロジェクトは中間評価で A 評価を受けた．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 27 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．彩の国連携プロジェクトで共同開発・共同開講した彩の国連携科目を正規科目に位置づける取り組みを進め
てきた．様々な連携，地域貢献に取り組んできたものと考えている．次年度は医療人育成支援センター地域医学推進
センターにその機能を移し，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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5．8）（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　別所正美（BESSHO,	Masami）：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）
　　　千田みゆき（CHIDA,	Miyuki）：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）
　　　足立雅樹（ADACHI,	Masaki）：健康管理センター：准教授（任期：同上）
　　　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）
　　　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）
　　　　　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）
　　　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：同上）
　　　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：同上）
　　　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：同上）
　　　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　冨永信子（TOMINAGA,	Nobuko）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）
　　　諏訪絵美（SUWA,	Emi）：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 28 年 2 月 29 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 16 名）

（1）地域医学・医療センターで担当をしている医学部 4 年生「社会と医学」コース「地域社会と健康」ユニット
の講義と実習を中心に，保健医療学部，短期大学，その他の大学や専門学校での講義や実習に携わっている．

（2）平成 24 年度文部科学省大学間連携共同教育事業「彩の国大学連携による地域住民の暮しを支える連携力の高
い専門職育成」プロジェクトによる連携科目の内容を 1 ～ 3 年生の医学概論に位置づけ，地域基盤型 IPW 論，
IPW 演習（緩和医療）を実施した．この彩の国連携力育成プロジェクトは，平成 26 年度に文部科学省の中間評
価をうけ，「A：計画どおりの取組であり，現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが
期待できる」と評価されている．

（3）学会発表についての報告，地域向け講演会の依頼や高橋による県内を中心とした小中高生，一般向け性教育
の講演会が 74 件あった．

4．評価と次年度目標
　教育研修に関しては，学生，初期研修医の地域医療への関心を高めるための計画を着実に実施している．県内大学
との連携を進めるとともに , 地域枠に対する入学早期からの地域医療への関心を高めるための実習，良質な体験を今
後も提供できるよう，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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5．8）（3）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　別所正美（BESSHO,	Masami）：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）
　　　宮山徳司（MIYAYAMA,	Tokuji）：医療政策学：特任教授（任期：同上）
　　　足立雅樹（ADACHI,	Masaki）：健康管理センター：准教授（任期：同上）
学外委員　小山　格（KOYAMA,	Itaru）：毛呂山町：副町長（任期：同上）
　　　　　粟田　博（AWATA,	Hiroshi）：毛呂山町教育委員会：教育長（任期：同上）
　　　　　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）
　　　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：同上）
　　　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：同上）
　　　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：同上）
　　　諏訪絵美（SUWA,	Emi）：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 28 年 2 月 29 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）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．平成 28 年度から毛呂山町だけでなく，飯能市，日高市でも実施に向け日程の調整
を行っている．

2）平成 25・26・27 年度に私立大学活性化設備整備事業，タイプ 2 地域発展型に選定され，毛呂山町の教育委員
会と埼玉医科大学（医学部，保健医療学部看護学科，理学療法学科）で協力し，地域住民の健康を向上させる目
的で「健康づくりプロジェクト in 毛呂山」を実施し，運動能力調査，フードモデルを用いた栄養調査，活動量
計の貸出や健康講座を行っている．平成 27 年度の参加者は毛呂山町住民 25 名であった．次回の第 4 回を 3 月
2 日，また 8 月に再度集まっていただく予定．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．

3）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．

4）2013 年度文科省私立大学等教育研究活性化設備事業補助金にて導入した「感染症 GIS ネットワークシステム」
にて，地域の小中学校での学校感染症による出席停止状況の調査と流行状況の解析を継続して実施している．現
在のところ，公開範囲は協力校および教育委員会に限定している．前年度の質疑にあった感染症情報システムで
の情報のオープン化については 2015 年 9 月に協力校に対して，利用状況や公開範囲の拡大に関するアンケー
ト調査を行った．回収率は 76.9% で，回答のあった学校はいずれも何らかの形で情報を活用していた．地域住
民へ情報を公開をしても良いと答えた学校は約 4 割で，今後公開の範囲拡大を行うために，教育委員会との折
衝が必要である．また，越生の小中学校も来年度より加わり 2 市 2 町となる予定．

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をお
こなった．彩の国思春期研究会西部支部たんぽぽの立ち上げと月 1 での勉強会を開始した．

6）その他，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 2 名派遣，埼玉県が
ん検診制度管理事業，日本プライマリ・ケア連合学会埼玉県支部の事務局としての活動，長崎県小値賀町との連
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携等の活動がある．

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，次年度は医療人育成支援センター地域医学推進センターにこれらの役割
を移行し，毛呂山町の活動の継続，近隣地域への拡大とともに，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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5．8）（4）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　別所正美（BESSHO,	Masami）：地域医学 ･ 医療センター：センター長（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）
　　　　石原　理（ISHIHARA,	Osamu）：大学病院産科・婦人科：教授（任期：同上）
　　　　依田哲也（YODA,	Tetsuya）：大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：同上）
　　　　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：同上）
　　　　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：同上）
　　　　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：同上）
　　　　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichiro）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）
　　　　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）
　　　　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）
　　　　諏訪絵美（SUWA,	Emi）：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 28 年 2 月 29 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 10 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 年度は新規依頼 34 件，再依頼 56 件であった．内訳としては，
学会発表が共同演者	7 件，謝辞	1 件，論文（共著）が : 英文原著	3 件，和文原著	2 件，論文（謝辞）が	英文原
著 1 件，論文（投稿中）が	英文原著 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．	

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
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れているがマンパワーの限界に近づきつつある問題もあり，今後体制の検討が必要となろう．これらの活動について
は一定の成果を挙げることが出来たと自己評価している．次年度以降は，医療人育成支援センター地域医学推進セン
ターに事業を移行し，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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5．9）医療人育成支援センター運営会議

1．構成員
　（任期：平成 28 年 3 月 31 日）
　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
　加藤　仁（KATO,	Hitoshi）	 卒前部門，キャリア形成支援部門
　金子公一（KANEKO,	Koichi）	 卒前部門，キャリア形成支援部門
　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，キャリア形成支援部門
　屋嘉比康治（YAKABI,	Koji）	 初期臨床研修部門	
　棚橋紀夫（TANAHASHI,	Norio）	 初期臨床研修部門	
　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
　岩永史郎（IWANAGA,	Shirou）	 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，キャリア形成支援部門
　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，卒前部門
　村田正樹（MIRATA,	Masaki）	 大学事務部学生課（27 年 9 月より）
　下田裕子（SHIMODA,	Yuko）	 病院群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
　福田基子（FUKUDA,	Motoko）	 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　臨床研修センター
　川俣栄希（KAWAMATA,	Eiki）	 総合医療センター　臨床研修センター
　若松正子（WAKAMATSU,	Masako）	 総合医療センター　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（27 年 6 月まで）
　新井　智（ARAI,	Satoshi）	 国際医療センター　臨床研修センター（28 年 1 月まで）
　小川英明（OGAWA,	Hideaki）	 国際医療センター　臨床研修センター（28 年 2 月より）
　池田美土里（IKEDA,	Midori）	 国際医療センター　臨床研修センター

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 10 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教
員代表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 56 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 4 月 20 日　TV 会議　出席者 15 名
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　議事：埼玉県地域枠奨学金受給者の病院見学，自治医大セミナー参加，埼玉県医療整備課との懇談会について，
レジナビフェアへの病院群での参加について，後期研修プログラムの HP 公表について，採用時オリエンテー
ション，他職種連携のシナリオベースドトレーニングについてなど

（2）第 57 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 6 月 15 日　TV 会議　出席者 13 名
　議事：埼玉県地域枠奨学金受給者の自治医大セミナー参加，自治医大出身の先生の後援会の開催について，リ

ジナビフェア，オープンホスピタルバス見学ツアーについて，本学 6 年生対象プログラム説明会開催につ
いて，慶應義塾大学医学部長岡野栄之先生の卒後学術集会講演会開催について，専門医研修プログラム作成
WG についてなど

（3）第 58 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 7 月 13 日　TV 会議　出席者 12 名
　議事：埼玉県の総合医局機構交流会について，レジナビフェアについて，来年度採用申し込み状況について，

新専門医制度，HQ 会議について，腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナー日程についてなど
（4）第 59 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 9 月 7 日　TV 会議　出席者 15 名

　議事：専門医研修プログラムに関したアンケート結果について，学外向新専門医制度 WEB への公表について，
埼玉県地域枠，埼玉医科大学地域枠奨学金受給者について，女性医師支援体制について，臨床研修指導医講
習会日程について，毛呂山後援会での情報発信についてなど

（5）第 60 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 10 月 19 日　TV 会議　出席者 14 名
　議事：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 61 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 11 月 30 日　TV 会議　出席者 14 名

　議事：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 62 回医療人育成支援センター運営会議：平成 27 年 12 月 21 日　TV 会議　出席者 15 名
　議事：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 63 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 1 月 18 日　TV 会議　出席者 14 名

　議事：専門医研修体制について，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，オープンホス
ピタルバス見学ツアーについて，同窓会への広報活動について，中心静脈カテーテルの PICC 法のハンズオ
ンセミナー JMECC の開催臨床研修指導医講習会の開催報告についてなど

（9）第 64 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 2 月 15 日　TV 会議　出席者 10 名
　議事：専門医研修体制について，埼玉県地域枠奨学金貸与者研修先の見学について，オープンホスピタルバス

見学ツアー中止について，研究マインド育成自由選択 PG について，埼玉県主催の女性医師との懇談会につ
いて，同窓生への広報活動についてなど

（10）第 65 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 3 月 14 日　TV 会議　出席者 13 名
　議事：専門医研修体制について，埼玉県地域枠奨学金受給者チューターについて，レジナビフェアスプリグ

2016 について，指導医講習会受講後の指導医のメーリングリストについて，総合医療センターのシミュレー
ション管理者についてなど

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 27 年 10 月 17 日（土）参加者 6 名
　　（大学病院 4 名，総合医療センター 1 名，国際医療センター 1 名）
　＊平成 27 年 11 月 7 日（土）参加者 6 名
　　（大学病院 1 名，総合医療センター 2 名，国際医療センター 4 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．
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本学で開催したイベントは，10 月 17 日と 11 月 7 日に埼玉医科大学スキルスラボにて”「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－」“である．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 12 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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大学院

1．医学研究科

本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．高
度で最先端の基礎的・臨床的医学研究に従事し，豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標
に掲げ，平成 28 年 3 月末現在 1,313 件の学位（博士）（甲種 475 名，乙種 838 名）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 28 年 3 月末現在 51 件の学位（修士）を授与した．

平成 27 年度は，博士課程，修士課程の 2 つの課程について，多様な教育形態に対応しつつ魅力ある大学院づくり
を目指し，「新しい教員組織」に基づいた運営を行った．

具体的な活動内容については，大学院委員会，大学院医学研究科委員会，博士課程運営委員会，修士課程運営委員
会の各項に記すので，参照されたい．
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2．看護学研究科

1．構成員
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
冨田幸江（TOMITA,	Satie）：教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学・看護管理学：博士
野田智子（NODA,	Tomoko）：教授：代表指導教員（大学院）：小児看護学：博士
大森智美（OOMORI,	Tomomi）：教授：指導教員（大学院）：ヒューマンセクシュアリティ：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
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
佐鹿孝子（SASHIKA,	Takako）：客員教授：大学院教員（大学院）：看護理論：博士
本山仁美（MOTOYAMA,	Hitomi）：准教授：大学院教員（大学院）：成人看護学：修士

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ている．27 年度は，在籍学生 1 名が成人看護学特別研
究を履修した．

小児看護学領域：小児看護学では，特論，演習，実習を通して，小児看護学に関する諸理論と方法論を学修すると
ともに，小児看護学における課題分析，研究手法を学修し，上級看護実践者としての基礎を修得する．特別研究，課
題研究では，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：特論を通して，看護の概念・看護の専門性を理解し，看護援助の提供によって生じ
る対象の反応や日常生活行動の拡大など看護の独自の機能について理解を深める．さらに，演習を通して，既習学修
を基盤とし，看護に関する文献講読を行い，自己の研究課題の明確化を図る．また，研究課題を明確化するための文
献検討や文献クリティーク，データ解析の手法について学修し，特別研究に活用できることを目的とする．基礎看護
学・看護管理学特別研究では，特論や演習における学修を基に，自己の研究課題を設定し，研究計画にそって研究を
展開し，修士論文を作成する．

地域活動看護学領域：27 年度は，地域活動看護学演習Ⅱと地域活動看護学特別研究を開講した．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，保健活動の現場で見学や実習を通して，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（鈴木英子）
・看護倫理学：1 年生，2 単位 30 時間（荻野	雅）
・看護理論：1 年生，2 単位 30 時間（佐鹿孝子）
・看護継続教育論：1 年生，2 単位 30 時間（冨田幸江）
・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）
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・看護政策論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木英子）
【専門科目】
・成人看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（大賀淳子）
・精神保健看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（大賀淳子）
・精神保健看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（大賀淳子）
・精神保健看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（大賀淳子）
・精神保健看護学実習：1 年生，6 単位 270 時間（大賀淳子，大澤優子）
・基礎看護学特論Ⅰ：1 年生 ,3 単位 45 時間（冨田幸江）
・基礎看護学特論Ⅱ：1 年生 ,3 単位 45 時間（冨田幸江）
・基礎看護学演習Ⅰ：1 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江）
・基礎看護学演習Ⅱ：2 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江）
・基礎看護学・看護管理学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（冨田幸江，大賀淳子）
・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：今年は特別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．学

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，学位論文を提出す
ることができた．

小児看護学領域：在籍学生がいないため開講せず．
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を開講し，精神保健看護学実習（役割実

習）を終了した．特論および演習では，学生 1 名であったため，学生の関心の高いテーマを取り上げ，教員とのディ
スカッションの時間を豊富に設けることができた．また，学外講師（CNS）の特別講義や学会参加などの機会を積極
的に設け，それらの学びを統合することにより，学生 1 名であることの短所を補うことができたものと考える．精
神保健看護学実習（役割実習）では，複数の精神科 CNS からの指導を受け，学生は今後の課題を明確にすることが
でき，貴重な機会となった．

基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学特論Ⅰ，Ⅱでは，看護の概念・看護の専門性について，臨床現場の自ら
の体験，文献学習など，ディスカッションを通して学びを深めることができた．これらの学びは，各自臨床現場での
看護実践や看護教育に活かせる基盤となると考える．さらに，基礎看護学演習Ⅰ，Ⅱを通して，既習学修を基盤とし，
看護に関する文献講読を行い，自己の研究課題の明確化を図ることができた．また，研究課題を明確化するための文
献検討や文献クリティーク，データ解析の手法について学修し，特別研究に活用できた．基礎看護学 ･ 看護管理学特
別研究では，1 名の学生が質問紙調査による量的研究に取り組んだ．量的研究における統計的解析では，単変量解析，
2 変量解析，多変量解析の手法を踏み，データ解析の基本的なプロセスを学修でき，修士論文を完成することができた．

地域活動看護学領域：地域活動看護学演習Ⅱは，1 名の 2 年次生がフィールドとなる子育てグループの課題を明確
にし，対象グループのディスカッションを企画運営し，その結果を演習施設にフィードバックした．特別研究は，4
名が履修し学位論文を提出し合格した．1 件は KJ 法を援用した質的研究であり，3 件は質問紙を用いた量的な研究
であった．研究を通して研究方法，倫理的配慮等に関する多くの学びが得られたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画

成人看護学領域：がん看護学およびクリティカルケア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．クリティカルケア学では，精神保健看護学の指導教授が在籍する学生の論文指導を行い，無事学位論
文を提出し合格することができた．

小児看護学領域：新任の指導教員が着任したが，在学生及び新入生はいなかった．次年度は新入生を迎える予定で
ある．

精神保健看護学領域：一昨年度，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1年生 1名だけであったため，引き続き，学生の確保に努めたい．また，既卒者3名が CNS申請にいたっ
ていないため，次年度はフォローアップ研修を計画的に実施する予定である．

基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学では，科目目標にそって，看護の専門性に関する文献学習，さらに，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，看護の専門性について考察するなど，さらに，学修を深められるよう工夫していきたい．
基礎看護学 ･ 看護管理学特別研究では 1 名が修了できた．次年度は，さらに，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．



看護学研究科

236

地域活動看護学領域：4 名のうち 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が，計画的に進めら
れたので学生も主体的に取り組めたと考える．仕事や個人的理由で研究が停滞した時期もあったが，励ましながら指
導し，全員が学位論文を提出し合格できた．入試受験者がなく次年度の新入生はいない．引き続き学生獲得に努めたい．

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
職により，今年度も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ので，次年度も引き続き教員の確保に力を入れていく．一方で，1 名の修了生ががん看護専門看
護師資格を取得した．学生の獲得については，配布先を見直し，昨年度作成したパンフレットを活用して広報活動を
行った．また，入試問題作成マニュアルの見直し，研究計画発表会と研究論文発表会を同日開催とするなど，運営上
の効率化を図った．学生による授業評価の回収率が低いので，質問紙をホームページからダウンロードする方法から
個別に科目数分の評価表と封筒を配布する方法に変更したところ，回収率が向上した．次年度からの第 4 次長期総
合計画については，ワーキンググループを設置して検討し，専門看護師教育課程の新規申請・更新申請に向けての準
備，新たな領域あるいは博士課程の開講などを視野に入れた今後 5 年間の活動計画を立案した．
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大学院

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

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．
　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
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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 27 年度入学者は 0 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 27 年度は「腫瘍外科医養成コース」1 名，「腫瘍内科
医養成コース」1 名の計 2 名の大学院生が医学博士の学位を取得している．なお，在籍者に対しては，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．
　また，平成 27 年 10 月から 12 月にかけ，全 6 回の短期型インテンシブコースとして「がん緩和ケア多職種養成コー
ス」を開講し，本学を含む県内外の医療機関・関連施設等から医師，看護師，薬剤師，社会福祉士，医療系大学生な
ど計 31 名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，
精神腫瘍科，がん相談支援センター，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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医学部（基礎医学部門）

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：病態生化学：博士
川村勇樹（KAWAMURA,	Yuuki）：H27 年 6 月 1 日助教から講師に昇格：教育員・研究員：生物学，微細形態学：
博士
＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI,	Chihiro）：講師：教育員・研究員：第二言語習得論・学習要因論：博士
Chad	Godfrey：	講師：教育員・研究員
種田佳紀	（OIDA,	Yoshiki）：H27 年 4 月 1 日講師に着任：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA,	Yoshihito）：H27 年 4 月 1 日助教に着任：教育員・研究員：談話分析・コーパス言語学：修士
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

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，
日常居住 ? 研究施設面，経費面での運営は基本学科が対応する．
　この項では主に研究活動を報告し，教育活動に関しては「教養教育部門」の項で扱う．

3．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＞
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　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 2 回，開催した．
いずれも場所は 7 号館 1 階会議室
　第 11 回（通算）：10 月 21 日（水）16：10 ～ 17：00
　種田佳紀　「リベラリズムとは何か？～ロールズ的リベラリズムとドゥウォーキン的リベラリズムの差異を巡って～」
　第 12 回：1 月 20 日（水）16：10 ～ 17：00
　伊澤宜仁「用法基盤モデルとは何か」
＜教育カフェ＞教員間で互いの教育に関する考えや思い，方法などについて情報交換し，対話を促進する目的で，教

育カフェを年に 2 回開催した．いずれも場所は 7 号館 1 階会議室
第 1 回　2015 年 11 月 30 日（月）16：10 ～ 17：00　教養ってなに？
第 2 回　2016 年　3 月 16 日（月）14：10 ～ 16：00　新聞紙タワーづくり，授業をすること

＜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研究を進める．
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．
9）動的相転移の性質および起源を明らかにする．
以下，3-2 ～ 3-4 の 1）～ 9）は本節の 1）～ 9）の研究に対応する．

＜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＞

新しい英語教育カリキュラムの開発と実践成果に関する共同研究 .	共同研究の成果に関しては，教材作成に反映さ
せ，更なる授業改善に繋げるとともに，学内外の紀要・学会機関誌などに発表することで広く普及に努めている．	また，
4 名いる英語教員のそれぞれの専門や関心領域に応じて，各自，課題を追究するとともに情報交換を行い，互いに研
鑚を積んでいる．
＜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，市民の教育政策形成への

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．
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	
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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）
9）動的相転移：鈴木　正（埼玉医大），高橋和孝，小渕智之（東京工業大学），根来誠（大阪大学），Amit	Dutta，

Shraddha	Sharma（IIT	Kanpur）
＜化学＞

・森口武史：太平化学産業（株）および富士シリシア化学（株）との共同研究
・土田敦子：中央大学（石井研究室）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，広島大学のグループとの

共同研究である．）
3-3．研究内容と達成度
＜物理学＞

1）医学系学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査を本学医学部 1 年，同保健医療学部，群馬大学，大妻
女子大学，東京電機大学等で実施した．

2）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）の普及活動について，
1884 年群馬県主催の小学教員講習会の成果として，1887 年に高崎の高等小学校生徒による簡易物理器械の自
製を確認し，その実態を考察した．

3）前年度に明らかにした，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相転移に関する結果を
論文にまとめた．

4）ランダムエネルギー模型の低温相において，有効ポテンシャルが非解析性とレプリカオーバーラップの関係を
明らかにした．

5）RbCoBr3 の光複屈折測定を行い，ACoX3 系物質の相転移に伴う異常を解析した．
6）量子アニーリングにおける温度の効果を調べるための理論的定式化を行った．
7）前年度の研究成果を論文にまとめた．また，新たに量子相転移近傍で時間発展している系に結合した 1 量子ビッ

トのデコヒーレンスの性質を明らかにしたので，その結果も論文にまとめた．
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，理論的整備を行った．

9）これまでに誰も調べていない 1 次元量子スピン模型，無限レンジ模型の動的相転移について数値的・解析的に
調べ，動的相転移の有無を明らかにした．1 次元量子スピン模型については論文にまとめた．

＜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）．（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）．

・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）.

＜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：ゲノム中の繰り返し配列が伸長して起こる遺伝性疾患の研究をしている．一連のポリアラニン伸長
疾患の原因タンパク質のうち SOX3 に焦点を絞り，哺乳類培養細胞およびアフリカツメガエル初期胚を用いて疾
患機構の解明を目指している．
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＜英語＞
・藤森千尋：第二言語習得研究から得られる知見を，外国語としての英語教育という日本の英語学習の文脈に応用

する研究を行っている．	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，及びカリキュラム
の成果分析などを行なっている．また，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，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，
外国語学習と自己形成（言語アイデンティティ）の関係に関心を持っている．	また，自律的学習の要因分析を行っ
ている．

・Chad	Godfrey：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と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．	

・種田佳紀：専門である応用倫理と英語教育をつなぐ授業素材の開発に取り組んでいる．	また ,	規範理論と制度デ
ザインの関係を中心に研究をすすめている .	その他 , 国際交流センターでの語学研修の企画・実施を担当してい
る．

・伊澤宜仁：言語表現のデータベースを使って，書きことばや話しことばなど，表現が状況によってどのように変
化するかを研究している．同時に，それらの変化の要因についても分析している．

＜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．

・米岡裕美：市民参加の質を捉える枠組みとして ,1）主体性 ,2）公共性⇔創造性 ,3）実効性という 3 つの軸を設
定した．事例調査では , 社会教育に関わる市民参加の事例として , 図書館 , 公民館が含まれる市民センターの改
修計画策定に市民が参加する事例の調査を行った．

3-4．自己評価と次年度計画
＜物理学＞

1）継続調査から医学系学生に対する放射線に対する意識・理解度の変容を確認した．次年度において継続調査と
その分析を実施予定．

2）物理学史：簡易物理器械（実験具）の普及活動の成果として当時の群馬県の小学校教員および生徒による自製
を確認した．次年度この活動を大正期に拡大しその実態を解明予定．

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すでに問題は解決した．臨
界現象について研究を行うために，研究手法を検討する．

4）有効ポテンシャルが非解析的になることと，レプリカ対称性の破れの関係が明らかになった．引き続きレプリ
カ対称性の破れについて研究を進める．

5）三角格子ハロゲン化物質の磁気相転移と構造相転移が光複屈折へ与える影響を明らかにした．次年度は，引き
続き観測を行い，理論モデルをまとめる．

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 マシンが行っていると考えられる有限
温度の量子アニーリングの性質を明らかにする．

7）乱れのある系の量子相転移近傍の時間発展について研究を行い，普遍的性質を明らかにする．デコヒーレンス
の性質をより詳細に調べる．

8）情報理論的な基礎づけについて引き続き研究を進める．
9）解析的に調べることができる無限レンジ模型について動的相転移の有無とその性質を明らかにする．

＜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 :	昨年度からの継続研究で一部金属については収束した .	次年度も引き続き第 8・9 族の反応機構の解

明に注力する．また新たな課題（天然有機化合物を利用した創薬に関する量子化学的研究）にも取り組む予定で
ある．

＜生物学＞
山崎と川村は，継続したテーマで研究を続けている．
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大間陽子：予定通りに進行している．次年度も，研究計画に従って進めていく予定である．
＜英語＞

・藤森千尋：英語カリキュラム開発と実践，及びカリキュラムの成果の検証を広く行った．特に，アカデミック・
ライティングプログラムの言語産出の測定と，プログラム評価を行なっている．また，基礎科学系，基礎医学系，
臨床医学系教員との連携による医学専門書読解力の向上プログラムの開発・実践を行っている．今後，専門書読
解における，専門的知識と英語基礎学力との関連について詳細に検討することが課題である．

・Chad　Godfrey：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．

・種田佳紀：27 年度に一部取り入れた応用倫理に関する授業素材を拡充し，かつ Reading，Academic	Writing，
CLIL の連携を高めることで，英語教育と教養教育の統合的な教育方法を模索したい．また研究では数年来のテー
マであった「功利主義と制度デザイン」について学会発表等で成果を報告したい．

・伊澤宜仁：学術的な文脈，とくに書きことばにおける論理構成や頻出表現をふまえて，Writing の授業研究に取
り組んだ．今後は，学術表現の最適な指導法と，教員による評価のゆらぎを最小化する手法について検討していく．

＜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．
・米岡裕美：これまでの事例調査から析出された分析枠組みをこれまでの調査事例に適用し ,分析を行う．同時に，

学校運営協議会を新たな事例として調査と分析を実施する．これらと並行し , ファシリテーションという観点か
ら事例の分析及び市民参加の質向上のための方策の検討を行う．

4．診療　該当なし

5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員　
＜物理学＞

European	Physics	Letters，査読（鈴木正）
Scientific	Reports，査読（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）
Modern	Physics	Letter	A，査読（赤間啓一，向田寿光）
International	Journal	of	Modern	Physics	A，査読（向田寿光）

＜化学＞
森口武史：Phosphorus	Letter（日本無機リン化学会）編集委員．	Phosphorus	Research	Bulletin	（日本無機リン化

　　　　学会）	1 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）
日本大学理工学部非常勤講師（統計物理学演習）（鈴木正）
群馬大学医学部・理工学部非常勤講師（物理学）（赤羽明）
成蹊大学非常勤講師（物理学）（赤間啓一）
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）
慶応義塾大学・理工学部非常勤講師（英語）（伊澤宜仁）
明治大学・総合数理学部非常勤講師　（英語）　（Chad	Godfrey）
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＜英語＞
中央教育研究所（鳥飼玖美子研究主任　英語教育研究グループ）研究員（藤森千尋）

＜総合教育＞
日本生理学会評議員（中平健祐）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書　
＜物理学＞

①原著　Sei	Suzuki	and	Amit	Dutta,	Universal	scaling	for	a	quantum	discontinuity	critical	point	and	quantum	quenches,	
Phys.	Rev.	B	92	064419	（2015）.	

②原著　Satoshi	Morita	and	Sei	Suzuki,	Phase	Transition	of	Two-Dimensional	Ising	Models	on	the	Honeycomb	and	
Related	Lattices	with	Striped	Random	Impurities,	J.	Stat.	Phys.	162	123-138	（2016）.	

③国際会議発表　Sei	Suzuki,	Quantum	annealing	of	a	disordered	Ising	chain,	招待講演 ,	New	Horizons	of	Quantum	
and	Classical	Information	2015,	2015 年 8 月 5 日 ,	Tokyo	Institute	of	Technology,	Tokyo

④学会発表　鈴木正，不連続転移近傍おけるシミュレーティッドアニーリングとキッブル・ズーレック機構，日本
物理学会 2015 年秋季大会，2015 年 9 月 19 日，関西大学

⑤国際会議発表　Toyomi	Tamaki，	Jun	Shozawa，	Hiroshi	Takahashi	and	Akira	Akabane，	The	Road	Looking	For	
Originality　Physics	school	textbook	“Shogakko	Seitoyo	Butsurisho”	written	by	Makita	Goto	et	al．International	
Conference	on	Physics	Education	ICPE	2015，	held	at	the	Friendship	Hotel，Beijing，China，on	August	10-14，
2015	?	Book	of	Abstracts，p.61.	

⑥学会発表　赤羽明，所澤潤，玉置豊美，高橋浩：西洋型自然科学建設期における能動的学習（Active	Learning）
－小学校生徒による簡易物理器械の自製－，日本物理教育学会第 32 回物理教育研究大会発表予稿集（学術雑誌），
査読無，（32），2015，pp.97-98，2015 年 8 月 8-9 日，九州大学伊都キャンパス．

⑦学会発表　高橋浩，赤羽明，所澤潤，玉置豊美：明治期初等物理教科書における輻射熱の分子論的解釈の説明
について，日本物理学会講演概要集（学術雑誌），査読無，第 70 巻第 2 号第 2 分冊，20aBB-4，p.3368，2016
年 3 月 19-22 日，東北学院大学泉キャンパス．

⑧学会発表	西脇洋一，米岡裕美，赤羽明，コンピュータを用いた能動的学習による物理学実験，第 63 回応用物理
学会春季学術講演会，2016 年 3 月 21 日 ,	東京工業大学

⑨学会発表	赤間啓一，物理系の自然選択機構における原子，分子のエントロピー収支，日本物理学会第 71 回年次
大会，2016 年 3 月 22 日，東北学院大学

⑩ Hisamitsu	Mukaida,	Non-differentiability	of	the	effective	potential	and	the	replica	symmetry	breaking	 in	the	
random	energy	model,	J.	Phys	A:	Math.	Theor,	49	（2016）	045002.

【総数：論文 5 件，学会発表	11	件】
＜化学＞

①神鳥和彦 , 森口武史 .	アハ ? タイトの表面（セ ? ータ）電位とタンハ ? ク質およひ ? 色素の吸着 .	Phosphorus	
Letter	No.84,	p.12-23	（2015）.	

②森口武史 .	ヒト ? ロキシアハ ? タイトの化学反応における触媒としての利用 .	Phosphorus	Letter	No.84,	p.72-81	
（2015）.		

③森口武史 ,	神鳥和彦 .	光触媒アハ ? タイト .	Phosphorus	Letter	No.84,	p.82-95	（2015）.
④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	?KJ 法によるグループディスカッションの効果 ?.	第 47 回日本医学教育
学会大会 .	平成 27 年 7 月 24-25 日 ,	新潟

⑤森口武史，中川草平．有機基を修飾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
修飾基の効果．第 25 回無機リン化学討論会．平成 27 年 9 月 28-29 日 ,	米沢 .

⑥森口武史，中川草平．有機基を修飾した鉄処理型ヒドロキシアパタイトを触媒としたメチルオレンジの光フェン
トン反応．日本化学会第 96 春季年会．平成 28 年 3 月 24-27 日，京田辺 .

⑦ Yousuke	 Ikeda,	 Shintaro	Kodama,	Noriko	Tsuchida	and	Youichi	 Ishii,	Competition	between	vinylidene	
rearrangement	and	1,2-insertion	of	carbon-disubstituted	 internal	alkynes	at	a	Cp*Ir（III）	complex,	Dalton	
Transactions,	vol.44,	pp.17448-17452,	2015

⑧ Miho	Otsuka,	Noriko	Tsuchida,	Yousuke	Ikeda,	Natacha	Lambert,	Rina	Nakamura,	Yuichiro	Mutoh,	Youichi	Ishii,	
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and	Keiko	Takano	,	Theoretical	Study	on	Internal	Alkyne/Vinylidene	Isomerization	in	Group	8	Transition	Metal	
Complexes	,	Organometallics,	vol.34,	pp.	3934-3943,	2015

⑨ Noriko	Tsuchida,	Miyuki	Fukushima,Yoshimi	Utaka,	Takashi	Kitayama,	DFT	study	on	the	reaction	of	zerumbon	
via	Favorskii	rearrangent,	第 8 回分子科学討論会 , 平成 27 年 9 月 16-19 日 , 東京

⑩ Noriko	TSUCHIDA,	Yuki	ISHIKAWA,	Ernst	HORN,	Keiko	TAKANO	,	DFT	Study	on	Self	Assembly	of	Halide	Bridged	
Ni	Trinuclear	Complexes	from	Ni（tmen）X2	（X	=	F,	Cl,	and	Br）, 錯体化学会第 65 回討論会，平成 26 年 9 月
21 日 -9 月 23 日，奈良

【総数：論文 5 件 ,	学会発表 6 件】
＜生物学＞

学会発表
①山崎芳仁 , 川村勇樹 .	アカハライモリ脳で発現している GFAP 様タンパク質，第 86 回	日本動物学会大会 ,2015

年 9 月 , 新潟
②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 .	埼玉医科大学医学部 2 年生の BLS 演習に

おける評価について．第 3 回日本シミュレーション医療教育学会学術大会，2015 年 6 月，栃木（自治医科大学）
③川村勇樹 ,	辻美隆 , 高平修二 , 岸田全人 , 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 3 報）第 47 回日本医学教育学会大会，
2015 年 7 月，新潟

④大間	陽子 ,	高橋	秀治 ,	渡邊	ゆり ,	石浦	章一 ,	小谷	典弘 ,	村越	隆之．野生型および変異型（ポリアラニン伸長型）
Sox3 の神経発生における機能解析．BMB2015,	2015 年 12 月 ,	神戸

【総数：学会発表　4 件】
＜英語＞

①藤森千尋・渡辺修一・永島雅文・村越隆之・中平健佑・川村勇樹・齋藤恵・新津守　医学英語プログラムの開発
と評価　	Development	and	Assessment	of	a	Medical	English	Program　（第 47 回日本医学教育学会大会　口頭発
表　2015 年 7 月 24 日　新潟　朱鷺メッセ　発表抄録集　p.106）

②藤森千尋　医学英語リーディング授業における有用感・学習意欲・自己効力感・学習方略及び
テスト得点の関連　（日本教育心理学会　第 57 回総会新潟大会　朱鷺メッセ　発表論文集	p.	613　　2015 年 8

月	28 日）
③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・大井和彦　『メタ文法能力育成を

めざしたカリキュラム開発：実践と教材開発を通したメタ文法カリキュラムの展望』2015		東京大学大学院教育
学研究科紀要　第 54 巻	（pp.355 － 388）	

④藤森千尋　小学校における「ことばの教育」としての国語教育と英語教育の連携の可能性　『自律した学習者を
育てる英語教育の探求⑨　小中高大を接続することばの教育として』2015　No.	83　（pp.	19-29　中央教育研
究所　

⑤種田佳紀　Yoshiki	Oida	Two	Interpretation	of	Utilitarianism,	NTU-TOKYO	Philosophy	Workshop		2016年 3月　
シンガポール南洋理工大学

⑥伊澤宜仁（分担執筆）　中野弘三，服部義弘，小野隆啓，西原哲雄（監修）2015『最新英語学・言語学用語辞典』
開拓社

⑦ Sasajima,	Godfrey	&	Kojima	（2015）.	Basic	English	Terms	for	Healthcare	&	Medicine.	Nan'un-do	（December	11,	
2015）

⑧ Sasajima,	Godfrey,	Kojima,	Wilson	&	Dijon	（2016）.	CLIL	Human	Biology.	Sanshusha　	（February	20,	2016）
⑨ Godfrey,	C.	（2016）.	Cultural	Awareness:	CLIL	 in	a	 Japanese	Medical	University	Context.	Modernizing	

Educational	Practice:	Perspectives	 in	Content	and	Language	Learning	（CLIL）.	pp.76-97.	Cambridge	Scholars	
Publishing	（March	2016）

⑩ Content	and	Language	Integrated	Learning	 in	a	Medical	University	Context:	6	years	of	Learning.	The	18th	
Annual	Conference	of	the	Japan	Society	for	Medical	English	Education	（JASMEE）.	Okayama,	Japan	（July	19,	
2015）

【総数 : 論文　3 件 ,	学会発表	5 件 ,　著書 6	件】　　
＜総合教育＞

①米岡裕美「NPOにおけるボランティア活動に関する認識構造の分析	:	日本ファシリテーション協会を事例として」
神戸大学教育学会『研究論叢』第 21 号，2015 年，17 － 27 ページ
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②中平健祐「e-learning システムを用いた生理学実習の効率化と質向上の検討」第 47 回日本医学教育学会大会，
2015 年 7 月，新潟

③米岡裕美「教育政策への市民参加に関する方法論的研究 2 －社会教育施設改修計画への市民参加の事例から」
日本教育行政学会　第 50 回研究大会，2015 年 10 月，名古屋大学

【総数 : 論文　1 件 ,	学会発表	2 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）	80 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）	130 万円

＜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　1,900,000 円
＜総合教育＞

文部科学省科学研究費補助金（研究活動スタート支援）「教育政策への市民参加に関する方法論的研究」課題番号
25885066，米岡裕美（研究代表者）736,713 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
＜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 3 件 ,	学術論文 3
報という形で残すことができた．

土田敦子：教育面では , 基礎的項目を知識として定着させるため前年度よりも応用を削減して内容解説に重点をお
く講義を行った . また，教科書では不足している説明を資料として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．研究面では ,	学術論文および学会発表の形で研究
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，研究面でも努力を続けている．
＜英語＞
　今年度は，1 名転出，2 名着任し，総数 4 名となった．授業の枠組み，指導内容の共有化，評価の一元化と標準化
を行い，少人数制の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，学習者中心の授業運営を行っている．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，言語学習に必要な機器の整った教室及び学習環境の整備は遅れたままで
あり，改善が望まれる．
＜総合教育＞
　今年度は中平と米岡がそれぞれの担当領域について活動をおこなったほか，平成 28 年度から予定されているカリ
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キュラム改変を実施するための準備活動をおこなった．特に，総合教育の教員と英語の教員（藤森，種田，伊澤）が
協働して計画している日本語リテラシーの新設ユニットについては，各メンバーの専門的意見を合わせて新しいもの
を作っていく試みとなった．今後も，このような活動を通じて新しいものをつくっていきたいと考えている．



医学部（基礎医学部門）

248

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）
大学院博士課程研究生：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．
　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．
　「良医への道 1,2」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．「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．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．
　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
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，「実用実験医学特別講義」の授業を
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担当した（永島，藤田，佐藤）．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 27 年度収集遺体数 59 体（通算収集遺体数 2,102 体），解剖学実習使用遺体数 32 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数38体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成28年 3月末の登録者総数2,955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）腫瘍の血管新生，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）胚形成における形態形成機構の分子細胞生物学的研究，6）脳の発生・発達，7）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．肝芽腫幹細胞と腫瘍血管新生との関係	
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．ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達の研究
7．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，内頚動脈や側頭骨周囲の局所解剖等，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），肝芽腫幹細胞と腫
瘍血管新生との関係（藤田），胚発生期の細胞運動の制御機構（髙野），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），ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達
の研究（佐藤）などのテーマで研究を進め，それぞれ一定の成果を得た．また前年度の日本解剖学会の学生セッショ
ンで，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報告したが，本年度の学生による第 1 回研究発
表会（6 月 4 日）で発表討論を行った（鈴木宏幸：A	case	of	Duplicated	Inferior	Vena	Cava．）．
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）
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○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）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①永島雅文．正常と異常の境界－解剖学の立場から－．日本SIDS・乳幼児突然死予防学会雑誌.	2015;15（1）,23-27.
② Zhao	C,	Ichimura	A,	Qian	N,	Iida	T,	Yamazaki	D,	Noma	N,	Asagiri	M,	Yamamoto	K,	Komazaki	S,	Sato	C,	Aoyama	

F,	Sawaguchi	A,	Kakizawa	S,	Nishi	M,	Takeshima	H.	Mice	lacking	the	intracellular	cation	channel	TRIC-B	have	
compromised	collagen	production	and	impaired	bone	mineralization.	Sci	Signal,	2016;9（428）,ra49,1-11.

③ Noguchi	TK,	Ninomiya	N,	Sekine	M,	Komazaki	S,	Wang	PC,	Asashima	M,	Kurisaki	A.	Generation	of	stomach	
tissue	from	mouse	embryonic	stem	cells.	Nat	Cell	Biol.2015;	17（8）,984-993.

④ Sato	T,	Sato	F,	Kamezaki	A,	Sakaguchi	K,	Tanigome	R,	Kawakami	K,	Sehara-Fujisawa	A.	Neuregulin	1	Type	II-ErbB	
Signaling	Promotes	Cell	Divisions	Generating	Neurons	from	Neural	Progenitor	Cells	in	the	Developing	Zebrafish	
Brain.	PLOS	One	2015;	10（5）,	e0127360.

⑤永島雅文 ,	栗崎知浩．臨床のための解剖学	第2版．頭部（翻訳）．メディカル・サイエンス・インターナショナル．
2016 年 2 月．

⑥藤田恵子，松本幸子，藤田一正，穐田真澄，永島雅文．がん微小環境における肝芽腫幹細胞と病的血管新生の関
係．第 121 回	日本解剖学会総会・全国学術集会．	2016 年 3 月．福島．

⑦高野和敬 ,	小畑秀一 ,	増本美香 ,	浅島誠 ,	永島雅文．原腸陥入時における予定内胚葉細胞の運動を制御するカルシ
ウム動員機構．第 121 回	日本解剖学会総会・全国学術集会．	2016 年 3 月．福島．

⑧Kurisaki	T,	Nakai	Y,	Nagashima	M.	Searching	the	genes	regulating	myoblast	fusion.	第121回	日本解剖学会総会・
全国学術集会．	2016 年 3 月．福島．

⑨松本英子，永島雅文．齧歯類大脳皮質ニューロンの発生過程における軸索ガイダンス因子ネトリン-1の機能変化．
日本動物学会第 86 回大会．	2015 年 9 月．新潟．

⑩亀澤一，猪股玲子，駒崎伸二．フリーソフトを用いた人体のボリュウムレンダリング実習の試み．第 121 回	日
本解剖学会総会・全国学術集会．	2016 年 3 月．福島．	

【総数：論文 4 件，学会発表 9 件，著書（翻訳）1 件】
6-2．獲得研究費

1．駒崎伸二（代表），猪股玲子，亀澤一（共同研究者）：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（共同研究者）：北野生涯教育振興会「生涯教育のための電子教材作成と，
それらを効果的に活用した e―ラーニングの方法の開発」，80 万円．

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 25462779，130 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,	期間延長．

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,	208 万円．

6．佐藤智美（代表）：埼玉医科大学・平成 27 年度学内グラント「視蓋におけるセロトニン輸送体の機能解析と薬
物スクリーニング系の確立」課題番号 27-B-1-29，40 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：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．各教員の努力により，基本学科として，教育と研究のいずれにおいても目標はおおむね
達成された．教員によっては委員会等を通じて学内運営に関わる機会が増える中で，誠実に職務に取り組んだ結果で
あると評価している．献体関連の業務やコメディカル教育についても，担当教員の貢献を多としたい．各教員の資質
と個性を活かしつつ，協働作業の実を挙げることを常に意識したい．
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医学部（基礎医学部門）

3．生理学

1．構成員
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞

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）：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：博士
平沢　統（HIRASAWA,	Hajime）：助教：教育員：研究員：大学院教員：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：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（平成 27 年 3 月まで）
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）：大学院生
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（KOIZUMI,	Keita）：特別協力研究員
東　美樹	（Miki,	HIGASHI）: 大学院博士課程研究生
牛込彰彦	（Akihiko,	USHIGOME）: 医学部専攻生

2．教育
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
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，
青葉）, 調節系（中平，伊丹）, 情報系（渡辺，池田，中平，伊丹，菅）．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，青葉），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，青葉），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．本年度はす
べての項目で電子版レポートの 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，青葉，熊谷 , 平沢），人体の科学入門 2（医学セミナー）
（渡辺，中平，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，菅），良医への道 1 コース・
臨床推論（渡辺，中平，菅），良医への道 1 コース・選択必修（理科で理解する体のはたらき：渡辺，），医学の基礎コー
ス・医学の数学 1，3（椎橋）を担当した．

　2	年生では，細胞生物学 2 コース・疾患の理解に役立つ細胞生物学（池田，服部），良医への道 2 コース・臨床
推論（渡辺，中平，伊丹），良医への道 2 コース・医学英語（渡辺，中平），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，比較行動学 1，比較行動学 2：菅）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（渡辺，田丸），生体・病態医科学特論（渡辺），統計情報解析特論（博

士課程），同（修士課程）（椎橋）実用実験医学特別講義（坂本），研究方法特論（坂本），行動科学概論（椎橋，長根，菅）
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，人体の構造と機能Ⅰ（解剖学・生理学），人体の

構造と機能Ⅰ（機能系実習）：金子），保健医療学部　看護学科（医療情報学：椎橋，人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ：
金子），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一学科（解剖生理学Ⅲ - Ⅳ：渡辺，
伊丹，田丸，菅 , 平沢），毛呂病院看護専門学校第二学科（解剖生理学Ⅱ：渡辺，伊丹，田丸，菅 , 平沢），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），
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）
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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，については引き続きの課題である．

【大学院教育】
　講義において，学生の意欲・好奇心をもっと刺激することが今後の課題と言える．
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育】
2 年生の人体の構造と機能 2 コースではユニットの統合・改編が行われた．一層の改善に向けて授業内容等を関係

教員と連携して改革していく．全体として各教員の努力は十分であったと考える．より一層の成果を上げることは，
一基本学科だけで達成できるものではなく，医学教育センター・他の基本学科と連携を図りつつ改善に努めたい．	
また，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】
ある程度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】
　生理学では，人体の正常機能を発現・維持するメカニズムを解明することで，それが損なわれたときの原因究明お
よび対処法（病態解析および治療法）を開拓する研究テーマに取り組んでもらい，臨床にとっても重要な研究マイン
ドを育成する．

【大学院教育】
　最新の解析手法を駆使して，最先端の生命科学のテーマに取り組み解明する．
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，内匠），中尾は，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）』
の講義を担当し，最新の医科学研究論文についての英語動画を視聴させたり，理化学研究所 BSI から脳科学研究者を
招き，小脳運動のメカニズム，神経変性疾患の細胞生物学，ヒト特異的な認知特性などについて英語で講義を聞いて
もらいディスカッションをした．
　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，「体内時計のリズムを強化する因子を探す」（池田，熊谷）という大学院 ? 医学部共通通年プログラムを実
施した．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．　
26 年度に課外学習プロ（通年）に参加した学生（4 名）は，「第 1 回学生による研究発表会」でポスター発表を行い，
敢闘賞を受賞した．27 年度もこのうち 3 名が継続して通年プロに参加した．さらに，「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」という研究テーマで 26 年度に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．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 1 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，池田・熊谷）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．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 2 名が生理学神経科学グループ（中尾）を訪れ，神
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経科学研究の最先端技術や成果について学習した．
【大学院教育】
　大学院教育については，大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）『脳科学特論』を担当し，また，大学院医学研
究科大学院生，博士課程研究生，専攻生指導（池田）を，さらに，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），卒後教育委員会後援学術集会と
して，服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科），小林洋平研究員（ハーバード大学分子細胞生物学）の講演を
企画した（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）
創価大学理工学部生命情報工学科（特別講義：池田）
香川大学医学部（生理学特別講義：池田）
福島県立医科大学医学部（行動科学：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．一昨年から学生発表の時間を 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，理化学研究所 BSI から脳科
学研究者を招き，小脳運動のメカニズム，神経変性疾患の細胞生物学，ヒト特異的な認知特性などについて英語で講
義をして頂き，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．
	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．
　今年は 2 年目となる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，
1 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．

【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	「疾患の理解に役立つ細胞生物学」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一昨年までと比べ，
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．
また学生発表に対して学生による評価も実施した．

【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．
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3．研究
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
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）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
2）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）
3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
4）網膜電図法による網膜における新規神経調節因子の役割の解明（平沢）

2．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

3．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1）	小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御

4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1）	糖尿病モデルラットの学習障害と脳内抗酸化酵素の変化
2）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討

5．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
3-3．研究内容と達成度
1．網膜の視覚情報処理

1）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
杆体入力型双極細胞から放出されるグルタミン酸が温度依存的に増大し，L-AP4 で抑制されるメカニズムを解明
するために，杆体入力型双極細胞に perforated	patch-clamp	mode を用いて記録している．

2）	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）国立成育医療研究センター眼科・視覚科学研究室との共同研究．マ
ウス iPS 細胞とマウス ES 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 TTX 感受性の活動電位が見られた．

3）	哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
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（Navα）
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立ち上げ試験的
な実験を開始した．また，DA 細胞における Navα タンパクの発現を調べ，学会発表した．	

4）	網膜電図法による網膜における新規神経調節因子の役割の解明（平沢）
研究内容：網膜電図法と薬理学的手法により，網膜における傍分泌性神経調節因子としての GABA の役割を明ら
かにする．
達成度：イモリ眼杯標本から網膜電図を計測し，それに対して薬理評価を行うための実験系を立ち上げた．

2．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

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），
の抗体で免疫沈降を行い，プロテオーム解析している．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．	

3．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御

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．
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4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討

刻印付けの記憶の固着における必須脳部位である IMM と視覚関連部位の神経活性を即初期遺伝子の発現によっ
て検討した．IMM が情報入力部位と独立に固定化のプロセスに関わること，また左右部位の活性のタイミング
の違いが示唆される結果となったさらに，これらの現象に関わる内因性カンナビノイドを決定する．

5．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
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，これらの現象に関わる内因
性カンナビノイドを明らかにする（東京大学大学院医学系研究科	神経生理学教室との共同研究）．
3-4．自己評価と次年度計画
1．網膜の視覚情報処理

1）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
杆体入力型双極細胞からの温度依存性グルタミン酸放出には細胞内リガンドが必要である可能性が極めて高いこ
とはわかったが，実験データ数が足りないので，次年度はもっとデータを増やし，成果をまとめたい．

2）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）
昨年度は，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が，
今年度は同様の手法を用いてマウス iPS 細胞とマウス ES 細胞からも視神経細胞へ分化誘導させることに成功し
た（論文投稿中）．これにより動物実験が可能になり，今後の治療法研究の選択肢が増えたことで，創薬や移植
による視覚回復に近づくと期待される．

3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
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 Navα サブ
タイプの多様性を明らかにしていきたい．

4）網膜電図法による網膜における新規神経調節因子の役割の解明
前年度は，イモリ眼杯標本から網膜電図を計測し，それに対して薬理評価を行うための実験系を立ち上げた．次
年度は，先ず，その網膜電図の成り立ちを特定の網膜回路ごとに理解することを目指す．その上で，網膜におけ
る神経調節因子としての GABA の役割を網膜電図法によって解明することを目指す．

2．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

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 蛋白の解析を進めたい．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．また，アフリカツメガエルの幼生による吸着行動が Na 存在下で
変化し，それが ENaC の選択的ブロッカーであるアミロライドにより効果が打ち消されることを見出した．これ
により ENaC がこの行動に何らかの役割を果たしていることがわかった．	

3．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御

引き続き改変タンパクの検出感度をあげることで，局在制御に応答するチャネル分子の分子メカニズムを明らか
にしていきたい．

4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討

本学での行動実験の立ち上げと装置の設計，プロトコルの立ち上げを行う．また引き続き，記憶固定期の即初期
遺伝子による活性部位の検討を進めたい．

5．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．
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＜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，牛込）
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，牛込）
　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．「時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子」
についての研究課題は，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（通年プロ：参
加人数　3 名，池田，熊谷）参加の学生とともに検討した．
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．この 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，＊＊医学部 6 年生（2015

年当時），今井貴雄（慶應大医））
　眼咽頭筋ジストロフィー（OMPD）は，遅発性の眼瞼下垂と嚥下障害と主症状とする優性
の遺伝性疾患であるが，日本では稀少遅発疾患である．OPMD の原因遺伝子は，14q11
上にある 306 アミノ酸からなる RNA 結合型タンパク質	PABPN1	（poly（A）-Binding		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，
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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（Hori	et	al;	Cell	Reports,?9,	2166-2179,2014）.

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（中尾，小泉）．

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．

4．診療　該当なし

5．その他
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
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

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），
Reviewer	editor	for	Frontier	in	Behavioral	Neuroscience（菅）,	Zoological	Science
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査読委員（金子），Neuroscience	Research 査読（渡辺）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本生理学会評議員（渡辺，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），日本医学教育学会倫理特別委員会委員（椎橋），日本医学教育評価機構調査・
解析委員会委員長（椎橋），日本医学教育評価機構評価委員（椎橋），全国医学部長病院長会議広報委員会副委員長（椎
橋）,	東大客員研究員（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），第 93 回日本生
理学会大会シンポジウム「概日リズムが支える生理適応システムにおけるクリティカルイベント」オーガナイザー・
座長（池田），第 58 回日本神経化学会大会理事会企画シンポジウム「生物の適応能を飛躍的に高めたリズム制御分
子と高次中枢システムの世界」企画委員会委員・シンポジウムオーガナイザー・座長（池田）

6．業績
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Hirasawa	H.,	Contini	M.	and	Raviola	E.	Extrasynaptic	release	of	GABA	and	dopamine	by	retinal	dopaminergic	

neurons.	Philos.	Trans.	R.	Soc.	Lond.	B.	Biol.	Sci.	5:	370	（2015）.	
学会発表
②田丸文信，田中卓，横井匡，仁科幸子，東範行，渡辺修一．ヒト iPS 細胞から機能する軸索を持った網膜神経節

細胞への分化誘導，第 93 回日本生理学会大会 ,	札幌，2016，3 月
③金子優子，青葉 - 藤牧香代，渡辺修一，ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞における電位依存性 Na チャ

ネルの発現パターン，第 93 回日本生理学会大会，札幌，2016，3 月
④菅理江，青葉―藤牧	香代，高田真理．フリカツメガエルとウシガエル幼生の吸着行動における ENaC の役割．

第 93 回日本生理学会大会，札幌，2016，3 月	　
⑤中平健祐 ,	椎橋実智男 ,	菅理江 ,	渡辺修一 .	e-learning システムを用いた生理学実習の効率化と質向上の検討 ,	第

47 回日本医学教育学会大会 ,	新潟 ,	2015
⑥鈴木智 ,	山田泰子 ,	佐藤義文 ,	高橋美穂 ,	吉田幸生 ,	大西京子 ,	齋藤恵 ,	荒関かやの ,	辻美隆 ,	間嶋満 ,	森茂久 ,	椎

橋実智男 ,	荒木信夫 .	学生による臨床実習評価のデータ解析	-e ポートフォリオ導入の観点から -,	第 47 回日本医
学教育学会大会 ,	新潟 ,	2015

著書
⑦ブレインサイエンス・レビュー2016　クバプロ「神経活動依存的な神経回路形成」p49-72（分担執筆：伊丹千晶）

【総数：論文	4	件，学会発表	8 件，著書 3 件，講演	0 件】
6-2．獲得研究費

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）	

青葉香代（研究代表者）：科学研究費補助金若手研究（B）「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」

金子優子（研究代表者）：平成 27 年度埼玉医科大学学内グラント研究費「網膜ドーパミン作動性アマクリン細胞
　　　　　　　　　		の自発的活動に関わるイオンチャネルの解明」

金子優子（研究代表者）：平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「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（研究実施者）平成 27 年度日本医療開発機構研究費「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」
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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

椎橋実智男 ,	菅沼太陽 ,	大西弘高 ,	丹羽雅之 .	第 56 回医学教育セミナーとワークショップ ,	WS-1	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）,	埼玉医科大学 ,	2015
＜神経科学グループ＞
6-1．論文・学会発表

論文：	
①Tamaru	T,	Ikeda	M:	Circadian	adaptation	to	cell	injury	stresses:	a	crucial	interplay	of	BMAL1	and	HSF1.	J	Physiol	

Sci,	66:303-306,	2016
著書：
②中尾啓子：7.6 章「再生と組織幹細胞」動物の事典（共著）? 朝倉書店
③学会発表：

中尾	啓子，松本	恵，	熊谷	恵 ,	溝井	令一 ,	荒木	信夫 ,	池田	正明 ,	今井	貴雄：in	vivo 電気穿孔法を用いて作成した
眼咽頭筋ジストロフィー疾患モデルにおける原因遺伝子 PABPN1の機能解析
第38回日本分子生物学会年会／第 88 回日本生化学会大会	合同大会　2015 年 12 月 3 日　神戸

【総数：論文	2 件，総論　1 件 ,	学会発表 10 件，著書・翻訳　2 件 ,	講演	3 件】
6-2．獲得研究費

中尾啓子	（研究代表者）：科学研究費助成　基盤研究（C）「大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性　
　　　　　　　　　　		Notch シグナリングの役割」

中尾啓子（研究代表者）：平成 27 年度	埼玉医科大学	学内グラント「RNA 結合蛋白質 PABPN1 によるポリ A 選択
　　　　　　　　　　		制御と眼咽頭筋ジストロフィーの病理」　

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　職務発明：埼医特 26-010,
　発明の名称　抗 BMAL1 モノクローナル抗体，及び，ハイブリドーマ ,
　発明者　　池田正明，吉村和法
　特許申請：特願 2015-246912,
　　発明の名称　抗膵ペプチド特異的モノクローナル抗体，
　　発明者　藤谷与士夫 ,	原朱美 ,	中尾啓子 ,	綿田裕孝
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　2015.5
服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）卒後教育委員会後援学術セミナー	企画・司会　2015.9
小林洋平研究員（ハーバード大学分子細胞生物学）卒後教育委員会後援学術セミナー　企画・司会　2015.12

7．自己点検・評価
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞

教育においては，十分に努力が払われたと考えるが，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．
　研究については，学内外の臨床教室との共同研究が発展した年であったが，次年度に成果を発表できるよう一層の
努力が必要である．
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医学部（基礎医学部門）

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：教育主任：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
北條泰嗣（HOJO,	Yasushi）：助教：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
小柴満美子（KOSHIBA,	Mamiko）：客員准教授

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・血液系（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，魚住，橋爪が担当し，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，
北條が担当した．「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，第2ユニッ
トでは，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 コマを担当し，演習として村越，小谷，
魚住，中野が参加し 4 コマを担当した．第 3 ユニットでは魚住が 3 コマ，荒木が 5 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，実習 5 日分を村越，小谷，魚住，荒木，中野，北條，
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，村越が
1 グループの引率を受け持った．
　2 年生の「細胞生物学 2」のうち実習は，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，北條，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 7 コマ，魚住が 10 コマと口頭試問 2 日，中
野が 3 コマ，荒木が 3 コマの講義を担当した．	村越，小谷，荒木，魚住，中野，北條，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 6 コマ担当した．「医
学英語 2」では，村越，小谷，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，中野が担当した．夏期・通年プログラムにおいては，村越，橋爪，篠
崎が 5 名，荒木が 3 名，中野，橋爪が 2 名指導した．また，村越が大学院医学研究科博士課程学生，魚住，中野が
医学研究科博士課程　実用実験医学特別講義，村越，小谷，魚住，中野が大学院保健医療学研究科修士課程学生への
講義を行った．毛呂病院看護専門学校の第1学科は中野が8コマ，小谷が7コマ，第二学科の代謝栄養学	（生化学分野）
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については，橋爪が 7 コマの講義を担当した．
2-3．達成度
　教室全体の教育における達成度は，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，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，北條，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．Chemogenetics	による神経活動制御（研究員：中野）

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．具体的には拘束あるいは断眠ストレス処置後のマウスから前部帯状回および扁
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 モデルがなかった前部帯状回スライ
ス標本でのカイニン酸誘発オシレーションについて原著論文を出版した．

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，井田及びテーマ 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．標的を定めた特定の神経細胞の活動を制御することで，テーマ 1 のオシレーション現象のネットワーク解析を
試みる．

3-4．自己評価と次年度計画
　本年度は新規に北條助教が参加し，特に脳科学の研究テーマについて進展が見られている．さらに，教室員数人の
専門分野である細胞生物学や分子生物学的技術を脳科学のテーマに順次導入しつつあり，今後も研究の幅が広がるこ
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とが期待される．教室全体としても，学会発表を中心に研究成果が出つつある．学生へは通年・課外プロなどを通じ
て，研究への興味を持ってもらう試みを続けており，これまでの状況を参考に新しい試みを施行することも念頭に入
れ，研究を教育面へ発展させる努力をしていきたい．

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
　日本アンチドーピング機構（村越隆之）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　学術論文雑誌 Scientific	Reports 学術編者（領域：脳神経科学）（小柴満美子）
　PLOSONE 学術論文審査（小柴満美子）
　Academic	Editor（小柴満美子）
　Frontiers	in　Behavioral	Neuroscience 学術論文審査（小柴満美子）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　東京農工大学農学部獣医学科特別講義「実験霊長類研究」（小柴満美子）
　感察工学研究会　脳神経科学および精神生物学講義（小柴満美子）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Araki	T,　local	anesthetics	and	antipsychotic	phenothiazines	 interact	nonspecifically	with	membranes	and	
inhibit	hexose	transporters	in	yeast.	genetics	2016.03;	202（3）:997-1012.

② Miyagawa-Yamaguchi	A,	Kotani	N,	Honke	K	Each	GPI-anchored	protein	species	 forms	a	specific	 lipid	raft	
depending	on	its	GPI	attachment	signal	Glycoconj	J.	2015.10;	32（7）:531-540.

③ Genta	Karino,	Takayuki	Murakoshi,	Tetsuya	Kunikata,	Hideo	Yamanouchi,	Mamiko	Koshiba	Common	marmosets'	
developing	generation	specific	peer	social	experiences	might	affect	their	adult	bodyweight	adaptation	to	climate.	
Stress,	Brain	and	Behavior	International	Stress	and	Behavior	Conference:	ISBS	2015.05.

④ Genta	Karino,	Takayuki	Murakoshi,	 	Shun	Nakamura,	Tetsuya	Kunikata,	Hideo	Yamanouchi,	Mamiko	Koshiba	
Timing	of	changes	from	a	primitive	reflex	to	a	voluntary	behavior	in	infancy	as	a	potential	predictor	of	socio-
psychological	and	physical	development	during	juvenile	stages	among	common	marmosets	Journal	of	King	Saud	
University	-	Science	Elsevier	2015.04.

⑤小谷	典弘，井田	唯，篠崎吏那，中野	貴成，橋爪	幹，山口	亜利沙，本家	孝一，村越	隆之 .	Two-step	EMARS 法
を用いた神経細胞脂質ラフト分子動的解析の試み BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会，第 88 回日本生
化学会大会	合同大会）	2015.12.

⑥魚住	尚紀，村越	隆之	マウス TLR	5	細胞外 LRRCT ドメイン変異体の機能解析 BMB2015（第 38 回日本分子生物
学会年会，第 88 回日本生化学会大会	合同大会）	2015.12;	神戸 .

⑦魚住尚紀	変異体発現系を用いた TLR 活性化機序の解析薬力学研究会	2016.02.
⑧中野	貴成，篠崎	吏那，井田	唯，小谷	典弘，橋爪	幹，村越	隆之	脳スライスにおける酸素依存的な mtDNA

コード遺伝子の発現量変化 BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会，第 88 回日本生化学会大会	合同大会）	
2015.12.

⑨ Nakano	T,	Shinozaki	R,	 Ida	Y,	Kotani	N,	Hashizume	M,	Murakoshi	T	Acute	hypoxia	 increases	mitochondrial	
DNA	gene	expression	and	complex	I	and	IV	enzyme	activity	 in	mouse	brain	slicesThe	58th	Annual	meeting	of	
Japanese	society	for	neurochemistry	2015.09.

⑩篠崎吏那，橋爪幹，向井秀夫，村越隆之	帯状回皮質のカイニン酸誘導性神経回路オシレーションに対するドー
パミンおよびコリン作動性の調節第 38 回日本神経科学大会	2015.07;	神戸 .

【総数：論文 12 件，学会発表 31 件，著書 0 件】
6-2．獲得研究費

1．篠崎吏那：埼玉医科大学研究マインド支援グラント：多重ストレス誘発性精神病態モデルにおける前部帯状回
オシレーション異常の解明	740 千円

2．小谷典弘：文部科学省　科研費：基盤研究（C）	腫瘍細胞膜上分子会合体情報を用いた分子標的薬併用効果の検
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討	1500 千円
3．小谷典弘：水谷糖質糖質科学振興財団：Developing	the	antibody	medicine	against	glycolipid-enriched	raft　

5000 千円
4．荒木智之：中央味噌研究所：みそ汁の摂取による酸化ストレスの低下とそれに伴う胃癌リスクの低減　1000

千円
5．中野貴成：文部科学省　科研費：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	（分担者：中野貴成）520 千円
6．中野貴成：MSD 社奨学寄付金	500 千円
7．中野貴成：文部科学省　科研費：基盤研究 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	
（中野貴成）700 千円

8．魚住尚紀：埼玉医科大学学内グラント：機能相補性変異体を用いた TLR 活性化機序の解明　600 千円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　本年は村越の赴任 6 年目にあたり，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．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，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．	
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医学部（基礎医学部門）

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
淡路健雄（AWAJI,	Takeo）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：分子画像解析学：博士
周防　諭（SUO,	Satoshi）：講師（平成 27 年 4 月より）：学位論文審査教員（大学院）：博士
吉川圭介（YOSIKAWA,	Keisuke）：講師（平成 27 年 10 月より）：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）：医学部大学院生（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（非常勤講師，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，平成26年度より全面的に移行できた．
また，循環器系の実習は MacLab システムも平成 26 年度に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．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，
4 年生数名を預かり，卒業論文研究・実験指導を行った．課外学習として，薬理学で基礎研究を行った医学部学部生
が，学内学生研究発表会で最優秀賞を受賞した．薬理学で研究指導を行った医学部 ESS（English	Study	Society）部チー
ムが，JIMSA（日本国際医学 ESS 学生連盟）主催の BMC（Basic	Medical	Conference）大会で優勝の成績を収めた．
　＜卒後教育＞学位審査を行った．（丸山：主査 1 件，副査 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，平成 26 年に修士取得後に医学部博士課程（薬理学）に進学した．平成 28 年度の学術振興会
特別研究員 DC2 に採用された．
　＜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，周防）
　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
　＜卒前教育＞限られた時間と人員の条件下で最低限必要な知識を習得させている．
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　＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
　＜大学院教育＞神経薬理学の基本を修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＞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＞基本的な知識と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）
　d．線虫の神経薬理学	 	 	 	 周防
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（Aβ）
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
を実施している．当該年度には，まず当研究室で開発したリン酸化タウ亢進モデルについての解析を進めた．網羅
的遺伝子解析を実施したが，その結果の解析方法について，共同研究者と詳細な議論を行った．また，データベー
ス検索を併用することで，得られた解析結果を生物学的観点から解釈できるようにした．それと並行して，京都大
学・同志社大学の研究グループとの共同研究を締結し，技術提供を行った．さらに，ヒトに近い老化を示すと言わ
れている齧歯類 O.	degus の脳を入手し，Aβ やタウの検出を試みた．タウ研究から派生したシナプスタンパク質
PICK1 についての研究に関しては，論文の修正に必要な実験を中心に行い，最終的に受理されるに至った．

　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，細胞レベルでの機能解析を行っている．この研究の延長として新規メタボリック症
候群治療薬の新規開発を目指し，シード化合物のスクリーニングを行っている．同時にメタボリック症候群・肥満
の発症に関わる不飽和脂肪酸受容体の生理機能を明らかにするために京都大学と共同でノックアウトマウスおよび
トランスジェニックマウスの解析を行っている．

　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（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．

　d．線虫の神経薬理学
　ドーパミンなどのアミンは運動や感情の制御に関わる重要な神経伝達物質である．研究上の様々な利点を持つモ
デル生物である線虫 C.	elegans を用いて，アミンの働きを分子・細胞レベルで解析している．これまでにドーパミ
ンが線虫の体の大きさを制御していることを見出し，下流で働く因子を特定するなど，その分子機構を探求してい
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，生物学的医学を踏まえた幅広い観点から医学系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
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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
　吉川　論文査読（Biochimica	et	Biophysica	Acta	-	Biomembranes）
　丸山　論文査読（Neuroscience	Research）
　丸山　論文査読（BMC	Neuroscience）
　丸山　論文査読（nutrients）
　丸山　論文査読（Molecule）
　丸山　論文査読（BioMed	Research	International）
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 Yagishita	S,	Murayama	M,	Ebihara	T,	Maruyama	K	&	Takashima	A.	Glycogen	Synthase	Kinase-3β-mediated	
Phosphorylation	 in	the	Most	C-terminal	Region	of	Protein	Interacting	with	C	Kinase	1	（PICK1）	Regulates	the	
Binding	of	PICK1	to	Glutamate	Receptor	Subunit	GluA2.		J.	Biol.	Chem.	（2015）	290:	29438-48

② Takagane	K,	Nojima	J,	Mitsuhashi	H,	Suo	S,	Yanagihara	D,	Takaiwa	F,	Urano	Y,	Noguchi	N	&	Ishiura	S.	Aβ	
induces	oxidative	stress	 in	senescence-accelerated	（SAMP8）	mice.	Biosci.	Biotechnol.	Biochem.	（2015）	79:	
912?918.

③後藤真里，吉川圭介，塚原涼子，室伏きみ子 .	脂質メディエーター・環状ホスファチジン酸の変形性関節症と多
発性硬化症への効果とその医療応用への展望 .	脂質栄養学	（2015）	24:	41-51	

④岩佐健介，山本梓司，高橋茉莉香，鈴木星也，柳下聡介，淡路健雄，丸山敬，吉川圭介 .	プロスタグランジ F2
αレセプター阻害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 .	脂質生化学研究 JCBL	（2015）	
57:	85-88

⑤石崎泰樹，丸山　敬 .	イラストレイテッド生化学（監訳，翻訳）原書 6 版 .	（2015）	丸善
⑥ Yamamoto	S,	Gotoh	M,	Kawamura	Y,	Yagishita	S,	Awaji	T,	Tanaka	M,	Maruyama	K,	Murakami-Murofushi	

K,	Yoshikawa	K.	Cyclic	phosphatidic	acid	 treatment	suppress	cuprizone-induced	demyelination	and	motor	
dysfunction.		ECTRIMS	（European	committee	for	treatment	and	research	in	Multiple	Sclerosis）	Barcelona,	Spain

⑦吉川圭介 .	神経変性疾患における脂質メディエーターの作用機序と創薬的展望 .（2016）	第 25 回神経行動薬理
若手の集い（招待講演）,	埼玉

⑧ Nagashima,	T.,	Oami,	E.,	Iino,	Y.,	Ishiura,	S.,	and	Suo,	S.	Dopamine	regulates	body	size	in	C.	elegans.	（2016）	CDB	
Symposium,	神戸

⑨柳下聡介，淡路健雄，鈴木星也，飯田桂子，平田理子，鈴木正彦，丸山敬，平澤明 .	内在性タウのリン酸化亢進
モデルマウスのマイクロアレイ解析 .	（2016）	第 89 回日本薬理学会年会 ,	横浜

⑩栁下聡介 .	間欠的低酸素負荷を用いた新しいタウ研究モデル .	（2015）	タウ研究ミーティング ,	京都
　【総数：論文 4 編，学会発表 15 編，著作 1 編】
6-2．獲得研究費

1．株式会社光英科学研究所研究寄附金（2015 年～ 2016 年度）乳酸菌産生物質の生理活性スクリーニング（800
千円）吉川圭介

2．糧食研究会助成金（2015 年～ 2016 年度）生活習慣病モデルマウスを用いた日本における「魚離れ」と「発
達障害増加」の関係性解明　（研究代表者）（1000 千円）吉川圭介

3．科学研究費補助金若手 B（2013 年～ 2015 年度）プロスタグランジン類の生理活性制御による低酸素性虚血
性脳症の治療戦略（研究代表者）（3400 千円）吉川圭介

4．科学研究費補助金挑戦的萌芽研究（2014 年～ 2016 年度）Aβ 蛋白質クリアランス促進を基軸としたアルツ
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ハイマー病の新規治療戦略　（研究分担者）（900 千円）柳下聡介
5．科学研究費・若手研究（B）（2014 ～ 2015 年度）（神経系による動物の成長速度の制御（研究代表者）（2,210

千円）周防諭
6．科学研究費・基板研究（C）（2013～2016年度）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（研究代表者）（5,070 千円）丸山敬
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
　石浦	章一教授（東京大学大学院総合文化研究科・広域科学専攻	生命環境科学系）	「教養課程の改革」卒後教育委員
会後援学術集会（平成 27 年 6 月）

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の移行が完了した．課外学習で
は，指導した学生グループが優秀賞を受賞するなど十分な実績を上げることができた．が，残念ながら，学内研究マ
インドプログラム研究費を得ることができなかった．平成 28 年度はさらに積極的に課外教育に取り組む．
　研究に関しては，大規模研究のような画期的な進歩をもたらす成果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 28 年度は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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医学部（基礎医学部門）

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
李　治平（JIHEI,	Ri）: 助教
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
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
須賀晶子（SUGA,	Akiko）: 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・分類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．
CPC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，長谷部），循環器 5 時間（清水禎，百瀬），

消化器 6 時間（伴，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），医学英語 2 時間（佐々木），診療の基本 1 時間（茅野）

〈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），医学概論 1 時間（茅野），母体・胎児・新生児 1 時間

（茅野），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〉医療総論（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
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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

8 編の英文論文，	著書，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 8,000 件を超える外科病理診断，約 10,000 件を超える細胞診，33 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファ

レンスを行なっているなど十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Neuropathology	: 編集委員査読　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
埼玉病理医の会 2015 年度代表幹事：佐々木　惇
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
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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

①佐々木　惇：中枢神経，細胞診ガイドライン 3　日本臨床細胞学会編　　金原出版　2015 年
②山田健人：石綿関連疾患の病理　石綿関連疾患の病理とそのリスクコミュニケーション　井内康輝編著　篠原出

版新社　2015 年
③茅野秀一：	徹底攻略！病理解剖カラー図解　清水道生編著　金芳堂　2015 年
④ Sasaki	A,	Kakita	A,	Yoshida	K,	Konno	K,	 Ikeuchi	T,	Hayashi	S,	Matsuo	H,	Shioda	K:	Variable	expression	of	

microglial	DAP12	and	TREM2	genes	in	Nasu-Hakola	disease.	Neurogenetics	16:265-276,	2015.	DOI	10.1007/
s10048-015-0451-3	

⑤ 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	tumor	in	children:	two	case	reporta	and	review	of	
literatures.	Child	Nerv	Syst	31:449-455,	2015

⑥ 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.
⑦ Adachi	T,	Kobayashi	T,	Sugihara	E,	Yamada	T,	 Ikuta	K,	Pittaluga	S,	Saya	H,	Amagai	M,	Nagao	K.	Hair	follicle-

derived	 IL-7	and	 IL-15	mediate	skin-resident	memory	T	cell	homeostasis	and	 lymphoma.	Nature	Medicine	
21:1272-1279,	2015

⑧ Ohnuma	K,	Hatano	R,	Aune	TM,	Otsuka	H,	Iwata	S,	Dang	NH,	Yamada	T,	Morimoto	C.	Regulation	of	pulmonary	
graft-versus-host	disease	by	IL-26+CD26+CD4	T	lymphocytes.	J	Immunol.	194（8）:3697-3712,	2015

⑨ 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.	2015	Jun;41（6）:870-5.	doi:	
10.1111/jog.12650.	Epub	2014	Dec	16.

⑩ Ishizawa	K,	Tsukamoto	Y,	 Ikeda	S,	Suzuki	T,	Homma	T,	Mishima	K,	Nishikawa	R,	Sasaki	A:	Papillary'	solitary	
fibrous	 tumor/hemangiopericytoma	with	nuclear	STAT6	expression	and	NAB2-STAT6	fusion.	Brain	Tumor	
Pathol.	2016;33（2）:151-6.

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：厚生労働省　労災疾病臨床研究事業　悪性中皮腫に対するヒト化抗 CD26 抗体を基盤とする安全かつ

　　　　　　　有効な新規併用療法の確立　370 万円
　　　　　　文部科学省　基盤研究（C）　ヒト破骨細胞発生・分化における CD26 の発現と機能解析及び新規分

　　　　　　　子標的療法の開発　80 万円
6-3．受賞

平成 27 年度埼玉医科大学医学部ベストテイーチャー賞：佐々木　惇
6-4．特許，実用新案

山田健人，林　睦，山田幸司，森本幾夫，岡本俊博，金子有太郎　抗 CD26 抗体と他の抗癌剤とを組み合わせた癌
治療用組成物　特願 2015-179672　2015 年 9 月 11 日
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部

の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う．	2）病理のわかる「良
き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる．	3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接した
研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては，	1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーション
の確立	2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催	3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理　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
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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：大学院教員（大学院）：教育副主任：細菌学：博士
堀内　大（HORIUCHI,	Yutaka）：助教：大学院教員（大学院）：教育主任：腫瘍学，免疫学：博士
高木　徹（TAKAGI,	Akira）：助手：ウイルス学，免疫学：博士
赤塚博江（AKATSUKA,	Hiroe）：特別協力研究員
内田哲也（UCHIDA,	Tetsuya）：特任教授：指導教員（大学院）：博士
種市（蒲池）麻衣子（KAMACHI,	Maiko）：客員准教授：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	（ISHIKAWA,	Tomohiro）：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．目的・目標
　医学部 3 学年を対象に，感染症学の理解のための基礎として，個々の病原微生物についての分類学，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 6 章（内田），「医学セミナー」（小林 15 時間，堀内 13 時間），「臨床推論」（小
林，堀内 4 時間），選択必修「ヒトに親しい微生物」（小林 16 時間）

2 学年	選択必修「音楽，映画，最新科学を楽しむための英語学習」（赤塚 6 時間），
3 学年「感染」ユニット 35 コマ（赤塚 14，松井 5，小林 7，堀内 5，内田 1，増田 2，藤澤 1），3 学年「感染」

実習 3 日間（赤塚，松井，小林，堀内，高木，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（松井），夏季プロ（赤塚，内田，高木）
2-3．達成度
　教育の目標は全て達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　今年度の学生も従来より勉強が浅く，教科書より過去問に頼る印象があり，試験の成績・解答内容が昨年度同様不
満足な物が多かった．次年度は，試験の直前に，講義のまとめ等の補講を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　感染症の病因・病態の解明と，その予防・治療法の研究を行う．その対象として，日本の国民病ともいわれる C
型肝炎と，感染予防が特に緊急課題となっている新型インフルエンザに焦点を当てて行う．またウイルスワクチンの
研究成果をがんワクチン開発にも応用する．
3-2．研究プロジェクト
（1）C 型肝炎ウイルス（HCV）ワクチンの研究（高木，赤塚，内田，小林，堀内，赤塚博江）
（2）インフルエンザワクチンの研究（内田，種市，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 らとの共同研究）
（4）腫瘍ワクチンの研究（堀内，赤塚，内田）
（5）細胞傷害性 T 細胞誘導型ワクチンプラットフォームの開発（松井）
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（6）新規抗原提示関連分子シャペロンの同定（松井）
3-3．研究内容と達成度
（1）我々の研究において，特定のエピトープペプチドを表面結合したリポソームワクチンは，細胞傷害性をほ

とんど発揮することなくウイルスを排除することが明らかとなった．そしてその排除メカニズムは，主として
CD8	T 細胞による interferon-?? 産生によるものであった．この研究は次世代ワクチンとしての細胞性免疫誘導
型ワクチンの長所，実用性を裏付けるものとして期待できる．達成度 50%

（2）リポソームワクチンの汎用性を探る目的で，ペプチドの代わりに，リポソームにインフルエンザウイルス由
来タンパク質を結合して，マウスに免疫し，CTL が誘導できるかどうかを検討した．強く CTL を誘導するには，
CpG アジュバントが必要であった．また，HLA タイプの異なるマウスで実験を行った結果，誘導できるタイプ
と誘導できないタイプがあった．達成度 50%

（3）今年度は特別実験等は行わなかった．達成度 0%
（4）Telomere	Reverse	Transcriptase	（TERT）由来のエピトープ配列のうちヒト TERT とマウス TERT で共通する

アミノ酸配列からなるエピトープペプチドの MHC 結合部分を改変し，MHC との親和性を高めた改変エピトー
プペプチドをリポソーム表面に結合し，HLA-A24 トランスジェニックマウスに免疫した．その結果，天然配列
と比較して高い免疫誘導効果を示す新規エピトープ配列を複数同定した．また，昨年度の成果である，HLA-A2
トランスジェニックマウスにおける TERT 抗原表面結合リポソームの抗腫瘍免疫誘導能と腫瘍生育抑制効果につ
いて，PCT 国際特許出願と論文発表を行った．達成度 70%

（5）SV40 のウイルス様粒子（VLP）を使って，CTL 誘導型ワクチンプラットフォーム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 30％

（6）抗原提示に関連する新しい分子シャペロンを同定するために，ゲノム編集技術，CRSPR/Cas9 の実験系を確立
した．達成度 30％

3-4．自己評価と次年度計画
　ペプチド表面結合リポソームワクチンを用いて慢性 C 型肝炎モデルマウスでの治療実験に成功した．この成果は
堀内らが取り組む癌の治療にも応用出来ると期待される．次年度は治療実験を積み重ね，論文発表に必要なデータを
集積する．

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
　“Journal	of	Veterinary	Science”	査読（2 回）：松井，“Veterinary	Nursing” 査読：堀内，
5-3．その他
（1）Infection	Control	Team	（ICT）活動（小林）
（2）中央手術部落下菌検査：490 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：58 検体（小林）
（4）日本高等教育評価機構評価員（赤塚）
（5）学外活動：順天堂大学非常勤講師（赤塚）
（6）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）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Horiuchi	Y.,	A.	TAKAGI,	T.	UCHIDA,	and	T.	Akatsuka.	Targeting	cryptic	epitope	with	modified	antigen	coupled	
to	 the	surface	of	 liposomes	 induces	strong	antitumor	CD8	T-cell	 immune	responses	 in	vivo.	Oncol	Rep.	34

（6）:2827-2836.	2015.
② Kawano	M.,	K.	Doi,	H.	Fukuda,	Y.	Kita,	K.	Imai,	T.	Inoue,	T.	Enomoto,	M.	Matsui,	M.	Hatakeyama,	Y.	Yamaguchi,	

and	H.	Handa.	SV40	VP1	major	capsid	protein	in	its	self-assembled	form	allows	VP1	pentamers	to	coat	various	
types	of	artificial	beads	in	vitro	regardless	of	their	sizes	and	shapes.	Biotechnol.	Rep.	5:105-111,	2015.

③ Takagi	A.,	N.	Kobayashi,	Y.	Horiuchi,	K.	Kobayashi,	R.	Asada,	K.	Ikebuchi,	A.	Kumar,	M.	Taneichi,	T.	Uchida,	and	
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T.	Akatsuka.	Development	of	universal	HCV	vaccine	by	coupling	HCV	NS3	proteins	to	the	surface	of	liposomes.	
15th	International	Symposium	on	Viral	Hepatitis	and	Liver	Diseases（Berlin,	Germany）2015 年 6 月 28 日

④ Takagi	A.,	N.	Kobayashi,	Y.	Horiuchi,	A.	Kumar,	M.	TAneichi,	T.	Uchida,	and	T.	Akatsuka.	Development	of	
universal	HCV	vaccine	by	coupling	HCV	NS3	proteins	to	the	surface	of	liposomes.	22nd	International	symposium	
on	hepatitis	C	virus	and	related	viruses（Strasberg,	France）2015 年 10 月 11 日

⑤高木　徹，堀内　大，小林　信春，松井　政則，赤塚　俊隆.	リポソーム表面結合HCV-NS3タンパクによるユニバー
サル HCV ワクチンの開発	第 19 回日本ワクチン学会学術集会（名古屋）2015 年 11 月 15 日

⑥ Takagi	A.,	N.	Kobayasi,	Y.	Horiuchi,	M.	Matsui,	and	T.	Akatsuka.	Development	of	universal	HCV	vaccine	by	
coupling	HCV	NS3	protein	to	the	surface	of	liposomes.	第 44 回日本免疫学会学術集会（札幌）	2015 年 11 月 18
日

⑦ Takagi	A.,	Y.	Horiuchi,	N.	Kobayashi,	M.	Matsui,	and	T.	Akatsuka.	Development	of	universal	HCV	vaccine	by	
coupling	HCV	NS3	protein	to	the	surface	of	 liposomes.	第 63 回日本ウイルス学会学術集会（福岡）	2015 年 11
月 24 日

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 によるペプチド特異的
細胞傷害性 T 細胞の誘導増強効果　第 26 回日本生体防御学会総会　（東京，浅草）2015 年 7 月 10‐12 日，台
東区生涯学習センター　ミレニアムホール

【総数：論文	2 件，学会発表	6 件】
6-2．獲得研究費

1．H27 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

2．H27 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）	10 万円

3．H27 年度科学研究費補助金　若手研究（B）	「臨床応用に向けた次世代治療ワクチンの開発研究」（高木）	50 万
円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

1．特許出願：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	PCT/
JP2015/076214	（堀内，赤塚，内田）

2．特許取得：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，PCT 各国特許（欧州：
オーストリア，ベルギー，スイス，ドイツ，フランス，イギリス），特許登録番号：2360173（松井）

3．特許取得：鳥インフルエンザワクチン，PCT 各国特許（中国）；特許登録番号：ZL200980147542.9（松井）
4．特許取得：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，PCT 経由日本特許，

特許登録番号：特許第 5686370 号（松井）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　本年度も教育，研究共に順調に成果を上げている．



医学部（基礎医学部門）

276

8．免疫学

1．構成員
松下　祥（MATSUSHITA,	Sho）：教授：運営責任者：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）：	講師：研究主任 ,	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

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」,112 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，3-3 に記した柱を建てて進めた．
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・高木・西澤（院）・板野（院（小児科学））・松枝（院（救急医学））・松山（院（群大耳鼻科））
　医動物学研究：曽根
3-3．研究内容と達成度

抗原提示環境の研究：樹状細胞に影響を与える物質としての Th2/Th17 アジュバントの研究開発にも力を入れて
いる．また，環境要因の中から免疫応答を修飾する化合物（特にアレルギー誘導能）を同定するシステムを樹立した．
成果は学術講演および論文として報告した．（達成度：70％）
「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た．（達成度：70％）

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．さらに，この誘導剤による免疫活性化機構を解析し，結果を論文にまとめる予定である．（達
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成度：80％）
クルーズトリパノソーマの遺伝的多型性の解析：シャーガス病の原因原虫であるクルーズトリパノソーマには遺伝

的に多型性がある．タンパク質中に見出される変異をプロテオーム解析により網羅的に同定することを試み，検出で
きたタンパク質の中で 30％を越えるタンパク質に変異を検出した．本年度はアミノ酸置換を伴うペプチドを対象と
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：日本私立医科大学協会研究体制検討委員会委員
松下　祥：副学長
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：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（国際交流委員会委員）
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：医学研究科博士課程運営委員会委員
松下　祥：毛呂山キャンパス整備委員会委員
松下　祥：防火管理委員会委員
松下　祥：自己点検評価委員会委員
松下　祥：寄附研究部門設置委員会委員
松下　祥：COI 管理委員会委員
松下　祥：RA センター副センター長	

6．業績
6-1．論文・学会発表
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代表的なもの 7 編
①松下　祥：免疫療法の基礎．アレルギー 64:	685-692,	2015.
②松下　祥：アレルゲン免疫療法の免疫学的基盤の解明 - 最近の進歩．臨床免疫・アレルギー科 64:468-473，

2015
③ Masaaki	Kawano,	Rie	Takagi,	Atsushi	Kaneko	and	Sho	Matsushita.	Berberine	is	a	dopamine	D1-,	D2-like	receptor	

antagonist	and	ameliorates	experimentally	induced	colitis	by	suppressing	innate	and	adaptive	immune	responses.	
J.	Neuroimmunol.	289:43-55,	2015.

④曽根敏雄，松下祥	プロテオソーム解析による Trypanosoma	cruzi の種内変異の評価
　第 38 回日本分子生物学会年会・第 88 回日本生化学学会合同大会 2015 年 12 月 1 ～ 4 日
⑤ Kawano	Masaaki,	Takagi	Rie,	Kaneko	Atsushi,	Matsushita	Sho.
　Berberine	 is	a	dopamine	D1-,	D2-like	receptor	antagonist	and	ameliorates	experimentally	 induced	colitis	by	

suppressing	 innate	and	adaptive	 immune	responses.　The	44th	Annual	Meeting	of	The	Japanese	Society	for	
Immunology

　2015 年 11 月 18 日（水）・19 日（木）・20 日（金）
⑥榎本豊，松下祥，宮島篤	Identification	of	the	novel	3’ UTR	sequences	of	IL-21	mRNA	as	potential	targets	of	

miRNAs	BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会　第 88 回日本生化学会大会　合同大会）2015 年 12 月 2
日（水）

⑦松下　祥　自然免疫と獲得免疫からみた抗原提示　第 76 回臨床アレルギー研究会
　平成 27 年 11 月 14 日

【総数：論文 3 件，学会発表 3 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費

松下　祥：文部科学省研究費萌芽研究―代表
　「ロドデノール誘発性白斑症における隠蔽自己抗原の解析とその応用」
　　課題番号 15 Ｋ 15375
川野雅章 :	文部科学省研究費若手研究（B）―代表
　「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」
　　課題番号	26860112	

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

7．自己点検・自己評価
教育：医学部，免疫学にとどまらず，さまざまな教育領域を担当している．教員数が維持できる限りはこの体制を

　続けていきたい．
研究：原著論文の投稿数を増やす必要がある．
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医学部（基礎医学部門）

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 ,	渕上	博司 , 土屋	久幸 , 柴田	亜希子
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 3 ｺﾏ , 太田 9 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 6 ｺﾏ , 太田 11 ｺﾏ , 渕上 2 ｺﾏ , 丸木 2 ｺﾏ , 土屋 2 ｺﾏ , 柴田 2 ｺﾏ）, 実習 15 ｺﾏ（永井・太田・高橋）,6 学年「社
会医学」（太田 5 ｺﾏ , 高橋 2 ｺﾏ）,「医療総論」（太田 5 ｺﾏ , 高橋 1 ｺﾏ）, 夏期プログラム「疫学勉強会」（永井・太田 3
日間）,「成田検疫所見学（平成 27 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）」（高
橋 1 日間）
2-3．達成度
　3 年生「疫学ユニット」では 141 名中 37 名再試験を行い ,35 名合格 ,2 名不合格（再試験欠席による）であった .
　4 年生「疾病の予防と対策ユニット」では 125 名中 13 名再試験を行い ,10 名合格 ,3 名不合格（再試験欠席による）
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 27 年度厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「新興・再興感染
症の発生に備えた感染症サ－ベイランスの強化とリスクアセスメント」

2．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（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 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（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」

3-3．研究内容と達成度
　厚生労働科学研究費補助金	新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の感染症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．	
　厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患政策研究事業の自己免疫疾患に関する調査研究班に参加し，皮膚筋炎・多
発性筋炎の国際診断基準の我が国における妥当性を評価した . 皮膚筋炎・多発性筋炎の治療ガイドラインの作成に参
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画した .
　厚生労働科学研究費補助金	難治性疾患政策研究事業の特発性造血障害に関する調査研究班に参加し , 再生不良性貧
血の臨床疫学特性を解析し , 医療受給者データベースの利用可能性について検討した .
3-4．自己評価と次年度計画
　多くの課題をとりあげ , 成果をあげた . 今後もひきつづき課題にとりくむ .

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働統計協会評議員（永井）, 東京都エイズ専門家会議委員（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）,	埼玉県感染症発生動向調査検討委員会委員（太田）,
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
　「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
　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

①Yoshitaka	Murakami,Shuji	Hashimoto,Miyuki	Kawado,Akiko	Ohta,	Kiyosu	Taniguchi,Tomimasa	Sunagawa,Tamano	
Matsui,Masaki	Nagai:	Estimated	Number	of	Patients	with	Influenza	A（H1）pdm09,or	Other	Viral	Types,from	
2010	to	2014	in	Japan.　PLOS	ONE		2016	Jan	19;11（1）:e0146520

② Y.Miyake,K.Tanaka,W.Fukushima,C.KIyohara,S.Sasaki,Y.Tsuboi,T.Oeda,H.Shimada,N.
Kawamura,	N.Sakae,H.Fukuyama,Y.Hirota,	M.Nagai,Y.Nakamura,Fukuoka	Kinki	Parkinson's	Disease	Study	Group:

　PARK16	polymorphisms,	interaction	with	smoking,	and	sporadic	Parkinson's	disease	in	Japan.	Joumal	of	the	
Neurological	Sciences.2016.

362.47-52
③住田孝之 , 渥美達也 , 天野浩文 , 石井智徳 , 太田晶子 , 川上	純 , 川口鎮司 , 神田	隆 , 上坂	等 , 斎藤一郎 , 佐野	統 , 神

人正寿 , 砂田芳秀 , 高村悦子 , 竹内	勤 , 田中真生 , 田中良哉 , 坪井洋人 , 坪田一男 , 中村誠司 , 藤本	学 , 三村俊英 ,
三森明夫 , 三森経世 , 室	慶直 , 山田	亮 , 山本一彦 : 多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン	診断と治療社	2015

④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 , 砂川富正 :	疫学的・統計学的なサ－ベイランス
の評価と改善 .	新興・再興感染症の発生に備えた感染症サ－ベイランスの強化とリスクアセスメント　平成 27
年度総括・分担報告書　48-49

⑤太田晶子 , 橋本修二 , 川戸美由紀 , 村上義孝 , 谷口清州 , 砂川富正 , 永井正規 :	疫学的・統計学的なサ－ベイラン
スの評価と改善　警報・注意報の検討　－ 2014 年の警報・注意報の発生と都道府県警報の発生について－ .　
新興・再興感染症の発生に備えた感染症サ－ベイランスの強化とリスクアセスメント	平成 27 年度総括・分担報
告書　50-64

⑥太田晶子 , 橋本修二 , 川戸美由紀 , 村上義孝 , 谷口清州 , 砂川富正 , 永井正規 : 疫学的・統計学的なサ－ベイランス
の評価と改善　水痘の警報・注意報の基準値の変更の提案 .　新興・再興感染症の発生に備えた感染症サ－ベイ
ランスの強化とリスクアセスメント		平成 27 年度総括・分担報告書　65-67

⑦永井正規 , 太田晶子 , 増居志津子 , 中村正和 :	J-STOP	を利用した医学生に対する禁煙支援教育 2012，2013，
2014.	日本禁煙医師連盟通信 .24.（1）11-15.2016

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
膚筋炎の国際分類基準の妥当性に関する疫学調査 .　自己免疫疾患に関する調査研究　平成 27 年度総括・分担
報告書　18-39
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⑨太田晶子 , 仁科基子 , 永井正規 : 多発性筋炎／皮膚筋炎の有所見割合　臨床調査個人票の解析 .	第 74 回日本公衆
衛生学会総会　2015 年 10 月 5 日　長崎

⑩永井正規 , 太田晶子 , 増居志津子 , 中村正和 :J-STOP を利用した医学生に対する禁煙支援教育 2012 － 15　第 25
回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会　2016 年 2 月 28 日	沖縄

【総数：論文　16 件 , 学会発表　3 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	（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「新興・再興感染症
の発生に備えた感染症サーベイランスの強化とリスクアセスメント」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」10 万円

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

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 4 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（～ H27.4, 弘前大学教授に転出）：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，中西
救急・麻酔：4 年生，UD 補佐：髙田，講義担当：齋藤，髙田
医学概論：2 ～ 4 年生，医事法，医療事故関係の講義，担当：齋藤
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）：髙田
臨床入門・CPC 実習（4 年生）：髙田，齋藤
そのほか，学業・生活面で課題のある学生への指導，支援にも積極的に関与した．

2-3．達成度：「異状死の診断」については，講義後に実施された学生による講義評価も高く，試験等においても十分
に理解が得られており，全体として良好な教育効果が得られているものと判定された．
2-4．自己評価と次年度計画：おおむね所期の目標は達成されたものと考えているが，教育に万全ということはない．
次年度はさらに教育手法の点検と改善を図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標：鑑定に根づいた臨床的研究を行うこと．法医学は	applied	medicine	であり，死因究明を柱とした
法医実務の質を高めることが学問の社会的使命である．このため法医学領域の研究は，鑑定を出発点とし，つねに鑑
定への還元を念頭において行われる．
3-2．研究グループ：法医病理学：髙田，齋藤，高橋，法医免疫遺伝学：原，中西，木戸
共同研究は，順天堂大学，山梨大学，北里大学，弘前大学，東京都監察医務院，警察庁科学警察研究所などと行った．
3-3．研究内容と達成度：1）～ 3）は法医病理，4）は法医免疫遺伝

1）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物，頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した．
2）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析：冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学

的解析を行った．症例数が限られているので症例の集積には時間を要する．
3）動脈解離の病理学的解析：くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた．頭

蓋内内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した．また，脳動脈外傷の病理について検討した．
4）DNA 多型の法医学的応用：DNA 多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した．

3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく，しかも少人数であり，研究のた
めの時間的，精神的余裕に乏しい．そのような環境ではあるが，着実にデータを蓄積し，発表した．今後も同様の方
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向性で進むものと考えられる．

4．診療　該当なし

5．その他：法務実務など
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県解剖嘱託医（髙田，齋藤，高橋）
山梨県解剖嘱託医（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）
International　journal　of　cardiology の査読委員（髙田）

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 27 年度に当教室で行った解剖は 169 体（司法 143 例・行政 2 例・

調査 24 例）であった．従来の司法解剖，行政解剖に加えて，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．27 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 Nakanishi	H,	Shojo	H,	Ohmori	T,	Hara	M,	Takada	A,	Adachi	N	and	Saito	K.	A	novel	method	for	sex	determination	
by	detecting	the	number	of	X-chromosomes.	Intl	J	Legal	Med	2015;	129:	23-29.

② Takahashi	S,	Takada	A,	Saito	K,	Hara	M,	Yoneyama	K,	Nakanishi	H,	Takahashi	K,	Moriya	T,	Funayama	M.	Sudden	
death	of	a	child	from	myocardial	infarction	due	to	arteritis	of	the	left	coronary	trunk.	Legal	Med	2015;	17:	39-
42.

③ Hara	M,	Nakanishi	H,	Takahashi	S,	Nagai	A,	Yamamoto	T,	Yoneyama	K,	Saito	K,	Takada	A.	Relationship	between	
DNA	degradation	ratios	and	the	number	of	 loci	detectable	by	STR	kits	 in	extremely	old	seminal	stain	samples.	
Legal	Med	2015;	17:	391-393.

④ Takada	A,	Saito	K,	Murai	T,	Kurosaki	K,	Kurihara	K,	Hamamatsu	A.	Right	ventricular	free	wall	dissection	as	a	
rupture	tract	in	left	ventricular	rupture	during	acute	myocardial	infarction.	Legal	Med	2015;	17:	525-531.

⑤ Takahashi	S,	Takada	A,	Saito	K,	Hara	M,	Yoneyama	K,	Nakanishi	H.	Fatal	anaphylaxis	associated	with	 the	
gadolinium-based	contrast	agent	gadoteridol	（ProHanceR）.	J	 Investig	Allergol	Clin	Immunol	2015;	25:	366-
367.

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．鳶口による死後の死創をめぐって
－高度焼損死体からの教訓－．法医学の実際と研究．	2015;	58:	113-117.

⑦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．続・脳出血の出血源－いわゆる血
管壊死（Angionekrose）の組織所見－．法医学の実際と研究．2015;	58:	251-252.

⑧ Saito	K,	Kurosu	A,	Takada	A,	Hasegawa	I,	Mori	S.	“Black	esophagus”	associated	with	a	poisoning	of	an	antipyretic	
analgesic	containing	caffeine.	法医学の実際と研究．2015;	58:	252-253.

⑨ Nakanishi	H,	Hara	M,	Takahashi	S,	Takada	A,	Saito	K.	Identification	of	dog	saliva	using	the	mRNA	expression	
assay.	26th	Congress	of	the	International	Society	for	Forensic	Genetics	（ISFG）.	Abstracts.	2015;	p326,	Krakow,	
Poland.

⑩ Hara	M,	Nakanishi	H,	Takahashi	S,	Tamura	A,	Yoneyama	K,	Saito	K,	Takada	A.	Effects	of	storage	method	on	DNA	
degradation	in	old	bloodstain	samples.	26th	Congress	of	the	International	Society	for	Forensic	Genetics	（ISFG）.	
Abstracts.	2015;	p224,	Krakow,	Poland.

【総数：論文	9	件，症例報告	2	件，学会発表	10	件】
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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 26460885．169 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
　社会環境の変化への対応や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，地域医療の再構築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」
　　　　　　　　　：看護学科　「医療経済学」
　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」，「病床機能お報告制度の開始」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）
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　④「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」（埼玉県・埼玉医大）
　⑤「NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部副支部長」（日本マネジメント学会）
　⑥「川越市介護保険事業推進委員会委員」（川越市）
　⑦「川越市健康づくり推進委員会委員」（川越市）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　「該当なし」
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

①埼玉県看護協会所属の看護師（本学関連病院看護師約 20 名含む）に対し，認定看護管理者教育課程のファース
トレベル，セカンドレベル，サードレベルごとに「保健・医療・福祉サービスの提供の仕組み」や「保健医療福
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「院内感染防止」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　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
実験を行い，その結果は Excel を用いて処理し，データ解析の基礎を学ぶ．解析結果は Word によりレポートを作成
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
　血液ユニットに関して，現在までの講義の経験と評価を踏まえて，また国家試験，医療環境の動向をとらえて講義
内容を洗い直したが，浸透圧と血液凝固の一部で理解が薄いと感じられた．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・表の作成を行った．レポート作成支援
のための雛形を用いた Word によるレポートを作成したが，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機器
を用いて講義を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　血液の役割，血液凝固に関してスライドを重要な部分に絞って強調・簡素化し，詳細な部分は配布資料に別添する
ような形での講義に関して発想を持っており，検討中である．選択必修ユニットでは，Excel から Word への図・表
の貼り込みが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，次年度はレポート作成に重点を置いたカリキュラムへの変更も考慮すべきである．
　大学院教育では，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，設置機器の Auto2D を用いてヒト咀嚼筋腱膜の 2 次元電気泳動により発現蛋白の差異解析を行った．次年度
にはさらにサンプル数を増やして解析の精度を高める予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　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．現在，いくつかの蛋白の増
減が確認されているが，今後関連遺伝子発現への影響についても検討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及びリアルタイム PCR による関連遺伝子の変化について検討を行う．
　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．
　昨年より遂行している「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」
について城西大学薬学部と共同研究を継続中である．
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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」日本プロテオーム学会	2015 年会（業績①）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論文（業績⑥）で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　昨年度に引き続き，城西大学，東洋大学との共同研究を推進し，論文・国際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　坂本	安，加藤	洋介，
廣澤	成美，玄	美燕，高山	淳，岡﨑	真理，植村	靖史，鈴木	悠子，坂本	武史　日本プロテオーム学会	2015 年会
　JHUPO 第 13 回大会　2015 年 7 月 24 日　熊本

② Detection	of	antigen-antibody	reactions	by	 the	measurement	of	 the	electrophoretic	mobility	of	particles．
Y.Yamamoto,	T.Ukai,	N.Hirosawa,	Y.Sakamoto,	H.Nakajima,	S.Higuchi,	T.Narisawa,	T.Maeda,	T.Takahashi	and	
T.Maekawa．10th	International	Conference	on	Surfaces,	Coatings	and	Nanostructured	Materials．2015.9.14	
Manchester,	UK

③ Fate	of	Protein	Coronated	Carbon	Nanohorns	In	Vivo.	Srivani	Veeranarayanan,	Aby	Cheruvathoor	poulose,	M.	
Sheikh	Mohamed,	Minfang	Zhang,	Yudasaka	Masako,	Narumi	Hirosawa,	Yasushi	Sakamoto,	Toru	Maekawa,	D.	
Sakthi	Kumar．The	13th	International	Symposium	on	Bioscience	and	Nanotechnology.	Bio-Nano	Electronics	
Research	Center,	Toyo	University.		2015.11.26,		Saitama,	Japan.

④ Measurement	of	the	electrophoretic	mobility	of	particles	for	the	detection	of	an	antigen-antibody	reactions.	
Y.Yamamoto,	T.Ukai,	N.Hirosawa,	Y.Sakamoto,	H.Nakajima,	S.Higuchi,	T.Narisawa,	T.Maeda,	T.Takahashi	and	
T.Maekawa.	The	13th	 International	Symposium	on	Bioscience	and	Nanotechnology.	Bio-Nano	Electronics	
Research	Center,	Toyo	University.	2015.11.26		Saitama,	Japan.

⑤ Generation	of	mouse	pluripotent	stem	cell-derived	proliferating	myeloid	cells	as	an	unlimited	source	of	
functional	antigen-presenting	cells.	Zhang	R,	Liu	TY,	Senju	S,	Haruta	M,	Hirosawa	N,	Suzuki	M,	Tatsumi	M,	Ueda	
N,	Maki	H,	Nakatsuka	R,	Matsuoka	Y,	Sasaki	Y,	Tsuzuki	S,	Nakanishi	H,	Araki	R,	Abe	M,	Akatsuka	Y,	Sakamoto	Y,	
Sonoda	Y,	Nishimura	Y,	Kuzushima	K,	Uemura	Y.		Cancer	Immunol	Res.	2015	Jun;3（6）:668-77.

⑥ Characterizing	the	biocompatibility	and	tumor-imaging	capability	of	Cu2S	nanocrystals	 in	vivo.	Poulose	AC	 ,	
Veeranarayanan	S,	Mohamed	MS,	Sakamoto	Y,	Hirosawa	N,	Suzuki	Y,	Zhang	M,	Yudasaka	M,	Radhakrishnan	N,	
Maekawa	T,	Mohanan	PV,	Sakthi	Kumar	D.	Nanoscale.		2015	Jul	23;7（30）:13061-74.

【学会発表（国際学会 1 件を含む）計 4 件・論文 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

①生体分子間相互作用解析装置の紹介　日本電波工業株式会社　平成 27 年 5 月 27 日　16:00-18:30　基礎棟 3F
カンファレンスルーム

②全自動ウェスタンシステムの紹介　プロテインシンプルジャパン株式会社　平成 27 年 9 月 15 日　16:30-
17:30　基礎医学棟 3F カンファレンスルーム

③電気化学発光法を用いた高感度イムノアッセイシステムのご案内　メソスケースジャパン社　平成 27 年 9 月
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30 日　16:00-17:00　基礎医学棟 3F カンファレンスルーム
④画像不正と疑われないための画像処理　アドビエデュケーション事務局　平成 27 年 11 月 18 日　16:30-17:40

　本部棟第 3 講堂，TV 中継
⑤癌バイオマーカー開発のための最新ソリューション　スクラム社　平成 28 年 1 月 26 日　16:30-18:00　基礎

医学棟 3F カンファレンスルーム
⑥リアルタイム PCR	QuantStudio	12K	取扱説明会　アプライドバイオシステムズジャパン株式会社　平成 28 年 1

月 28 日　16:00-18:00　基礎医学棟 3F カンファレンスルーム
⑦島津製作所が取り組む質量分析イメージング技術　島津製作所　平成 28 年 2 月 12 日　15:00-17:30　基礎医

学棟 3F カンファレンスルーム
⑧ QCM 法を用いたバイオセンサと生体分子間相互作用解析装置の紹介　日本電波工業株式会社　平成 28 年 3 月

17 日　16:00-17:30　基礎医学棟 3F カンファレンスルーム
【計 8 件のセミナー開催】

7．自己点検・評価
　機能部門の利用登録者数は，平成 27 年度は 196 名であった．昨年度の 182 人比較しやや増加したが，前年度同
様に実質的な利用率は殆ど変化してはいない．今年度は，私学助成金にて，リアルタイム PCR	QuantStudio	12K が
新規に設置された．使用方法についての説明会を行い多くの参加者が見られた．今後も利用率の高い機器の設置を推
進する．
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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，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，2 年生講義（選択必修；老
化について考える）及び大学院講義（研究方法特論）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；「大学院教育」基本的な研究方法の解説に努めた．ベストティーチャー賞受賞．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；2 年生選択必修では，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．大学院教育では，
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；種々の原因で形成される多倍体細胞を解析するための実験モデルを用い，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），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），
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，肝芽腫幹細胞と病的血管新生の関係について，第 47 回日本臨床分子形態学会ならびに
第 121 回日本解剖学会において発表した．

2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）小腸上皮における幹細胞関連マーカーの発現について，第 47 回日本臨床
分子形態学会ならびに第 121 回日本解剖学会において発表した．

大島；不死化ヒト線維芽細胞より作製した増殖性 4 倍体細胞を用い，4 倍体細胞における染色体不安定性等につい
て解析を行なった．成果は学会および論文にて発表した．	
3-4．自己評価と次年度計画

穐田；血管新生関連では，2 つの学会で発表する成果が得られた．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；種々の疾患発生に関連すると考えられている多倍体細胞を解析するための実験モデルを確立することができ
たため，今後この細胞を有効活用して種々の解析を行ないたい．
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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；① The	Scientific	World	Journal 編集委員
　　　② Stem	Cells	Research,	Development	&	Therapy	（STRDT）	編集委員
　　　③ Journal	of	Stem	Cells	Research,	Reviews	&	Reports 編集委員
大島；① Therapeutics	and	Clinical	Risk	Management　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，日本顕微鏡学会関東支部技術講習会実施
　　　②日本臨床分子形態学会総務監事

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文
① Ohshima	S,	Seyama	A.	（2016）.	Establishment	of	proliferative	tetraploid	cells	from	telomerase-immortalized	

normal	human	fibroblasts.	Genes,	Chromosome	Cancer	55:522?530.	DOI	10.1002/gcc.22354
短報
②穐田真澄，電子顕微鏡による遺伝子発現部位の解析 .　埼玉医科大学雑誌，42 巻 1 号 2015 年 7 月
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；腫瘍における病的血管新生のメカニズム	?	肝芽腫幹細

胞と腫瘍血管新生との関係，第 47 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会（2015 年 9 月，長崎）
④水野由美 ,	穐田真澄 ,	梶原健 ,	石原理 ,	岡崎康司；ペルオキシソームの脂質代謝異常によって起こる奇形精子の形

態改善への試み，第 47 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会（2015 年 9 月，長崎）
⑤村田栄子，松本幸子，周東真代，穐田真澄；2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）における小腸上皮幹細胞関

連マーカー Bmi-1 と mTORC1 の発現，第 47 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会（2015 年 9 月，長崎）
⑥ 大 島 晋；Characterization	of	proliferative	tetraploid	cells	established	from	telomerase-immortalized	normal	human	

fibroblasts，第 74回日本癌学会学術総会（2015年 10月，名古屋）
⑦藤田恵子，松本幸子，藤田一正，穐田真澄，永島雅文；がん微小環境における肝芽腫幹細胞と病的血管新生の関

係，第 121 回日本解剖学会（2016 年 3 月，福島）
⑧村田栄子，松本幸子，周東真代，穐田真澄；幹細胞関連マーカー Bmi-1 の 2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）

小腸上皮における発現，第 121 回日本解剖学会（2016 年 3 月，福島）
【総数：原著論文 1 件，短報 1 件，学会発表 6 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）
②穐田（分担）；心筋梗塞リスク検査機器の開発 ;	公益財団法人	埼玉県産業振興公社（代表；内分泌・糖尿病内科；

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

7．自己点検，自己評価　
　平成 27 年度の形態部門への登録者数は 211 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
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録し，種々の研究器機が利用されている．腎生検材料の電顕試料の作製については，薄切までを病理診断部から引き
受けることにして 13 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．毛呂山キャンパスからの検体依頼に加え，日高，川越キャンパスからの依頼・利用も増加してお
り，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：研究員，教育員，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，青島，鈴木（瑛）（飼育業務），鈴木（文），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 18 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，各省庁より飼養保管基準
および基本指針が告示，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）

【大学間包括的協力】
・卒業研究：女子栄養大学	保健栄養学科	栄養化学専攻卒業研究（仁科，冨永，石原）

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 4 コマを担当した（臨床推論）
・医学部 2 年生 127 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 4 名を担当した．（地域社会と健康）
・［実験動物施設見学と動物実験手技］医学部学生 2 名，保健医療学部学生 1 名が参加した．（夏期プログラム）
・［寄生虫ワールドの探求］医学部学生 2 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 16 回実施し，計 41 名が受講した．

【大学間包括的協力】
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・女子栄養大学	保健栄養学科	栄養化学専攻 4 年生 1 名の卒業研究および卒業論文を指導した．
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スピルリナの青色色素のフィコシアニンにおける iNOS 発現と癌細胞抑制について検討する
②栄養補助食品のスピルリナの青色色素フィコシアニンが抗癌剤の効果への影響について検討する．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の検討（女子栄養大学・日本医療科学大学共同研究）
3-3．研究内容と達成度

①フィコシアニンは神経芽腫（IMR-32）の細胞形態変化および増殖抑制し，iNOS 発現について評価した．研究の
達成度は 50％であり，第 25 回体力・栄養・免疫学会において口述発表した．

②神経芽腫の治療に使用する抗がん薬のビンクリスチンと栄養補助食品のスピルリナの青色色素フィコシアニンの
相互作用を細胞培養で評価した．研究の達成度は 70％であり，第 25 回体力・栄養・免疫学会において口述発
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癌細胞増殖抑制の機序の検討および，マウスを用い，抗がん薬との
相互作用について検討するつもりである．

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 Citrus	flavanone,	hesperetin,	 inhibits	neuroblastoma	cell	proliferation	via	enzyme-mediated	cell	death	and	cell	
cycle： ○ Kazunori	Yoshimura,	Shu-Ichi	Watanabe,	Masami	Nishina,	Nobuko	Tominaga,	Yuka	Ishihara 他：
American	Society	Cell	Biology，San	Diego，CA.	（2015）

② Investigation	of	molecules	related	to	the	antiproliferative	effctes	of	hesperetin	on	the	cancer	cells： ○ Yukari	
Ogawa,	Masami	Nishina,	Shu-ichi	Watanabe,	Kazunori	Yoshimura：第 93 回日本生理学会大会，札幌（2015）

③フィコシアニンにおける癌細胞抑制効果の検討：○冨永信子，石原由夏，仁科正実他：	第 25 回体力・栄養・免
疫学会大会，東京（2015）

④フィコシアニンは抗癌剤の効果に影響する！？○石原由夏，冨永信子，仁科正実他：	第 25 回体力・栄養・免疫
学会大会，東京（2015）

【総数：論文	0	件，学会発表	4	件，講演	0	件】
6-2．獲得研究費
　公益財団法人ソルトサイエンス研究財団　研究助成 100 万円：石原由香
　【総数：1 件】
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案
　該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当無し
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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，140 件（継続 117 件，新規 23 件）が承認され，組換え DNA 承認実験は
60 件，感染実験などは 24 件であり全体の約 60％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 383 匹を含む合計 2,337 匹の実験動物が導入され，マウスが約 95％を占めた．また，一年間の延べ飼養匹数は，
1,156,400 匹であり，一日平均 3,168 匹を飼養した．
7-3．実験動物施設利用状況
　平成 27 年度の利用登録者数は 273 名，年間の施設利用者数は 5,123 人である．
7-4．慰霊祭
　平成 27 年 11 月 14 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 28 年 3 月 30 日（水）に利用者協議会を開催し，31 名が参加した．
　実験動物部門実験室の予約方法変更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：教育員・研究員：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（小野・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 80％）大学院教育は課
題もあるが，留学生のために一部英語での講義を行った．（達成度 70％）
　新規放射線安全教育訓練は5月と7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，
小テストを国家試験のレベルに改訂し，実施する．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，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指導を行う．医学
部 2 年の実習では，学生にとって不慣れな実験動物を取扱うことから丁寧な指導をし，実験動物から得られること
を上手に伝えていく．
　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，留学生への対応を充
実させる．
　その他：放射線安全教育は法律上の規制に基づき施行した．次年度も同様に施行予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　RI 部門は RI 研究施設の管理・運営が第一の業務であるが，先端の医学研究を施行し，共同研究を推進することに
より，研究成果を挙げることも目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

インスリンの視床下部および肝臓における作用機序とその障害のしくみを，高インスリン血症正常血糖クランプ法
などを用いて解明する．
3-3．研究内容と達成度
　大学院生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．また，RI 研究室で主に
研究を遂行していた井内卓次郎が筆頭著者の英文原著論文が本年度に発表された．
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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．

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
　経済産業省	平成 27 年度原子力発電施設広聴・広報等事業に関する技術審査委員会委員（飯塚）
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」，
「埼玉大学」，「東京医科歯科大学」，「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：群馬県立桐生高等学校（文部科学省事業）（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 27 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 9，臨床系 7）
2）実験計画：20
3）実験者数：34 名（基礎系 24 名，臨床系 10 名）
4）延べ実験立ち入り者数：3115 名
5）放射線教育訓練 :37 名 /3 回（再教育含む）
6）RI 入庫量（MB ｑ）：	 3H	 （296.0）
　　　　　　　　　　　　	 125I	 （74.4）
　　　　　　　　　　　　	 35S	 （166.5）
7）RI 廃棄量（MB ｑ）：	 	可燃物	 （14.88）
　　　　　　　	 難燃物		 （339.32）
　　　　　　　　　　　　	 不燃物	 （33.85）
　　　　　　　　　　　　	 動物					 （12.04）
　　　　　　　　　　　　	 無機液体	 （86.73）
　　　　　　　　　　　　	 有機廃液	 （35.98）
	 排気	 （5.57）
	 排水	 （0.09）

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・企業実習による放射線安全管理教育の実践報告 . 平成 27
年度放射線安全取扱部会年次大会（第 56 回放射線管理研修会）（金沢）2015

②飯塚裕幸，宮下由美，小野啓：医学部と保健医療学部への放射線安全管理教育の実践報
告 .	第 14 回日本放射線安全管理学会学術大会（つくば）2015
③飯塚裕幸，宮下由美		放射線安全管理教育の必要性と今後の課題　埼玉放射線	64	巻	
第 1 号 21-24（2015）
④飯塚裕幸他　放射線概論（第 9 版）分担；	法令 p641-851 通商産業研究社（2015）
⑤ Takujiro	 Iuchi,	et.	al.	 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）.	2015;61（1）:96-100.
【総数：学会発表		2 件，著書　1 件 ,	論文 1 件】
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6-2．獲得研究費
　小野	啓，文部省科学研究費（基盤研究 C），「視床下部 Akt の摂食と糖代謝における役割の解明」，研究代表者，91
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 28 年 3 月 22 日に東京大学の宮川隆先生をお招きし，再教育訓練を開催した．

7．自己点検・評価
　教育，研究いずれにおいても概ねの目標は達成された．RI が必須である実験は着実に遂行されており，施設の運
営も順調である．平成 28 年 2 月には，原子力規制庁による放射性同位元素等に係る立入検査が約 10 年ぶりに行わ
れた．放射線施設や書類の整備状況について確認がなされ，結果は「指摘・指導なし」の評価であった．放射線施設
も老朽化してきており，安全性の確保のために施設の点検を今まで以上に細かく実施していく．
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13．川越キャンパス・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：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）：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（一級実験動物技術者）
　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）：係長：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：9 回，受講人数：20 人）．
微生物モニタリングを内部検査 4 回，外部検査 1 回行った．本施設で定義された微生物・ウイルス・外部寄生虫等
は何れも検出されず，基準以上の安全な管理環境が維持された．RI 研究施設では，2 回の新規教育および訓練（受講
人数：2 人）・3 回の再教育および訓練（受講人数：26 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．2015 年第二研究棟の
運用が開始され，研究施設が充実した．「研究部」の目的・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
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ページを開示している．
3-2．研究グループ　該当なし．
3-3．研究内容と達成度
　本項目では，共同利用研究施設として各施設の利用実績・遂行実験件数を記載する．
動物実験施設：ラット 8 科 20 件，マウス 5 科 19 件，ウサギ 1 科 1 件，ブタ 1 科 1 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 6 件，共同利用研究施設：9 科 23 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
42 件	[ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：8 件）]，中間報告書・自己点検表 38 件，動物
実験結果報告書・自己点検票 4 件，動物実験（終了・中止）報告書 4 件，動物実験計画書の追加変更承認申請書 6
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：
148,952 匹，ラット：22,754 匹，スンクス：17,188 匹，ウサギ：129 羽であった．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 1-3 グループ（6-8 人）が利用した．各科利
用頻度の高い順に，年間で小児科（763 回），呼吸器内科（372 回），消化器・肝臓内科（308 回），腎・高血圧内科（276 回），
内分泌・糖尿病内科（165 回），消化管外科・一般外科（102 回），胆肝膵外科・小児外科（104 回），形成外科（29 回），
呼吸器外科（8 回），病理部（3 回）であった．研究部の研究支援も行なわれ，年間で（341 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（313 回），研究部（135 回），小児科（127
回），胆肝膵外科・小児外科（77 回），内分泌・糖尿病内科（6 回），電子顕微鏡施設：消化管外科・一般外科（116
回：1672 パラフィンブロック薄切支援），病理部（213 回 :61 パラフィンブロック薄切支援），腎・高血圧内科（23
回），泌尿器科（10 回：46 パラフィンブロック薄切支援），共同利用研究施設：呼吸器内科（44 回），小児科（43 回），
胆肝膵外科・小児外科（41 回），血液内科（36 回），産婦人科（30 回），病理部（27 回），リウマチ・膠原病内科（25
回），脳神経外科（24 回），研究部（16 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 Song	Li,	Huayan	Hou,	Takashi	Mori,	Darrell	Sawmiller,	Adam	Smith,	Jun	Tian,	Yanjiang	Wang,	Brian	Giunta,	Paul	
R.	Sanberg,	She-Qing	Zhang,	Jun	Tan.	 	Swedish	mutant	APP-based	BACE1	binding	site	peptide	reduces	APP	β
-cleavage	and	cerebral	Aβ	levels	in	Alzheimer's	mice.		Sci	Rep,	5:	11322,	2015.

② Donna	Darlington,	Song	Li,	Huayan	Hou,	Ahsan	Habib,	Jun	Tian,	Gao	Y,	Ehrhart	J,	Paul	R.	Sanberg,	Darrell	
Sawmiller,	Brian	Giunta,	Takashi	Mori,	 Jun	Tan.	 	Human	umbilical	cord	blood-derived	monocytes	 improve	
cognitive	deficits	and	reduce	β-amyloid	pathology	in	PSAPP	mice.		Cell	Transplant,	24:	2237-2250,	2015.

③ Seiichiro	Inoue,	Yumiko	Setoyama,	Yoshifumi	Beck,	Daiki	Kitagawa,	Akio	Odaka.		Ex	vivo	induction	of	antitumor	
DEC-205+	CD11c+	cells	in	a	murine	neuroblastoma	model	by	co-stimulation	with	doxorubicin,	lipopolysaccharide	
and	interleukin-4.		Biomed	Rep,	4:	27-32,	2016.

④ Tatsuya	Nartita,	Atsuhiro	Ichihara,	Kikumi	Matsuoka,	Yasushi	Takai,	Kanako	Bokuda,	Satoshi	Morimoto,	Hiroshi	
Itoh,	Hiroyuki	Seki.		Placental	（pro）renin	receptor	expression	and	plasma	soluble	（pro）renin	receptor	levels	in	
preeclampsia.		Placenta,	37:	72-78,	2016.

【学会発表他 5 件】
①	Donna	Darlington,	Song	Li,	Huayan	Hou,	Jun	Tian,	Yang	Gao,	Jared	Ehrhart,	Cyndy	D.	Sanberg,	Nicole	Kuzmin-

Nichols,	Brian	Giunta,	Paul	R.	Sanberg,	Darrell	Sawmiller,	Takashi	Mori,	Jun	Tan.		Peripheral	infusions	of	human	
umbilical	cord	blood-derived	monocytes	improve	cognitive	deficits	and	reduce	amyloid-β-associated	Alzheimer's	
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disease-like	pathology	 in	PSAPP	transgenic	mice.	 	22nd	Annual	Meeting	of	 the	American	Society	for	Neural	
Therapy	and	Repair,	April	30,	2015,	（Clearwater,	U.S.A.）.

②	Takashi	Mori,	Naoki	Koyama,	Jun	Tan,	Terrence	Town.	 	Combined	secretase	modulation	 therapy	provides	
cognitive	benefit	and	ameliorates	cerebral	amyloid	pathology	in	transgenic	mice.		Neuroscience	15,	October	18,	
2015,	（Chicago,	U.S.A.）.

③	Darrell	Sawmiller,	Song	Li,	Huayan	Hou,	Takashi	Mori,	Adam	Smith,	Jun	Tian,	Yanjiang	Wang,	Brian	Giunta,	Paul	
R.	Sanberg,	Sheqing	Zhang,	Jun	Tan.	 	Swedish	mutant	APP-based	BACE1	binding	site	peptide	reduces	APP	β
-cleavage	and	cerebral	Aβ	levels	in	Alzheimer’ s	mice.		Neuroscience	15,	October	20,	2015,	（Chicago,	U.S.A.）.

6-2．獲得研究費
①独立行政法人日本学術振興会　科学研究費補助金（基盤研究（C））研究代表者（森　隆）「アルツハイマー病：

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．
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1．1）消化器内科・肝臓内科

1．構成員
持田　智（MOCHIDA,	Satoshi）	 教授：運営責任者：診療科長：教育員：研究主任：代表指導教員（大学院）：
	 消化器病学，肝臓病学，特に急性・慢性肝不全，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
富谷智明（TOMIYA,	Tomoaki）	 教授（教職員・学生健康推進センター兼担）：肝臓病の診断と治療：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
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
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：博士
岡　政志（OKA,	Masashi）	 教授：消化器病学，内視鏡的治療：博士
森吉美穂	（MORIYOSHI,	Miho）	 講師（中央検査部兼担）：指導教員（大学院）：肝臓病学：博士
新井　晋（ARAI,	Shin）	 講師（国際医療センター兼担）：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：博士
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
藤田尚巳（FUJITA,	Naomi）							 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
吉野廉子（YOSHINO,	Kiyoko）	 非常勤医師
水野芳枝（MIZUNO,	Yoshie）	 非常勤医師

2．教育
①「卒前教育」
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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：ユニットディレクター（富谷智明），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　
　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
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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（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（稲生実枝，中尾将光，藤盛健二）
　平成 27 年度医療研修会（埼玉県）「ウイルス性慢性肝疾患の病態と治療法の実際」（持田　智，今井幸紀，中山伸朗，
稲生実枝，菅原通子，中尾将光，中澤　学，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 27 年度における専門医数は
日本消化器病学会 11 名，日本肝臓学会 9 名，日本消化器内視鏡学会 8 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 27 度は 11 月 1 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 163 名，医師以外の医療従
事者 83 名が出席した．同研修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 914 名，肝疾患コーディ
ネーター 188 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 524 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
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
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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，門脈亢進症（今井幸紀）
急性肝不全，肝移植（中山伸朗）
肝炎ウイルス（内田義人）
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　
　27 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



307

消化器内科・肝臓内科

いる．ウイルス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関しては，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因に関する
検討を行っており，特に肝病態の性差を規定する要因に注目して，臨床的，基礎的研究を行っている．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 27 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）	 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
（3）	 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
（4）	 わが国における acute-on-chronic	liver	failure（ACLF）の診断基準作成に関わる疫学・臨床研究
（5）	 急性肝不全の内科的集学的治療の標準化に関する臨床研究
（6）	 HBV の再活性化の実態と経済的観点でガイドラインを改訂するための臨床研究
（7）	 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
（8）	 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
（9）	 HCV の遺伝子変異と DAAs 耐性に関する研究
（10）	 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
（10）	 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
（12）	 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
（13）		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
（14）		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
（15）		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
（16）		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
（18）		難治性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法の確立を目指した臨床的研究
（18）		小腸疾患診断におけるダブルバルーン法小腸内視鏡の有用性に関する臨床研究
（19）		消化管出血に対する内視鏡的止血法の有用性に関する臨床研究

3-3．研究内容と達成度
1）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
　我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010~13 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
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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
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継続している．
7）重症型アルコール性肝炎の治療
　重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法を併用
する sequential 療法を考案した．従来の副腎皮質ステロイドのパルス療法では，治療後の rebound が避けられなかっ
たが，引き続き顆粒球除去を実施することで治療効果が向上する可能性を明らかにした．症例数を増やして，その有
用性を検証中である．
8）門脈圧亢進症とその治療
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　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
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
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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）
　　　　　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）

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）

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 .	C 型肝炎，急性肝不全の最近の話題 .	東レメディカル講演会，2015 年 4 月 2 日，日本橋 .
2.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 .	大塚製薬講演会，2015 年 4 月 3 日，川越 .
3.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 .	埼玉 HCV セミナー，2015 年 4 月 6 日，大宮 .
4.	持田　智 .	教育講演「B 型肝炎ウイルスの再活性化：現況と対策」，第 112 回日本内科学会講演会，2015 年 4

月 12 日，京都 .
5.	持田　智 .	B 型・C 型肝炎：最新の治療と今後の課題，会津医学会学術講演会，2015 年 4 月 15 日，会津若松 .
6.	持田　智 .	B 型・C 型肝炎：最新の治療と今後の課題，北信ウイルス肝炎セミナー，2015 年 4 月 16 日，長野 .
7.	持田　智 .	ランチョンセミナー「B 型肝炎ウイルス感染症：再活性化：肝炎劇症化の実態と対策」，第 89 回日本

感染症学会，2015 年 4 月 17 日，京都 .
8.	持田　智 .	教育研修講演「リウマチ疾患と B 型・C 型肝炎ウイルス：パラダイムシフトを迎えて」，第 59 回日本

リウマチ学会総会・学術講演会，2015 年 4 月 23 日，名古屋 .
9.	持田　智 .	パネルディスカッション「急性肝不全：診断と治療における問題点（基調講演）」，第 101 回日本消

化器病学会総会，2015 年 4 月 25 日，仙台 .
10.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 .	山形ウイルス肝炎セミナー，2015 年 4 月 8 日，山形 .
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11.	持田　智 .	B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化，埼玉 B 型肝炎セミナー，2015 年 5 月 12 日，
浦和 .

12.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 .	第 2 回横浜肝炎セミナー，2015 年 5 月 13 日，横浜 .
13.	持田　智 .	ランチョンセミナー「B 型・C 型肝炎：最新の治療と今後の課題」，第 41 回日本急性肝不全研究会，

2015 年 5 月 20 日，熊本 .
14.	持田　智 .	ランチョンセミナー「進化する C 型肝炎の治療：エビデンスに基づいた治療戦略」，第 51 回日本肝

臓学会総会，2015 年 5 月 21 日，熊本 .
15.	持田　智 .	ワークショップ「本邦における肝移植の現状と展開」，指定演題：わが国における肝移植医療の問題

点（指定演題），第 51 回日本肝臓学会総会，2015 年 5 月 21 日，熊本 .
16.	持田　智 .	C 型肝炎：治療の最新の話題 .	アッヴィ合同会社学術講演会，2015 年 5 月 26 日，三田 .
17.	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 .	倉敷 C 型肝炎治療連携セミナー，2015 年 5 月

27 日，倉敷 .
18.	持田　智，中山伸明，市田隆文 .	シンポジウム「劇症肝炎に対する移植：改めて問う内科治療，脳死肝移植と生

体肝移植の位置づけと連携」，脳死肝移植に登録された劇症肝炎症例におけるデータマイニング予後予測モデル
の有用性 .	第 33 回日本肝移植研究会，2015 年 5 月 29 日，神戸 .

19.	持田　智 .	急性肝不全と DIC.	印旛市郡・八千代　消化器病セミナー，2015 年 6 月 5 日，佐倉 .
20.	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.	戸田・川口Hepatitisセミナー，2015年6月8日，

川口 .
21.	持田　智 .	C 型肝炎の治療：IFN 製剤の意義 .	中外製薬講演会，2015 年 6 月 9 日，日本橋 .
22.	持田　智 .	B型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化，第2回B型肝炎再活性化対策講演会	in	仙台，

2015 年 6 月 10 日，仙台 ..
23.	持田　智 .	C 型肝炎，肝移植の最近の話題 .	東レメディカル講演会，2015 年 6 月 11 日，日本橋 .
24.	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，筑後 B 型肝炎セミナー，2015 年 6 月 12 日，

久留米 .
25.	持田　智 .	B 型・C 型肝炎は治る病気：どう治療するか .	市民公開講座	in	戸田・川口「放っておくと怖い	!　B

型肝炎・C 型肝炎・脂肪肝：	肝癌にならない為に」，2015 年 6 月 14 日，川口 .
26.	持田　智 .	DAA 時代における C 型肝炎の治療：インターフェロンの役割 .	第 6 回中国ウイルス肝炎研究会，

2015 年 6 月 20 日，岡山 .
27.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療 .	第 12 回比企消化器研究会，2015 年 6 月 24 日，小川町 .
28.	持田　智 .	Opening	Remarks.	Medical	Tribune	ウイルス肝炎セミナー「進化し続ける慢性肝炎・肝硬変の治療」，

2015 年 6 月 27 日，浦和
29.	持田　智 .	DAA 時代における C 型肝炎の治療：インターフェロンの役割 .	埼北内科フォーラム，2015 年 6 月

29 日，熊谷 .
30.	持田　智 .	急性肝不全と DIC.	第 2 回北九州消化器感染症セミナー，2015 年 7 月 3 日，小倉 .
31.	持田　智 .	薬剤耐性変異と DCV/ASV の抗ウイルス効果：サイクリングプローブ法での検討 .	ダクルインザ錠・

スンベプラカプセル承認一周年記念講演会，2015 年 7 月 4 日，芝公園 .
32.	持田　智.	C型肝炎の最新治療：全例の治癒を目指して.	第10回朝霞地区肝疾患勉強会，2015年7月10日，志木.
33.	持田　智 .	劇症肝炎分科会 .	厚生労働科研究難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研

究」　平成 26 年度第 1 回総会，2015 年 7 月 16 日，東京 .
34.	 持 田　 智 .	 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン「Current	Status	of	Management	of	Chemotherapy-Induced	HBV	

Reactivation」，Reactivation	of	HBV	 in	Patients	with	Resolved	 Infection	During	and	After	Antitumor	and/or	
Immunosuppressive	Therapies.	The	Japanese	Society	of	Medical	Oncology	2015	Annual	Meeting，2015 年 7 月
18 日，札幌 .

35.	持田　智 .	DAA 時代における C 型肝炎の治療：インターフェロンの役割 .	第 4 回肝疾患フォーラム	in	北総，
2015 年 7 月 30 日，印西市 .

36.	持田　智 .　C 型肝炎の治療：最近の進歩 .	平成 27 年度第 2 回兵庫肝疾患診療連携フォーラム，2015 年 8 月
22 日，西宮 .

37.	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 .	春日部市医師会学術講演会，2015
年 8 月 25 日，春日部 .

38.	持田　智 .	免疫抑制・化学療法による B 型肝炎の再活性化，第 84 回埼玉医科大学国際医療センター包括的がん
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センター教育カンファレンス，2015 年 8 月 26 日，日高 .
39.	持田　智 .	C 型肝炎，肝硬変の最近の話題 .	東レメディカル講演会，2015 年 8 月 27 日，日本橋 .
40.	持田　智 .	ブラッシュアップ！　C 型肝炎治療 .	The	14th	Hepatitis	Expert	Meeting，2015 年 8 月 29 日，新橋 .
41.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床での課題 .	埼玉 HCVセミナー，2015年 8月 31日，大宮 .
42.	持田　智 .	Ｃ型肝炎の最新治療：全例が治癒する時代におけるインターフェロンの意義 .	第 36 回福井肝臓懇話

会，2015 年 9 月 2 日，福井 .
43.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床での治療成績 .	肝炎領域 WEB セミナー，2015 年 9 月 3

日，全国発信 .
44.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：全例が治癒する時代の患者掘り起し .	第 7 回いわき肝胆

膵疾患研究会，2015 年 9 月 4 日，いわき .
45.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床での治療成績 .	肝炎領域 WEB セミナーダクルインザ・

スンベプラ併用療法北九州発売 1 周年記念講演会，2015 年 9 月 11 日，小倉 .
46.	持田　智 .	第 109 回医師国家試験のアンケート調査 .	全国医学部長病院長会議記者会見，2015 年 9 月 15 日，

御茶ノ水 .
47.	持田　智 .	B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化，B 型肝炎セミナー	FUKUI，2015 年 9 月 30

日，福井 .
48.	持田　智 .	ランチョンセミナー「B 型肝炎の再活性化：輸血後肝炎と誤解されてきた医原病」.　第 39 回日本血

液事業学会総会，2015 年 10 月 6 日，大阪 .
49.	持田　智 .	サテライトシンポジウム「C 型肝炎の治療：治療効果が飛躍的に向上した時代の課題」,	JDDW	2015	

TOKYO，2015 年 10 月 8 日，高輪 .
50.	持田　智 .	サテライトシンポジウム「最終フェーズに突入した C 型慢性肝炎の治療戦略：DAA 耐性変異に対す

る考え方と最適化治療―DAA 治療の現状と最適化治療を目指した戦略―」,	JDDW	2015	TOKYO，2015 年 10
月 9 日，高輪 .

51.	持田　智 .	Opening	Remakrs.	市民公開講座	in	さいたま「放っておくと怖い	!　B 型肝炎・C 型肝炎・脂肪肝：	肝
癌にならない為に」，2015 年 10 月 12 日，浦和 .

52.	持田　智 .	B 型，C 型肝炎の診療：パラダイムシフトを迎えて .	日本医事新報社　内科懇談会 10 月例会，2015
年 10 月 16 日，水道橋 .

53.	持田　智 .	C 型肝炎に対する DAA 治療の最近の話題 .	東レメディカル講演会，2015 年 10 月 22 日，日本橋 .
54.	持田　智 .	肝不全の最新治療 .	日本消化器病学会関東支部第 27 回教育講演会，2015 年 11 月 1 日，永田町 .
55.	持田　智 .	パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：全例治癒の時代におけるインターフェロンの意義 .	第

27 回和歌山肝疾患研究会，2015 年 11 月 7 日，和歌山 .
56.	持田　智 .	C型肝炎の最新治療：DAA時代における課題 .	第 6回群馬県専門医研究会，2015年 11月 10日，前橋 .
57.	持田　智 .	肝炎医療研修会：B 型，C 型肝炎の病態と治療 .	平成 27 年度鴻巣保健所感染症対策研修会Ⅳ，2015

年 11 月 19 日，鴻巣 .
58.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床から導かれたオセロ仮説と 2- ヒット仮説 .	The	2nd	

Direct-Acting	Antivirals	Expert	Seminar:	透析患者を対象とした新たな HCV 感染治療，2015 年 11 月 20 日，松本 .
59.	持田　智 .	教育講演「リウマチ疾患と肝炎」.	第 30 回日本臨床リウマチ学会，2015 年 11 月 21 日，神戸 .
60.	持田　智 .	特別講演「B 型・C 型肝炎ウイルスの血液マーカー :	最新の治療の中でどのように活用するか」.	栃木

県臨床検査技師会血液・免疫血清検査研究班合同研修会，2015 年 11 月 28 日，宇都宮 .
61.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	アッヴィ：C 型肝炎プレスセミナー，

2015 年 12 月 1 日，丸の内 .
62.	持田　智 .	B 型肝炎：最近の話題 .	中外製薬講演会，2015 年 12 月 7 日，日本橋 .
63.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	ヴィキラックス®	発売記念講演会，2015

年 12月 9日，宇部 .
64.	持田　智 .	B 型肝炎，C 型肝炎，肝硬変の最近の話題 .	東レメディカル講演会，2015 年 12 月 10 日，日本橋 .
65.	持田　智，内田義人，中山伸朗 .	地域分科会：埼玉県の取り組み .	平成 27 年度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診陽性者フォローアップシステムの構築のための研究 ;	第 2 回
合同分科会 .	2015 年 12 月 11 日，国府台 .

66.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床から導かれたオセロ仮説と 2- ヒット仮説 .	第 2 回山陰
ウイルス肝炎セミナー：Hepatitis	Virus	Collaboration	Study	Group	in	Sanin（HICARI の会），2015年 12月 14日，
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米子 .
67.	持田　智，中尾将光，中山伸朗 .	免疫抑制薬分科会：免疫抑制療法による B 型肝炎の再活性化 .	厚労科研費補助

金「がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要
因と宿主要因の包括的研究」班 .	2015 年 12 月 15 日，国府台 .

68.	持田　智 .	Virologic	Failure	during	and	after	Dual	Oral	Therapy	with	Daclatasvir	Plus	Asunaprevir:	Othello	and	
2-Hit	Hypotheses	Involved	in	the	Development	of	NS5A-RAVS.	Gilead	Advisory	Board	Meeting.	2015 年 12 月 20
日，日比谷 .

69.	持田　智 .	埼玉医科大学病院におけるトルバプタンの使用経験 .	肝硬変ガイドライン 2016 座談会 .	2016 年 1
月 7 日，東京 .

70.	持田　智 .	B 型・Ｃ型肝炎：最新の治療と今後の課題 .	第 3 回九州リバーフォーラム，2016 年 1 月 12 日，福岡 .
71.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床から導かれたオセロ仮説と 2- ヒット仮説 .	北陸 Viral	

Hepatitis	C	Seminar:	DAA 製剤での治療戦略，2016 年 1 月 14 日，金沢 .
72.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	ヴィキラックス配合錠	発売記念講演会，

2016 年 1 月 19 日，水戸 .
73.	持田　智，中山伸朗 .　劇症肝炎分科会 .	厚生労働科研究　	難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患

に関する調査研究」班平成 28 年度第 2 回総会 .	2016 年 1 月 21 日，東京 .
74.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	ヴィキラックス配合錠	発売記念講演会，

2016 年 1 月 21 日，宇都宮 .
75.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	C 型肝炎セミナー	in	弘前，2016 年 1 月

22 日，弘前 .
76.	持田　智 .	ダクルインザ・スンベプラ併用療法：実臨床から導かれたオセロ仮説と 2- ヒット仮説 .	東尾張肝炎セ

ミナー，2016 年 1 月 29 日，愛知 .	
77.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	川口・戸田ヴィキラックス発売記念講演

会，2016 年 2 月 5 日，川口 .
78.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	Abbvie	高知　ヴィキラックス発売記念講

演会，2016 年 2 月 10 日，高知 .
79.	持田　智 .	B 型・Ｃ型肝炎：最新の治療と今後の課題 .	第 8 回 M&D 研究会，2016 年 2 月 16 日，川口 .
80.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	熊本県アッヴィシンﾎﾟジウム，2016 年 2

月 17 日，熊本 .
81.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	坂戸鶴ヶ島市医師会学術講演会，2016

年 2 月 19 日，坂戸 .
82.	Mochida	S.	SOF/LDV	Therapies	for	Patients	Showing	Virologic	Failure	during	and	after	Dual	Oral	Therapy	with	

DCV/ASV.	INTERNATIONAL	Hepatitis	C	Exchange	Asia，2016 年 2 月 22 日，品川 .
83.	持田　智 .	肝硬変の病態とC型肝炎のDAA治療に関する最近の話題 .	東レメディカル講演会，2016年2月25日，

日本橋 .
84.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	埼玉県東部 HCV セミナー :	C 型肝炎撲滅

にむけて，2016 年 2 月 26 日，越谷 .
85.	持田　智 .	C 型肝炎の治療：全例治癒の DAA 時代を迎えて .	平成 27 年度日本東洋医学会	関東甲信越地区主催	

第 24 回埼玉県部会，2016 年 2 月 28 日，川越 .
86.	持田　智.	C型肝炎の治療：全例治癒の時代における課題.	第45回神奈川肝談話会：肝疾患における治療の工夫，

2016 年 3 月 5 日，横浜 .
87.	持田　智 .	肝硬変の病態と身体障害者福祉法による肝臓機能障害 .	大塚製薬講演会，2016 年 3 月 8 日，品川 .
88.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	富山県 C 型肝炎フォーラム，2016 年 3

月 10 日，富山 .
89.	持田　智 .	免疫抑制薬分科会：免疫抑制療法による B 型肝炎の再活性化 .	AMED	肝炎等克服実用化事業「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 .	2016 年 3 月 21 日，東京 .

90.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	C 型肝炎セミナー	in	福島，2016 年 3 月
15 日，福島 .

91.	持田　智 .	B 型肝炎と急性肝不全に関する最近の話題 .	東レメディカル講演会，2016 年 3 月 17 日，日本橋 .
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92.	持田　智.	C型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢.　尾張肝疾患セミナー，2016年3月18日，
名古屋 .

93.	持田　智 .	実臨床における DAA 治療の課題と戦略 .	Hepatitis	C	Symposium	2016:	C 型肝炎治療の新たな潮流，
2016 年 3 月 19 日，高輪 .

94.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	『ヴィキラックス』静岡県西部	C 型肝炎
フォーラム，2016 年 3 月 23 日，浜松 .

95.	持田　智 .	C 型肝炎の最新治療：ヴィキラックス発売で広がる選択肢 .	『春日部市内科医会学術講演会，2016 年
3 月 24 日，春日部 .

6．業績
6-1．論文・学会発表（10 編）

① Imai	Y,	Nnakazawa	M,	Ando	S,	Sugawara	K,	Mochida	S.	Long-term	outcome	of	154	patients	receiving	balloon-
occluded	retrograde	transvenous	obliteration	for	gastric	fundal	varices.	J	Gastroenterol	Hepatol	2016	Mar	22.	
doi:	10.1111/jgh.13382.	[Epub	ahead	of	print].

② Kumada	H,	Mochida	S,	Suzuki	F,	Chayama	K,	Karino	Y,	Nakamura	K,	Fujimoto	G,	Howe	AY-N,	Ludmerer	SW,	
Mobashery	N.	Vaniprevir	plus	peginterferon	alfa-2b	and	ribavirin	 in	treatment-experienced	Japanese	patients	
with	hepatitis	C	virus	genotype	1	infection:	phase	3	studies.	J	Gastroenterol	Hepatol	2016	Mar	2.	Doi:	10.1111/
jgh.13328	[Epub	ahead	of	print].

③ Uchida	Y,	Kouyama	J,	Naiki	K,	Sugawara	K,	 Inao	M,	 Imai	Y,	Nakayama	N,	Mochida	S.	Development	of	rare	
RAVs	that	are	extremely	tolerant	against	NS5A	inhibitors	during	daclatasvir/asunaprevir	therapy	via	a	two-hit	
mechanism.	Hepatol	Res	2016	Feb	15.	Doi:	10.1111/hepr.12673.	[Epub	ahead	of	print.].

④ Fujii	Y,	Uchida	Y,	Mochida-S.	Reply	to	the	letter	entitled	“Severe	hepatotoxicity	associated	with	asunaprevir	and	
daclatasvir	in	chronic	hepatitis	C” .	Hepatology	2015	Aug	6.	doi:	10.1002/hep.28114.	[Epub	ahead	of	print].

⑤ Mochida	S,	Nakao	M,	Nakayama	N,	Uchida	Y,	Nagoshi	S,	Ido	A,	Mimura	T,	Harigai	M,	Kaneko	H,	Kobayashi	H,	
Tsuchida	T,	Suzuki	H,	Ura	N,	Nakamura	Y,	Bessho	M,	Dan	K,	Kusumoto	S,	Sasaki	Y,	Fujii	H,	Suzuki	F,	 Ikeda	K,	
Yamamoto	K,	Takikawa	H,	Tsubouchi	H,	Mizokami	M.	Nationwide	prospective	and	retrospective	surveys	for	
hepatitis	B	virus	reactivation	during	immunosuppressive	therapies.	J	Gastroenterol	2016	Feb	1	[Epub	ahead	of	
print].

⑥ Mochida	S,	Nakayama	N,	Ido	A,	Takikawa	Y,	Yokosuka	O,	Sakaida	I,	Moriwaki	H,	Genda	T,	Takikawa	H.	Revised	
criteria	for	classification	of	the	etiologies	of	acute	liver	failure	and	late-onset	hepatic	failure	in	Japan:	A	report	by	
the	Intractable	Hepato-Biliary	Diseases	Study	Group	of	Japan	in	2015.	Hapatol	Res	2015	Nov	28.	Doi:	10.1111/
hepr.12626	[Epub	ahead	of	print].

⑦ Kawamura	Y,	Arase	Y,	Ikeda	K,	Akuta	N,	Kobayashi	M,	Saitoh	S,	Suzuki	F,	Suzuki	Y,	Inao	M,	Mochida	S,	Kumada	
H.	The	impact	of	alcohol	consumption	on	hepatocarcinogenesis	in	Japanese	patients	with	fatty	liver	disease.	Clin	
Gastroenterol	Hepatol	2015	Dec	18.	doi:	10.1016/j.cgh.2015.11.019	[Epub	ahead	of	print].

⑧ Fujiwara	K,	Yokosuka	O,	 Inoue	K,	Yasui	S,	Abe	R,	Oda	S,	Arata	S,	Takikawa	Y,	 Ido	A,	Mochida	S,	Tsubouchi	
H,	Takikawa	H,	 Intractable	Hepato-Biliary	Deasese	Study	Group	of	Japan.	Distribution	of	core	hospitals	 for	
patietns	with	fulminant	hepatitis	and	late	onset	hepatic	failure	in	Japan.	Hepatol	Res	2016;	46	（1）:	10-12.	Doi:	
10.1111/hepr.12543.

⑨ Uchida	Y,	Kouyama	J,	Naiki	K,	Sugawara	K,	Ando	S,	Nakaoa	M,	Motoya	D,	Inao	M,	Imai	Y,	Nakayama	N,	Mochida	
S.	Significance	of	variants	associated	with	resistance	to	NS5A	inhibitors	in	Japanese	patients	with	genotype	1b	
hepatitis	C	virus	 infection	as	evaluated	using	cycling-probe	real-time	PCR	combined	with	direct	sequencing.	J	
Gastroenterol	2016;	51	（3）:	260-270.

⑩ Ohmori	Y,	Nakayama	N,	Inao	M,	Funyu	J,	Asabe	S,	Tomita	K,	Nishikawa	K,	Hosoda	Y,	Tanaka	M,	Hashimoto	Y,	
Takabayashi	H,	Yakabi	K,	Koshima	K,	Mochida	S,	Prospective	randomized	study	comparing	enhancement	of	the	
antiviral	efficacy	between	vitamin	D3	（cholecalciferol）	and	1α（OH）	D3	（alfacalcidol）	in	combination	with	
pegylated	interferon	plus	ribavirin	for	patients	with	chronic	hepatitis	C.	J	Gastroenterol	Hepatol	2015;	30	（9）:	
1384-1390.

【総数：論文（総説，報告書を含む）49 件（国外 12 件，国内 37 件），学会発表 41 件（国外 10 件，国内 31 件），
講演 95 件】
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6-2．	獲得研究費
1．平成 27 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，
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：診療部長：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・内分泌内科糖尿病内科兼担：医員：指導教員（大学院）：循
　　　　　　　　　　　　　　　		環器病学，心不全，高血圧，糖尿病：博士
　菅野　龍（KANNO,	Ryu）：助教：総合診療内科兼担：医員：循環器病学

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　循環器病の基本的な知識と診療技術を習熟すること．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育では，3 年臨床推論，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，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，菅野）．
2-3．達成度
　学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，心電図所見，心エコー所見などの基本的事項は，さらに習練す
る余地がある．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義，BSL ともに少ないスタッフ，不充分な環境のなかで，想定以上に努力はしたが，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知識・技術などの教育を徹底するようにしたい．

3．研究
3-1．目的 ･ 目標
　日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし，得られた成果が日常臨床に貢献できること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　高齢者心不全，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）などの集学的治療による症状改善度や入院日数短縮への影響を検討する．
　肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧への影響を右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検
査により解析する．
　発作性心房細動に対する薬剤の影響を検討する．
3-4．自己評価と次年度計画
　高齢者心不全における貧血・腎機能と治療法や在院日数との関連の検討，および心不全における呼吸管理（ASVなど）
などの集学的治療による症状改善度や入院日数短縮への影響の検討は不十分で，今後も検討する余地がある．
　右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検査を行い，肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧
への影響を解析することができた．
　次年度は，心不全，肺高血圧，発作性心房細動に関する研究を続ける．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合診療内科の一部として，循環器疾患に対して総合内科的な診かたを診療の基本とし，的確かつ迅速な治療を行
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い，大学病院における循環器診療を充実させ，地域医療に貢献することを目標とした．心臓内科外来患者数は 1210
例，入院患者数は 109 例であった．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 821 件，経胸壁心エコー 6023 件，経食道心エコー 30 件を施行・判読した．冠動脈 CT 検査は 80 件，
薬物負荷心筋シンチ検査は 43 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 12 例行った．大学病院に
おいて循環器疾患患者数の増加，循環器検査・治療の充実などを今年度達成することが出来たが，冠動脈 CT 検査と
負荷心筋シンチ検査の合計件数は横ばいであった．次年度は，負荷心筋シンチ，冠動脈 CT 検査，右心カテーテル検
査を増やし，循環器診療のさらなる充実を目指したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本循環器学会，日本心臓病学会学術集会演題の査読．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本動脈硬化学会評議員，日本心不全学会評議員，日本心血管内分泌代謝学会評議員，日本循環器学会関東甲信越
地方会評議員，日本心臓病学会特別正会員．

6．業績
6-1．論文・学会発表

①四宮　俊，山岡　稔	，村田宏子，大庫秀樹，草野　武，芦谷啓吾，野口　哲，菅野　龍，小林威仁，木下俊介，
井上清彰，飯田慎一郎，金　玲，茅野秀一，宮川義隆，山本啓二，中元秀友，今枝博之．キノコ様の形態を呈し
た十二指腸ブルンネル腺過形成の 1 例．Prog	Dig	Endosc.	86:158-159,	2015.	

②山岡　稔，大庫秀樹，今枝博之，草野　武，芦谷啓吾，野口　哲，菅野　龍，小林威　仁，木下俊介，飯田慎一
郎，井上清彰，宮川義隆，山本啓二，中元秀友．NSAID	服用患者の小腸カプセル内視鏡検査よびパテンシーカ
プセルの検討．Ulcer	Research	43:96-100,	2016.

③米田修平，山本啓二，中元秀友．蛋白尿を契機にファブリ―病と診断され，心臓 MRI で左室中隔層にガドリニ
ウム造影遅延を認めた 1 例．ファブリ―病症例集	2:114-117,	2015.

④山岡　稔，大庫秀樹，今枝博之，芦谷啓吾，草野　武，野口　哲，菅野　龍，小林威仁，木下俊介，飯田慎一郎，
井上清彰，茅野秀一，宮川義隆，山本啓二，中元秀友．当科での蛋白漏出性胃腸症における小腸内視鏡所見の検
討．第 88 回日本消化器内視鏡学会総会，名古屋，2015 年 5 月 29-31 日 .	

⑤ Minoru	Yamaoka,	Hiroyuki	Imaeda,	Kazuaki	Yoneno,	Tomohisa	Sujino,	Hiroko	Murata,	Hideki	Ohgo,	Takehito	
Kobayashi,	Keigo	Ashitani,	Takeru	Kusano,	Ryu	Kanno,	Toru	Noguchi,	Shunsuke	Kinoshita,	Shinichiro	 Iida,	
Kiyokazu	 Inoue,	Yoshitaka	Miyakawa,	Hirokazu	Okada,	Keiji	Yamamoto,	Ayumi	 Ishikawa,	Mamoru	Tanaka,	
Hidetomo	Nakamoto.	Prospective	randomized	study	of	preventive	effect	of	Clostridium	butyricum	to	Clostridium	
difficile	infection.	APDW	2015,	Taipei,	2015.12.3-6.

⑥馬場彩淑，諸貫孝久，仲野　浩，斉藤妙子，山本啓二，森吉美穂，池淵研二．左線維三角に弁輪周囲膿瘍を認め
た大動脈弁感染性心内膜炎の 1 例．第 44 回埼玉県医学検査学会，大宮ソニックシティ，2015 年 12 月 6 日 .

⑦飯田慎一郎，山本啓二．循環器疾患の診療連携：心房細動．第 2 回病診連携スキルアップセミナー，埼玉医科
大学第 5 講堂，2016 年 1 月 28 日 .

⑧山岡稔，芦谷啓吾，大庫秀樹，大崎篤史，草野武，白崎文隆，米田修平，野口哲，菅野龍，木下俊介，井上清彰，
小林威仁，宮川義隆，橋本正良，山本啓二，中元秀友，今枝博之．当科における消化器疾患の緊急入院患者につ
いて．第 52 回日本腹部救急医学会，東京，2016 年 3 月 3-4 日 .

　【総数：論文　3 件，学会発表　12 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　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，循環器系検査数は概ね順調に増加している．当科は少人数のため，徐々
に診療・教育・研究を充実させている．本学国際医療センター心臓病センターとの病診連携は同センターのご配慮で，
非常にスムーズである．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．3）呼吸器内科

1．構成員
永田　真（NAGATA,	Makoto）：教授：運営責任者，診療部長，教育副主任，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（KANAZAWA,	Minoru）：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
仲村秀俊（NAKAMURA,	Hidetoshi）：教授，診療副部長，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（SOMA,	Tomoyuki）：准教授，外来医長，研究主任，指導教員（大学院）：喘息，アレルギー・免疫学：
　　　　　　　　		　　　　　			博士
中込一之（NAKAGOME,	Kazuyuki）: 講師，教育主任，指導教員（大学院）：喘息，アレルギー・免疫学：博士	
太田洋充（OOTA,	Hiromitsu）：講師，研修担当医長，研究副主任：肺癌，びまん性肺疾患：博士
山口剛史（YAMAGUCHI,	Takefumi）：講師：博士（毛呂病院	出向中）
小宮山	謙一郎（KOMIYAMA,	Kenichiro）：講師：医局長，博士
内田義孝（UCHIDA,	Yoshitaka）：助教
嶺崎祥平（MINEZAKI,	Shohei）：助教
山崎　進（YAMAZAKI,	Susumu）：助教
三尾友彦（MIO,	Tomohiko）：助教
宮内幸子	（MIYAUCHI,	Sachiko）：助教
内田貴裕（UCHIDA,	Takahiro）：助教
四宮　俊（SHINOMIYA,	Shun）；助教
三浦　雄（MIURA,	Yu）；助教
宮澤仁志（MIYAZAWA,	Hitoshi）：実験助手

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前医学教育において，講義では学生が呼吸器領域を効果的に理解でき代表的疾患についての基礎知識を充分に得
ること，臨床実習では初期研修で必要な基本知識・技能の習得と医師国家試験合格率の向上に寄与することを目標と
して取り組んだ．
2-2．教育内容
卒前教育：
　講師以上の教員を中心にユニット講義，臨床総論，臨床実習とその期間中のクルズス等を担当，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などでの講義を担当した．
　3	年生ではユニット講義を中心に，呼吸器疾患の基本的な知識，とくに診断・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も毎週行って補足し，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講師を招き，積極的に参加を促した．各テーマについ
て専門医のみならず，研修医，開業医，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
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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
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．講義については一部の教員が，また BSL，クリニカルクラークシップについては全般に，学
生からは非常に高い評価を受け好評であったと認識している．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たものと認識している．
2-4．自己評価と次年度計画

・系統講義 :	講義内容については特に近年の医師国家試験の動向を反映させ必要部分を強化し，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療，気管支鏡見学，クルズスなどを含め，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きた．
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当科研究室にお迎えし，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．
米国アレルギー学会雑誌である J	Allergy	Clin	Immunol	に掲載予定の論文がでたことはひとつの成果である．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本年度発刊した「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），公的な貢献をしたものと考え
ている．	
2．COPD・感染症（仲村，嶺崎ら）
　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	の有用性などについての
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．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．
4．肺癌（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，
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．
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．同時に若手医師への研究指導は，学会発表へ導くことができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　各分野で十分な成果を得る事ができており，全体の目標達成度は 90％と判断する．次年度は原著論文，とくに英
文論文数の維持，増加をめざしたい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　大学病院呼吸器内科は，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精力的にあたった．外来診療
部門「アレルギーセンター」では関連診療科連携により，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
的に診療を行った．すなわち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を行った．肺癌について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診療を行った．肺癌の診療については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
法外来での化学療法，また放射線療法は活発化している．当院における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充分に果たしたと考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

厚生労働省薬事・食品衛生審議会臨時委員，同省重篤副作用総合対策検討委員会委員，同省医療技術参与，医薬品
医療機器総合機構専門委員，同機構　未承認・適応外薬検討会議専門作業班座長，さいたま地方裁判所専門委員，埼
玉労働局地方労災医員，（以上金沢），独立行政法人日本学術振興会　科学研究費委員会専門委員（永田），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（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　
　Allergy	（日本語版）：永田
　International	Journal	of	Immunology	and	Immunotherapy：中込
　The	Scientific	World	Journal	（Allergy）：中込
査読委員
　Internal	Medicine：永田，仲村
　Allergology	International：永田 , 仲村
　International	Journal	of	Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease：仲村
　Vaccine：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
　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　　　12	件
　著書　　　8 件
　総説　　		18 件
学会発表：
　国内総会　　22 件（うち招待演者 6 件）
　国際学会　　7 件（うち招待演者 2 件）
　国内地方会　3 件
主な原著論文：

① Nisihara	F,	Nakagome	K,	Kobayashi	T,	Noguchi	T,	Araki	R,	Uchida	Y,	Soma	T,	Nagata	M.	Trans-basement	
membranemigration	of	eosinophils	induced	by	LPS-stimulated	neutrophils	from	humanperipheral	blood	in	vitro.	
ERJ	Open	Res	2015;1:3-2015

② Takaku	Y,	Soma	T,	Uchida	Y,	Kobayashi	T,	Nakagome	K,	Nagata	M	CXC	chemokine	superfamily	 induced	by	
Interferon- γ	in	asthma:	a	cross-sectional	observational	study	Asthma	Research	and	Practice	2016:2:6

③ Kobayashi	T,	Soma	T,	Noguchi	T,	Nakagome	K,	Nakamoto	H,	Kita	H,	Nagata	M	ATP	drives	eosinophil	effector	
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responses	through	P2	punrinergic	receptor	Allergol	Int.	2015	Sep;64	Suppl:S30-6
④	Noguchi	T,	Nakagome	K,	Kobayashi	T,	Ueda	Y,	Soma	T,	Nakamoto	H,	Nagata	M	

Effect	of	beta2-adrenergic	agonists	on	eosinophilic	adhesion,	superoxide			anion		generation,	and	degranulation.		
Allergol	Int.	64	:S46-53	2015

⑤Utsugi	H,	Nakamura	H,	Suzuki	T,	Maeno	T,	Nagata	M,	Kanazawa	MAssociations	of	lifelong	cigarette	consumption	
and	hypertension	with	airflow	limitation	in	primary	care	clinic	outpatients	 in	Japan.	 	Respir	Investig	2016	54

（1）:35-43
⑥ Chubachi	S,	Nakamura	H,	Sasaki	M,	Haraguchi	M,	Miyazaki	M,	Takahashi	S,								Tanaka	K,	Funatsu	Y,	Asano	K,	

Betsuyaku	T		Respirology	2015	Feb;	20（2）:	286-295
⑦ Miyazaki	M,	Nakamura	H,	Takahashi	S,	Chubachi	S,	Sasaki	M,	Haraguchi	M,	 	 	 	Terai	H,	 Ishii	M,	Fukunaga	K,	

Tasaka	S,	Soejima	K,	Asano	K,	Betsuyaku	T
The	reasons	for	triple	therapy	 in	stable	COPD	patients	 in	Japanese	clinical	practice	 	 	 	 	 Int	J	Chron	Obstruct	
Pulmon	Dis	2015	Jun	4;10:1053-9

⑧ Hirama	T,	Shiono	A,	Egashira	H,	Kishi	E,	Hagiwara	K,	Nakamura	H,	Kanazawa	M,	Nagata	M.	PCR-Based	Rapid	
Identification	System	Using	Bridged	Nucleic	Acids	 for	Detection	of	Clarithromycin-Resistant	Mycobacterium	
avium-M.	intracellulare	complex	Isolates		J	Clin	Microbiol.	2016	Mar;54（3）:699-704

⑨ Utsugi	H,	Usui	Y,	Nishihara	F,	Kanazawa	M,	Nagata	M　	Mycobacterium	gordonae-induced	humidifier	 lung.		
BMC	Pulm	Med.	2015;30;15:108

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
日本医療研究開発機構研究費補助金 2 件
その他：内藤記念科学振興財団研究助成　1 件，ものづくり・商業・サービス革新補助金　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

World	Allergy	Congress	2015	Travel	Grant.	宮内幸子助教　2015 年 11 月
The	20th	Congress	of	the	Asian	Pacific	Society	of	Respirology　Travel	Award	　三尾友彦助教 2015 年 12 月

6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　セミナー　10 件　研究会　13 件　

7．自己点検・評価
　教育面では医学部，短期大学，毛呂病院看護専門学校等での講義，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行った．医学部 6	
年生では国試の円滑な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．
　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極めて大であったものと判断してい
る．リハビリテーション科などとの協力体制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での診療の質も
向上する事ができたと考える．また肺癌患者は放射線科や国際医療センターとの綿密な協力体制を維持しつつ，当院
としても外来化学療法が円滑に作動し，包括的な入院・外来診療を構築することができていたと考える．全体として
一定の病床稼動率を維持し，診療実績は前年度と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，医療の質を高めていくようさらに努力をしていきたい．
　研究面では免疫・アレルギー，COPD，睡眠時無呼吸症候群などが中心的となり，加えて肺癌の分子標的，遺伝子
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研究の基礎研究など，幅広い分野でテーマを掲げ研究に取り組み，公的研究資金の獲得ならびに学会・論文発表も一
定の効果を得ることができたものと考える．国際学会を含めて招待演者として貢献する場面も充分にあったものと判
断している．一方で地方会での発表数は伸び悩んだ年度であり，次年度は症例報告にも力を注ぎたいと考えるもので
ある．
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1．4）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
野田光彦（NODA,	Mitsuhiko）: 教授：大学院教員：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士　
島田　朗（SHIMADA,	Akira）	: 教授：大学院教員：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士　
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：大学院教員：内分泌代謝学（特
　　　　　　　　　　　　　　　　に高血圧，糖尿病）：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
井上郁夫（INOUE,	Ikuo）：准教授：運営責任者代行，診療部長代行，教育主任：大学院教員：内分泌代謝学（特に
　　　　　　　　　　　　脂質異常症）：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
一色政志（ISSHIKI,	Masashi）：准教授：大学院教員：内分泌代謝学（内分泌，特に高血圧）：博士
野口雄一（NOGUCHI,	Yuichi）：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
小野　啓（ONO,	Hiraku）：講師：教育副主任，研究主任：大学院教員：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
飯田慎一郎（IIDA,	Shinichiro）：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（平成 27 年 4 月 1 日ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院へ留学）：
　　　　　　　　　　　　　博士
伊藤大輔（ITO,	Daisuke）：助教，平成 25 年 8 月 1 日に退職（小川赤十字病院に出向中）：博士
住田　崇（SUMITA,	Takashi）：助教，病棟医長：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）　
井内卓次郎（IUCHI,	Takujiro）：助教：博士
酒井豪太（SAKAI,	Gota）：助教（シニアレジデント）
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
里村　敦（SATOMURA，Atsushi）：助教（シニアレジデント）
齊藤太吾（SAITO,	Daigo）：助教（シニアレジデント）
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）
井上清彰（INOUE,	Kiyoaki）：講師（総合診療内科，当科兼担）：博士
諏訪絵美（SUWA,	Emi）：助教（社会医学・地域医学推進センター，当科兼担）
横田健介（YOKOTA,	Kensuke）：非常勤講師：博士

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（bed	side	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
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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	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．教育活動実績記録によれば，医師 1 人あたり 138.93 ポイントの貢献であった．

「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，今年度は各々月 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．
2-3．達成度

「卒前教育」
　3	年生の期末試験では受験者 141 人中 45 人が再試で，不合格者が 16 人（内 1 名本試・再試欠席，2 名再試欠席）
であった．不合格者が例年に比較して多かった．その原因は当科の体制が大幅に変わり，筆記問題の傾向が変わった
ためと思われる．

「卒後教育」
　ローテート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」
　上記の卒後教育を実施した．
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 とクリニカルクラー
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 28 年度の BSL，クリニカルクラークシッ
プにおいては，本学と日高医療センターの外来見学も取り入れ，数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．現在，野田教
授，島田教授が引き続き回診を行っている．また，研修医のクルズスは，内科研修医を対象に，主に内分泌代謝疾患
全般を実施予定である．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
激減している中，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．また，
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，本分野における臨床と基礎研
究に貢献する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．糖尿病グループ
2．高血圧グループ
3．脂質異常症グループ
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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，糖尿病に関する臨床研究，糖尿病に関する疫学研究．

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増加した．医局員の筆頭論文をより多く主要ジャーナルに公表し，

オリジナルで意義のある実績を来年度以降も積み上げたい．

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
を目標としており，そのために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についても安
定した実績を継続しており，専門性や合併症を含めた診療を直ちには必要としない症例の逆紹介を積極的に行ってい
る．今後も，近隣の医療機関との連携を推進し，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

野田光彦：東京都糖尿病医療連携協議会委員，厚生労働省	薬事・食品衛生審議会	医薬品第一部会委員
島田　朗：東京都糖尿病医療連携協議会委員
井上郁夫：公益財団法人埼玉県産業振興公社補助金，産学連携研究開発プロジェクトの推進，心筋梗塞の予防・治

　　　　療に役立つ悪玉ＬＤＬ自動測定装置の開発
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
①編集委員など：

野田光彦：Journal	of	Diabetes	Research（Editorial	Board），プラクティス編集委員長
島田　朗：Diabetology	International	（Editorial	Board），Review	of	Diabetic	Studies	（Editorial	Board），プラクティ

　　　　ス　編集委員，科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2016 評価委員
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，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）

②査読：
　野田光彦：Diabetologia,	Journal	of	Diabetes	Invitation,	Endocrine	Journal,	Internal	Medicine など 4 編
　島田　朗：	Diabetology	International,	Journal	of	Diabetes	Investigation,	Diabetes	Endocrine	Journal など 10 編
　井上郁夫：J	Atheroscler	Thromb,	日本臨床栄養学会雑誌 ,	日本動脈硬化学会など 7 編
　一色政志：Hypertension	1 編
　小野	啓：Food	and	Chemical	Toxicology	1 編
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

野田光彦：日本糖尿病学会　（学術評議員），糖尿病と癌に関する合同委員会（日本癌学会との合同委員会）委員，
糖尿病医療の情報化に関する合同委員会（日本医療情報学会との合同委員会）委員，糖尿病診療ガイドライン策
定委員会評価委員長，日本糖尿病学会データベース構築委員会委員，英語版「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガ
イドライン」委員会委員，「糖尿病治療のエッセンス」改訂ワーキンググループ委員，日本内分泌学会（評議員），
日本病態栄養学会（評議員），日本肥満学会（評議員），日本フットケア学会（評議員），日本疫学会（平成 28
年 1 月まで評議員（役員年限満了）），日本糖尿病協会東京都支部（理事），日本神経救急学会神経蘇生ガイドラ
イン 2015 委員会委員，独立行政法人国立病院機構臨床研究推進委員会委員，HbA1c 適正運用機構サーベイ検
討小委員会委員，国家公務員共済組合連合会虎の門病院モニター委員会外部委員，三菱総合研究所厚生労働省委
託歯科保健サービスの効果実証事業検討委員会委員

島田　朗：日本糖尿病学会（学術評議員），Diabetes	International	編集委員，日本人 1 型糖尿病の成因，診断，病態，
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治療に関する調査研究委員，膵臓移植地域適応検討委員（代表委員），膵・膵島移植に関する常置委員，糖尿病
学用語集編集委員，科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2016 評価委員，日本糖尿病療養指導士認定機
構（理事），埼玉県糖尿病協会（理事），日本糖尿病眼学会（理事），日本内分泌学会（評議員），日本病態栄養学
会（評議員）

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），栄養部会委員長，フォーミュラ食部会委員長，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），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（理事），日本糖尿病・肥満動物学会（評議員）

一色政志：日本高血圧学会（評議員），臨床研究に関わる提言への対応委員会委員，国際交流委員会委員，日本内
分泌学会（代議員），日本心血管内分泌代謝学会（評議員）

小野	啓：日本糖尿病・肥満動物学会（評議員）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① 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

② Nakatsu	Y,	 Iwashita	M,	Sakoda	H,	Ono	H,	Nagata	K,	Matsunaga	Y,	Fukushima	T,	Fujishiro	M,	Kushiyama	A,	
Kamata	H,	Takahashi	S,	Katagiri	H,	Honda	H,	Kiyonari	H,	Uchida	T,	Asano	T.	Prolyl	 isomerase	Pin1	negatively	
regulates	AMP-activated	protein	kinase	（AMPK）	by	associating	with	the	CBS	domain	in	the	γ	subunit.	J	Biol	
Chem	290:	24255-24266,	2015

③ Uno	K,	Yamada	T,	 Ishigaki	Y,	 Imai	J,	Hasegawa	Y,	Sawada	S,	Kaneko	K,	Ono	H,	Asano	T,	Oka	Y,	Katagiri	H.	A	
hepatic	amino	acid/mTOR/S6K-dependent	signaling	pathway	modulates	systemic	lipid	metabolism	via	neuronal	
signals.	Nat	Commun	6:	7940,	2015

④ 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

⑤ Tomita	M,	Kikuchi	E,	Maeda	T,	Kabeya	Y,	Katsuki	T,	Oikawa	Y,	Kato	K,Ohashi	M,	Nakamura	S,	Oya	M,	Shimada	A.	
Clinical	Background	of	Patients	with	Sperm	in	Their	Urinary	Sediment.	PLos	One	10:	e0136844，2015	

⑥ Kurotani	K,	Akter	S,	Kashino	I,	Goto	A,	Mizoue	T,	Noda	M,	Sasazuki	S,	Sawada	N,	Tsugane	S;	Japan	Public	Health	
Center	based	Prospective	Study	Group.	Quality	of	diet	and	mortality	among	Japanese	men	and	women:	Japan	
Public	Health	Center	based	prospective	study.	BMJ	352:	i1209,	2016

⑦ Yamamoto	S,	Matsushita	Y,	Nakagawa	T,	Honda	T,	Hayashi	T,	Noda	M,	　　Mizoue	T.	Visceral	Fat	Accumulation,	
Insulin	Resistance,	and	Elevated	Depressive	Symptoms	in	Middle-Aged	Japanese	Men.	PLoS	One	11:	e0149436，
2016	

⑧ Ueki	K,	Sasako	T,	Kato	M,	Okazaki	Y,	Okahata	S,	Katsuyama	H,	Haraguchi	M,	Morita	A,	Ohashi	K,	Hara	K,	Morise	
A,	Izumi	K,	Ohashi	Y,	Noda	M,	Kadowaki	T,	and	the	J-DOIT3	Study	Group.	Design	of	and	rationale	for	the	Japan	
Diabetes	Optimal	Integrated	Treatment	study	for	3	major	risk	factors	of	cardiovascular	diseases	（J-DOIT3）:	a	
multicenter,	open-label,	randomized,	parallel-group	trial.	BMJ	Open	Diabetes	Res	Care	4:	e000123,	2016	

⑨ Shimada　A.	Autoimmunity	as	an	etiology	of	fulminant	type	1	diabetes.	Diabetol	Int	7:	104-105，2016	
⑩ Nakano	T,	 Inoue	 I,	Takenaka	Y,Ono	H,	Katayama	S,	Awata	T,	Murakoshi	T.	 Ezetimibe	promotes	brush	

bordermembrane-to-lumen	cholesterol	efflux	 in	 the	small	 intestine.	PLoS	ONE	11:	e0152207.	doi:10.1371/
journal.pone.	0152207,	2016

【総数：論文　31 件，学会発表　40 件以上，講演　50 件以上】
6-2．獲得研究費

野田光彦：日本医療研究開発機構研究費　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「患者データベー
スに基づく糖尿病の新規合併症マーカーの探索と均てん化に関する研究―合併症予防と受診中断抑止の視点か
ら」　研究代表者	1560 万，文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｂ）「レセプト・健診の大規模データベー
スを活用した糖尿病の新規関連疾患に関する研究」研究代表者　611 万，日本医療研究開発機構研究費　循環
器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「日本人糖尿病の合併症重症度評価パネルの確立と重症化予防
の為の効果的医療連携体制の構築」研究分担者（研究代表者：浅原（佐藤）哲子）50 万，日本医療研究開発機
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構研究費　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「糖尿病の標準的治療の開発と均てん化に関す
る研究」　研究分担者（研究代表者：林　登志雄）	104 万

井上郁夫：公益財団法人	埼玉県産業振興公社補助金，産学連携研究開発プロジェクトの推進，心筋梗塞の予防・
治療に役立つ悪玉ＬＤＬ自動測定装置の開発	総額 1,068 万円	（分担研究	96.8	万円），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	117 万円

小野　啓：文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）視床下部 Akt の摂食と糖代謝における役割の解明	研究代表
者	91 万円

6-3．受賞
　野田光彦：一般財団法人	東京顕微鏡院	遠山椿吉記念	健康予防医療賞
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし（全国的なもの）

7．自己点検・評価
　教育については，3 年生の授業においては，生態学などの基礎的分野を学ばせることになるが，本学の学生の弱点
でもある科学的な視野で医学をとらえる力をレベルアップさせていきたい．医学の奥深さに触れ，大学に残り，医療
体験を積み，論文による情報発信を目指す人材を育てることを念頭に置いた授業を心がけたい．また，6 年生では国
家試験に直結するような試験問題，授業を心がけながらも，最終学年として学生達には，医療現場に出ていく前に，
基本的な知識の再確認を行い，医師として必要なコミュニケーション能力の必要性を認識し，信頼される人間性と医
師像などを自分自身で構築するよう促していきたい．
　診療に関しては，前年度と比べて，外来新患数，新入院患者数とも増加した．今後は，このような新患をさらに増
やしつつ，地域医療への貢献を目指し，病診連携を推進し，大学でなければ診ることが困難な病態の患者を中心に診
療を進める必要がある．特に，入院においては，看護必要度の高い病態を積極的に取り込み，専門性を持ちつつも，
全身を管理できるような体制を進めていく．その上で，他の診療科との，また，コメディカルとのこれまで以上の協
力体制を構築していきたい．患者中心の，より質の高い，安心，安全な医療を推進するために，より優れた臨床医を
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，これまで以上に質の高い診療を目指したい．
　研究面では，公的研究費も引き続き取れているが，必ずしも十分ではない．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．質の高い診療をする上で，研究マインドが重要であることを若手医師を含
め，医局員全体が認識することが重要と考える．臨床研究と基礎研究の双方をバランスよく推進し，視点を世界に置
き，積極的に学会発表や学術誌への発表を行い，情報発信に努める所存である．
　なお，平成 27 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 27 年 4 月 1 日付けで，池上
裕一助教がハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院へ留学し，諏訪絵美助教が地域医学・医療センターへ配
置転換となり，大竹啓之助教は総合医療センター内分泌・糖尿病内科の講師に昇格した．また，平成 27 年 11 月 1
日付けで，野田光彦，島田朗が教授として赴任した．



329

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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
　阿久澤有　（AKUZAWA,	Yu）：助教：教育員：研究員：
　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
　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，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
ズスと見学中心の実習となり，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」に新たに 1 例登録し，前年度までの 8 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，2 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
日本骨髄腫学会代議員：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 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	Journal	5:	e301,	2015.
② Kudo	D,	Ohashi	K,	Komeno	T,	Nakamura	Y,	Shinagawa	C,	Katsura	Y,	Ota	I,	Kakihana	K,	Kobayashi	T,	Kawai	N,	

Kato	A,	Arai	A,	Yamamoto	K,	Toyota	S,	Kumagai	T,	Ohwada	A,	Miki	T,	Hori	M,	Okoshi	Y,	Kojima	H,	Sakamaki	H.	
Efficasy	and	safety	of	bortezomib-containing	induction	chemotherapy	for	autologous	stem	cell	transplantation-
eligible	Japanese	multiple	myeloma	patients	-	A	phase	multicenter	trial	-.	International	Journal	of	Myeloma	5:	15,	
2015.

③ Mochida	S,	Nakao	M,	Nakayama	N,	Uchida	Y,	Nagoshi	S,	Ido	A,	Mimura	T,	Harigai	M,	Kaneko	H,	Kabayashi	H,	
Tsuchida	T,	Suzuki	H,	Ura	N,	Nakamura	Y,	Bessho	M,	Dan	K,	Musumoto	S,	Sasaki	Y,	Fujii	H,	Suzuki	F,	 Ikeda	K,	
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Yamamoto	K,	Takikawa	H,	Tsubouchi	H,	Mizokami	M.	Nationwide	prospective	and	retrospective	surveys	for	
hatitis	B	virus	reactivation	during	 immunosuppressive	 therapies.	Journal	of	Gastroenterology	doi:10.1007/
s00535-16-1168-2,	2016.	

学会
④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 .　Clonal	switch を呈し

た多発性骨髄腫症例の検討　第 40 回日本骨髄腫学会学術集会，熊本市，2015.
⑤阿久澤有，伊藤善啓，脇本直樹，森茂久，別所正美，中村裕一，茅野秀一，三尾友彦，永田真 .　経気管支的肺生

検検体での flow	cytometry が診断に有用であった血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫 .　第 3 回日本血液学会関東甲
信越地方会，つくば市，2015

⑥ Okuda	I,	Wakimoto	N,	Akuzawa	Yu,	Shimada	T,	Ito	Y,	Nakamura	Y,	Mori	S,	Bessho	M.	Heart	ischemia	caused	by	
extremely	severe	anemia	in	as	patient	with	pure	red	cell	aplasia.	第 77 回日本血液学会学術集会，金沢市，2015.

⑦ Akuzawa	Y,	Kayano	H,	Shimada	T,	Ito	Y,	Wakimoto	N,	Kakegawa	E,	Uchida	Y,	Mori	S,	Bessho	M,	Nakamura	Y.	
AIHA	following	PRCA	in	a	patient	with	monoclonal	lymphoplasmacytosis	successfully	treated	by	rituximab.	第 77
回日本血液学会学術集会，金沢市，2015.

⑧ Nakamura	Y,	Kayano	H,	 ,	Kakegawa	E,	Nagai	T,	Uchida	Y,	Akuzxawa	Y,	Ito	Y,	Wakimoto	N,	Mori	S,	Bessho	M.	
Biclonal	B-cell	 lymphoma,	developing	bilaterally	at	 long	intervals.	 第 77 回日本血液学会学術集会，金沢市，
2015.

⑨ Shimada	T,	 Ino	H,	Kobayashi	T,	Maeda	T,	Okamura	D,	Akuzawa	Y,	 Ito	Y,	Wakimoto	N,	Mori	S,	Nakamura	Y,	
Bessho	M.	To	investigate	15	cases	with	acquired	coagulation	inhibitor	we	experienced	last	10	years.	第 77 回日
本血液学会学術集会，金沢市，2015.

⑩小林威仁，島田恒幸，草野武，中村裕一，別所正美，中元秀友，宮川義隆 .　慢性 C 型肝炎に合併した後天性血友病 A.	
第 77 回日本血液学会学術集会，金沢市，2015.

【総数：論文 3 件・学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　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）：臨床神経学，核医学：博士
伊藤康男（ITOU,Yasuo）講師：指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
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
古谷友嗣（FURUYA,	Tomotsugu）助教
池田　桂（IKEDA	Kei）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）アルツハイマー病（AD）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）：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，その成果を日本神経学会，国際 Movement	Disorders	Society の
年次集会にて発表した（古谷）．また今年度は，大学病院全診療科の「パーキンソン病患者の入院と転院・施設
入所の要因に関する後方向視的検討」を行い，その成果を来年度の国際 Movement	Disorders	Society の年次集会，
日本神経治療学会にて発表の予定である（池田）．また昨年度より，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」の準備を開始している．研究費は，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．また昨年度より，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）アルツハイマー病（AD）に関する研究（佐々木）：脳循環代謝を基礎として虚血性脳血管障害ならびに認知
症の画像と基礎の研究を行っている．負荷定量脳血流 SPECT を用いた脳梗塞再発や血管性認知症進行におけ
る脳循環予備能低下の影響の検討や，アミロイド PET と糖代謝 PET を用い AD 治療薬の検討を行っている．
Alzheimer’ s	Disease	Neuroimaging	Initiative	（ADNI）に国内約 40 施設の一つとして参加している．我々は AD
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危険遺伝子の一つである Nedd9 について，その生理的・病理的機能の解析や AD 診断法への応用について研究
している．

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 533 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」の編集委員長，日本脳卒中学会の学会誌「脳卒中」の編集委員長，
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」の編集委員長，
日本神経学会の学会誌「臨床神経学」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，日本内科学会，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．日本医事新報．4796 号 :34-41,2016
②山元敏正．Guillain-Barre 症候群の交感神経過活動　中枢自律神経線維網の障害の立場から．自律神経	52：208-

2012,	2015
③山元敏正，荒木信夫．自律神経疾患の治療の進歩　神経治療学 32:491-496,	2015
④高橋一司．進行期パーキンソン病の運動症状に対する治療．日本医師会雑誌 144：1601-1605，2015
⑤T.	Furuya,	K.Takahashi,	T.Sasaki,	N.Araki	and	T.Yamamoto.	[123-Iodine]-fluoropropyl	（FP）-	2	betacarbomethoxy-3	

beta-（4-iodophenylnortropane）	（CIT）	dopamine	transporter	single-photon	emission	computed	tomography	in	
diabetic	hemichorea.	Neurology	and	Clinical	Neuroscience	3:	1-1,	2015

⑥中里良彦 ,	田村直俊 ,	池田	桂 ,	田中	愛 ,	山元敏正．Isolated	body	lateropulsion の神経解剖学 .	BRAIN	and	NERVE	
68:263-270,2016

⑦伊藤康男．副鼻腔炎と頭痛．神経内科	83:491-495,2015
⑧三宅晃史．Adie 瞳孔．脊椎脊髄ジャーナル	28:344-346,2015
⑨光藤	尚 ,	渡利	茉里 ,	堀	寛子 ,	菅	智宏 ,	平山	真紀子 ,	橋本	洋一郎 ,	田村	直俊 ,	荒木	信夫 ,	山元	敏正．起立性調節

障害　担当医を悩ます諸問題について	起立性調節障害と頭痛．自律神経	52:102-104,2015
⑩池田　桂 ,中里	良彦 ,	田中	愛 ,	田村	直俊 ,	山元	敏正 ,	戸倉	新樹．手掌発汗消失を伴う Idiopathic	pure	sudomotor	

failure 重症例．発汗学	22：56-59,	2015
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（中里）
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　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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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：診療部長：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
舟久保ゆう（FUNAKUBO,	Yu）：准教授：専門医員（外来医長）：教育主任：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・
　　　　　　　　　　　　　　	膠原病学，動脈硬化症：博士
佐藤浩二郎（SATO,	Kojiro）：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
荒木靖人（ARAKI,	Yasuto）：講師：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）：講師：専門医員：教育員：研究員：博士
　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
　吉田佳弘（YOSHIDA,	Yoshihiro）：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
　島田祐樹（SHIMADA,	Yuki）：助教：専門医員：博士
　立花秀介（TACHIBANA,	Hideyuki）: 大学院生
　和田　琢（WADA,	Takuma）：助教：専門医員（2015.
　井熊大輔（IKUMA,	Daisuke）：助教：専門医員
　柳澤麻依子（YANAGISAWA,	Maiko）：	大学院生
　矢澤宏晃（YAZAWA,	Hiroaki）: 助教：医員
　秋山雄次（AKIYAMA,	Yuji）：客員教授：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ性疾患，膠原病の治療，
　　　　　　　　　　　　　　	臨床免疫学：博士
　秋葉春彦（AKIBA,	Haruhiko）：非常勤医師
　高松真裕子（TAKAMATSU,	Mayuko）：非常勤医師
　丸山　崇（MARUYAMA,	Takashi）：非常勤医師	
　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
　野間久史（NOMA,	Hisashi）：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＞
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　以下の点を目的とする；1）医療面接，全身の診察，検査結果などの情報を基により高度な病態生理の考察が出来る，
2）自分の症例に関した文献的検索および考察が出来る，3）患者・患者家族および医療従事者たちとの良好なコミュ
ニケーション力を有する，4）医療安全を意識した注意力と謙虚さを有する．
＜大学院教育＞
　以下の点を目的とする；1）生命科学領域の十分な基礎学力を有する，2）臨床的なまたは基礎的な領域における
問題点や疑問点を抽出し，解決のための方策を検討する能力を有する，3）科学的，批判的な高度な考察能力を有する，
4）実験技術や知識を有し，実験結果を科学的に評価することが出来る，5）実験結果をまとめ，その意味を考察し，
論文化するとともに発表することが出来る，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）．
　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．
　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，荒木，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．
　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（佐藤，舟久保，三村）．
　5 年生特別演習において実践的な症例検討と知識の整理が行えるような講義をおこなった（三村）．
　6 年生：免疫・膠原病・アレルギー 9 時間のうち，6 時間を担当，総論および各論において知識の理解と整理を進
めるように講義を行った．特に，講義冒頭に講義範囲を網羅するキーワードを中心とした問題を作成し，それに解答
することで各人の弱点を見つけ，モティベーションを高めることが出来るような構成にした（三村，秋山，舟久保）．
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，
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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
＜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 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たち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異議に関する研究
　9.	膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス異常の解析
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
舟久保：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化．
舟久保：関節リウマチにおける血清 Pentraxin-3 測定の臨床的意義についての検討．
佐藤：Th17 分化メカニズムの研究．
佐藤：c-Maf の免疫系における機能解析
佐藤：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
相崎，三村：膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス

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
　三村俊英：埼玉県難病対策協議会委員
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

1．三村俊英：全国難病友の会顧問
2．三村俊英：日本リウマチ学会専門医資格認定委員
3．三村俊英：日本リウマチ学会教育施設認定委員
4．和田　琢：「SLE 合併 RA に対するオレンシアの使用経験」RA　Conference		2015.4.17
5．荒木靖人：「関節リウマチ滑膜線維芽細胞における H3K4 ヒストンメチル基転移酵素によるケモカイン遺伝子

発現の制御」第 9 回日本エピジェネティクス研究会年会学術総合センター一橋講堂　2015.5.5
6．秋山雄次：「最近の evidence から考える関節リウマチ治療」リウマチ性疾患医療連携の会　行田総合病院　

2015.6.25　	
7．丸山崇，國分昭紀，和田琢，島田祐樹，進藤靖史，吉田佳弘，横田和浩，荒木靖人，梶山浩，秋葉春彦，佐藤浩二郎，

秋山	雄次，三村俊英：「剖検にて診断に至った Intravascular	 lymphoma の一例」第 56 回関東リウマチ研究会　
大正製薬 2 号館（大正富山医薬品本社）	上原記念ホール　2015.6.27.

8．横田和浩 ,	秋山雄次 ,	三村俊英：「炎症性サイトカイン刺激によるヒト CD14 陽性単球の分化誘導機構の解析」	
第 25 回日本樹状細胞研究会　岡山コンベンションセンター　2015.7.10

9．荒木靖人：「心筋炎改善後に多発性関節炎が悪化し紹介受診となった 1 例」第 8 回毛呂山リウマチ性疾患　病
診連携の会　坂戸グランドホテル，埼玉　2015.7.22

10．和田琢：RA　Conference　in	Kawagoe	「SLE 合併 RA に対するオレンシアの使用経験」ラ・ボア・ラクテ	
2015.9.11

11．舟久保ゆう：RA	total	care	Nurse	meeting	SHIZUOKA	「関節リウマチの治療と妊娠の両立」静岡グランドホテル
中島屋	2015.9.12
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12．三村俊英：「全身性エリテマトーデスの理解と最新治療」平成 27 年度埼玉県難病相談・支援センター主催講演
会　大宮ソニックシティ	2015.9.14

13．三村俊英：第 4 回埼玉県の関節リウマチチーム医療について考える会　川越プリンスホテル 2015.9.16
14．三村俊英：第 5 回けいはんなリウマチセミナー「RA の最新治療と B 型肝炎対策」京都府立けいはんなホール	

2015.9.19
15．三村俊英：第 9 回埼玉リウマチ実地医の会「最新リウマチ治療と薬剤選択」川越プリンスホテル	2015.10.1
16．横田和浩 ,	三村俊英：「ヒト RANKL 非依存症（TNFα+IL-6	依存症）破骨細胞様細胞と RANKL 依存性破骨細胞

のサイトカイン発現の解析」	第 2 回 JCR ベーシックリサーチカンファレンス　東京大学鉄門記念講堂	（医学部教
育研究棟）・伊藤謝恩ホール（伊藤国際学術研究センター）　2015.10.2

17．丸山崇，佐藤浩二郎，吉田佳弘，横田和浩，梶山浩，和田琢，秋山雄次，三村俊英：「イグラチモドを中止し
なければならなかった一例」第 4 回クロモン研究会　川越東武ホテル ,	埼玉　2015.10.7

18．井熊大輔：「ニューモシティス肺炎で入院加療中に血管炎が発覚した関節リウマチ症例」第 27 回埼玉膠原病肺
研究会　グランドホテル Win，埼玉　	2015.10.28

19．舟久保ゆう：第 25 回埼玉県北部リウマチ研究会「関節リウマチの最新治療と妊娠の両立」　ガーデンパレスホ
テル熊谷	2015.11.19

20．三村俊英：第 10 回群馬腎臓リウマチセミナー「関節リウマチと関節破壊」
21．ホテルラシーネ新前橋	2015.11.26
22．佐藤浩二郎：第 20 回リウマチフォーラム「炎症性疾患におけるサイトカイン産生パターンの解析」軽井沢プ

リンスホテル	2016.1.30
23．三村俊英：平成 27 年度第 1 回埼玉県難病指定医等研修会　「自己免疫疾患の診断と活動性評価‐全身性エリテ

マトーデス，全身性強皮症，成人スチル病‐」　埼玉県県民健康センター	2016.1.31
24．三村俊英：平成 27 年度第 2 回埼玉県難病指定医等研修会　「自己免疫疾患の診断と活動性評価‐全身性エリテ

マトーデス，全身性強皮症，成人スチル病‐」　埼玉県県民健康センター	2016.2.11
25．梶山浩：第 3 回骨・リウマチ性疾患の診療連携を考える会「関節リウマチに合併する自己免疫疾患の診断」川

越プリンスホテル	2016.2.18
26．三村俊英：第 8 回愛知膠原病セミナー「成人 STILL 病の診療ガイドラインについて」　名古屋栄東急 REI ホテ

ル	2016.2.18
27．舟久保ゆう：第 5 回 Forecast	 in	Rheumatology「生物学的製剤投与寛解後の治療の方向性について」リーガロ

イヤルホテル東京	2016.3.17

6．業績　　　
6-1．論文・学会発表　　

① Asanuma	YF,	Mimura	T,	Tsuboi	H,	Noma	H,	Miyoshi	F,	Yamamoto	K,	Sumida	T.
Nationwide	epidemiological	survey	of	169	patients	with	adult	Still's	disease	in	Japan.
Mod	Rheumatol.	2015;25（3）:393-400

② Akiyama	Y,	Yokota	K,	Nakajima	K,	Yoshida	Y,	Araki	Y,	Kajiyama	H,	Asanuma	YF,	Sato	K,	Mimura	T.
Effects	of	Bosentan	on	the	Skin	Temperature	of	Hands	and	Feet	 in	Patients	with	Connective	Tissue	Diseases	
Complicated	with	Raynaud's	Phenomenon:	A	Prospective,	Open-Label,	Uncontrolled,	Single-Center	Study.
Global	Journal	of	Medical	Research.	2015;15（2-F）	ver1.0:7-15

③ Araki	Y,	Wada	TT,	Aizaki	Y,	Sato	K,	Yokota	K,	Fujimoto	K,	Yoon-Taek	K,	Oda	H,	Kurokawa	R,	Mimura	T.
Histone	methylation	and	STAT3	differentially	regulate	IL-6-induced	MMP	gene	activation	in	rheumatoid	arthritis	
synovial	fibroblasts.	Arthritis	&	Rheumatology	Dec	21,	2015

④ Miyoshi	F,	Sato	K,	Mimura	T.
Changes	 in	 the	pattern	of	cytokine	production	 from	peripheral	blood	mononuclear	cells	 in	patients	with	
rheumatoid	arthritis	treated	with	infliximab	and	their	relation	to	plasma	arginase	activity．International	Journal	
of	Rheumatic	Diseases　Feb	17,	2016

⑤ Kazuhiro	Yokota,	Kojiro	Sato,	Yoshimi	Aizaki,	Yasuto	Araki,	Hiroshi	Kajiyama,	Yuji	Akiyama,	Toshihide	Mimura：
Differentiation,	Function,	and	Regulation	of	Human	Osteoclast-like　Cells	 Induced	by	Combination	of	Tumor	
Necrosis	Factor	α	and	Interleukin　6	from	CD14+	Monocytes.	第 59 回日本	リウマチ学会総会・学術集会 .　名
古屋国際会議場　2015 年 4 月 23 日	（JCR	2015	International	Workshop	Award　受賞）
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⑥ Hiroshi	Kajiyama,	Keiju	Hiromura,	Daisuke	Ikuma,	Junya	Suwa,	Hidekazu	Ikeuchi,	Hiroyuki	Kurosawa,	Yoshiaki	
Hirayama,	Masanori	Hara,	Akihiko	Saito,	Yoshihisa	Nojima,	Toshihide	Mimura,	"Prospective	Cross-Sectional	and	
Longitudinal	Observational	Study	of	Urinary	Podocyte	Markers	and	Urinary	Megalin	in	Kidney	Disease	of	ANCA-
Associated	Vasculitis"	ASN	Kidney	Week	2015	November	5,	2015	（San	Diego,	USA）

⑦ Yoshimi	Aizaki,	Yasuto	Araki,	Kojiro	Sato,	Yuji	Akiyama	and	Toshihide	Mimura,	"Histone	Methylation	Profiling	in	
Peripheral	White	Blood	Cells	As	a	Candidate	Biomarker	for	Behcet’ s	Disease"	2015	ACR/ARHP	Annual	Meeting,	
November	8,	2015（San	Francisco,	USA）

⑧ Takuma	Tsuzuki	Wada,	Yuji	Akiyama	and	Toshihide	Mimura,	 "Clinical	Analysis	of	30	Rheumatoid	Arthritis	
Patients	Complicated	with	Malignant	Lymphoma,	Especially	Methotrexate-Related	Lymphoproliferative	Disorder"	
2015	ACR/ARHP	Annual	Meeting,	November	9,	2015（San	Francisco,	USA）

⑨ Yu	Asanuma,	Yuki	Shimada,	Yoshimi	Aizaki,	Kazuhiro	Yokota,	Noritsune	Kouzu,	Yoshitake	Takebayashi,	Hisashi	
Noma,	Shinichi	Kawai	and	Toshihide	Mimura,	"Plasma	Pentraxin	3	Concentration	Is	Associated	with	Progression	
of	Radiographic	Joint	Damage	but	Not	with	Carotid	Atherosclerosis	in	Female	Patients	with	Rheumatoid	Arthritis:	
Results	from	a	3-Year	Prospective	Study"	2015	ACR/ARHP	Annual	Meeting,	November	9,	2015（San	Francisco,	
USA）

⑩三村俊英：J ＣＲ関東地域教育研修講演．リウマチ膠原病と臓器障害．第 26 回日本リウマチ学会関東支部学術
集会　栃木県総合文化センター　2015 年 12 月 5 日

【総数：論文 6	件，学会発表	25 件，講演	30 件】
6-2．獲得研究費

1．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

2．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　769,231 円（直接経費）

3．文部科学省科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）三村　俊英（代表）
Bechet 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：3 年目）（3 年目：200,000 円　直接経費）
4．文部科学省科科学研究費補助金

基盤研究（Ｃ）佐藤浩二郎（代表）
「キメラ培養系を利用したヒト破骨細胞共存培養分化系確立の試みと分化メカニズムの解析」　1,500,000 円（直
接経費）,	450,000（間接経費）

（平成 27 年度から 3 年間：1 年目）
5．文部科学省科学研究費補助金

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．文部科学省科学研究費補助金

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：2 年間）（2 年目 800,000 円　直接経費）
7．平成 27 年度学内グラント　丸木記念特別賞

佐藤浩二郎
「ゲノム編集法を利用した破骨細胞分化における Nfatcl アイソフォームの機能解析」
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2,000,000 円
8．平成 27 年度若手医師育成研究費

佐藤浩二郎
「炎症性疾患におけるサイトカインの網羅的定量と発現ネットワークの解析」
950,000 円

9．平成 27 年度若手医師育成研究費
荒木靖人

「関節リウマチ骨膜細胞におけるゲノムの立体的構造に基づく転写制御異常機構の解明」
1,270,000 円

10．平成 27 年度若手医師育成研究費
横田和浩

「自己免疫性疾患における骨代謝異常の分子機構の解析	－ヒト末梢血骨吸収細胞の分化誘導機構からみえてくる
もの	－」
1,580,000 円

11．平成 27 年度若手医師育成研究費
相崎良美

「リウマチ性疾患におけるヒストン修飾の解析」
1,560,000 円

12．第 26 回落合記念賞研究助成金
横田　和浩

「RANKL 依存性破骨細胞と RANKL 非依存性破骨細胞様細胞の分化誘導機構の解明」
1,000,000 円

6-3．受賞
1．横田和浩：JCR	2015	International	Workshop	Award
2．横田和浩：埼玉大学病院　優秀指導医

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

1．第 8 回　埼玉 Biologics 研究会　当番世話人：三村俊英
2．第 65 回　埼玉リウマチ研究会　事務局：三村俊英
3．第 8 回　毛呂山リウマチ性疾患病診連携の会　代表世話人：三村俊英
4．第 7 回　埼玉医大膠原病研究会　事務局：三村俊英
5．第 9 回　埼玉リウマチ・膠原病フォーラム　代表世話人：三村俊英
6．第 7 回　埼玉医大膠原病研究会　事務局：三村俊英
7．第 6 回　埼玉抗 IL-6 療法研究会　代表世話人　三村俊英
8．第 66 回　埼玉リウマチ研究会　事務局：三村俊英
9．第 28 回　埼玉膠原病肺研究会　当番世話人　佐藤浩二郎

7．自己点検・評価
　学部：学部教育に関しては，引き続き 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
やしている．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．
　全体的には，80 点程度には該当すると考える．医局員の健康問題があったが十分な配慮を行う必要があり，評価
上での減点対象と考える．
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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：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 ,	病棟医長 :	腎臓病学，透析療法
天野博明（AMANO,	Hiroaki）	: 助教 :	腎臓病学，透析療法
伊藤悠人（ITO,	Yuto）	: 助教 :	腎臓病学，透析療法
近藤立雄（KONDO,	Tatsuo）：助教 :	腎臓病学，透析療法
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

＜大学院生＞
　杉山　圭（SUGIYAMA,	Kei）
＜客員教授＞
　菅原壮一
＜非常勤講師＞
　青木宏明，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した概念で ,	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 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
てたいへん恵まれた環境にある．なお，当科では臨床における最低限の目標として ,	入局した医局員全員に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実践できる医師
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．このような医師
を本教室から輩出していきたいと考えている．
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
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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 ,	
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および回診を行っており , さらに週 1 回 ,	透析カン
ファレンスとして，医療スタッフを交えて，入院中の透析患者および当院維持透析中の患者カンファレンスを行って
いる．さらに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，ジャーナルクラブ,	
レジデントセミナーなどを定期的に開催している．また ,	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：これまでのベットサイドでの on	the	job	training に加えて ,	岡田教授の指導のもと , ジャーナルクラブ ,	
レジデント向けの教育的カンファレンスを充実させたことから ,	当科での臨床研修は ,	研修医から高く評価されてお
り ,	昨年度は ,	瀬戸病棟医長が優秀指導医として表彰された．また ,	医局員に対しては ,	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，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．
2-5．大学院教育

当科は大学院教育を重視する．良い研究結果を得ることでは無く「科学的思考を身につけること」が大学院教育の
目的であると考え，研究課題の選択や問題解決の為の研究手段について大学院生の自主性を重んじている．また，臨
床系大学院で問題となる「身分は院生だが仕事内容は臨床のレジデントと同じ」という状況を避け，必ず研究に専念
する期間，時間を設ける．さらに院生向けの抄読会，研究室スタッフ全員参加で行うリサーチカンファ，腎臓専門医
への素養を身に付けるために腎病理や血液浄化法の原理の講義，各種ガイドラインの精読など，臨床医向けマニュア
ルでは知り得ない高度な専門知識の教育も行っている．情報発信の技術を磨くために年 2 回以上は医局員全員の前
で研究の進捗状況を報告する義務を課し，加えて本年も国際学会を含めた複数の学会で日本語・英語を問わず研究発
表を行い，優秀演題にも選択された実績がある．現在進行中の研究テーマについては後述の「研究」の項を参考のこと．

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
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①高齢者 CKD：今後，高齢者医療が益々重要になることに疑問は無い．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．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，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事が目的である．複数医療機関で連携した前向き研究の実施が当面の目標
であるが，その為の準備として当施設での電子医療記録を（電子カルテ）を利用した後ろ向きの研究を始めた（当
院 IRB で承認済み）．

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：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を行うことが目的である．
長期，中等量以上のステロイド投与が継続されており，生物製剤の導入が特に患者にとって有益であると考えら
れる症例を選択した．幸い重大な副作用は生じておらず，確実な免疫抑制剤減量効果を得ている．病院 IRB の承
認を経て，外来治療センター協力のもと，外来投与も可能となった．

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：片側尿管結紮モデ
ルを用いた検討を進め CCN2 の作用機序に関して幾つかの新しい知見を得ている．また，急性腎障害が慢性腎
臓病に移行する際にも CCN2 が重要な役割を持つことを突き止め，学会等で発表した．アメリカ腎臓学会では
口演に採択された．

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．3 テスラ MRI の稼働に際して画像処理法を刷新し，MATLAB を用いた
腎血流評価プログラムを作成した．日本内科学会での報告はプレナリーセッションに採択され総会で口演の機会
を得た．

⑤単年度の研究課題：
・維持透析患者におけるリナグリプチンの使用経験　15 症例の検討：DPP4 阻害薬は腎機能低下症例でも比較的

安全に使用できる唯一の経口血糖降下薬である．しかし長期的な効果および安全性は十分な検証がされていない．
当院での使用経験に関してまとめて発表した．

・CKD 症例におけるプロトンポンプ阻害薬と肺炎リスクの検討：CKD 症例は動脈硬化が進行するため心・脳血管
障害のリスクが高く抗血小板薬を内服する機会が多い．近年は抗血小板薬にはプロトンポンプ阻害薬（PPI）の
併用が標準的になっているが，長期連用は骨折や気道感染症のリスクが生じると考えられている．CKD 症例は
免疫不全状態であることを示唆する臨床研究結果が報告されており，CKD 症例での PPI 内服には注意が必要と
推察されるがこれまで注目されてこなかった．我々は当施設に通院中の CKD 症例を対象に調査し，CKD 症例で
は PPI が重症肺炎のリスク因子である事を突き止めた．

3-4．自己評価と次年度計画
昨年度から開始となった主要 4 テーマについて一定の進展が認められた．CCN2 と fMRI に関する報告は学会で高

く評価され，優秀演題に準ずる扱いを頂いた．医局改変の間で医師数も少なく，十分な時間が割けない中，単年度の
研究も複数を完遂し，特に意義深い 2 演題を学会発表とした．教室の状況を鑑みれば，今年度の目標は十二分に達
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．新年度は，学外から小島講師，井上講師が着任し，さら
に田村・深谷助教が新入医局員として教室に加わることが決定している．また，東館 5 階に血液浄化療法に特化し
た診療ユニット（血液浄化ユニット）が開設されることが決定しており，より充実した腎疾患・透析医療が提供でき
るものと考えている．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
　日本医療安全調査機構　埼玉県個別調査部会専門委員
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
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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
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
日本内科学会内科認定医・総合内科専門医認定試験問題作成委員
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　腎疾患実用化研究事業　慢性腎臓病（ＣＫＤ）進行例の実態把握と透析
導入回避のための有効な指針の作成に関する研究　研究分担者

6．業績
6-1．論文・学会発表

①Hattori	M,	Iwano	M,	Sako	M,	Honda	M,	Okada	H,	Akioka	Y,	Ashida	A,	Kawasaki	Y,	Kiyomoto	H,	Terada	Y,	Hirano	D,	
Fujieda	M,	Fujimoto	S,	Masaki	T,	Maruyama	S,

　Mastuo	S.	Transition	of	adolescent	and	young	adult	patients	with	childhood-onset	
　chronic	kidney	disease	from	pediatric	to	adult	renal	services:	a	nationwide
　survey	in	Japan.	Clin	Exp	Nephrol.	2016	Jan	19.	[Epub	ahead	of	print]	PubMed
　PMID:	26780894.
② Kato-Okada	S,	Suzuki	H,	Inoue	T,	Kikuta	T,	Okada	H.	Successful	prednisolone
　therapy	in	elderly	patients	with	severe	forms	of	henoch-schönlein	purpura
　nephritis.	Jpn	Clin	Med.	2015	Apr	6;6:5-7.	doi:	10.4137/JCM.S23093.	eCollection
　2015.	PubMed	PMID:	25922591;	PubMed	Central	PMCID:	PMC4390123.
③ Suzuki	H,	Kobayashi	K,	Ishida	Y,	Kikuta	T,	Inoue	T,	Hamada	U,	Okada	H.
　Patients	with	biopsy-proven	nephrosclerosis	and	moderately	impaired	renal
　function	have	a	higher	risk	for	cardiovascular	disease:	15	years'	experience	in	a	single,	kidney	disease	center.	

Ther	Adv	Cardiovasc	Dis.	2015	Jun;9（3）:77-86.	doi:
　10.1177/1753944715578596.	Epub	2015	Apr	1.	PubMed	PMID:	25838316.
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.	2015	Jun;19（3）:350-8.	doi:	10.1007/s10157-014-1011-0.	Epub	2014
　Jul	29.	PubMed	PMID:	25070875.

【総数：論文　　4 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



感染症科・感染制御科

348

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 2 名の大学院生
のもと，より基礎的な研究成果の期待がされる．そのため，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実
践的な研究課題に取り組む必要がある．

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
　該当なし

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　　　11 篇
　学会発表総数　12 篇

① Kodana	M,	Tarumoto	N,	Kawamura	T,	Saito	T,	Ohno	H,	Maesaki	S,	 Ikebuchi	K：Utility	of	the	MALDI-TOF	MS	
method	to	identify	nontuberculous	mycobacteria.	J	Infect	Chemother	22:32-5,	2015,	

②樽本　憲人，大野　秀明：結核・非結核性抗酸菌症　外来での対応と感染制御 .	Medicina	52:1557-60,	2015	
③樽本　憲人，前﨑　繁文：侵襲性肺炎球菌感染症．Surgery	Frontier	22:13-6,	2015
④樽本　憲人，大野　秀明：肺結核が疑われる患者．Medical	Technology	43,	1430-2,	2015
⑤山口敏行．臨床現場で耐性菌を疑うべきポイント　アウトブレイクを防ぐために感染と抗菌薬　18,114-121,	

2015
⑥山口敏行 ,	橋北義一 ,	荻野毅史 ,	吉岡浩明 ,	霜島正浩 ,	五十里博美 ,	野瀬和彦 ,	金田光稔 ,	渡辺典之 ,	前崎繁文．

埼 玉 県 に お け る Streptococcus	pneumoniae，Streptococcus	pyogenes，Haemophilusinfluenzae，Moraxella	
catarrhalis の抗菌薬感受性サーベイラン．The	Japanese	Journal	of	Antibiotics	68（5）,275-284,	2015

⑦ Kohno	S,	Kakeya	H,	Izumikawa	K,	Miyazaki	T,	Yamamoto	Y,	Yanagihara	K,	Mitsutake	K,	Miyazaki	Y,	Maesaki	S,	
Yasuoka	A,	Tashiro	T,	Mine	M,	Uetani	M,	Ashizawa	K.Clinical	features	of	pulmonary	cryptococcosis	in	non-HIV	
patients	in	Japan.	J	Infect	Chemother.21:23-30,	2015.

⑧前﨑　繁文．高齢化と肺炎対策．生活と環境．714:17-21,2015.
⑨樽本　憲人，前﨑　繁文．アゾール系抗真菌薬．深在性真菌症のマネジメント．P63-70, 医薬ジャーナル社 ,東京，

2015．
⑩ Sakai	J1,	Tanae	K,	Takahashi	N,	Nagata	K,	Yoshino	T,	Tamaru	J,	Niitsu	N．Lymphocyte-Rich	Classical	Hodgkin	

Lymphoma.	A	Case	with	Difficulty	in	Distinguishing	from	Nodular	Lymphocyte-Predominant	Hodgkin	Lymphoma.	
J	Clin	Exp	Hematop.55:23-8,2015

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
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　なし

7．自己点検・評価
　昨年度から 4 年次に感染症学の講義を独立して行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目
指したが，模擬試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．臨床面では
外来患者数は着実に増加傾向を示し，さらに院内のコンサルテーション数も増加傾向である．今後はより感染症の診
療に専門性を持たせることが課題と考えられる．研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られ
ている．今後，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある．



351

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．10）総合診療内科

1．構成員：
　中元秀友（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）：消化管内科診療部長，指導教員（大学院），教授，消化器，博士
　宮川義隆（MIYAGAWA,	Yoshitaka）：副診療部長，指導教員（大学院），教授，血液，博士
　橋本正良（HASHIMOTO,	Masayoshi）教授，老人内科，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，循環器，博士　（11 月に糖尿病・内分泌内科より帰室）
　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 11
　木下俊介（KINOSHITA,	Syunsuke）医局長，大学院教員，助教，神経　（6 月に東松山市民病院より帰室）
　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
　芦谷啓吾（ASHITANI,	Keigo）助教
　白崎文隆（SHIRASAKI,	Fumitaka）助教
　草野　武（KUSANO,	Takeru）助教，大学院生
　大崎篤史（OOSAKI,	Atsushi）助教（新入局）
　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予定である．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
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新たな目標として科の運営を行った．さらに具体的な目標として 2017 年より始まる新たな専門医制度を見据えて，
「総合内科医」の専門医，さらに「総合診療医」の専門医，いずれにも対応できる総合的な判断のできる医師の育成
を目標として掲げた．そのために「内科学会専門医」，さらに「プライマリケア専門医」を取得する事を医局員の直
近の目標とした．
　また卒前教育の目的として，医師としての基本的な心構え，態度，さらに礼儀から始まる基本的診療能力の習得を
目指す．さらに医療面接，バイタルサインを含めた身体診察能力の習得，そしてそれをカルテとしてきちんと記載し，
皆の前でプレゼンテーションできる事，ここまでの基本的診療能力の習得を第一目標として掲げた．当然これらの能
力は，その後の鑑別診断，検査計画に繋がる重要な過程であり，総合医として最も重要な基本的能力のポイント考え
ているからである．
2-2．教育主任：中元秀友
卒後教育：
　総合診療内科発足 10 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 10 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
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期の研修医教育を行った．クリニカルクラークシップでの評判は良好であり，かなりの人気を得ているものと確信し
ている．
　現在なお少ない医局構成員の状況下にあって，可能な限りの学生ならびに研修医の教育を行うよう努力してきた．
また卒後教育でも積極的に研修医教育を行い，研修医達からの評判も確実に改善している．
　自己評価としては 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．
当科の特徴として「総合診療」を標榜し，診療能力を養い，十分な鑑別能力を持つ医師の育成を第一目標としている．
そのためには我々医局員は常に研鑽を積み，総合医としての能力を高めるよう努力して行く必要がある．特に大学病
院で行う最も重要な事は「総合診療」の「教育」である．如何に「総合診療」の教育体制を確立し，着実に行って行
くのか，今後の大きな課題である．
　また，総合医の重要な役割に他の診療科との連携があげられる．的確な診断を下し，治療を行っていくためには内
科専門各科との協力体制の維持が必須である．そのためにも，今後も埼玉医科大学の全診療科で総合診療内科をバッ
クアップできる体制に持って行く必要がある．この点も含めて，全診療科と連携できる教育システムを構築して行き
たい．
　そのために重要なことはこれまで以上に優秀な指導医スタッフの獲得，そして育成である．そのためにも，しっか
りとした教育システムの構築と運営は必須であると考えている．

3．研究
3-1．目的・目的
研究主任：岡田浩一
　臨床研究：総合診療内科開設 10 年目であり，作年度には 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基，
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
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ステムの構築を行い，広く一般開業医においても在宅患者の診療とモニタリングが可能となるシステムの構築を行っ
ている．
　その臨床実績の一つとして，インターネット上に埼玉腹膜透析ネットワークというサイトをオープンしている．こ
れは埼玉県内全域を対象としたインターネット上のネットワークであり，総合診療内科が中心となってサイトの運営
を行っている．現在埼玉医科大学，所沢腎クリニック，防衛医科大学，さくら記念病院，武蔵嵐山病院，埼玉中央病
院など多数の透析関連施設がこのネットワークに参加しており，医療施設，医師，看護師，栄養士，患者，さらにメー
カーなどと一体となった埼玉県中心の地域ネットワークシステムを構築している．このネットワークの事務局は埼玉
医科大学総合診療内科にある．この腹膜透析ネットワークを利用した，病診連携による在宅透析患者の管理システム
の構築，さらに展開を行った．
ネットワークの名称：埼玉腹膜透析ネットワーク
　　http://www.saitama-capd.ne./index.html
慢性腎臓病対策プロジェクト（中元秀友，岡田浩一）
　慢性腎臓病（CKD）は末期腎不全（ESRD）の原因として広く知られているが，さらに心臓血管合併症の重要な危
険因子であることが認識されるようになってきた．CKD に関しては腎臓専門医ばかりでなく，広く総合医や開業医
との連携が重要であることが近年強調されている．総合診療内科では，CKD 撲滅のために幾つかの臨床研究を近隣
の開業医と連携を組み行っていく研究を中心とした病診連携をすでに開始しており，今後さらに医療連携を含めて展
開全国規模で展開している．
　本年度は腹膜透析患者を対症として，各種長時間作用型エリスロポエチンの投与方法による治療効果の比較研究を
埼玉県内の多施設で行い，その成果報告を日本透析医学会，日本腹膜透析医学会ならびに各種学会で行った．
　また大学院生の草野　武助教は，岡田浩一教授の指導の基，間質性腎炎の発症機序と進展予防に関する基礎的研究
を腎臓内科と共に共同研究を行っており，その成果を腎臓学会等で報告している．
消化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
1）自治体，政府関連役員の有無
　特になし．
2）学術誌，編集委員，査読委員の有無

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

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 27 年度（2015 年）業績記録

① Nakamoto	H:	Present	Status	and	Future	of	Peritoneal	Dialysis	 in	Japan.	 In:	Nitta	K	（ed）:	Chronic	Kidney	
Diseases	-	Recent	Advances	in	Clinical	and	Basic	Research.	Contrib	Nephrol.	Basel,	Karger,	2015,	vol	185,	pp	
116-123.

② Noguchi	T,	Nakagome	K,	Kobayashi	T,	Ueda	Y,	Soma	T,	Nakamoto	H,	Nagata	M:	Effect	of	beta2-adrenergic	
agonists	on	eosinophil	adhesion,	superoxide	anion	generation,	and	degranulation.	Allergol	Int.	64	Suppl:	S46-
S53,	2015.

③ Kobayashi	T,	Soma	T,	Noguchi	T,	Nakagome	K,	Nakamoto	H,	Kita	H,	Nagata	M:	ATP	drives	eosinophil	effector	
responses	through	P2	purinergic	receptors.	Allergol	Int.	64	Suppl:	S30-36,	2015.	

④ JSDT	Clinical	Practice	Guideline.	Guest	Editor:	Hidetomo	Nakamoto,	Ther.	Aphre.	Dial.	Vol	19,	Supplement	1:	S1-
S166,	March	2015.	（Guest	Editor）

⑤ Update	on	 the	erythropoiesis	stimulating	agents:	predialysis	anemia	management.	Guest	Editors:	Takeshi	
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Nakanishi,	Hidetomo	Nakamoto,	Takao	Masaki,	Nephrology	Vol	20,	Supplement	4:	S1-S32,	December	2015.	
（Guest	Editors）

⑥ Hasegawa	T,	Nakai	S,	Moriishi	M,	 Ito	Y,	 Itami	N,	Masakane	I,	Hanafusa	N,	Taniguchi	M,	Hamano	T,	Shoji	T,	
Yamagata	K,	Shindo	T,	Kazama	J,	Watanabe	Y,	Shigematsu	T,	Marubayashi	S,	Morita	O,	Wada	A,	Hashimoto	
S,	Suzuki	K,	Kamata	M,	Wakai	K,	Fujii	N,	Ogata	S,	Tsuchida	K,	Nishi	H,	 Iseki	K,	Tsubakihara	Y,	Nakamoto	H:	
Peritoneal	Dialysis	Registry	With	2012	Survey	Report.	Ther.	Apher.	Dial.	19:	529-539,	2015.

⑦中元秀友：7-7　腹膜透析（7-7-1 ～ 7-7-12）　In:	血液浄化療法ハンドブック 2015	透析療法合同専門委員会　
企画・編集　pp172-pp190，2015，株式会社共同医書出版社（総説，単行本）

⑧中元秀友，白崎文隆，狩野智一：【腹膜透析 2015】　腹膜機能評価 - パソコンを使ったシミュレーションー　In:
　内藤秀宗監修　腹膜透析 2015（腎と透析 Vol.79 別冊），　pp43-45，2015，東京医学社，東京　（原著論文）

⑨中元秀友，佐藤　忍，西山　強：【腹膜透析 2015】　腹膜透析の医療経済性の現状と問題点 - 療法選択と収益
性をアンケート調査 2014 より考察するー　In:　内藤秀宗監修　腹膜透析 2015　（腎と透析 Vol.79 別冊），
pp275-277，2015，東京医学社，東京（原著論文）

⑩前園道子，西帯野美紀，佐藤敏子，関　貴代，関智恵子，長浦　博，山下身知子，古堅　聡，中元秀友：【腹膜
透析 2015】　腹膜透析患者における「掻痒症（かゆみ）」に関する実態調査　In: 内藤秀宗監修　腹膜透析 2015（腎
と透析 Vol.79 別冊），pp64-65，2015，東京医学社，東京（原著論文）

他論文原稿 50 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 10 年目の年であり，橋本教授，白崎助教，さらに新入局者として大崎助教を迎
えいれ，新たな体制での総合診療内科のスタートをきった一年であった．中央棟 2 階病棟の入院患者数も着実に増
加した一年でもあった．そのような状況下で可能な限りの実績は作れたものと考えている．
　来年度は診療の充実を最大の目標とし，「総合診療内科」専任の医師の確保と，診療内容診療体制，研究体制の充
実に努めて行きたい．
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1．11）消化器・一般外科

1．構成員
篠塚　望（SHINOZUKA,	Nozomi）: 教授：運営責任者：診療部長：教育主任：消化器一般外科：博士
淺野　博（ASANO，Hiroshi）講師：病棟医長：消化器一般外科：博士
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
　27 年度の年間の年間手術件数は 838 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．

3．研究
3-1．目的・目標
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　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 27 年度の手術総数 838 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淺野博：　鼠径ヘルニア
消化器疾患最新の治療　2015-2016　南江堂

②篠塚望：　再発させないためのイレウス治療　イレウスの診断
日本医事新報　No.4733　2015/1/10

③淺野博：　再発させないためのイレウス治療　イレウスの手術加療
日本医事新報　No.4733　2015/1/10

④大原泰宏：　再発させないためのイレウス治療　保存的治療とその問題点
日本医事新報　No.4733　2015/1/10

⑤淺野博，小山勇：　鼠径部ヘルニアの病因と局所解剖
外科　第 77 巻　第 9 号　：　983-987.2015　
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⑥深野敬之，宇治亮佑，髙山哲嘉，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：　外
科的治療を必要とする門脈ガス血症の特徴
日本臨床外科学会雑誌　第 76 巻　9 号　：	2089-2094.	2015

⑦ Yuuki	Kanno,	Tetsuyoshi	Takayama,	Kazuto	Kojima,	Naomi	Ogino,	Hirouki	Fukano,	Yasuhiro	Oohara,	Hiroshi	
Asano	and	Nozomi	Shinozuka：	A	case	of	choledocholithiasis	treated	by	rendezvous	technique	during	PTGBD	
after	total	gastrectomy
Journal	of	Japanese	College	of	Surgeons　40（6）：	1170-1173.	2015

⑧深野敬之，森岡真吾，髙山哲嘉，菅野優貴，小島和人，大原泰宏，淺野博，篠塚望：　非外傷性小腸穿孔 62 例
の臨床的検討

日本腹部救急医学会雑誌　第 35 巻　第 7 号：	855-861.	2015
【総数：論文	8	件，学会発表	18	件，講演	7	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（国際医療センター）：乳癌：
　　　　　　　　　　　　　			博士　* 国際医療センター兼担

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対する正確な画像診断能力
と穿刺吸引細胞診，針生検，吸引式針生検などの診断技術を習得する．治療面では short	stay	surgery	（SSS）を行う
ことで外科的基本手技の習得をする．全身麻酔下の乳癌手術は日高キャンパスにおいて修練し，技術を習得する．最
終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である．大学院教育においては乳腺外科
学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的研究が行
える人材の育成を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる．画像診断は，
存在診断と質的診断の違いを理解し，乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの読影技能を身につけさせる．
そのうえで CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる．毎週行
われるカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し，要点を人に伝え
る技術も習得させる．術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決めるプロセスや転移・再発乳癌の薬物療法の治
療アルゴリズムの理解を目指す．
　医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常識
として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した画像診
断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象としたクリニカル・クラークシップではケース・プレ
ゼンテーションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる．大学院教育においては，
乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．こう
してバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラーメイド治療につながる遺伝子解析について
の研究を行う．
2-3．達成度
　前期研修のローテーターにはクルズスを組み，①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画
像診断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法
＆ホルモン療法）の内容で講義を行った．個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い，基本的なマンモグラフィ
とエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基本的な外科手技である縫合，糸結びを
単独で施行可能になるまで指導できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで
外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，興味が持てるように指導したい．研修医，
特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治療面での当科の魅力をアピールしていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational	research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① Diffuse	optical	spectroscopy	imaging（DOSI）による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの	有用性の検討
②効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義③乳腺組織における局所エストロゲン産生と estrone	
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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）
　高橋茂樹（TAKAHASHI,	Sigeki）	 ：客員教授：博士
　小室広昭（KOMURO,	Hiroaki）	 ：客員教授：博士
　佐竹亮介（SATAKE,	Ryousuke）	 ：客員講師：研究員：小児外科：修士
　鈴木啓介（SUZUKI,	Keisuke）	 ：客員講師：研究員：小児外科：修士
　池袋賢一（IKEBUKURO,	Kenichi）	 ：非常勤講師：研究員：博士
　中野美和子（NAKANO,	Miwako）	 ：非常勤講師：博士
　米川浩伸（YONEKAWA,	Hironobu）	：非常勤講師：博士
　多田　実（TADA,	Minoru）	 ：非常勤講師：博士
　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，
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．
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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．また，中心静脈カテーテルエタノールノック
療法の他施設共同研究に参加している．
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 327 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
　　Regenerative	therapy	Section	Editor
　　The	World	Journal	of	Orthopedics	 査読委員
　　International	Journal	of	Pediatric	Research	 査読委員
　　Tissue	Engineering	 査読委員
　　SM	Journal	of	Pediatric	Surgery	 査読委員
　　Journal	of	Biomedical	Materials	Research:	Part	B	 査読委員	
　　Biotechnic	&	Histochemistry	 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長　
　　日本小児がん学会評議員
　　日本再生医療学会評議委員
　（寺脇　幹）
　　日本小児外科学会評議員
　　日本小児外科学会　データベース委員会委員
　講演
　　該当なし
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,	Ikebukuro	K,	Komuro	H,Yone　kawa	H,	Hoshi	K,	Takato	
T,	Nakayama	Y.	Patch	tracheoplasty	in	body	tissue　engineering	using	collagenous	connective	tissue	membranes	

（biosheets）.	J	Pediatr	Surg.	2016	Feb;51（2）:244-8.	doi:	10.1016/j.jpedsurg.2015.10.068.	Epub	2015	Nov	
5.PubMed	PMID:	26628203.

② Komura	M,	Komura	H,	Otani	Y,	Suzuki	K,	Satake	R,	Kodaka	T,	Terawaki	K,　Yonekawa	H,	Ikebukuro	K,	Hoshi	K,	
Takato	T,	Tabata	Y,	Komuro	H,	Iwanaka	T.　Tracheoplasty	with	cartilage-engineered	esophagus	environments.	J	
Pediatr	Surg.　2015	Jul;50（7）:1093-8.	doi:	10.1016/j.jpedsurg.2014.07.005.	Epub	2014	Aug	12.　PubMed	
PMID:	25783340

③古村	眞（埼玉医科大学	医学部小児外科）3D プリンターを用いた一体系管状型気道用足場による一期的気道再
生の研究　埼玉医科大学雑誌（0385-5074）42 巻 1 号	Page44-46（2015.08）

④鈴木	啓介（埼玉医科大学	小児外科）,	古村	眞 ,	寺脇	幹 ,	小高	哲郎 ,	合原	巧 ,	池袋	賢一 ,	米川	浩伸 ,	佐竹	亮介精
巣温存を選択した発症後 30 時間が経過した精巣捻転症小児外科（0385-6313）47 巻 12 号	Page1305-1309

（2015.12）
⑤小西	健一郎（東京大学医学部附属病院	小児外科）,	古村	眞 ,	森田	香織 ,	魚谷	千都絵 ,	石丸	哲也 ,	川嶋	寛 ,	杉山	

正彦 ,	岩中	督重症心身障がい児（者）における腹腔鏡下噴門形成術周術期の感染症リスクファクターの検討日本
小児外科学会雑誌（0288-609X）51 巻 5 号	Page889-894（2015.08）

⑥古村	眞 ,	佐竹	亮介 ,	鈴木	啓介 ,	小高	哲郎 ,	寺脇	幹 ,	池袋	賢一 ,	米川	浩伸 ,	古村	浩子 ,	中山	泰秀　円柱型再生気
道の基礎的研究　第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5 月 28 日～ 30 日　　神戸国際会議場（神
戸市）

⑦小高	哲郎 ,	高見	尚平 ,	鈴木	啓介 ,	佐竹	亮介 ,	寺脇	幹 ,	古村	眞　胆道拡張症に対する小切開手術　術前エコーを
用いた皮膚切開デザイン第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5 月 28 日～ 30 日　　神戸国際会議
場（神戸市）

⑧寺脇	幹（埼玉医科大学	小児外科）,	古村	眞 ,	小高	哲郎 ,	佐竹	亮介 ,	鈴木	啓介 ,	高見	尚平臍ヘルニアに対するス
ポンジ圧迫療法　高透湿性フィルムドレッシングの効果	　第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5
月 28 日～ 30 日　　神戸国際会議場（神戸市）

⑨ Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,		Ikebukuro	K,	Komuro	H,	Yonekawa	H,	Hoshi	K,	Takato	
T,		Moriwaki	T,		Nakayama	Y	Basic	research	toward	a	cylinder-type	regenerative	airway	（BIO-AIR-TUBE）.	48th	
Annual	Meeting	of	the	Pacific	Association	of	Pediatric	Surgeons	（PAPS2015）	in	Shila	Hotel,	Jeju	Island,	South	
Korea,	May	17-21,	2015

⑩ Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,		Ikebukuro	K,	Komuro	H,	Yonekawa	H,	Hoshi	K,	Takato	T,	
Nakayama	Y.	Patch	tracheoplasty	by	in	body	tissue	engineering	using	collagenous	connective	tissue	membranes	

（BIO-SHEETs）	The	British	Association	of	Pediatric	Surgeons	（BAPS）	Annual	International	Congress	2015	in	the	
City	Hall	in	Cardiff	City	centre,	Cardif,	UK.	July	22-24th	2015.

【総数：論文	5	件，学会発表	5 件】
6-2．獲得研究費
　平成 27 年度継続として
　　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』
　　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』
6-3．受賞
　優秀演題賞
　　第 48 回日本小児呼吸器学会
　　『線維芽細胞増殖因子の気管内投与による用量依存性の気管成長促進の検討』
　　平成 27 年 10 月 23 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
　第 11 回生体再生技術研究会
　平成 27 年 4 月 10 日
　東京大学医学部附属病院入院棟　15 階大会議室
　世話人　古村　眞

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたものと考えている．
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1．14）整形外科・脊椎外科

1．構成員
織田弘美（ODA,	Hiromi）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：リウマチ関節外科：博士
高橋啓介（TAKAHASHI,	Keisuke）：教授：教育副主任：診療副科長：指導教員（大学院）：脊椎外科：博士
立花陽明（TACHIBANA,	Youmei）：教授（兼担）：研究主任：指導教員（大学院）：スポーツ整形外科，膝関節外科：
　　　　　　　　　　　　　　　		博士
金　潤澤（KIM,	Yoon-Taek）：教授：教育主任：診療副科長：指導教員（大学院）：リウマチ関節外科，股関節外科：
　　　　　　　　　　　　　	博士
宮島　剛（MIYAJIMA,	Tsuyoshi）：准教授（兼担）：研究副主任：大学院教員（大学院）：骨粗鬆症：博士
後藤　建（GOTO,	Tatsuru）：客員准教授：スポーツ整形外科，膝関節外科
鳥尾哲矢（TORIO,	Tetsuya）：講師：脊椎外科，外傷
吉岡浩之（YOSHIOKA,	Hiroyuki）：講師：大学院教員（大学院）：足の外科
河野慎次郎（KONO,	Shinjiro）：講師：大学院教員（大学院）：手外科：博士
田中伸哉（TANAKA,	shinya）：講師：大学院教員（大学院）：リウマチ関節外科：博士
釘宮典孝（KUGIMIYA,	Humitaka）：講師：脊椎外科：博士
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,	yuji）
　　　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．
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卒後教育
初期研修医に対しては，運動器の診察法を習得し，外傷に対するプライマリ・ケア，整形外科で扱う種々の疾患に

対する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（税田和夫），
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（立花陽明），変形性関節症（織田弘美），末梢神経障害（河野慎次郎），
脊髄障害，末梢神経障害のレベル診断（高橋啓介），

脊椎疾患（高橋啓介），骨系統・代謝疾患，特発性骨壊死（織田弘美），
頚椎症，肩関節周囲炎，頚肩腕症候群（高橋啓介），四肢の骨折（鳥尾哲矢）
椎間板ヘルニア，脊柱管狭窄症（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

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）．月一回，
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，抄読会終了後にクルズスを行った（全スタッフ）．
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的であった．
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．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
を行うという当科の診療の流れを理解できた．基本的な外科手術手技は全員取得した．

専攻医は，専門医の指導の下に医員として十分な活動を行い，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い，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・脊髄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：スポーツ障害・外傷，膝・肩疾患の病態解明と成績改善
外傷グループ：骨折や外傷の治療成績改善と周術期管理の問題点解明
骨代謝グループ：骨代謝研究，代謝性骨疾患の病態解明と治療成績改善
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

・Talbot-lau 干渉装置を用いた X 線装置の関節リウマチ患者への応用について学会発表
・切除大腿骨頭を用いた同種骨移植の現状について学会発表
・股関節唇損傷に対する放射状 MRI 検査の有用性について学会発表
・股関節に対する側臥位前外側アプローチの臨床成績について学会発表
・特発性大腿骨頭壊死に対する大腿骨頭回転骨切り術の成績について論文発表
・肝硬変患者に対する人工股関節全置換術施行時の周術期管理について論文発表

脊椎グループ
・遅発性運動麻痺を伴う脊椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術の効果について学会発表
・腰部脊柱管狭窄症患者の MRI 画像と脊髄造影画像の対比について学会発表
・腰椎制動術の治療成績について学会発表
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スポーツ整形外科グループ
・40 歳以上の患者に対する FasT-Fix を用いた半月縫合術の治療成績について学会発表
・当科における化膿性膝関節炎の治療成績について学会発表　
・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発表
・鏡視下バンカート修復術後の骨孔変化について学会発表

外傷グループ
・後外側 / 内側アプローチ併用による下腿遠位部骨折の治療成績について学会発表
・骨盤骨折に伴う動脈性出血について学会発表
・中下位頸椎脱臼骨折に対する緊急手術の必要性について論文発表
・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

骨代謝グループ
・高脂質食が卵巣摘除マウスの海綿骨に与える影響について学会発表
・骨粗鬆性症性椎体骨折に対する PTH 製剤の疼痛抑制と QOL 改善効果について論文発表

手外科グループ
・小児上腕骨外顆骨折の治療成績について学会発表
・橈骨遠位端関節内骨折に対するダブルスレッドスクリュー固定について学会発表
・interference	screw を用いた母指対立機能再建法について学会発表

3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループの主な研究成果は以下の通りであった．
リウマチ・股関節グループ：学会発表 4 件，論文発表 2 件．脊椎グループ：学会発表 3 件．スポーツ整形外科グルー

プ：学会発表 4 件．外傷グループ：学会発表 2 件，論文発表 2 件．骨代謝グループ：学会発表 1 件，論文発表 1 件．
手外科グループ：学会発表 3 件．

研究グループ全体としては学会発表 17 件，論文発表 5 件と活発な研究活動が行われた評価している．しかし，学
会発表に比べて論文発表が少なかった点が今後の課題である．

次年度は，まず今年度の学会発表を論文化することを目標とし，さらに各グループにおいて継続的に取り組んでい
る課題については学会発表を行う予定である・

3-5. 上記 3-1 ～ 3-4 の要約
各研究グループの今年度の研究成果は以下の通りである．
学会発表
リウマチ・股関節グループ：Talbot-lau 干渉装置を用いた X 線装置の臨床応用，同種骨移植の現状，股関節唇損傷

に対する放射状 MRI 検査の有用性，股関節手術における側臥位前外側アプローチの臨床成績．
脊椎グループ：遅発性運動麻痺を伴う脊椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術の効果，腰部脊柱管狭窄症患者の

MRI 画像と脊髄造影画像の対比，腰椎制動術の治療成績．
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，化膿性膝関節炎の治療成績，腱付着部障害

に対する対外衝撃波療法の治療効果，鏡視下バンカート修復術後の骨孔変化．
外傷グループ：後外側 / 内側アプローチ併用による下腿遠位部骨折の治療成績，骨盤骨折に伴う動脈性出血
骨代謝グループ：高脂質食が卵巣摘除マウスの海綿骨に与える影響
手外科グループ：小児上腕骨外顆骨折の治療成績，橈骨遠位端関節内骨折に対するダブルスレッドスクリュー固定，

interference	screw を用いた母指対立機能再建法．
論文発表
リウマチ・股関節グループ：特発性大腿骨頭壊死に対する大腿骨頭回転骨切り術の臨床成績，肝硬変患者に対する

人工股関節全置換術施行時の周術期管理．
外傷グループ：中下位頸椎脱臼骨折に対する緊急手術の必要性，大腿骨頚部・転子部骨折に対する緊急手術の成果
骨代謝グループ：骨粗鬆性症性椎体骨折に対する PTH 製剤の疼痛抑制と QOL 改善効果

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．専攻医の入局がなかったため，例年より少ない医師数で対応したが，新入院患者数と中央手術室に
おける手術件数は増加しており，「ことわらない病院」の実現に貢献できたと考える．
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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），
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：	21 編：原著 12 編，総説 4 編，症例報告 5 編（欧文 12 編，和文 9 編）
　代表的論文

① Sugiyama	T,	Torio	T,	Miyajima	T,	Kim	YT,	Oda	H:	Romosozumab	and	blosozumab:	 alternative	drugs	of	
mechanical	strain-related	stimulus	toward	a	cure	for	osteoporosis.	Frontiers	in	Endocrinology	6:54,	2015		

②田中伸哉，宮島　剛，石井正明，河野義彦，足立善博，齊藤文則，織田弘美：副甲状腺ホルモン誘導物質テリパ
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,	2015

③木村文彦，渡會恵介，織田徹也，河野義彦，田中啓仁，田中伸哉，金　潤澤，織田弘美：肝硬変患者に対する人
工股関節全置換術の周術期管理．Hip	Joint	41:1031 － 1033，2015

④川村耕平，鳥尾哲矢，吉川　淳，織田徹也，鈴木景子，織田弘美：中下位頚椎脱臼骨折に対する緊急手術の検討．
骨折	37:339 － 342,	2015

⑤吉川　淳，鳥尾哲矢，織田徹也，川村耕平，鈴木景子，織田弘美：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		37:657 － 660,	2015
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学会発表：国外 10 件，国内 136 件（うち講演 36 件）：計 146 件
代表的な発表
⑥ Keisuke	Watarai,	Yoon	Taek	Kim，Tetsuya	Oda　Fumihiko	Kimura，Hirohito　Tanaka，Hiromi	Oda：

Treatment	of	Periprosthetic	Joint	Infection	After	Hip	Arthroplasty	Using	Original	Acetabular	Antibiotic-Loaded	
Cement	Spacer.	2nd	Annual	Pan	Pacific	Orthopaedic	Congress	2015,	Hawaii,	United	States	2015.7

⑦吉岡浩之，織田弘美，金　潤澤，三村俊英，丸山　崇，田中淳司：Ｘ線 Talbot-Lau 撮影装置を用いた関節リウ
マチ患者の画像評価．第 59 回日本リウマチ学会学術集会，2015.4

⑧永倉大輔，岡野良知，川村耕平，釘宮典孝，鳥尾哲矢，髙橋啓介：腰部脊柱管狭窄症における MRI と脊髄造影
像の対比　－ Redundant	Nerve	Roots について－．第 44 回日本脊椎脊髄病学会学術集会，2015.4

⑨杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，後藤　建，織田弘美：40 歳以上に対する FasT-Fix 半月縫合システムによる半
月縫合術の治療成績．第 88 回日本整形外科学会学術総会，2015.5

⑩岡田信彦，立花陽明，杉田直樹，坂口勝信，織田弘美：当科における化膿性膝関節炎の検討．第 88 回日本整形
外科学会学術総会，2015.5

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 33 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会　2015.05.30
2）第 9 回彩の国骨フォーラム　2015.07.31
3）第 12 回埼玉オルソペディクスセミナー　2014.08.01
4）第 14 回 Ortho	Seminar	in	Saitama　2015.09.017
5）第 13 回埼玉股関節を語る会　2015.09.18
6）第 10 回埼玉骨折治療研究会　2015.12.10
7）第 10 回彩の国骨フォーラム　2015.12.11
8）第 15 回 Ortho	Seminar	in	Saitama　2016.01.28
9）第 10 回毛呂山リウマチセミナー　2016.03.31

7．自己点検・評価
教育：講義については，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，クリニカル・クラークシップに対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 21 編と昨年より 4 編減少したが，学会発表は 146 件と昨年より 24 件多かった．新たな研究費

の獲得はなかったため，今後は研究にも尽力したい．
臨床：医師数の減少を反映して延入院患者数は減少したが，新入院患者数と手術件数は増加したので．従来の

activity を維持できたと考えている．
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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．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．なお藤巻は大学院の講義にてベストティチャー賞を受賞した．
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．

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）

① Fujimaki	T,	Vertebral	artery	pexy	for	microvascular	decompression,	letter,	J	Neurosurg	123（1）	293-5,	2015
② Kobayashi	M,	Fujimaki	T,	Mihara	B,	Ohira	T.	Repetitive	transcranial	magnetic	stimulation	once	a	week	induces	
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sustainable	long-term	relief	of	central	poststroke	pain.	Neuromodulation	18（4）:249-54,	2015
③ Ohta	M,	Kobayashi	M,	Terano	N,	Wakiya	K,	Suzuki	K,	Fujimaki	T.
　Does	arteriosclerosis	contribute	to	hemifacial	spasm?
　Acta	Neurochir	（Wien）.	158（1）:181-7;	2016
④小林正人，河島真理子，寺野成彦，脇谷健司，藤巻高光

脳室穿破した脳膿瘍に対して緊急ドレナージ術を施行し良好な予後を得た一例 .　	Neurosurgical	Emergency	21
（1）：77-82,	2016

⑤ Fujimaki	T,	Sasaki	A,	Matsutani	M
　Are	germinonatous	components	hidden	in	“non-germinomatous”	teratomas
　The	4th	International	CNS	Germ	Cell	Tumor	Symposium,	Tokyo,	2015.4.12
⑥ Kobayashi	M,	Fujimaki	T,	Mihara	B,	Ohira	T.

Repetitive	 transcranial	magnetic	 stimulation	once	a	week	 induces	 sustainable	 long-term	relief	of	 central	
poststroke	pain.
International	Neuromodulation	Society,	12th	World	Congress,	Montreal,	Canada	2015.6.12

⑦ Takamitsu	Fujimaki,	Masahito	Kobayashi,	Atsushi	Sasaki
　Biopsy	for	deep-seated	lesions	and	their	pathological	findings.	
　12th	Asian	Society	for	Neuro-Oncology	meeting,	Manila,	Phillipins	2015.9.17
⑧藤巻高光，藤巻わかえ
　女性医師の働く環境を考える：医師夫婦が歩んできた道と医師の働く環境の現状
　第 29 回日本医学会総会 2015 関西　（2015.4.11-13）
　第 7 回ジョイント教育講演プログラム（オンライン）ISOUKAIx
　https://www.youtube.com/watch?v=DMe8a5wJq6E
⑨藤巻高光，脇谷健司，ほか
　膠芽腫（GBM）5 年以上長期生存例の臨床病理学的解析（後方視多施設共同研究）
　第 33 回日本脳腫瘍学会学術総会　2015.12.8	京都
⑩藤巻高光，高見澤幸子，河島真理子，寺野成彦，太田実紀，脇谷健治，小林正人
　神経減圧術における工夫（シンポジウム 4　招待）
　第 25 回　脳神経外科手術と機器学会　2016.3.25	新潟

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）　195 万円	（総額 425 万円）
　顔面痙攣の分析により脳神経の脆弱性予測および脳神経機能障害の治療法の開発
藤巻高光　厚生労働科学研究費補助金（ITK-1 第 III 相プラセボ対照二重盲検比較試験	-HLA-A24 陽性のテモゾロミ
ド治療抵抗性神経膠芽腫患者を対照として ITK-1 投与の有効性と安全性を検証する臨床試験	-）　50 万円
6-3．受賞 : なし
6-4．特許・実用新案 : なし
6-5．学会開催：なし

7．自己点検・評価
　少ないメンバーのなかで，神経減圧術については，特定機能病院のなかで本邦第一位の手術件数を維持している．
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
栗原　健（KURIHARA,	Takeshi）：助教：修士
斉藤貴和子（SAITO,	Kiwako）：助教：修士
上野千裕（UENO,	Chihiro）：助教：修士
吉田有希（YOSHIDA,	Yuki）：助教：修士
齋藤順平（SAITO,	Junpei）：助教：修士
髙岡聡美（TAKAOKA,	Satomi）：助教：修士
橋本直美（HASIMORTO,	Naomi）：助手
新井清人（ARAI,	Kiyohito）：非常勤医師：博士
桑原　靖（KUWAHARA,	Yasusi）：非常勤医師：修士
河内沙織（KAWAUCHI,	Saori）：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分担し共同で行った．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
画像を利用し，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などをおこなった．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．
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｢ 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
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機会をもちたいと考えている

｢ 大学院教育 ｣　大学院生において研究が進展しつつある．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（研究プロジェクト）

これまで以下の研究プロジェクトを実行した．
I 基礎研究
I-1）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の確立
　独自に開発したポリグルコール酸 / コラーゲンナノファイバーを用いた高性能 scaffold に成長因製剤（bFGF 製剤）
を組み込むことにより，既存承認済みの scaffold より優れた創傷治癒促進能を有することが証明されつつある．
I-2）創傷微小循環と生理活性物質の研究
　創傷底微小循環の可視化モデルを考案し，生理活性物質であるプロスタグランジン製剤の創傷治癒促進効果を確認
した．
I-3）物理療法によるメカニカルストレスの創傷治癒促進メカニズムの解明
　難治性創傷治療において最強の物理療法である局所陰圧閉鎖療法の治癒促進メカニズムにおいて，一酸化窒素（NO）
による血管拡張が関与することを明らかにした．
II 臨床研究
　当院はすべての DPC 病院（2013 年度：1,469 施設，2014 年度：1,585 施設）の中で糖尿病性足病変および壊死
性筋膜炎は全国 1 位，褥瘡性潰瘍は全国 2 位の診療実績を維持している．豊富な臨床経験とデータを活用し臨床研
究を展開している．
II-1）虚血下肢の微小循環と血流検査法に関する臨床研究
　下肢微小循環を評価する方法として，皮膚灌流圧および経皮酸素分圧，大循環系の評価法として血管超音波検査が
普及している．集積データを解析し，これらの相関を明らかにした．本研究は日本脈管学会により優秀論文として認
定された．
II-2）手術手技の開発・考案
　難治性創傷に対する新しい術式および潰瘍発生に対する予防的手術を考案し実践している．また wound	bed	
preparation の技術に基づいた形成再建手術について検証した．
II-3）創傷感染に関する臨床研究
　潰瘍再建手術の結果を解析し，創傷組織内の細菌数と手術成績の相関関係を見出した．
II-4）難治性潰瘍のデータベースの統計学的解析
　臨床データに統計解析を施し，これまでに足壊疽初発部位と切断予後の関係，栄養状態・炎症指標と創傷治癒の関
連を解明した．昨年度は足潰瘍の浄化方法（足浴・シャワー洗浄）と下肢救済の関連を証明した．
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

・ハイブリッド創傷治療システムの開発
・末梢動脈疾患の重症化予防・治療に向けたチーム医療の確立
・創傷治癒・難治性潰瘍治療に関する臨床研究の推進
・在宅から高度急性期病院までを包括する地域医療連携の構築
・新規医薬品・医療機器に関する産学連携・多施設共同臨床研究

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 27 年度の新患数は 1222 人，入院患者数 470 人，手術数 1487 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



形成外科・美容外科

378

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
国際形成外科学会	（ICOPLAST）	理事	 中塚貴志
アメリカ形成外科学会（ASPS）国際会員	 中塚貴志
日本形成外科学会評議員・国際委員会委員長	 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
日本創傷外科学会理事	 中塚貴志
日本形成外科手術手技学会理事　　　　	 中塚貴志
日本頭蓋顎顔面外科学会監事　　　	 中塚貴志
日本美容外科学会評議員	 中塚貴志
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会評議員	 中塚貴志
日本創傷治癒学会評議員	 中塚貴志
日本外科系連合学会評議員	 中塚貴志
日本抗加齢医学会評議員	 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
日本頭頸部癌学会学会誌編集委員会（担当理事）	 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
日本創傷治癒学会理事	 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．論文・学会発表・著書

① Suzuki	K,	Uemura	T,	Kikuchi	M,	 Ishihara	Y,	 Ichioka	S.　Acute	Limb-Threatening	 Ischemia	Associated	With	
Antiphospholipid	Syndrome:	A	Report	of	Two	Cases.J	Foot	Ankle	Surg.	2016	Feb:	S1067-2516（16）.	

② Sekiya	N,	Ichioka	S.　Efficacy	of	Ultrasonography	at	the	Ankle	Level	for	Estimation	of	Pedal	Microcirculation.　
Ann	Vasc	Dis.	2015;8（3）:198-202.	
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③ Sato	T,	 Ichioka	S.　Ostectomy	and	Medial	Plantar	Artery	Flap	Reconstruction	for	Charcot	Foot	Ulceration	
Involving	the	Midfoot.	J	Foot	Ankle	Surg.	2015	Jul	16.:	S1067-2516（15）.	

④ Sano	H,	Ichioka	S.	Topical	wound	oxygen	therapy	for	chronic	diabetic	 lower	limb	ulcers	and	sacral	pressure	
ulcers	in	Japan.	Wounds	International	6	（1）	20-24,	2015

⑤ Hasegawa	H,		Ichioka	S,　The	Acute	Effects	of	Lipo-Prostaglandin	E1	on	Wound	Bed	Microcirculation.	J	Wound	
Care.	2015	Jul;24（7）:293-4,296,	

⑥Sano	H,	Ichioka	S.	Which	cleansing	care	is	better,	foot	bath	or	shower	Analysis	of	236	limb	ulcers.　Int	Wound	J.	
2015	Oct;12（5）:577-80.	

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栗原健 , 佐藤智也 , 中塚貴志 , 市岡滋　人工膝関節置換後に発生した重度下腿筋壊死の治療経験	-	超音波デブリー
ドマンの有用性	形成外科		58（5）:		541-547,	2015.

⑨寺部雄太 ,	市岡滋　股関節切除を伴う大転子部褥瘡への大腿筋膜張筋皮弁による筋膜充填の有用性　日本褥瘡学
会誌		17（3）:		343-343,	2015.

⑩中塚貴志：米国形成外科学会（ASPS）との MOU 締結　―日本形成外科学会の国際連携の幕開け―　形成外科
　59:294-297,	2016

【総数：論文・著書　21 件　学会発表・講演		64 件】
6-2．獲得研究費

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
　第 7 回日本創傷外科学会総会・学術集会　会長：中塚貴志　平成 27 年 7 月 24 日・25 日　東京

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．大学院においても学部研究と共同し研究をすすめて
いる．
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1．17）小児科（新生児科を含む）

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
秋岡祐子（AKIOKA,	Yuko）	 : 准教授；小児科学，小児腎臓病学；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，博士：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：小児科学
盛田英司（MORITA,	Eiji）	 ：助教：小児科学
筧　紘子（KAKEI,	Hiroko）	 ：助教：小児科学：博士　
古賀健史（KOGA,	Takeshi）	 ：助教：小児科学：博士
板野篤志（ITANO,	Atsushi）	 ：助教：小児科学
武者育麻（MUSHA,	Ikuma）	 ：助教：小児科学：博士
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
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
清水優輝（SHIMIZU,	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）
別所晶子（BESSHO,	Akiko）	 	: 助教：小児臨床心理学：修士（総合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
宮路　太（MIYAJI,Tooru）	 ：名誉教授：小児科学，新生児学：博士
雨宮　伸（AMEMIYA，Shin）	 ：特任教授：小児科学，内分泌・代謝学（小児）・糖尿病学：博士
渋谷　温（SIBUYA，Atsushi）	 ：客員教授：小児血液学：博士
森野正明（MORINO,	Masaaki）	 ：客員教授：小児腎臓病学：博士
高柳正樹（TAKAYANAGI,	Masaki）	：客員教授：小児消化器病学，代謝病学：博士
三浦信之（MIURA，Nobuyuki）	 ：客員准教授：小児血液学：博士
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小柴満美子（KOSHIBA,	Mamiko）	 : 客員准教授：行動神経科学：博士（工学）
【非常勤講師】

上原すゞ子（UEHARA,	Suzuko）　新美仁男（NIIMI,	Hiroo）　小出	博義（KOIDE,	Hiroyoshi）
中里明彦（NAKAZATO,	Akihiko）　岡田文寿（OKADA,	Fumihisa）　佐藤浩一（SATO,	Hirokazu）
椎貝典子（SHIIGAI，	Noriko）　山崎　勉（YAMAZAKI,	Tsutomu）　新井克巳（ARAI,		Katsumi）
大鹿栄樹（OHSHIKA，	Eiki）　山口博明（YAMAGUCHI,	Hiroaki）橋本和美（HASHIMOTO,	Kazumi）
小林浩司（KOBAYASHI,	Kouji）　佐藤吉壮（SATO,	Yoshitake）　小穴	慎二	（OANA,	SHINJI）
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）		

【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】
松嵜くみ子（MATSUZAKI,	kumiko）　石井裕美	（ISHII,	Hiromi）　柏葉	由佳（KASHIBA,	YUKA）

【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）
高柳　純（TAKAYANAGI,	Jun）　簗　明子（YANA,	AKIKO）

【専攻生】
鈴木　繁（SUZUKI,	Shigeru）	

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リ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．平成 29 年度より新たに募集がかいしとなる新専門医制度にあわせ，国際医療センターに
加えてあらたに総合医療センターと協力し合いオール埼玉医科大学小児科として充実したプログラムを構築し実行す
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．	（指導；山内）

植田助教・・環境アレルゲンに対する自然免疫を介した好酸球の活性化について研究している（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））
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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）

櫻井助教・・新生児における無鎮静下の MRI 撮像を安全に行えること，及び fMRI の新生児における意義を確立する
（指導；國方）

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
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．
さらに後期研修 2 年目以降の研修医に対して総合医療センター小児科・新生児科・小児心臓科において 6 か月以内
を原則とする選択研修を行い後期研修のさらなる充実を図る．大学病院小児科は総合診療小児科としての役割に加え
て，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において 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を作成．	（指導；山内）
植田助教・・環境アレルゲンに対する自然免疫を介した好酸球の活性化について研究している　（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　（指導；徳山）
櫻井助教・・新生児における無鎮静下の MRI 撮像方法の確立，及び fMRI の新生児における解析について，臨床で評

価する（指導；國方）
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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】
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，学位取得となった．（達成度 100％）（指導；山内）
植田助教・・環境アレルゲンに対する自然免疫を介した好酸球の活性化について研究している．（達成度 90％）（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，埼玉医科大学学位審査を合格した．（達成度 90％）（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 90％）（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）
櫻井助教・・無鎮静下にて NICU 退院前の新生児の fMRI 撮像の症例を集めている．今後はその解析が必要（達成度

40％，指導医；國方）
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した．（指導；山内）
田助教・・好酸球活性化のメカニズムについて論文作成中である．　（指導；徳山，永田教授（呼吸器内科））
盛田助教・・すでにデータ集積完了し，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を

作成する．また持続皮下ブドウ糖測定の臨床評価法との関連を検討し，長期予後についても新たな指標の確立を
目指す．（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）
櫻井助教・・データを解析して，英文発表の予定（指導医；國方）
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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．
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．成長に配慮した小児期発症慢性糸球体腎炎の根治治療の確立
B．小児期発症慢性腎臓病の移行に関する検討
C．先天性腎尿路異常の早期診断に関する研究
D．小児急性病態における急性血液浄化療法の有効性と安全性に関する検討
E．当院における小児尿路感染症の疫学調査

●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（DKI,	fcMRI を含む）
B．ハイリスク新生児の発達行動学的研究（情育環境学）
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（挑戦的萌芽研究，学内グラント）
E．HPeV 急性脳症脳炎に関する全国調査（厚生労働省急性脳症研究班）

●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



385

小児科

G．新生児の CoQ の動態に関する検討
H．新生児黄疸の基礎的な分析方法の確立
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%）．

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 1600 例余りの検体を受け付け，490 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）を終了し，来
年度は対象を拡大した検証試験を開始する（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 14 例を診断しうち 11 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，14 人の来院患者と他に 36 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．成長に配慮した小児期発症慢性糸球体腎炎の根治治療の確立：小児期発症 IgA 腎症に対し，根治を目ざした扁

摘パルス後療法ミゾリビン療法の検討を行った（達成度 50％）．
B．小児慢性腎臓病の移行に関する検討：小児慢性腎臓病とりわけ腎不全の移行について疫学調査，成長障害の治

療フローチャートを作成した（達成度 70％）．
C．先天性腎尿路異常の早期診断に関する研究（達成度 20％）．
D．小児急性病態における急性血液浄化療法の有効性と安全性に関する検討（達成度 20％）．
E．当院における小児尿路感染症の疫学調査（達成度 20％）．

●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100	％）
B．食物アレルギー児に対する食物経口負荷試験における誘発陽性例の背景因子の検討（達成度 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 90％）
E．ヒト樹状細胞の細胞表面受容体の特徴（達成度 80％）
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：新生児 fcMRI，DKI ついての検討を行っている（達成度 30％）
B．ハイリスク新生児の発達行動学的研究：24 時間クベース内新生児行動観察によるデータ収集を開始した（達

成度 20％）
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 30％）
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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 30％）
●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	（40%）
D．高インスリン血症の児での持続血糖測定（CGM）（30%）
E．新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討	（50%）
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．新生児黄疸の基礎的な分析方法の確立　（10%）
I．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討	（30%）
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
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，3）	呼吸器・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，本年度より腎疾患専門医を准教授として招聘し（秋岡）診療の幅が広がった．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　

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　
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：Brain	&	Development 編集委員
　　　　　Pediatrics	International	編集委員
　　　　　日本小児神経学会小児急性脳症診療ガイドライン作成委員
　　　　　日本小児神経学会小児けいれん重積状態診療ガイドラインアドバイザー
査読：Neuropediatrics,	Brain	&	Development,	Pediatric	International，日本小児神経学会雑誌「脳と発達」，日本小



387

小児科

　　　児科学会雑誌等
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
　　　　　日本呼吸器学会 “咳嗽に関するガイドライン” 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
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 ,	
國方徹也：査読 Pediatric	international,	Brain	development,	Journal	of	infection	and	chemotherapy,		日本成育新生
児学会，日本周産期新生児学会　
秋岡祐子：査読：日本小児科学会雑誌，Pediatric	international，日本小児腎不全学会誌，日本臨床腎移植学会雑誌

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　
　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：日本アレルギー学会代議員・倫理委員会委員長・COI 委員会委員長
　徳山研一：国際喘息学会北アジア・日本支部幹事
　徳山研一：日本小児科学会代議員
　徳山研一：日本小児アレルギー学会評議員
　徳山研一：日本小児呼吸器学会咳嗽ガイドライン委員
　徳山研一：日本小児科学会埼玉地方会理事
　徳山研一：埼玉喘息・アレルギー研究会世話人
　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：日本小児神経学会理事
　山内秀雄：日本てんかん学会評議員・ガイドライン作成委員会委員
　山内秀雄：乳幼児けいれん研究会世話人・庶務幹事
　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監事
　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：日本新生児・成育医学会評議員
　國方徹也：日本新生児・周産期医学会評議員，
　國方徹也：日本医療機能評価機構，産科医療保障制度，原因分析委員会委員
　國方徹也：埼玉周産期協議会運営委員
　國方徹也：日本小児科学会埼玉地方会学術委員
　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，
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　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
　秋岡祐子：日本小児腎臓病学会　代議員
　秋岡祐子：日本腎臓病学会　評議員
　秋岡祐子：厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患等克服事業「腎・泌尿器稀少・難治性疾患群に関する診断基準・
　　　　　　診療ガイドラインの確立」ガイドライン作成グループ
　秋岡祐子：厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患等克服事業「難治性腎疾患に関する調査研究」研究，診療ガイ
　　　　　　ドライン分科会トランジションワーキンググループガイドライン作成委員

6．業績　　　　　　　
6-1．論文・学会発表　

①●徳山研一	編著：よくわかる子供の喘鳴診療ガイド .	－喘鳴を科学する－，2015 年 11 月 30 日，診断と治療社，
東京

②● Koga	T,	Tokuyama	K,	Itano	A,	Morita	E,	Ueda	Y,	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	
2015.64:139-144

③●Kishita	Y,	Pajak	A,	Bolar	NA,	Marobbio	CM,	Maffezzini	C,	Miniero	DV,	Monn?	M,	Kohda	M,	Stranneheim	H,	Murayama	
K,	Naess	K,	Lesko	N,	Bruhn	H,	Mourier	A,	Wibom	R,	Nennesmo	I,	Jespers	A,	Govaert	P,	Ohtake	A,	Van	Laer	L,	Loeys	BL,	
Freyer	C,	Palmieri	F,	Wredenberg	A,	Okazaki	Y,	Wedell	A:	Intra-mitochondrial	Methylation	Deficiency	Due	to	Mutations	
in	SLC25A26.	Am	J	Hum	Genet	97（5）:	761-768,	2015.	

④● Kohda	M,	Tokuzawa	Y,	Kishita	Y,	Nyuzuki	H,	Moriyama	Y,	Mizuno	Y,	Hirata	T,	Yatsuka	Y,	Yamashita-Sugahara	
Y,	Nakachi	Y,	Kato	H,	Okuda	A,	Tamaru	S,	Borna	NN,	Banshoya	K,	Aigaki	T,	Sato-Miyata	Y,	Ohnuma	K,	Suzuki	T,	
Nagao	A,	Maehata	H,	Matsuda	F,	Higasa	K,	Nagasaki	M,	Yasuda	J,	Yamamoto	M,	Fushimi	T,	Shimura	M,	Kaiho-
Ichimoto	K,	Harashima	H,	Yamazaki	T,	Mori	M,	Murayama	K,	Ohtake	A,	Okazaki	Y:	Comprehensive	Genomic	
Analysis	Reveals	the	Genetic	Landscape	of	Mitochondrial	Respiratory	Chain	Complex	Deficiencies.	PLoS	Genet	12

（1）:	e1005679,	2016.
⑤● Suzuki	S,	Sassa	K,	Abe	Y,	Yamanouchi	H.Generalized	seizure	with	falling	and	unresponsive	staring	provoked	

by	somatosensory	stimulation:	a	video-EEG	study.　Epileptic	Disord.	2015	Sep;17（3）:336-9.	doi:	10.1684/
epd.2015.0761.　PMID:	26235696

⑥●Abe	Y,	Terashima	H,	Hoshino	H,	Sassa	K,	Sakai	T,	Ohtake	A,	Kubota	M,	Yamanouchi	H.	Characteristic	MRI	features	
of	chronic	inflammatory	demyelinating	polyradiculoneuropathy.	Brain	Dev.	2015	Oct;37（9）:894-6.	doi:	10.1016/
j.braindev.2015.01.006.	Epub	2015	Feb	14.	PMID:	25687202

⑦● Ichiro	Morioka,	Hajime	Nakamura,	Tsubasa	Koda,	Tomoyuki	Yokota,	Hitoshi	Okada,	Yoshinori	Katayama,	<U>Tetsuya	
Kunikata</U>,	Masatoshi	Kondo,	Makoto	Nakamura,	Shigeharu	Hosono,	Saneyuki	Yasuda,	Naoki	Yokoyama,	Hiroshi	
Wada,	Susumu	Itoh	,Masahisa	Funato,	Yoshitada	Yamauchi,	Yong	Kye	Lee,	Masahiko	Yonetani　Current	incidence	of	
Clinical	kernicterus	in	preterm	infants	in	Japan　	Pediatr	Int.	57（3）:494-7，2015

⑧●國方徹也，櫻井隼人，筧紘子，本多正和，川崎秀徳，田村正徳　我が国の新生児蘇生体制の現状と課題の分析ー
2005 年・2010 年のアンケート調査と比較して　日本周産期・新生児医学誌　51（3）:947-53，2015

⑨● Sato	N,	Hasegawa	T,	Hasegawa	Y,	Arisaka	O,	Ozono	K,	Amemiya	S,	Kikuchi	T,
Tanaka	H,	Harada	S,	Miyata	I,	Tanaka	T.	Treatment	situation	of	male
hypogonadotropic	hypogonadism	in	pediatrics	and	proposal	of	 testosterone	and	gonadotropins	replacement	
therapy	protocols.	Clin	Pediatr	Endocrinol.	2015	Apr;24（2）:37-49.	

⑩● Miyake	N,	Tsukaguchi	H,	Koshimizu	E,	Shono	A,	Shiina	M,	Miura	Y,	Imamura	S,	Hirose	T,　Okudela	K,	Nozu	
K,	Akioka	Y,	Matsumoto	N.	Biallelic	Mutations	in	Nuclear	Pore	Complex	Subunit	NUP107	cause	early-childhood-
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onset	steroid-resistant	nephrotic	syndrome.	Am	J	Hum	
Genet	97（4）:	555-566,	2015

【総数：論文	英文　28 件，和文　49 件，学会発表海外　　9 件，国内　118 件，講演　　37 件】
6-2．獲得研究費　

●平成 27-	日本医療研究開発機構	（AMED）	研究費（難治性疾患実用化研究事業）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－（認識番号
15ek0109088h0001）．分担研究費 H27,	5000 千円

●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

●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-	30 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）（H26	33,401,000 円 ,		H27	
16,200,799 円 ,	H28	8,391,699 円）

●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）（H26	
500,000 円	,	H27	480,042 円 ,	H28	100,000 円）

●平成	27	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 27 年度　日本医療研究開発機構委託費　女性の健康の包括的支援実用化研究事業　出産後の糖尿病・メタ

ボリックシンドローム発症のリスク因子同定と予防介入方法に関する研究　研究代表者　平松祐司　分担研究
者，菊池透　分担研究費 300 千円

●平成 27 年度科研費挑戦的萌芽研究「新生児 HIE に対する再生医療的アプローチを探索するための霊長類モデル
作製」（2800 千円）

●平成 27 年度厚生労働省科学科学研究費「小児急性脳症・けいれん重積状態の診療指針の確立」（300 千円）
●平成 27 年度学内グラント「ハイリスク新生児の脳幹機能異常の発達論的解明」（800 千円）
●平成 25 年－平成 27 年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エクセルギー・リズム

環境－新生児集中治療室からの挑戦」研究代表者　小柴満美子，研究分担者　國方徹也　1,900 千円
●平成 27 年－平成 29 年文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｃ「思春期における気管支喘息の寛解あるいは

発作持続に果たす神経原性炎症の役割の解明」研究代表者　徳山研一　3,800 千円
6-3．受賞　　　
　該当なし
6-4．特許，実用新案　
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　　　

第 11 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局，代表世話人：大竹）
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　日　時：2015 年 11 月 26 日（木）18：30	～	20：40
　場　所：大宮パレスホテル（さいたま市）
第 10 回埼玉酵素補充療法研究会（事務局：大竹）
　日　時：2016 年 3 月 17 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：山崎　太郎）
　第 25 回 2015 年		7 月 22 日（当番幹事：徳山　研一）
　第 26 回 2015 年 11 月 25 日（当番幹事：大竹　明），
第76回臨床アレルギー研究会	（会長：徳山研一），2015年11月14日，MSD株式会社本社2階セミナールーム（東京）
埼玉県アレルギー疾患研修会（埼玉県疾病対策課主催）: 子どもたちのアレルギー疾患 - 保育園・幼稚園での対応

について（講師：徳山研一），2015 年 1 月 19 日，さいたま市

7．自己点検・評価　
　教育，診療，研究の業務の中にあって，大竹を含む 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．
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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
難波純英（NAMBA,	Junei）,	大野志保（OHONO,	Shiho）,	町野哲（MACHINO,	Satoshi）, 高林彩子（TAKABAYASHI,	
Ayako）：非常勤医師Ⅱ類 .
緒方　大	（OGATA,	Dai）,	 福田翔子（FUKUDA,	Shoko），横田亜樹子（YOKOTA,	Akiko）, 宮野恭平（MIYANO,	
Kyohei）,		 村山喬之（MURAYAMA,	Takayuki）,	 柳澤寛人（YANAGISAWA,	Hirohito）,	 里村英恵（SATOMURA,	
Hanae）,	外間ゆひ（HOKAMA,	Yuhi）,	竹治真明（TAKEJI,	Masaaki）,	岩田万由子（IWATA,	Mayuko）,	塩味達也（SHIOMI,	
Tatsuya）, 土橋隼人（TSUCHIHASHI,	Hayato），（産休 : 佐藤詩穂里（SATO,	Shihori））:	助教．
根内厚子（NEUCHI,	Atsuko）	:	実験助手 .
藤野典子（FUJINO,	Noriko），島崎京子（SHIMAZAKI,	Kyoko）	:	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 27 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」	13 時限を担当した．5 年生の BSL は各グ
ル－プ 1 週間行った．6 年生の講義数は皮膚科学 7 時限，外科総論 1 時限であった．4 年生の教育全体に関するオ
リエンテーションも 2 時限担当した．また，保健医療学部の講義も，看護学科，健康医療科学科，理学療法学科に
おいて各 2 時限を担当した．
≪卒前教育≫

講義：主にプリントを配布し，スライドを使用して行なわれた．
3 年生＜免疫ユニット＞

1．アレルギー皮膚疾患の病態・治療－中村晃一郎
4 年生　オリエンテーション（4 月・9 月）－倉持　朗	
4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞

1．皮膚の構造と機能	―	中村晃一郎
2．皮膚科診断学・症候学	―	土田哲也
3．全身と皮膚	―	大林寛人
4．物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―	田口理史
5．光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―	田口理史
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6．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹	―	中村晃一郎
7．皮膚真菌症	―	中山佳代子
8．皮膚〈	病理	〉	―	新井栄一
9．紅班症・紫斑症	―	人見勝博
10．色素異常症	―	中村泰大
11．ウイルス性皮膚疾患	―	寺木祐一
12．母斑・母斑症	―	倉持　朗
13．皮膚付属器疾患・肉芽腫症	―	土田哲也
14．性感染症，動物性皮膚疾患	―	鈴木	正
15．角化症	―	須山孝雪
16．薬疹	―	中村晃一郎
17．細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）	―	土田哲也
18．水疱症・膿疱症	―	伊崎誠一
19．皮膚腫瘍	:	間葉系，メラノサイト系	―	山本明史
20．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―	清原祥夫

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．角化症，母斑・母斑症	―	倉持　朗
4．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹	―	土田哲也
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．光線性皮膚疾患，色素異常症，代謝異常，全身と皮膚	―	伊崎誠一

6 年生＜外科総論＞
1．外科総論　熱傷	―	田口理史

6 年生＜必須の症候と疾患＞
1．薬疹	―	中村晃一郎
2．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．
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≪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
　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 6 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診療科横断的検討による科学的根
拠に基づいた診療指針の確立

（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
（6）埼玉医科大学病院若手研究者育成研究費：末端黒子型悪性黒色腫におけるダーモスコピーパターンと分子病理

学的特徴との相関解析
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ダーモスコピー所見では，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，ダーモスコピー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診療科横断的検討による科学的根拠に基づいた診療指針の確立
　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
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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）ダーモスコピーは本来色素病変に対して診察価値が高いとされるが，ダーモスコピー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
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　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
　緒方　大：日本皮膚外科学会評議員，日本皮膚悪性腫瘍学評議員，
　　　　　　JCOG 皮膚腫瘍グループ　グループ代表委員，
　　　　　　医療品医薬機器総合機構	（PMDA）専門委員，
　　　　　　公益社団法人日本皮膚科学会悪性黒色腫の新薬に関する安全性検討委員会委員，

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書（他，論文 44 編，学会発表 63 回）

① Ogata	D,	Tsuchida	T.	Characteristic	dermoscopic	features	of	verruciform	xanthoma:	Report	of	three	casesVX.	J	
Dermatol.	2015	Nov;42（11）:1103-4.

② Sakaizawa	K,	Ashida	A,	Uchiyama	A,	 Ito	T,	Fujisawa	Y,	Ogata	D	et	al.	Clinical	characteristics	associated	with	
BRAF,	NRAS	and	KIT	mutations	in	Japanese	melanoma	patients.	J	Dermatol	Sci.	2015	Oct;80（1）:33-7.

③ Ogata	D,	Tsuchida	T.	Successful	treatment	of	bilateral	multiple	lymph	node	metastases	in	extramammary	Paget’
s	disease	with	surgery	and	sequential	chemotherapy	of	S-1	and	docetaxel.	J	Dermatol.	2015	Aug	29	（Epub	ahead	
of	print）.

④ Murayama　T,　Nakmaura　K,	Tsuchida	T.	Eosinophilic	pustular	 folliculitis	with	extensive	distribution	 :	
correlation	of	serum	TARC	 levels	and	peripheral	blood	eosinophil	numbers.	 Int	J	Dermatol.	2015	54	（9）,	
1071-4.		

⑤ Murakami	T,	Ogata	D,	Miyano	K,	Tsuchida	T.	An	enlarged	intramuscular	venous	malformation	in	the	femoral	
region	successfully	treated	with	complete	resection.	Int	J	Surg	2016	2183-2186.

⑥ Miyano	K,	Matsushita	S,	Tsuchida	T,	Nakamura	K.	 Inhibitory	effect	of	a	histamine	4	receptor	antagonist	on	
CCL17	and	CCL22	production	by	monocyte-derived	Langerhans	cells	 in	patients	with	atopic	dermatitis.	 J	
Dermatol.	2016	Feb	19.	doi:	10.1111/1346-8138.13294.	（Epub	ahead	of	print）

⑦ Takagi	R,	Kawano	M,	Nakamura	K,	Tsuchida	T,	Matushita	S.	T-cell	response	to	tyrosinase-derived	self-peptides	
in	patients	with	 leukoderma	 induced	by	rhododenol:	 Implications	 for	 immunotherapy	targeting	melanoma.	
Dermatology	2016	232（1）,	44-49.

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診療科横断的検討による科学的根拠に基づいた診療指針

の確立：研究分担者　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：研究分担者　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：研究分担者　倉持　朗
（6）埼玉医科大学病院若手研究者育成研究費：末端黒子型悪性黒色腫におけるダーモスコピーパターンと分子病

理学的特徴との相関解析：緒方　大
6-3．受賞　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　「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



皮膚科

396

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：過活動膀胱：排尿障害：博士
坂本博史（SAKAMOTO,	Hirofumi）	 助教：泌尿器科全般
花島文成	（HANASHIMA,	Fuminari）	 助教：泌尿器科全般
寺西　悠　	（TERANISHI,	You）	 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
　臨床に役立つよう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：腎腫瘍：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

B：過活動膀胱	
　過活動膀胱患者に対する薬物療法
C：排尿機能
　排尿障害患者に対する尿流動態検査，尿閉患者の実態

3-3．研究内容と達成度
A：腎腫瘍：TSC-AML 患者 10 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
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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．
B：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．

C：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．また，尿
閉患者のおける実態調査を行っており，慢性尿閉と急性尿閉にわけて retropective	study をおこなっている．

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 1 編，和文 2 編，計 3 編
論文数：欧文 0 編，和文 0 編，計 0 編
学会発表数：国際 3，国内 15，計 18 回
著書

①矢澤聡，中島洋介 .	腎損傷．スキーで転倒した後肉眼的血尿がみられた患者．臨床泌尿器科 69（4）:268-270，
2015	医学書院

②朝倉博孝：切迫性尿失禁の治療とケア　泌尿器科ケア　20（7）:79-85,2015
③ Hanashima	F,	Yanaihara	H,	Hayashi	T,Kaguyama	H,	Teranichi	Y,	 Sakamoto	H,	Nakahira	Y,	Asakura	H.	

Laparoscopic	non-clamping	tumor	enucleation	of	renal	hilum	schwannma	in	a	single	kidney:	A	case	report.	Urol	
Case	Re	3（6）:211-214,	2015

学会発表
海外

① Hayashi	T,et,al:Suprapubic	cystostomy	in	elderly	patients	with	urinary	 	retention.	The	10th	PPCS.	Sapporo	
Japan.	Septem	2015		

② Hayashi	T,	et.al:The	retrospective	analysis	of	urinary	retention	in	women.	ICS2015,	Montreal.	Canada.	Oct	2015
③ Yamanishi	T,	Asakura	H,	 et.al:dutastride	 in	 combination	with	 imidafenacin	versus	dutastride	alone	 for	

management	of	benign	prostatic	enlargement	with	overactive	bladder:	a	multicenter	randomized	controlled	trial.	
EAU	2016,	March	2016
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国内
①第 103 回	日本泌尿器科学会総会

ADL 不良症例に対する PCNL
中平洋子他

②第 103 回	日本泌尿器科学会総会
当院における閉塞性腎盂腎炎の検討
林泰樹他

③第 103 回	日本泌尿器科学会総会
敗血症を来しうる泌尿器科感染症について
矢澤聡他

④第 103 回	日本泌尿器科学会総会
結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの使用経験
坂本博史他

⑤第 103 回	日本泌尿器科学会総会
腎茎部を露出せず正常血圧下で行う腹腔鏡下腎部分切除術の実際
矢内原仁他

⑥第 103 回	日本泌尿器科学会総会
通常径の腎瘻で行った single	tract および multi-tract	PCNL の比較検討
花島文成他

⑦第 28 回日本老年泌尿器科学会
高齢者尿閉患者のおける膀胱瘻造設患者の実際
林泰樹他

⑧第 70 回日本泌尿器科学会埼玉地方会
両側停留精巣に発生した精巣捻転の一例
林泰樹他

⑨第 17 回埼玉県老年泌尿器科研究会
恥骨上膀胱瘻患者の実際
林泰樹他

⑩第 19 回女性骨盤底医学会
女性尿閉患者の臨床像
林泰樹他

⑪第 80 回日本泌尿器科学会東部総会
埼玉県北部・西部地区における多施設共同前立腺癌登録からみた PSA 検診の意義
城武卓他

⑫第 22 回日本排尿機能学会
尿閉患者の臨床像
林泰樹他

⑬第 80 回日本泌尿器科学会東部総会
挙児希望のある腎血管筋脂肪腫の症例に対する治療経験
香久山裕史他

⑭第 80 回日本泌尿器科学会東部総会
膀胱瘤患者の臨床像
林泰樹他

⑮第 71 回日本泌尿器科学会埼玉地方会
陰嚢に発生した非ホジキンリンパ腫の一例
寺西悠他

6-2．獲得研究費
　特になし
6-3．受賞
　特になし
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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
　なし

7．自己点検・評価
　教育においては目標レベルに達していると思われる．次年度は，講義担当者の適正配置と，BSL 実習における教育
システムの改善により，より高い成果を上げられるように努力する必要がある．より多くの医学生が泌尿器科への興
味を高めるよう，熱意をもって泌尿器科学の魅力を学生に教育していきたい．
　研究において，限られた泌尿器科スタッフ数に比して臨床業務が多く，研究を追求する時間が不足しがちである．
次年度も努力が必要である．
　臨床において，外来，入院における患者数，手術症例数ともほぼ目標を達成できたものと考えている．西埼玉地区
地域医療への貢献を今後も継続する．次年度は，低侵襲手術の導入や新しい治療法にも積極的に取り組むことが必要
である．
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1．20）眼科

1．構成員
板谷正紀（HANGAI,	Masanori）：教授：教育主任：研究主任：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
堀江公仁子	（HORIE,	Kuniko）：准教授：ゲノム医学研究センター：博士
加藤直子（KATO,	Naoko）：准教授：診療部長代行	:	代表指導教員（大学院）：前眼部疾患，角膜疾患，屈折矯正
木村　至（ITARU,	Kimura）：准教授：診療部長代行補佐	:	病棟医長	:	緑内障，眼循環，遺伝子解析
樺澤　昌（KABASAWA,	Sho）：講師：網膜疾患
庄司拓平（SHOUJI,	Takuhei）：講師：外来医長：研修担当医長	:	緑内障，網膜硝子体疾患：博士
渋谷雅之（SHIBUYA,	Masayuki）：助教：網膜硝子体疾患
勝本武志（KAMOTO,	Takasi）：助教：網膜硝子体疾患，斜視弱視
石川　聖（SHO,	Isikawa）：助教：涙道，涙液，ドライアイ，前眼部疾患
秋山　淳（AKIYAMA,	Tadashi）：助教：緑内障，斜視弱視
榮木　悠（SAKAKI,	Yuu）：助教
佐々木貴優（TAKANORI,	Sasaki）：助教
吉川祐司（YUJI,	Yosikawa）：助教
花房　彩（AYA,	Hanabusa）：助教
村山耕一郎	（MURAYAMA,	Kouichirou）：客員教授：電気生理学，緑内障：博士
小島孚允（TAKAYOSI,	Kozima）：客員教授：眼腫瘍
石川　弘（Hirosi,	Isikawa）：客員教授：神経眼科
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
奥田晴美（OKUDA,Harumi）：非常勤医師：博士
山田教弘（YAMADA,	Norihiro）	：非常勤講師：網膜硝子体疾患，角膜疾患，遺伝子疾患
土橋尊志（TSUCHIHASHI,	Takashi）：非常勤講師：網膜疾患，遺伝子治療（基礎研究）：博士
今井大介（IMAI,	Daisuke）：非常勤講師：網膜硝子体疾患：博士
上山数弘（UEYAMA,	Kazuhiro）：非常勤講師：斜視弱視
眞鍋洋一（MANABE,	Youiti）	:	非常勤講師：屈折矯正，白内障
福本光樹（FUKUMOTO,	Teruki）	:	非常勤医師：特殊コンタクトレンズ	
林　孝彦（HAYASHI,	Takahiko）	：非常勤講師：角膜移植	
袖山丈男（SODEYAMA,	Takeo）	:	非常勤医師：眼科一般	

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．また白内障手術の体験として豚眼を
使用した実習を行った．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）
板谷	 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）　
樺澤	 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　房水流出路と緑内障（1），房水流出路と緑内障（2）
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
眞鍋	 水晶体と白内障（1），水晶体と白内障（2）

（5 年生）
眼科臨床実習

午前 午後
月 Orientation

手術患振り分け，Report 説明
細隙灯検査，眼底検査
9:30 ～本館 9F カンファレンスルーム・樺澤

蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
13:30 ～本部棟 6F 医局・野寄

火 緑内障（クルズス）
9:30 ～　本部棟 6F 医局・奥田

13：00 ～手術見学・白内障助手，
担当患者診察・ムンテラ
本館 9 階アイセンター手術室・診察室（各担当）

水 診断学・担当患者・疾患の説明 9:30 ～
本部棟 6F 医局大木，加藤

13:00 ～担当患者の疾患について
自習（レポート準備）

屈折・視野検査説明
本館 2F 外来・新藤

木 手術見学・助手（実習）
8:45 ～本館 9F アイセンター手術室・
各担当医師の指導を受ける

14:00 ～　ウェットラボ　第二研究室	（集合場所：本部棟 6
階眼科医局）　樺澤　各担当医

金 総回診見学
9:30 ～本館 9F 病棟・木村

試問・総括
13：00 ～本部棟 6F 医局・木村，

（6 年生）
板谷，木村，加藤，樺澤，魵澤ら　　　
・眼の構造と機能・生理，眼底疾患
・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）】
・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
・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
　以前に増して講義内容より，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，その重要性と眼科疾患の理
解が全身疾患の窓口になるように説明した．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
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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ため，昨年は中断していた豚眼を用いた白内
障手術実習を再開し学生に好評だった．

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）長波長広帯域光源を用いた光干渉断層計（OCT）の臨床応用と緑内障構造変化の解明：研究者代表　庄司　拓平
　科学研究費助成事業	若手研究（B）

（2）光干渉断層計（OCT）アンギオグラフィーによる網膜微小循環障害の研究基盤形成：研究者代表　板谷　正紀，
庄司　拓平　

　科学研究費助成事業　基盤研究（C）（一般）
3-3．研究内容と達成度
（1）非線形ファイバーを用いた広帯域白色レーザー生成および波長 1000 ～ 1200nm の光源を用いた長波長広帯

域 OCT の開発を目標とした．達成度：おおむね順調に進展し今後は開発した光源を用いた眼科領域への臨床応
用を目指す．課題としては光源および光学系の調節により安定した出力を確保することである．

（2）網膜毛細血管網 4 層を OCT アンギオグラフィーで分離観察する方法を確立し，各眼科疾患病態解明すること
ができた．とくに緑内障性視神経障害における網膜微小循環障害を証明できたことは，病態の鍵となる知見の発
見へ発展できるといえる．達成度：おおむね順調に進展している．

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（板谷正紀）
5-2．学術誌・編集委員・査読委員の有無
　PLoS	ONE	Editor（庄司　拓平）
　Japanese	journal	of	Ophthalmology（加藤　直子）（木村　至）（庄司　拓平）
　日本眼科手術学会（板谷　正紀）
　Ophtalmology（庄司　拓平）
　Acta		ophtalmologica	scandinavica（庄司　拓平）
　Ophthalmologica（庄司　拓平）
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．主な論文・学会発表

第 119 回　日本眼科学会総会
①光干渉断層計アンギオグラフィーによる網膜毛細血管網 4 層分離描出法の確立：板谷
②円錐角膜に対する角膜クロスリンキング後の角膜高次不正乱視成分の変化：加藤
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③強度近視眼の緑内障における視野感度変化量と脈絡膜厚，屈折の検討：木村
④ Preperimetric	glaucoma，篩状板の構造変化　Structural	change	of	lamina	cribrosa	in	preperimetric	glancoma：

庄司
⑤光干渉断層計アンギオグラフィーによる視神経乳頭および傍乳頭の毛細血管網の可視化：勝本
第 26 回　日本緑内障学会
⑥深部強調画像法光干渉断層計アンギオグラフィーによる篩状板毛細血管網描出（パイロットスタディー）：花房
⑦光干渉断層計アンギオグラフィーを用いた緑内障の篩状板毛細血管網構築の観察（パイロットスタディー）：吉

川
第 32 回　日本角膜移植学会
⑧スクリーニング時におけるストリップメニスコメトリーと DEQS の有用性：石川
⑨手指消毒用ウェットティッシュ頻回使用で輪部機能不全を生じた薬剤性角膜障害の 1 例：榮木
⑩下眼瞼内皮手術を契機に発症し眼類天疱瘡に類似した慢性結膜炎：佐々木

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
「長波長広帯域光源を用いた光干渉断層計の臨床応用と緑内障構造変化の解明」	
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）

埼玉医科大学病院　若手研究者育成研究費
「緑内障と高度近視における眼内構造変化の可視化と発症機序の解明」
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）

科学研究費助成事業　基盤研究（C）（一般）
「光干渉断層計アンギオグラフィーによる網膜微小循環障害の研究基盤形成」
構成員：板谷　正紀，庄司　拓平，吉川　祐司，花房　彩

科学研究費助成事業　挑戦的萌芽研究
「プロスタサイクリン受容体異常性緑内障の病態解明と新規治療法の開発」
構成員：木村　至

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
　埼玉眼科講習会開催 2015 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，網膜疾患の専門性が色濃かった
が，角膜専門の加藤直子准教授，眼腫瘍専門の小島孚允非常勤教授，神経眼科専門の石川　弘非常勤教授，涙道専門
の石川聖助教などの新たな戦力に伴い，幅広い眼科疾患に対応ができるようになった．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，
たくさんの学会での発表や原著での研究成果の結果報告ができた．また近隣の先輩方と協力をし，在校生だけではな
く，他大学の学生，前期，後期研修医を対象とした若葉の会と称した医局説明会，Wet　Labo を年に数回行い，よ
り綿密に将来の眼科希望者に接点をもつ機会がもつことができた．今年度は世代交代の時期であり，数名の退職者が
ある一方，若い医師，専門性のある医師の入局があった年度であった．来季はより従来の伝統を守りつつより習熟し
た医局を目指したい．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．21）（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）

1．構成員
池園哲郎（IKEZONO,	Tetsuo）：教授：教育員：診療科長：副教育主任：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
加瀬康弘（KASE,	Yasuhiro）：教授：教育員：研究主任：副診療科長：指導教員（大学院）：頭頸部外科学，鼻腔生理学，
　　　　　　　　　　　　			鼻副鼻腔手術：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
和田伊佐雄（WADA,	Isao）：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：杉崎一樹（SUGIZAKI,	Kazuki）：	一般耳鼻咽喉科：博士，中島正己（NAKAJIMA,	Masami）：一般耳鼻
咽喉科：博士，久保田修（KUBOTA,	Osamu）：一般耳鼻咽喉科：博士，仲田拡人（NAKADA,	Hiroto）：一般耳鼻咽
喉科：博士 , 小渕千恵（OBUCHI,	Chie）：言語聴覚士：博士 ,	畠山未来（HATAKEYAMA,Miki）：臨床遺伝カウンセラー ,	
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，畑邦彦（HATA,	Kunihiko	），
飛田正（HIDA,	Tadashi）一般耳鼻咽喉科：博士
非常勤医員：吉川沙耶花（kIKKAWA,	Sayaka）：博士，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
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
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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
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
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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

Editorial	Board:	The	Open	Otorhinolaryngology	Journal
日本めまい平衡医学会理事・査読委員・評議員
日本耳科学会評議員・査読委員
日本聴覚医学会評議員
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本耳科学会誌，日本めまい平衡医学会雑誌，ANL	（Auris	Nasus	Larynx）

（以上，池園哲郎）
　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）
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（以上，加瀬康弘）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
■市民公開講座			患者向け説明会などを積極的に行った．

1．上條篤　アレルギーを治すには？（アレルゲン免疫療法）
第 64 回日本アレルギー学会学術大会・市民公開講座（東京都港区）2015/5/28	

2．池園哲郎　坂本圭　補聴器と人工内耳
千葉市中途失聴・難聴者協会　聞こえに関する講演会　市民公開講座（千葉県千葉市）2015/7/26

3．池園哲郎　松田帆　坂本圭　あなたや家族が難聴になったとき
埼玉医科大学病院　川越市民公開講座　2015/7/19

4．加瀬康弘　微生物学的検査等（インフルエンザ等）における検体採取に必要な知識・技能・態度
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会（東京都文京区）2015/10/11

5．池園哲郎　坂本圭　聞こえの改善　補聴器と人工内耳の話
千葉県中途失聴・難聴者協会　聞こえに関する講演会　市民公開講座（千葉県船橋市）2015/11/29

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文

【英文】
① Kondo	M,	Kiyomizu	K,	Goto	F,	Kitahara	T,	 Imai	T,	Hashimoto	M,	Shimogori	H,	 Ikezono	T	et	al.	Analysis	of	

vestibular-balance	symptoms	according	to	symptom	duration:	dimensionality	of	the	Vertigo	Symptom	Scale-short	
form.	Health	Qual	Life	Outcomes.	2015,	13:4.

② Masuyama	K,	Goto	M,	Takeno	S,	Ohta	N,	Okano	M,	Kamijo	A,	et	al.
Guding	principles	of	sublingual	immunotherapy	for	allergic	rhinitis	in	Japanese	patients.
Auris	Nasus	Larynx43（1）P1-9:	2015

③ Arnaud	Deveze,	Han	Matsuda,	Maya	Elziere,	Tetsuo	Ikezono*.
The	Diagnosis	and	Treatment	for	Perilymphatic	Fistula.	Hearing	Rehabilitation.	（N.	Donnelly	,	S.K.W.	Lloyd	ed.）	
Advances	in	Oto-Rhino-Laryngology	（Basel,	Switzerland）	2016	in	press	

④ Genetic	testing	for	hearing	loss,	the	Saitama	Medical	University	Experience.	Miki	Hatakeyama,	Han	Matsuda,	
Kei	Sakamoto,	Susumu	Shindo	,	Kazuki	Sugizaki,	 ,	Mikiko	Kaneko,	Osamu	Shibasaki,	Akinori	Ito,	Yasuhiro	Kase,	
Shin-ya	Nishio,	Shin-ichi	Usami,	Tetsuo	Ikezono*	Advances	in	Molecular	Genetics	and	the	Molecular	Biology	of	
Deafness,	accepted.

学会発表
【国際】

⑤（Round	Table	discussion）
Tetsuo	IKEZONO,	Han	MATSUDA,	Tomohiro	MATSUMURA,	Shiho	SAITOH.	PERILYMPHATIC	FISTULA,	Perilymph	
Fistula:	Fifty	Years	of	Controversy.	Moderator/Speaker
30th	Politzer	society	meeting	1st	world	congress	of	otology（新潟県新潟市）2015/6/30-7/3

⑥（Symposium）
Tetsuo	Ikezono,	Proposal	for	Meniere’ s	disease	diagnostic	criteria	from	JSER.	Commentaries	on	the	guideline.
7th	International	Symposium	on	Meniere's	Disease	and	Inner	Ear	Disorders.	（Rome,	Italy）	2015/10/17-20

⑦ Matsuda	H,	Matsumura	T,	Saitoh	S,	Kase	Y,	Ikezono	T
Analysis	of	250	PLF	suspected	cases	using	CTP	detection	test.
30th	Politzer	society	meeting	1st	world	congress	of	otology（新潟県新潟市）2015/6/30-7/3

⑧ Takehiko	Komatsu,	Han	Matsuda,	Susumu	Shindo,	Yasuhiro	Kase,	Tetsuo	Ikezono	
Perilymphatic	fistula	due	to	Penetrating	middle	ear	injury.	A	case	report	and	literature	review
30th	Politzer	society	meeting	1st	world	congress	of	otology（新潟県新潟市）2015/6/30-7/3

【国内】
⑨（モーニングセミナー）池園哲郎

Video	Head	Impulse	Test
第 74 回日本めまい平衡医学会総会（岐阜県岐阜市）2015/11/25-27（発表日 11/27）
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⑩（パネルディスカッション）池園哲郎，松田帆，松村智裕
外リンパ瘻確定診断法　CTP 検査の実用化
第 25 回日本耳科学会総会（長崎県長崎市）2015/10/7/10（発表日 10/8）

【総数：論文	31 件，学会発表 38 件，講演 22 件，研究班報告書 6 件】
6-2．獲得研究費

1．平成 28 年度　厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患政策研究事業「難治性聴覚障害に関する調査研究」	
2016 年度　分担研究者

（以上，池園哲郎）
6-3．受賞

新藤　晋　一般社団法人日本めまい平衡医学会　平成 26 年学会賞　
新しい半規管機能検査法　―video	Head	Impulse	Test―　　

6-4．特許・実用新案
（特許取得）

1．【日本】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号：特許第 4172777 号（2008 年 8 月 22 日）
公開番号：特開 2004-85552（2004 年 3 月 18 日）
出願番号：特願 2003-182860（2003 年 6 月 26 日）

2．【外国		中国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号：ZL03815172.3　（2007 年 9 月 5 日）
公告番号：CN100335502-C（2007 年 9 月 5 日）
出願番号：03815172.3		（2003 年 6 月 26 日）

3．【外国		オーストラリア】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　Saitama	Medical	University
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
出願番号：2003243985（2003 年 6 月 26 日）
特許番号：2003243985（2009 年 7 月 3 日）

4．【外国　米国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　Saitama	Medical	University
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）

（特許査定）
　【米国】発明の名称：ANTIBODY	REACTING	WITH	NATIVE	COCHLIN-TOMOPROTEIN	（CTP）	AND	METHOD	FOR	
　　MEASURING	CTP	USING	SAME

　出願人：Saitama	Medical	University
　発明者：IKEZONO,	Tetsuo，SHIKAZE,	Satomi
　特許番号：無し
　公開番号：US2014030742	（A1）	（2014 年 1 月 30 日）
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　出願番号：US	14/008,677（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
　【日本】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：再公表 2012-133898（2014 年 7 月 28 日）
　出願番号：特願 2013-507843（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）

（特許申請中）
【欧州】発明の名称：ANTIBODY	REACTING	WITH	NATIVE	COCHLIN-TOMOPROTEIN	（CTP）	AND	METHOD	FOR	

MEASURING	CTP	USING	SAME
　出願人：Saitama	Medical	University
　発明者：IKEZONO,	Tetsuo，SHIKAZE,	Satomi
　特許番号：無し
　公開番号：EP2692735A1（2014 年 2 月 5 日）
　出願番号：2012-763119（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，2015.6.28，熊谷市
　第 36 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2015.11.6，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
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
井上智恵（INOUE,	Tomoe）：助教（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：修士
水野正浩（MIZUNO,	Masahiro）：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
三島陽人（MISHIMA,	Haruto）：非常勤講師：博士
加藤晴弘（KATO,	Haruhiro）	：非常勤講師：修士
島貫朋子（SHIMANUKI,	Tomoko）	：非常勤医員：修士
杉﨑一樹（SUGIZAKI,	Kazuki）：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 26 日 4 学年 臨床推論 新藤　晋
9 月 15 日 4 学年 臨床推論 新藤　晋
5 月 18 日 4 学年 聴覚検査法（1）中耳・内耳・聴覚伝導路 柴崎　修
5 月 18 日 4 学年 聴覚検査法（2）難聴の診断 柴崎　修
5 月 22 日 4 学年 平衡機能（1）機能検査 伊藤彰紀
5 月 22 日 4 学年 平衡機能（2）めまいの診断 伊藤彰紀
9 月 01 日 6 学年 耳鳴・難聴 伊藤彰紀
11 月 10 日 6 学年 神経耳科学 水野正浩
12 月 22 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

OSCE について：
2 月 20 日 自治医科大学 OSCE 評価者 柴﨑　修
2 月 24 日 埼玉医科大学 OSCE 評価者 柴﨑　修

卒後教育：後期研修医に対する教育が中心となる．特に全科にわたり関連する，めまい症状に対する研修を重点的
に行った．今後も救急対応を含めて研修医教育に力を注ぐ予定である．

大学院教育：現在該当なし
2-3．達成度

卒前教育：講義および BSL においては十分な資料（プリント）も与えるとともに実地を観察させて学生の理解を
深めるよう努力し，十分な成果を得たと考えている．聴力検査，平衡機能検査を体験し，その意義を理解することが
出来た．
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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 3 時間担当した．授業内容について，毎年修正・更新し，出

来るだけ学生の理解を深めるための努力を行った．5 年生の BSL についても，5 年生全員を対象とし，耳鼻咽喉科の
BSL の一環として，月曜日の午後に神経耳科領域を担当し，指導を行った．

卒後教育：神経耳科において，特にめまいの臨床についての研修を希望した，前期および後期研修医について，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，神経耳科部
門を含めた耳鼻咽喉科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）ABR と DPOAE を用いた後迷路性難聴の診断に関する研究，3）VEMP，温度
検査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，4）SR ならびに ENoG 検査による顔面神経麻痺の予後
判定，5）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，6）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，7）vHIT（video	head	impulse	test）の臨床応用などであり，治療面での研究は 1）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施設は二箇所のみであり，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）などに特化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 2,405 名，再来患者数 4,591 名，入院患者数 64 名．外来新来患
者のうち，めまい疾患 1,254 名，聴覚疾患 1,439 名，顔面神経疾患 142 名，その他 23 名であった（重複あり）．入
院患者の内訳はめまい疾患 7 名，聴覚疾患 38 名，顔面神経疾患 21 名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，
重度の顔面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．また，難治性めまいに対
する鼓室 GM 注入療法や，頭位性めまいに対する理学療法においても良好な治療成績であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県公安委員会指定医師（耳鼻咽喉科）（伊藤彰紀）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

医学の歩み誌　編集協力者（水野正浩）
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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）

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・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・著書

①新藤　晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，松田　帆，井上智恵，加瀨康弘，池園哲郎：両側
前庭機能高度低下例の検討 - 温度刺激検査と	vHIT の比較検討から両側前庭機能低下症の診断基準を考える
-Equilibrium	Res	74（6）,	527-533,	2015

②新藤　晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，松田　帆，井上智恵，沼倉　茜，加瀨康弘，池園哲郎：
video	Head	Impulse	Test	と温度刺激検査の相互評価．Equilibrium	Res	74（6）,	541-551,	2015

③ Mizuno	M,	Shibasaki	O,	Shindo	S,	Ito	A,	Kase	Y:Unidirectional	abnormal	eye	movement	without	gaze	nystagmus	
-Report	of	a	case-.Auris	Nasus	Larynx	43:	3;	336-339,2016

④柴崎　修，伊藤彰紀：特集・突発性難聴 update- 突発性難聴の診断基準と鑑別診断 .	MB	ENT	183:1-7,2015
⑤新藤　晋：video	Head	Impulse	Test.Equilibrium	Res	74（2）:	94-97,	2015
⑥伊藤彰紀：告別講演　めまいの検査・診断・治療	-	Up	Date	-．第 80 回釧路市耳鼻咽喉科招待講演会，2015,	

10,	30，釧路
⑦伊藤彰紀，柴崎　修，新藤　晋，杉崎一樹，三島陽人，水野正浩：最近 3 年間に経験した聴神経腫瘍 31 例につ

いて．第 35 回東京埼玉神経耳科研究会，2016,1,23，東京
⑧新藤　晋，杉崎一樹，井上智恵，関根達郎，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，池園哲郎：vHIT を用いた垂直半

規管機能検査における留意点とその対応．第 25 回日本耳科学会総会，2015,	7,	7-10，長崎市
⑨井上智恵，新藤　晋，杉崎一樹，沼倉　茜，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，池園哲郎：CTP 陽性症例のめまい症状．

第 74 回めまい平衡医学会，2015，11，25-27，岐阜
⑩新藤　晋：学会賞受賞講演：新しい半規管機能検査法 -video	Head	Impulse	Test-．第 74 回めまい平衡医学会，

2015，11，25-27，岐阜
【総数：論文	3	件，学会発表	11	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

第 32 回日本めまい平衡医学会医師講習会，2015,7,9-11，さいたま市（会長）
第 35 回東京埼玉神経耳科研究会，2016,1,23，東京（主催）

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：診療部長：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：診療部長：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
岡垣竜吾（OKAGAKI,	Ryugo）：教授：診療副部長：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
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
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
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：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：指導教員（大学院）：女性医学：遺伝医学：生殖内分泌学：不妊症治療学：博士
田丸俊輔（TAMARU,	Shunsuke）: 助教：教育員・病棟医長・研究員
宮﨑加寿子（MIYAZAKI,	Kazuko）：助教：教育員・専門医員・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
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
秋山絵里子（AKIYAMA,	Eriko）: 助教：教育員・医員・研究員
霞澤　匠（KASUMIZAWA,	Takumi）: 助教：教育員・医員・研究員
風間朝子（KAZAMA,	Asako）: 助教：教育員・医員・研究員
松田尚子（MATSUDA,	Naoko）: 助教：教育員・医員・研究員
田谷順子（TAYA,	Junko）：助教：修士
林るつ子（HAYASHI,	Rutsuko）: 客員講師：博士
水野由美（MIZUNO,	Yumi）: 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
三木明徳（MIKI,	Akinori）：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
湊口美紀（MINATOGUCHI,	Miki）：非常勤医員
水上順智（MIZUGAMI,	Yoshinori）：非常勤医員
シャミマスルタナ（SHAMIMA,	Sultana）：大学院 3 年生
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2．教育
2-1．目的 ･ 目標
「卒前教育」生殖医学 , 周産期医学 , 婦人科腫瘍学 , 女性骨盤底医学から構成される産科婦人科学は , 生物学・生理

学としての「生殖のしくみの解明」から癌 , 不妊症など高度な集学的治療を要する「疾患治療医学」に至る幅広い守
備範囲を持つ . 卒前教育では , これら広範な学問的基盤に基づき , 学生の興味と関心を引く多彩な基礎的および臨床
的な知識と技術を紹介教授するとともに , 臨床現場における実務体験と経験により , 創造力溢れる人間性と国際性の
豊かな医師を養成することを目標とする .
「卒後教育」研修医・専門医教育では , 産科婦人科学の特性を活かし , 産婦人科専門医資格取得に十分な臨床的経験

と知識を積むとともに , サブスペシャリティ資格取得を見据えて , 分野を超えた最先端の知識と技術を幅広く習得し
た研究マインドに溢れる医師を養成することを目標とする .
「大学院教育」大学院教育では , 研究テーマを徹底的に解明するための方法論と技術論を取得し , 自ら研究計画を立

案することができる自主独立の研究者を養成するために , 部門・分野を超えた学際的交流と支援を進め , 臨床マイン
ドに溢れる産婦人科研究者を養成することを目標とする .
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」医学部 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 ,Warwick 大学 Prof	Brosens との共同研究）
b）母体血中胎児 DNA による出生前診断に関する研究（木村 , 難波 , 埼玉医大輸血・細胞治療部との共同研究）
c）子宮脱・排尿障害における超音波診断の検討（西林 , 永田 , 埼玉医大泌尿器科との共同研究）
d）新生殖技術の実用化に伴う親子・家族・婚姻関係の再編に関する国際比較（石原 , 多施設研究者による科研費

海外学術調査）
e）生殖腺・配偶子保存を中心とした悪性腫瘍患者の妊孕性温存（岡垣 , 埼玉医大総合医療センター産婦人科との

共同研究）
f）産科大量出血に対する凝固障害の治療（板倉 , 多施設研究者による厚生労働研究）
g）妊婦における家庭血圧基準値設定のための多施設共同研究 , ハイリスク妊婦における過程血圧測定を用いた妊

娠高血圧症候群の早期発見のための多施設共同研究（三木 , 多施設研究者による共同研究）
h）母子手帳に記載された情報を用いた妊娠高血圧症候群発症に影響を与える遺伝 , 胎内環境および生育環境の検

討（宮﨑 , 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）　
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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）フェロー諸島，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
不妊治療費助成事業実施医療機関指定調査会副会長 ,Board	Member,　International	Committee	for	Monitoring	ART,	
WHO,Member,	the	Reproductive	Medicine	Working	Group,	TAG	on	GURM	to	the	ICD11.	DRHR,	WHO：以上石原
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
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編集委員	
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員長：以上亀井
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員：以上梶原

査読委員
Human	Reproduction,	Lancet,	Endocrine	Journal,	 Journal	of	Obstetrics,	Gynecology	&	Research,	Am	J	Obstet	
Gynecol,	Reproductive	Biomedicine	Online：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	, 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 , 日本医事法
学会理事，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

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,	Adamson	GD,	Dyer	S,	de	Mouzon	J,	Nygren	KG,	Sullivan	EA,	Zegers-Hochschild	F,	Mansour	R:	
International	Committee	 for	Monitoring	Assisted	Reproductive	Technologies:	World	Report	on	Assisted	
Reproductive	Technologies	2007.	Fertil	Steril	2015	103（2）:402-13

② Sato	K,	Kajihara	T,	Miki	A,	Hirabayashi	E,	Shintani	D,	Niitsu	M,	Ishihara	O,	Itakura	A.:Differential	diagnosis	of	
pelvic	cystic	 lesions	caused	by	hemorrhage	from	inflammatory	abscess	using	CT	attenuation	 in	women	with	
acute	abdomen.
Nagoya	J	Med	Sci.	77（4）:	563-9,	2015

③ 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.	41（6）:	870-5,	2015

④瀬戸さち恵，梶原　健，前田恵理，石原　理
本邦女子大学生の「医学的理由でない卵子凍結・保存」に関する意識調査研究
産婦人科の実際	64（12）:	1941-8,	2015

⑤秋山絵里子，難波　聡，新澤　麗，仲神宏子，木村真智子，三木明徳，石原　理，亀井良政
NIPT を希望して当院を受診した 333 例の検討
埼玉県医学会雑誌 50（1）:	284-8,	2015

⑥亀井良政
妊娠 12 から 21 週まで　検査の実施法	胎児の形態評価（1）
臨床婦人科産科	69（4）:	92-100,	2015

⑦木村真智子，梶原　健，田谷順子，岡垣竜吾，石原　理
多胎妊娠になるような不妊治療するべからず
周産期医学	45（増刊）:	15-7,	2015

⑧岡垣竜吾，永田一郎，佐藤加寿子，仲神宏子，新澤　麗，石原　理
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エ・アロール～中高年からの性を謳歌する
第 35 回日本性科学会学術集会シンポジウム（さいたま）　2015.10.11

⑨梶原　健，瀬戸さち恵，石原　理
本邦における「医学的理由でない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究
第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）　2015.4.9-12

⑩鷹野夏子，三木明徳，仲神宏子，佐藤加寿子，鈴木元晴，難波　聡，梶原　健，岡垣竜吾，亀井良政，石原　理
母体搬送切迫早産症例における tocolysis 中止後の分娩転帰に関する後方視的研究
第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会（横浜）　2015.4.9-12

（平成 27 年 1 月～ 12 月の件数）
【総数：論文・著書 39 件 , 学会発表 67 件 , 講演 39 件】

6-2．獲得研究費
平成 27 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 27 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）

研究代表者　埼玉医科大学講師　鈴木元晴
平成 27 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））
マイクロ RNA による胎盤内鉄代謝の制御機構に関する研究（平成 27-29 年度）

研究者　埼玉医科大学助教　田丸俊輔
平成 27 年度文部科学省科学研究費補助金（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（平成 26-28 年度）

研究者　埼玉医科大学客員講師　水野由美
住友財団 2015 年度基礎科学研究助成
着床と妊娠維持機構に関わる脂質代謝機能のヒト脱落膜化子宮内膜細胞を用いた解析

研究者　埼玉医科大学客員講師　水野由美
平成 27 年度埼玉医科大学若手研究者育成研究費
着床時に必要なヒト受精卵由来セリンプロテアーゼの探索と機能解析

研究代表者　埼玉医科大学客員講師　水野由美
研究分担者　埼玉医科大学准教授　梶原　健，埼玉医科大学助教　田谷順子

6-3．受賞
霞澤　匠

第 129 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会　優秀演題賞　2015.6.21
風間朝子

第 130 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会　若手ポスター優秀演題賞　2015.10.24
6-4．特許 , 実用新案

該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績

第 18 回ゆずの木周産期病診連携セミナー　2015.7.6　グランドホテル WIN
テーマ「分娩をめぐる諸問題を考える」

代表世話人　亀井良政
さんしゅう会　2015.9.15　二葉楼
第 16 回日本性科学連合性科学セミナー　テーマ「常識化している性の非常識」
第 35 回日本性科学学会学術集会　テーマ「性のディスクールを超えて」
2015.10.10-11　埼玉県県民健康センター

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 .



419

産科・婦人科

研究は内外各機関 , 教室との共同研究を継続し , 研究成果は順調に公刊されつつある . 研究の目標を達成し , 臨床教
室としてその研究の質と効率を維持するために , 現在の方針を次年度も堅持する予定である .
「大学院」大学院入学者が新たなコラボレーションのもとに新規研究を開始し , 今後の成果が期待される .
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1．23）歯科・口腔外科

1．構成員
依田哲也（YODA	,	Tetsuya）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）：顎関
　　　　　　　　　　　　　		節疾患：博士
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
佐野良恵（SANO,	Yoshie）：助教
北村智久（KITAMURA,	Tomohisa）：助教
林　直樹（HAYASHI,	Naoki）：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），嶋村由美子（SHIMAMURA,	Yumiko）

［非常勤医員］栗橋建夫（KURIHASHI,	Tateo），田口茂和（TAGUCHI,	Shigekazu），古株彰一郎（KOKABU,	
Syoichiro）	，榎木祐一郎（ENOKI,	Yuichiro），大久保正彦（OKUBO	,	Masahiko）

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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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　2015 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 2015 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　2015 年 11 月

卒後教育
・佐藤毅　歯科口腔外科疾患　研修医ランチョンセミナー　平成 27 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
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2-3．達成度
卒前教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．
卒後教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．
大学院教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ち将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授業
を工夫する．
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 40％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
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領域の特化について継続的に努力していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　依田哲也：埼玉地方裁判所専門委員（非常勤国家公務員），外保連処置委員会委員，社会保険委員会副委員長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

依田哲也：口腔病学会評議員，日本顎関節学会評議員，日本口腔外科学会評議員，日本顎関節外傷学会評議員，
日本口腔粘膜学会評議員，日本顎顔面インプラント学会評議員，国際口腔外科学会雑誌専門査読委員（Int.Ass.
OMS）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・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　2015 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　

2015 年 10 月
・福島洋介　ドライマウス診断と他科との連携について　キッセイ薬品株式会社社内講演会　2015 年 6 月

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内）

① Possible	neuroimmunomodulation	therapy	in	T-cell-mediated	oral	diseases.	
② Limited	mouth	opening	of	unknown	cause	cured	by	diagnostic	coronoidectomy:	a	new	clinical	entity?
③ Low-grade	cribriform	cystadenocarcinoma	of	the	palatal	gland:	A	case	report
④ Usability	of	 surgical	 treatment	 in	cases	of	bisphosphonate	 related	osteonecrosis	of	 the	 jaw	stage	2	with	

sequestrum.
⑤ Adrenocorticotropic	 hormone	 at	 pathophysiological	 concentration	modulates	 the	 proliferation	 and	

differentiation	of	bone	cells	
⑥ A	case	of	extraskeletal	chondroma	of	the	temporomandibular	joint	capsule
⑦ Muscle	regulatory	factors	regulate	T1R3	taste	receptor	expression
⑧ Donepezil	prevents	RANKL-induced	bone	 loss	via	 inhibition	of	osteoclast	differentiation	by	downregulating	

acetylcholinesterase.
⑨ Essential	palatal	myoclonus	managed	by	cognitive	behavioral	therapy:	a	case	report
⑩ Masticatory	muscle	tendon-aponeurosis	hyperplasia:	a	new	clinical	entity	of	limited	mouth	opening

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」

【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

・大久保正彦：優秀ポスター賞
新たな破骨細胞分化抑制因子としての Pax6 の機能解析　第 69 回日本口腔科学会総会　大阪　2015 年 5 月

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
　該当なし

7．自己点検・自己評価
　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．英語論文も 10 編以上作成することができ，本年度は当該分野で権威のある学会での
受賞もあった．また生化学・分子生物学的実験設備の研究基盤が概ね整い，ゲノム医学研究センター，中央研究施設，
国立国際医療センター研究所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科内分泌代謝ネット
ワーク医学講座，東京女子医科大学先端生命医科学研究所，昭和大学歯学部・歯周病学講座との連携も順調に進んだ．
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1．24）リハビリテーション科

1．構成員
　間嶋　満（MAJIMA,	Mitsuru）教授：運営責任者：診療科長，教育主任：指導教員：脳卒中，インスリン抵抗性：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
　倉林　均（KURABAYASHI,	Hitoshi）教授：研究主任：代表指導教員：動脈硬化，血栓症，温泉医学：博士
　前田恭子（MAEDA,	Kyoko）助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：修士
　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
　知念亜紀子（CHINEN,	Akiko）非常勤医師：脳卒中，嚥下リハビリテーション：博士
　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），山本（総合医療センター））．
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）
3-2-5．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）
　研究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 27 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 27 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た．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．日本温泉気候物理医学会総会・学術集会では，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した．研究達成度は 80％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，嚥下圧測定検査の測定機器の開発に取り組み，Asian-Oceanian	
Congress	for	Neurorehabilitation で Best	Award を受賞した．達成度は 90％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 , 日本リハビリテーション医学会，国際リハビリテーション医
学会等で発表していく予定である .
　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，運動療法による動脈硬化抑制効果，そして脳梗塞
再発予防の研究をしていく．
　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．
次年度は，温泉成分の副作用に関する研究（環境省委嘱事業）の座長として調査・解析をしていく．
　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），日本医学会連絡委員（倉
林），Hypertension	Research 査読員（倉林），Dysphagia 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（2015.6，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:	Special	topics	from	Japan.	Thrombotic	and	hematostatic	reactions	to	bathing.	J	Jpn	Soc	Balneol	
Climatol	Phys	Med	78（3）:	177-186,	2015.
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②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	50（1）:	464-467,	2015.

③前田	恭子 ,	間嶋	満 ,	倉林	均 ,	知念	亜紀子：食道入口部の開大不全が嚥下障害の主因であった Wallenberg	
Syndrome の 1 症例　嚥下圧検査からの検討．Japanese	Journal	of	Rehabilitation	Medicine	52（8-9）:	S565,	
2015.

④前田	恭子 ,	菱沼	亜紀子 ,	倉林	均 ,	間嶋	満：橋中心性髄鞘崩壊症による筋緊張更新にボツリヌス治療・バクロ
フェン髄注・手術を施行し歩行を獲得した症例．Japanese	Journal	of	Rehabilitation	Medicine	52（8-9）:	S334,	
2015.

⑤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	52（8-9）:	S262,	2015.

⑥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）:	S145,	2015.

⑦間嶋	満 ,	前田	恭子 ,	倉林	均 ,	菱沼	亜紀子：DPC 制度下での大学病院において，リハビリテーション科が独立し
た病棟を持つことの意義．Japanese	Journal	of	Rehabilitation	Medicine	52（8-9）:	S242,	2015.

⑧鈴木	英二 ,	間嶋	満：立位後方外乱に対する反応のバイコンによる解析．Japanese	Journal	of	Rehabilitation	
Medicine	52（8-9）:	S568,	2015.

⑨菅	絢弓 ,	小出	静香 ,	小泉	亜耶 ,	前田	恭子 ,	間嶋	満：仕事内容に関連した作業を導入し復職に至ったクモ膜下出
血患者の一症例．日本作業療法学会雑誌	49:	1117e,	2015.

⑩倉林	均：温泉の恵み	自然の力	呼吸と運動．日本温泉気候物理医学会雑誌	79（1）:	3,	2016.
【総数：論文 4 件，学会発表 30 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
　Best	Award,	Asian-Oceanian	Congress	for	Neurorehabilitation,	2015　（Akiko	CHINEN）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会開催

1）第 16 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大	2015 年 4 月）を主催．
2）第 2 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	2016 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）：博士
井手康雄（IDE,	Yasuo）：教授：診療副科長：指導教員（大学院）：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：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
星島　宏（HOSHIJIMA,	Hiroshi）：講師：歯学博士
堀越雄太（HORIKOSHI,	Yuta）：シニアレジデント
中村智奈（NAKAMURA,	China）：シニアレジデント
伊藤直樹（ITO,	Naoki）：助教：歯学博士（10 月～）
野木武洋（NOGI,	Takehiro）：シニアレジデント（H28 年 2 月～）
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 1 名 ,　非常勤講師 12 名 ,　非常勤医員 26 名 ,　計 62 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）吸入麻酔法 , 気管挿管 , 麻酔器 , モニタ－・・・岩瀬良範，	（5）局所麻酔薬 ,
硬膜外麻酔 , 脊椎麻酔 , 神経ブロック・・・土井克史 ,（6）重篤な麻酔合併症・・・井手康雄 ,（7）術後疼痛管理と
タ－ミナルケア・・・長坂　浩 ,（8）循環生理と循環作動薬 , 心疾患の麻酔・・・北村　晶（国セ）,（9）呼吸生理
と呼吸器疾患の麻酔・・・磨田　裕（国セ）,（10）痛みの生理と薬理 , ペインクリニック・・・有山　淳（国セ）,（11）
小児麻酔・・・水上　智 ,（12）静脈麻酔法と静脈麻酔薬 , 筋弛緩薬・・・長坂　浩 ,（13）産科麻酔・・・照井克生（総セ）

5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL	5 日間のうち火，水，木曜日は大学病院と国際医療センターに 2 名ずつに
分かれて実習を行った（総合医療センターでは 2 － 3 名を別個に分担）．実習 5 日間の内に各自数例の麻酔症例を担
当し，そのうちの 1 例についてレポートを作成させた．月・・・症例検討会，オリエンテーションと麻酔科学概論，
挿管実習，救急蘇生など（水上 , 土井，岩瀬），（中村）；火・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）；水・・・
症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医），；木・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）；金・・・症例検討会，
ペインクリニック実習（東，伊藤），レポート作成・実習総括（松本，土井）．
6 年生
（1）	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 27 年度，4,478 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 3,318 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 Maeyama	A	,	Prolonged	recovery	time	from	muscle	relaxation	due	to	rocuron	Iumin	patients	with	severechronic	
renal	disease	using	Sugammadex.
European	Society	of	Anaesthesiology2014（スエーデン）2014.5

②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 回麻酔科学セミナ－（沖縄）2014.6.

③ Yoshinori	Iwase，Importing	entie	anesthesia	history	book	to	a	database	software	
Anesthesia	History	Association2015		Annual　Spring　Meeting（ヒュ－ストン）2015.4

④西澤秀哉，	P 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 値と 95％スペクトル端周波数
値に及ぼす性差の影響
日本麻酔科学会第 62 回学術集会（神戸市）2015.5

⑤前山昭彦 ,	デスフルラン麻酔下，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 62 回学術集会（神戸市）2015.5

⑥市原靖子 ,	骨格筋 Type1 線維におけるカルシウム放出機能と悪性高熱症の診断について日本麻酔科学会第 62 回
学術集会（神戸市）2015.5

⑦ Akihiko	MAEYAMA，Prolonged	recovery	time	from	muscle	relaxation	in	patients	with	severe	chronic	kidney	
disease	using	sugammadex	during	desflurane	anaesthesia.
European	Society	of	Anaesthesiology	Euroanaesthesia2015（ESA）（ドイツ）2015.5

⑧東　俊晴，ヒト単球系細胞のミトコンドリア膜電位に対する臨床使用
濃度ブピバカインの影響　日本ペインクリニック学会第 49 回大会（大阪）
2015.7

⑨ Hoshijima	H,	The	effectiveness	of	prophylactic	doses	of	intravenous	nitroglycerin	in	preventing	the	incidence	of	
myocardial	 ischaemia	under	general	anaesthesia;a	systematic	review	and	meta-analysis	Euroanaesthesia	2016	
The	European	Anaesthesiology	Congress

　（ロンドン）2016.4
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）救急科（ER）

1．構成員
芳賀佳之（HAGA,	Yoshiyuki）：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：博士
上條吉人（KAMIJO,	Yoshito）：教授：研究主任：救急医学，中毒学，精神医学：博士
松木盛行（MATSUKI,	Moriyuki）：准教授：：腫瘍外科：博士
中谷宣章（NAKAYA,	Nobuaki）：講師：教育副主任：救急医学
＜非常勤医師＞
花澤朋樹（HANAZAWA,	Tomoki）：内科

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①救急医療は初期臨床研修の必修科目であり，正確な診断・トリアージ，初期治療を行い専門科医師へ診療を引き
継ぐ能力の育成に力を入れる．

②卒前教育への参加．問題作成，講義，入学試験等をできる範囲で担当する．
2-2．教育内容（芳賀，上條，中谷）

① ER にける救急患者の鑑別診断，様々な病態に対する初期治療の修練
②救急医学一般，中毒学を中心としたセミナー，講義．
③外傷の初期診断と縫合・創処置，骨折の治療．

2-3．達成度
①患者数が多く，初期臨床研修には適した環境であるため，研修医教育についてはほぼ満足できる水準にある．
②卒前教育については前年度に比較し前進がみられた．今後教室の人員を増やすことでさらに貢献度を増すことが

可能と考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　On-the-job	training に関しては総ての研修医に一定の修練を積ませることができたと考える．医局内のセミナー，
講義など off-the-job	training はスタッフ医師が増えているが，まだ不十分な水準と言わざるを得ない．
　次年度はさらにスタッフの増員を図り，よりきめの細かい教育，指導を行い，医療技術の伝達を第一に考えてゆき
たい．さらに中毒，災害医療，環境異常（熱中症など）など救急に関連した知識を研修医だけでなく，看護師，薬剤
師を含めた医療スタッフ全体に広めてゆくことに努力する．

3．研究
3-1．目的・目標

①中毒の病態に関する臨床研究
②危険ドラッグなど社会的に問題となる薬物使用に関する全国規模の調査研究
③死亡症例に対するオートプシーイメージング

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①上條吉人：危険ドラッグの使用に関する全国調査．
②上條吉人：中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価．
③芳賀佳之：オートプシーイメージングの実施と結果の解析
④松木盛行：特定看護師の育成

3-3．研究内容と達成度
①危険ドラッグの使用に関する全国調査

厚生労働省の指定する危険ドラッグの社会への浸透とその影響を検証するため全国の医療機関を対象にアンケー
ト調査を施行する．平成 27 年度末現在集計が進行中．28 年度中に解析を行う予定．

②中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価
急性中毒を中心として，薬物の接収，体内への吸収過程，薬物血中濃度の分析，治療法の有効性について検証．
対象となる症例の数は急速に増加している．
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③オートプシーイメージングの実施と結果の解析
死因の特定が困難な ER での外来死亡症例を中心に，オートプシーイメージングとして頭部・体幹の CT を撮影
して死因を特定．剖検が行われない場合の死因検索の代替策としてゆく．単に救急科だけでなく臨床各科におい
てもオートプシーイメージングの重要性が認知されつつあり，院内でのオートプシーイメージング施行率は上昇
している．	

④特定看護師の育成
現在大学病院には特定看護師 2 名が勤務しており，医療現場で医師の補助者として業務を行うことで医療の質
の向上につながることを実証するため，診療業務の中での問題点と発展性について検証中である．

3-4．自己評価と次年度計画
①危険ドラッグに関する全国調査は予定通り順調に進行中で，来年度に結果を公表できる見込み．
②急性中毒の症例が増加し，稀有なケース，社会的に新たな問題を提起するケースなどが散見されるようになって

おり，当初の見込み以上の知見が得られている．次年度には血中濃度測定のためにガスクロマトグラフ質量分析
器を設置し，薬物の血中濃度分析を積極的に行って，薬物の動態解析を進めてゆく．

③院内でのオートプシーイメージングの認知度を高めることに成功していると評価する．次年度以降も施行率を高
めてゆけるようオートプシーイメージングに関する知識を広める努力を続ける．

④ ER を中心とした病院業務において特定看護師が独自のスキルを生かしてゆけるか検討が行われている．この結
果をもとに次年度以降の特定看護師の活動内容を詳細に検討してゆく方針である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
① ER 型救急医療を実践することで軽症～重症の救急患者にできるだけ対応してゆく．医局の人員が増え，救急科

の診療患者数は上昇傾向となり，重症例の受け入れも増えつつある．
②本年度より救急診療一般に加え，中毒の診療に力を入れることとし，これを急患センター ER の特徴として今後

とも業務拡大に努める方針である．次年度にはガスクロマトグラフ質量分析器を設置し，当院だけでなく他の医
療機関とも連携して中毒診療のセンターとなることを目標とする．

③大学病院の災害拠点病院指定に伴う災害医療体制の整備もまだ道半ばであるため，資材の整備，職員の教育，
DMAT の災害への即応体制整備を図る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

①埼玉西部第二メディカルコントロール協議会委員：芳賀佳之
②埼玉ＤＭＡＴ運用協議会委員：芳賀佳之

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日本救急医学会評議員：芳賀佳之，上條吉人
②日本中毒学会理事：上條吉人
③総合病院精神医学会理事：上條吉人
④埼玉県医師会救急医療体制整備委員会委員：芳賀佳之

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文

① Kamijo	Y.,	Takai	M.,	Sakamoto	T.：A	multicenter	retrospective	survey	of	poisoning	after	ingestion	of	herbicides	
containing	glyphosate	potassium	salts	or	other	glyphosate	salts	in	Japan.	Clin.	Toxicol.,	54：147 － 151,	2016．

② Kamijo	Y.,	Takai	M.,	Fujita	Y.,	Sakamoto	T.:	A	multicenter	retrospective	survey	of	poisoning	after	consumption	
of	products	containing	novel	psychoactive	substances	from	2013	to	2014	in	Japan.	Am.	J.	Drug	Alcohol	Abuse,	
23：1-7,	2016．

③上條吉人：危険ドラッグ．日本臨床，74:241-244，2016．
④上條吉人：危険ドラッグ中毒にどう対応するか．内科，116:1241-1244，2016．

学会発表
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⑤上條吉人：危険ドラッグ摂取後に救急搬送された患者に関する多施設共同調査．第 43 回日本救急医学会総会，
2015，東京．（JJAAM，26：351，2015）

⑥上條吉人：危険ドラッグはどうなったのか？振り返り．第 38 回日本中毒学会総会・学術集会，2016，新潟（中
毒研究 29：148-149，2016）

⑦中谷宣章，花澤朋樹，松木盛行，上條吉人，芳賀佳之 :	埼玉県の救急隊における標準化医療コースの浸透度調査．
第 43 回日本救急医学会総会，2015，東京．（JJAAM，26：419，2015）

著書
⑧上條吉人（責任編集）：中毒性疾患　最近の動向，今日の治療指針 2015，医学書院，東京 2015，124 － 126．
⑨上條吉人：救急救命士標準テキスト，改訂第 9 版，へるす出版，東京，2015，910-925．
⑩上條吉人：急性中毒．内科診断学第 3 版，医学書院，東京，2016，823-832．

【総数：論文	21	件，学会発表	9	件，著書 10 件，講演	5	件，その他（テレビ出演）3 件】
6-2．獲得研究費

①一般医療機関における危険ドラッグ関連障害患者の病態と対応に関する研究：国立研究開発法人日本医療研究開
発機構

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

①埼玉医科大学 ICLS コース
②埼玉医科大学 BLS コース（隔週開催）

7．自己点検・評価
2015 年度は東館 ER の開設を機に救急診療の幅を広げ，今後急患センター ER の特徴としてゆく中毒診療の基礎

を築くことに成功した．論文，学会発表は飛躍的に増加し，今後もそのレベルを維持可能と考える．卒後教育に加え，
卒前教育にも徐々に関与を深め，今後さらに担当分野を広げてゆきたい．

自己評価としては診療の面では標準を上回る貢献，研究では非常に優れた貢献，教育に関しても問題なしと自己評
価する．
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1．27）東洋医学診療科

1．構成員
（専任職員・医師）

三村俊英（MIMURA,	Toshihide）:	教授：運営責任者：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・整形外科疾患・緩和医療：博士
小俣　浩（OMATA,	Hiroshi）：鍼灸師：鍼灸診療，内科・神経内科疾患：博士
菊池友和（KIKUCHI,	Tomokazu）：鍼灸師：鍼灸診療，整形外科・神経内科疾患
小内　愛（KOUCHI,	Ai）：鍼灸師：鍼灸診療，緩和医療・婦人科疾患
津崎正法（TSUZAKI,	Masanori）：鍼灸師：鍼灸診療，内科・整形外科疾患

（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：漢方診療，内科・小児科疾患
佐藤知穂（SATO,	Chiho）：非常勤医師：関越病院形成外科：漢方診療，形成外科疾患　　

（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：鍼灸診療，神経内科疾患
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：
　　　　　　　　　　　　　　　　		鍼灸診療，麻酔科疾患，内科疾患：博士
菊池雅美（KIKUCHI,	Masami）：非常勤鍼灸師：鍼灸診療
菊池　香（KIKUCHI,	Kaori）：非常勤鍼灸師：高倉鍼灸院院長：鍼灸診療：修士
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：鍼灸診療：博士
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）：
　　　　　　　　　　　　　　	鍼灸診療，神経内科疾患
堀部　豪（HORIBE,	Go）：非常勤鍼灸師：鍼灸診療，内科・神経内科疾患：修士
小林信満（KOBAYASDHI,	Nobuyuki）：非常勤鍼灸師：鍼灸診療，整形外科疾患
井畑真太郎（IBATA,	Shintarou）：鍼灸診療，内科・神経内科疾患：修士

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している．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」とも言われていて，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 27 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，これも昨年度までと同様，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．
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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
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．漢方薬の原
料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．
　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 27 年度も順調に行われた．
　また，昨年度に総合診療部や研修管理センターと協力して立ち上げた，ゆずの里漢方研究会を継続し，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，東京有明医療大学等）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，受講前後での東洋医学に対する認識は大きく変わったようであ
り，東洋医学に対する理解はかなり深まっていた．
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．これも昨年度までと同様の目標ではあるが，次年度以降，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
　臨床における漢方や鍼灸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追求していく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①（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

②国立研究開発法人　日本医療研究開発機構（AMED）研究費「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

③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．日本東洋医学会や全日本鍼灸学
会などでのシンポジウムやワークショップで発表を行なった．
3-4．自己評価と次年度計画
　多くの学会・研究会で発表を行い，他施設からの評価も高かった．今後も新たな研究プロジェクトを立ち上げ，臨
床及び基礎研究を推進し，論文作成につながるよう努力していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　全国の医学部，医科大学のさきがけとして，漢方と鍼灸の両面からの治療を行ない，適応と限界を考慮することで，
専門的な治療の実績を上げることが出来た．今後は，より診療の質や安全性を高めた治療を行っていくと伴に，受診
患者数の増加を目指す．さらに，西洋医学的な難治例に対する診療を積極的に推進していきたい．

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，東松山鍼灸師会会長
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
磯部：（社）日本東洋医学会　　編集幹事
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
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

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
　　　（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　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　監事
　　　（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　研究副部長
　　　（公社）全日本鍼灸学会　関東甲信越支部　幹事
　　　（公社）全日本鍼灸学会　関東甲信越支部　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
　　　日本温泉気候物理医学会　学術研究委員
　　　日本頭痛学会　評議員
　　　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
　　　（社）日本東洋医学会　関東甲信越支部埼玉県部会　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
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　　　日本温泉気候物理医学会　評議員
　　　日本温泉気候物理医学会　用語委員会副委員長
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　理事
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会　世話人
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会　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
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　広報委員
　　　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：頭痛に関する一般的事項　頭痛に対する鍼灸治療 . ペインクリニック 36 巻別冊春	P	S99-S108　
2015 年 4 月

②大野修嗣：漢方薬の効果は生体と薬の resonance．（社）日本東洋医学会・専門医制度委員会主催学術講演会（東
京）　2015 年 4 月

③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 ,	三村俊英：薬物乱用頭痛に対する鍼治療の
1 症例 .	第 64 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会（福島）　2015 年 5 月

④小俣浩 ,	山口智 ,	磯部秀之 ,	三村俊英 ,	關正巳 ,	中原英男 ,	池袋賢一 ,	鈴木洋通	:	レストレスレッグス症候群
（Restless　Legs　Syndrome　RLS）患者の自律神経機能 .	埼玉透析医学会会誌 4（1）：107-111　2015 年 6 月

⑤磯部秀之 ,	磯部八郎 ,	小俣　浩 ,	山口　智 ,　大野修嗣：瞑眩と考えられる症状を伴い，蝸牛型メニエール病に苓
桂朮甘湯が奏効した 1 例　第 66（社）回日本東洋医学会学術総会（富山）	2015 年 6 月

⑥小内愛 ,	菊池友和 ,	山口智 ,	小俣浩 ,	津崎正法 ,	磯部秀之：胸腺癌患者の難治性疼痛に対し鍼治療が奏功した一症
例　第 66 回日本東洋医学会学術総会（富山）	2015 年 6 月

⑦堀部豪，山口智，小俣浩，菊池友和，磯部秀之．Bell 麻痺患者に対する鍼治療と背景因子の検討　糖尿病合併例
について．第 80 回日本温泉気候物理医学会総会学術集会（軽井沢）　2015 年 6 月．

⑧ Tomokazu	kikuchi：Effect	of	Acupuncture	Stimulation	on	Cerebral	Blood	Flow	using	Arterial	Spin	Labeling	MRI	
in	Patients	with	Migraine.	Headache	Clinical	&	Science.	6（2）57,	Nov.	2015	

⑨津﨑正法 ,	山口智 ,	小俣浩 ,	菊池友和 ,	小内愛 ,	磯部秀之 :	軽度膝 OA の痛みと運動機能に対する円皮鍼の効果 .	
第 42 回現代医療鍼灸臨床研究会シンポジウム（東京）　2015 年 11 月	

⑩小林信満 ,	山口智 ,	小俣浩 ,	菊池友和 ,	小内愛 ,	津崎正法 ,	磯部秀之 ,	三村俊英 ,	高橋啓介 :	腰部脊柱管狭窄症に対
する鍼治療の 2 症例―鍼治療の適応と限界―	現代鍼灸学 15（1）	:	P39-43　2015 年 11 月

【総数：論文 20 件，学会発表 28 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
（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・第 1 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会共催：平成 27 年 7 月
5 日（日）浦和・さいたま共済会館 5F 会議室

2）第 2 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 27 年 9 月 13 日（日）大宮・大宮ソニックシティビ
ル 9F・906 会議室

3）第 3 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 27 年 11 月 15 日（日）新都心・with	you	埼玉 4F 視
聴覚セミナー室

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（芹澤勝助先生の思い
出を語る会）開催：平成 28 年 1 月 11 日（日）筑波大学東京キャンパス文京校舎 1 階 134 講義室
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5）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催・第 4 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会共催：平成 28 年 2 月
14 日（日）浦和・さいたま共済会館 5F 会議室

6）第 24 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 28 年 2 月 28 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 27 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
等が望まれる．研究については，各科との共同研究を推進し，多くの学会発表を行った．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目指していきたい．診療は，東洋医学的な治療の特色を生かした診療を行い，西
洋医学的には難治性の症例に対しても，患者の QOL の向上に寄与出来ることが少なくなかった．今後は，より診療
の質や安全性を高めた治療を行っていくと伴に，患者数の増加を目標とする．西洋医学的には難治性の症例に対する
診療を積極的に推進していきたい．
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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
岡野奈々美（OKANO,	Nanami）：助教
原　祐樹（HARA,	Yuki）：助教
渡邊　環（WATANABE,	Meguru）：客員教授：放射線診断学：博士
根岸　幾（NEGISHI,	Chikashi）：非常勤講師：放射線診断学：博士

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 3 年前より 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
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．
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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（JSMRM2016 大会長）
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（新津）
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 Sato	K,	Kajihara	T,	Miki	A,	Hirabayashi	E,	Shintani	D,	Niitsu	M,	Ishihara	O,	Itakura		A:Differential	diagnosis	of	
pelvic	cystic	 lesions	caused	by	hemorrhage	from　inflammatory	abscess	using	CT	attenuation	in	women	with	
acute	abdomen.Nagoya	J.	Med.	Sci.	77.	563	~	569,	2015

② Kato	N,	Niitsu	M,	Kawabe	T,	Arai,	Fukumoto	K：Surgical	Management	of	Unilateral	Soft-Tissue	Swelling	around	
the	Proximal	 Interphalangeal	Joint	 in	an	Adolescent:	A	Case	Report	of	Pachydermodactyly.	Case	Reports	 in	
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Orthopedics	Volume	2015,	Article	ID	242078,	2015.
③新津守：「新　骨軟部画像診断の勘ドコロ・画像解剖　疾患各論」高橋雅士（監）藤本肇（編）メジカルビュー社 ,	

東京　2015；ｐ 504-5254
④ Haraikawa	M,	Niitsu	M,	Kurihara	T,	Arai	E,	Yazawa	Y	:	A	case	of	osteoid	osteoma	of	the	distal	phalanx:	painful	

enlargement	of	the	toe.	第 27 回日本骨軟部放射線研究会 2016.1.29-30,	東京 ,
⑤ Niitsu	M,	Kawabe	T,	Kato	N,	Arai	E,	Honda	N:	A	case	of	pachydermodactyly:	MRI	findings	42nd	Annual	Meeting	

and	Musculoskeletal	Imaging	Course,	International	Skeletal	Society	October	2015,	Maui,	Hawaii,	USA.
⑥新津守 ,	佐志隆志：外傷性膝蓋骨外側脱臼の MRI 診断：臨床診断との一致度と乖離 . 第 43 回日本磁気共鳴医学

会大会	2015.9.10-12. 東京
⑦後藤正樹 ,	青木孝子 ,	山内秀雄 ,	國方徹也 ,	桜井隼人 ,	小柴満美子 ,	大澤威一郎 ,	牛見尚史 ,	井上快児 ,	楡木祥子 ,	

新津守：鎮静なしで新生児の MRI 検査を成功させるための固定具の開発．第 43 回日本磁気共鳴医学会大会	
2015.9.10-12. 東京

⑧青木孝子 ,	立花陽明 ,	佐々木剛 ,	荒木智一 ,	後藤正樹 ,	今井広：UTE-T2*	map による膝軟骨下組織の評価 .	第 43
回日本磁気共鳴医学会大会	2015.9.10-12. 東京

⑨藤森千尋 ,	渡辺修一 ,	永島雅文 ,	村越隆之 ,	中平健佑 ,	川村勇樹 ,	齋藤恵 ,	新津守：	医学英語プログラムの開発と
評価 .	第 47 回日本医学教育学会大会	2015.7.24. 新潟

⑩新津守：臨床の視点から見た ISMRM2015 のトピックス 3）骨軟部領 INNERVISION　2015;VOL30（9）：68-
69.

【総数	論文 2 件		学会発表 17 件　著書 1 件】
6-2．獲得研究費：

JST 産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】に係る委託業務：開発課題名「高アスペクト比
Ｘ線格子を用いた位相型高感度Ｘ線診断機器の開発」チームリーダー名：百生　敦（東京大学大学院）	分担開発者：
田中淳司，100 万円
6-3．受賞：
　該当なし
6-4．特許，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
　1）DaTQUANT における ROI 合致性を検討する．
　2）放射線腫瘍科外来における漢方使用の有用性について検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　該当なし
3-3．研究内容と達成度
　1）DaTQUANT における ROI 合致性の検討
　目的：DatQUANT における自動設定された ROI 位置と線条体画像の合致性の検討
　対象：DaTQUANT を施行した 38 名（男 25 名，女 13 名，	2015 年 5 月 -12 月）
　　　　パーキンソン症候群（PS）34 名，レビ－小体認知症疑い（DLB）	4 名
　方法：ROI と線条体の合致性の評価は，視覚的に 4 つのパターン分類にて行った．
　　A：ROI が線条体を囲っている（ROI からのはみだしがない）
　　＊被殻後方の集積が不良の場合でも，尾状核 - 被殻前方が合致していれば A に分類した．　　
　　B	:	ROI が外側にずれる
　　C	:	ROI が内側にずれる
　　D	:	ROI が前方にずれる
　結果：A パターン　31	例，B パターン　3 例，C パターン　0 例，D パター　1 例					
　　　　評価不能　3 例
　考察：DaTQUANT における解剖学的標準化データーベースは，アメリカ国内のボランティアを元に作られている．
　欧米人の頭型は長頭型が多く，中頭型が多い日本人には当てはまらない可能性があると考えていた．しかし今回の
検討では，自動設定されたROIは，線条体に概ね合致した．但しROIの合致性について，頭型による差があるか否かは，
今後検討されてもよいと思われる．日本人ボランティアによる解剖学的標準化データーベースの構築の検討も必要で
あろう．
　結論：DaTQUANT における ROI 合致性は，A パターンが　31/38 名と概ね良好で	あった．しかし A パターンにお
いても，偏位して	いる場合もあった．Dat スキャンの診断は視覚的評価を主とし，DatQUANT の結果は，ROI がずれ
ていないかを確認した上で，補助的に用いるべきである．DatQUANT における ROI の手動補正機能は，今後は各ス
ライス毎に補正でき，角度補正もできるようになると良いと思われた．
2）放射線腫瘍科外来における漢方薬使用例について，有用性を検討した．漢方薬は，放射線治療有害事象に対する
対応および，放射線治療自体を円滑に行っていく上で，大変有用と考えられた．主な使用経験は以下のとおりである．
　急性期有害事象（放射線口内炎）：半夏瀉心湯　
　晩期有害事象
　　放射線腸炎：桃核承気湯，大黄牡丹皮湯，大建中湯など
　　非細菌性膀胱炎・尿道炎：猪苓湯，五淋散など
　放射線治療後倦怠感・食欲低下：六君子湯，補中益気湯など　
　放射線治療を円滑に行う目的で使用した漢方薬
　　　前立腺癌における便秘：麻子仁丸，潤腸湯，大柴胡湯など
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　　　胃悪性リンパ腫：半夏瀉心湯（胃通過障害改善→胃容積の減量）　
3-4．自己評価と次年度計画
　自己評価
　1）第 47 回埼玉核医学研究会（2016 年 2 月 13 日，	ホテルブリランテ武蔵野）にて発表できた．
　2）ゆずの里 KAMPO 研究会学術講演会（2016 年 1 月 28 日，川越プリンスホテル）にて発表できた．
　次年度計画

　VMAT を含む IMRT 治療後の有害事象について長期観察を行い，治療計画およびその実測検証や DVH 解析の結
果と比較検討を行っていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　新患 175 名を含む 216 件の放射線治療をおこなった．脳定位照射も施行した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文

Hisoshi	sekine,Kenji	Suzuki.Temporal	changes	in	skin	erythema	induced	by	fractionated	radiotherapy	simulated	by	
using	the	time-dependent	linear-quadratic	model，jikeikai	Medical	journal,2015;62:1-7.

学会発表
①DaTQUANTにおけるROI合致性の検討，第47回埼玉核医学研究会（2016年2月13日，	ホテルブリランテ武蔵野）
②放射線腫瘍科外来における漢方使用経験，有害事象に対する使用を中心に（ゆずの里 KAMPO 研究会学術講演会
（2016 年 1 月 28 日，川越プリンスホテル）

【総数：論文	1 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
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，入試監督も担当した．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：新患 175 名を含む 216 件の放射線治療を担当し，恙なく治療を遂行できた．
　　　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：6 業績に記載したごとく共著論文 1 件，発表 2 件を行った．
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1．28）（3）放射線科（核医学診療科）

1．構成員
松成一朗（MATSUNARI,	Ichiro）: 教授，診療部長，外来医長，教育員，研究員：脳核医学，心臓核医学：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
瀬戸　陽（SETO,	Akira）: 講師：外来医長，教育員，研究員：脳核医学，腫瘍核医学：博士
松田博史（MATSUDA,	Hiroshi）: 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

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）（松成一朗）
　・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英）
　・心臓分子イメージング研究（樋口隆弘）
　・専門医教育（松成一朗，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：90%，卒後教育：90％，大学院教育，80%
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：BSL では，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．クリニカルクラークシップでは，FDG-PET/CT の検査実施から読影を体験す
ることで，核医学を実践する．

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．

大学院教育：大学院講義を 1 コマ担当した．大学院研究生は核医学専門医を取得したため，次は研究テーマを見
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パーキンソン病におけるダットスキャンと MIBG 所見の検討
3-3．研究内容と達成度
・パーキンソン病におけるダットスキャンと MIBG 所見の検討
　パーキンソン病の本質は，黒質線条体系ドーパミン神経に障害が生じることである．また，病理学的にはレビー小
体が神経細胞に蓄積することが知られている．近年，日本でもドーパミントランスポーターを SPECT を用いて画像
化するダットスキャンが利用可能になり，パーキンソン病患者におけるドーパミン神経障害を定量的に評価すること
が可能になってきた．また，レビー小体病では心筋交感神経障害を I-123	MIBG シンチで評価することで診断に役立
つことが知られている．しかし，両者を同一患者で比較した報告は非常に少ないのが現状である．また臨床的な病期
と各シンチグラフィとの関連は不明である．そこで，臨床像とダットスキャン，MIBG シンチとの関連について，神
経内科と協力し後ろ向き試験を行った．その結果，MIBG シンチよりもダットスキャンと病期が，より強い相関を示
すことが証明された．27 年度末時点で，英文論文を投稿中である．達成度 90%.
3-4．自己評価と次年度計画

臨床核医学に関して，他科との共同研究を推進し，治療に直結した臨床研究を行う事を目的に，ダットスキャンな
どを用いた脳ドーパミン神経イメージングに関する研究について継続しているが，前述のように成果が出始めている．
今後は，新しい SPECT/CT の導入を図り，より定量的な指標に基づく診断法の開発などに着手したい．

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，2,769 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
　松成一朗

査読委員　Annals	of	Nuclear	Medicine,	European	Journal	of	Nuclear	Medicine	and	Molecular	Imaging,	European	
Heart	Journal:	Cardiovascular	Imaging,	Journal	of	Nuclear	Medicine

　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
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［論文］
① Samuraki	M,	Matsunari	I,	Yoshita	M,	Shima	K,	Noguchi-Shinohara	M,	Hamaguchi	T,	Ono	K,	Yamada	M.	Cerebral	

Amyloid	Angiopathy-Related	Microbleeds	Correlate	with	Glucose	Metabolism	and	Brain	Volume	in	Alzheimer's	
Disease.	J	Alzheimers	Dis	2015;48:517-28.

②Taki	J,	Inaki	A,	Wakabayashi	H,	Matsunari	I,	Imanaka-Yoshida	K,	Ogawa	K,	Hiroe	M,	Shiba	K,	Yoshida	T,	Kinuya	S.	
Effect	of	postconditioning	on	dynamic	expression	of	tenascin-C	and	left	ventricular	remodeling	after	myocardial	
ischemia	and	reperfusion.	EJNMMI	Res	2015;5:21.

③ Wakabayashi	H,	Taki	 J,	 Inaki	A,	Shiba	K,	Matsunari	 I,	Kinuya	S.	Correlation	between	apoptosis	and	 left	
ventricular	remodeling	in	subacute	phase	of	myocardial	ischemia	and	reperfusion.	EJNMMI	Res	2015;5:72.

④松成一朗 .	心臓核医学用の新しい薬剤：HED-PET.	PET	journal	2015;31:38-40.
⑤松成一朗 .	心筋血流検査と血行再建後の効果を読む .	Rad	Fan	2015;13:40-42.

［学会発表］
［講演］

1．松成一朗．" 人工知能による脳アミロイド PET 自動診断 "　平成 27 年 4 月　" 第 1 回関東で核医学を語る会（東
京）"

2．松成一朗．心不全の分子イメージング　平成27年10月　"第43回日本放射線技術学会秋季学術大会（金沢市）"
3．松成一朗．" 脳・心不全の分子イメージング（血流・代謝から人工知能まで）"　平成 27 年 12 月　" 第 894 回

放射線診療研究会（東京）"	 	
4．松成一朗．" 心不全 / 認知症のイメージング "　平成 28 年	1 月　" 第 84 回日本核医学会関東甲信越地方会（東

京）"
【総数：論文	5	件，学会発表	0	件，講演	4	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 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．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，パーキンソン病におけるダットスキャンと MIBG 所見の検討を行った．その結果，
MIBG シンチよりもダットスキャンと病期が，より強い相関を示すことが証明された．27 年度末時点で，英文論文
を投稿中である．今後は，新しいSPECT/CTの導入を図り，より定量的な指標に基づく診断法の開発などに着手したい．
　診療において，本年度全体では，2,769 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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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：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：神経生理学，精神科
　　　　　　　　　　　		リハビリテーション：博士
加澤鉄士（KAZAWA,	Tetsushi）	教授：研究主任：指導教員（大学院）：精神薬理学：博士
横山富士男（YOKOYAMA,	Fujio）	准教授：診療副部長（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：教育副主任：指導教員（大学院）：神経薬理学：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）
名誉教授：山縣	博（YAMAGATA,Hiroshi），皆川正男	（MINAGAWA,Masao），豊嶋良一（TOYOSHIMA,	Ryoichi）		
助教	（医師）：14 名，（言語治療）：2 名，（心理）：3 名，客員教授：2 名，非常勤講師：12 名，非常勤医師：7 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 27 年度，精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 7 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．
＜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
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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 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）
＜外来＞　①新患総数：	1334 人 / 年（※ 1）※2）含む）/852/ 年（※1）※2] 含まず [※1）同日他科受診，※2）
再来新患 ]	②再来患者：	136.6 人 / 日
＜病棟＞　①新入院患者総数：　249 人 / 年 [※ 転科→再転入を含む ]
＜往診（国際医セ）＞　126 件 / 年（日中：105+ 休日夜間：21）
③入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※ 平成 27 年 04 月～ 28 年 03 月）

F0	症状性を含む器質性精神障害 --------------------------------------------24 人（9.6%）	
F1	精神作用物質使用による精神および行動の障害 ------------------12 人（4.8%）	
F2	統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ----------------------98 人（39.4%）		
F3	気分（感情）障害 -------------------------------------------------------------38 人（15.3%）	
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 -------39 人（15.7%）	
F5	生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 -------------13 人（5.2%）	
F6	成人の人格および行動の障害 -----------------------------------------------0 人（0%）	
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F7	精神遅滞	----------------------------------------------------------------------------9 人（3.6%）
F8	心理的発達 -------------------------------------------------------------------------8 人（3.2%）
F9	小児及び青年期 ------------------------------------------------------------------5 人（2.0%）	
G4	てんかん ---------------------------------------------------------------------------3 人（1.2%）
合計	249 人

＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数 1244 件であり，内訳は①電話：587 件（含：反復入電 153），
②時間外診療 273 件（256 件（毛呂）+21 件（日高）），③入院（医療保護・任意：38 件，措置・緊措・応急：10 件），
④病棟対応：293 件，⑤院内往診：43 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 21，22，23，24，25，26，27 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，ソフト面でも引き続き，
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関東信越厚生局　保険指導医（医科担当）
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心神喪失者等医療観察法関係研究協議会
⑪埼玉県発達障害者支援センター　専門的支援事業への技術的協力者
⑫所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
⑬毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員
⑭深谷市特別支援教育専門家チーム委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
① Psychiatry	and	Clinical	Neurosciences　査読　横山富士男
② Neuropsychiatric	Disease	and	Treatment　査読　小田垣雄二
③ Open	Neuropsychopharmacology	Journal　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　＜太田＞
精神科専門医認定試験　面接委員（東京）＜太田＞
埼玉医療薬学懇話会　学術講演　講師（さいたま市）＜太田＞
狭山市入間地区医師会　学術講演会　講師（狭山市）＜太田＞
比企医師会　学術講演会　講師（東松山市）＜太田＞
会津医学会・薬剤師会　学術講演会　講師（会津若松市）＜横山＞
狭山市学校保健会　養護教諭部会講演会　講師（狭山市）＜横山＞
東京精神医学会　生涯教育研修会　講師（東京）＜松岡＞
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埼玉医科大学病院　病診連携症例報告会　講師（坂戸市）＜松岡＞
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＞
深谷市教育委員会　市内園長・校長会議　講師（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞
日本精神科看護協会　施設へ出向いての研修会　講師（伊奈町）＜臨床心理士：庄野＞
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：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＞
毛呂山町保健センター　ケース会議　出席（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　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

平成 27 年度も，臨床，教育，基礎研究の領域で，多数の発表が行われた．
①陰性症状評価尺度（SANS）と陽性症状評価尺度（SAPS）　臨床精神医学　2015.12.	44（増刊）：323-329　太

田敏男
②初期・急性期の診断学－不確実情報下での診療における枠組みとリソース整備の必要性について－　精神科診断

学　2015.12.	6（1）：2-15　太田敏男
③精神科における診療の意思決定－ ｢ 不確実情報下 ｣ の認識の必要性と診断単位の要件－臨床精神医学　2015.6.	

44	（6	）	:	811-818　太田敏男
④ Adenosine	A1	receptors	are	selectively	coupled	Galphai-3	 in	postmortem	human	brain	cortex:Guanosine-5’

-O-（3-[35S]thio）	triphosphate	（[35S]GTPgammaS）	binding/immunoprecipitation	study.	European	Journal	of	
Pharmacology.	2015.12.	764：592-598　Yuji	Odagaki,	Masakazu	Kinoshita,	Toshio	Ota,	J.Javier	Meane,	Juis	
F.Callado	and	Jesus	A.	Garcia-Sevilla

⑤ラットおよびヒト脳膜標品の [35S]GTPγS 結合実験における内在性アデノシンの関与　第 45 回日本神経精神薬
理学会　2015.09　東京　小田垣雄二，木下雅一，太田敏男，J.Javier	Meana，Luis	F.Callado，Jesús	A.Garcīa-Sevilla

⑥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についての実践的トリ
アージ（試案）による分析結果について～第二報～　第23回日本精神科救急学会　2015.12　名古屋　松岡孝裕，
平田吾一，太田敏男

⑦幻覚妄想状態が先行し舞踏運動を呈した 1 例　第 105 回東京精神医学会　2015.!1　東京　今川洋，佐々木正道，
井上哲雄，鈴木美和，加澤鉄士，太田敏男

⑧非定型抗精神病薬を使用中に出現した脂質代謝異常 / 高プロラクチン血症がアリピプラゾール併用により改善し
た統合失調症の 2 例　第 51 回埼玉精神医学懇話会　2016.01　さいたま市　小松真二，松岡孝裕，福田純一，
平田吾一，太田敏男

⑨重度の衝動性・攻撃性に対しアトモキセチンが奏功し長期に渡る行動制限を解除することができた広汎性発達障
害の 1 例　第 50 回埼玉精神医学懇話会　2015.07　さいたま市　福田純一，松岡孝裕，小松真二，平田吾一，
太田敏男

⑩多職種連携下での行動療法的アプローチが儀式的な常同行為の改善に寄与した一例　第 106 回東京精神医学会
　2016.03　東京　下出崇輝，大野一樹，戸塚貴雄，太田敏男

【総数：論文	6	件，学会発表	9	件，講演	12	件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　以下のような研究会，懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している．

①埼玉精神医学懇話会
②埼玉県児童思春期精神保健懇話会
③埼玉てんかん懇話会
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7．自己点検・評価
1．教育　①卒前　精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後　入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め
た指導が行われた．

2．診療　ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を
充実させ，平成 21 年 03 月よりは，精神科救急入院料（スーパー救急）の算定も開始．平成 21，平成 22，平
成 23，平成 24，平成 25，平成 26，平成 27 年度と続けて施設基準を達成することができた．また，「こども
のこころクリニック」をかわごえクリニックおよび大学病院の双方で展開するなど専門診療を発展させるととも
に，国際医療センター救命救急科への院外往診による自殺企図患者のメンタルケアも継続することができた．地
域の一般精神科医療に広く対応するとともに，精神科救急診療，精神・身体合併症診療，各種専門診療（児童思
春期診療，言語療育訓練，てんかん診療），さらには自殺企図後のこころのケア等，当科独自の機能を生かした
診療でも大きく貢献したと思われる．

3．研究　臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされており，今後も精神科診断・治療の
技能の向上に役立つような報告や，各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重
ねていきたい．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．30）臨床検査医学（中央検査部）

1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI,	Kenji）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：検査医学，輸血医学，造
　　　　　　　　　　　　　　血幹細胞移植：博士
森吉美穂（MORIYOSHI,	Miho）：講師：教育主任：検査医学，超音波診断学，肝臓内科学：博士
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．血液検査では末梢血塗抹標本の作成・顕微鏡観察，出血時間測定．細菌検
査では 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，製剤の品質と輸血トリガー．生理機能
検査では心電図，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が希望者はこれまで出てこない．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，岡田，小林が，系統講義は池淵が担当．
医学部5年生：BSLは採血・導入と製剤紹介と輸血トリガーについて池淵・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
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波形が違ってくること，呼吸機能検査での患者努力が大変であること，などが体験でき，学生の評価は高かった．細
菌実習は喀痰検体の良し悪し，検体保管によってデータが異なってくることを理解してもらった．実地で Gram 染色
や染色標本の顕微鏡観察を指導し，色々な細菌や真菌を目でみて記憶に残してもらった．輸血検査では，生命に重篤
な副作用を惹起する可能性の高い輸血の準備のための検査であることと位置付け，慎重にトレーニングできている．
　医学部 6 年生の総合講義では，最終学年にあたり，出席した学生からは熱心な質問を受け，知識の確認，整理が
できたものと考えている．
　医療学部の実習では，普段の教室で教科書とデモ検体を用いた実習では経験できない，病院内の検査業務のスケー
ルと緊急度，大量の検体処理，異常検体，異常値，迅速な報告体制，など病院業務を経験してもらえた．
②卒後教育：研修医の希望・連携施設からの依頼に応じて，研修医・検査技師の実技トレーニングに協力できている．
③大学院教育：今年度は希望者がゼロであった．
2-4．自己評価と次年度計画
　中央検査部では医学部 5 年生の BSL，医療学部 4 年生の実習を通して，病院の中での活動を紹介している．この
ような実習は検査の重要性を学習するよい機会と考え，力を入れている．特に生理機能検査は検査を学生同士でお互
いに体験でき，学生の満足度は高い．
　今後の計画として，検査部の担当する講義枠は従来から少ないので，検査医学特有の基礎的理解，他の診療科では
あまり教えない項目を中心に解説をしていきたい．例えば感度・特異度，精度管理，検体採取・保存，尿沈渣・血液
塗抹標本の観察，細菌コロニー形態や細菌塗抹標本の特徴，など．

3．研究
3-1．目的・研究
　臨床検査医学講座として，新しい診断法の開発に努める．また異常データを呈する臨床検体の解析を行う．新規試
薬の導入に向け検討を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①超音波診断法の開発（森吉，武内）
②遺伝子診断法の開発（池淵，松岡）
3-3．研究内容と達成度

①超音波診断法の開発：皮下腫瘤の超音波検査結果をまとめ，エコーパターンから診断に寄与できる可能性につい
て論文にまとめた．エコー輝度の高低，腫瘤の境界，血流パターンなどがエコーパターンから腫瘍の的中度に関
係すると成果を得ている．

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．また 1 塩基変異の種類
と疾患病態との対応を検討し始めた．

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．
　今年度は特にワンコイン検査を定着させ患者付き添い者および病院スタッフの健康診断に努めた．外来採血室，採
尿室を改築し，検体検査室を一体化させ臨床側への検査サービスを向上させた．

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）
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　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
　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 Kodana	M,	Tarumoto	N,	Kawamura	T,et	al:	Utility	of	the	MALDI-TOF	MS	method	to	identify	nontuberuculous	
mycobacteria	J	Infect	Chemother（22）,32-35,2016

学会発表
②森吉美穂，倉持朗，久谷恵子，他：超音波検査所見が質的診断に有用性が高かった皮下腫瘤
　第 62 回日本臨床検査医学会
③折原悠太，三志奈賢司，加藤由佳，他：POC 対応血糖測定装置器の管理およびトラブル事例について
　第 44 埼玉県医学検査学会
④庄司朋子，三志奈賢司，斉藤妙子，他：	STAX-5inspire を用いたマグネシウムイオン測定の有用性について
　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑤馬場彩淑，諸貫孝久，仲野浩，他：左線維三角に弁輪周囲膿瘍を認めた大動脈弁感染性心内膜炎の一例
　　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑥丸山裕美，三志奈賢司，吉田幹子，他：当院 NICU における臨床検査技師の関わり
　　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑦松村瞭，斉藤雅一，吉田幹子，他：当院にいける検体処理方法と検体濃縮の影響
　　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑧奥村志乃，河村亨，岸悦子，他：当院における Clostridium	difficile 毒素陰性／抗原陽性症例への対応について
　　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑨湯浅愛，深田茂則，庄司朋子，他：穿刺液リバルタ反応の現状について
　　第 44 回埼玉県医学検査学会
⑩河村亨，樽本憲人，岸悦子，他：Panton-Valentine	Leukocidin（PVL）産生，市中感染型 MRSA（HA-MRSA）の

解析
　　第 27 回日本臨床微生物学会総会
【総数：論文 1 件，学会発表 12 件】

6-2．獲得研究費
1．折原悠太，川村利江子，松岡　優，他：進行性骨化性線維異形成症の ACVR1 遺伝子変異の検察研究．平成 27

年度「若手研究者育成助成研究費」840,000 円
2．小棚雅寛，樽本憲人：MALDI-TOF	MS を用いた非結核性抗酸菌における菌種同定の迅速化と精度の向上．平成

27 年度「若手研究者育成助成研究費」720,000 円
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　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．病院長から助成される若手研究者助成研究費を 2 件採択されたお蔭で，若手検査技師の努力目標
が増えて活気が出てきている．
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1．31）中央病理診断部

1．構成員
佐々木惇（SASAKI,	Atsushi）：教授：	運営責任者：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
李　治平（JIHEI,	Ri）：助教
茅野秀一（KAYANO,	Hidekazu）：教授（保健医療学部）：血液病理学：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
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，細胞検査士
本木麻莉菜（MARINA,	Motoki）：臨床検査技師
小川雅生（OGAWA,	Masaki）：臨床検査技師
須賀晶子（SUGA,	Akiko）：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・分類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．
CPC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，長谷部），循環器 5 時間（清水禎，百瀬），

消化器 6 時間（伴，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），医学英語 2 時間（佐々木），診療の基本 1 時間（茅野）

〈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），医学概論 1 時間（茅野），母体・胎児・新生児 1 時間（茅野），
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〉医療総論（茅野）
〈研修医〉Clinicopathological	conference（CPC）年 11 回（分担，教員全員）
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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

8 編の英文論文，	著書，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 8,000 件を超える外科病理診断，約 10,000 件を超える細胞診，33 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファ

レンスを行なっているなど十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Neuropathology	: 編集委員査読　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
埼玉病理医の会 2015 年度代表幹事：佐々木　惇
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．
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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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①佐々木　惇：中枢神経，細胞診ガイドライン 3　日本臨床細胞学会編　　金原出版　2015 年
②山田健人：石綿関連疾患の病理　石綿関連疾患の病理とそのリスクコミュニケーション　井内康輝編著　篠原出

版新社　2015 年
③茅野秀一：	徹底攻略！病理解剖カラー図解　清水道生編著　金芳堂　2015 年
④ Sasaki	A,	Kakita	A,	Yoshida	K,	Konno	K,	 Ikeuchi	T,	Hayashi	S,	Matsuo	H,	Shioda	K:	Variable	expression	of	

microglial	DAP12	and	TREM2	genes	in	Nasu-Hakola	disease.	Neurogenetics	16:265-276,	2015.	DOI	10.1007/
s10048-015-0451-3	

⑤ 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	tumor	in	children:	two	case	reporta	and	review	of	
literatures.	Child	Nerv	Syst	31:449-455,	2015

⑥ 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.
⑦ Adachi	T,	Kobayashi	T,	Sugihara	E,	Yamada	T,	 Ikuta	K,	Pittaluga	S,	Saya	H,	Amagai	M,	Nagao	K.	Hair	follicle-

derived	 IL-7	and	 IL-15	mediate	skin-resident	memory	T	cell	homeostasis	and	 lymphoma.	Nature	Medicine	
21:1272-1279,	2015

⑧ Ohnuma	K,	Hatano	R,	Aune	TM,	Otsuka	H,	Iwata	S,	Dang	NH,	Yamada	T,	Morimoto	C.	Regulation	of	pulmonary	
graft-versus-host	disease	by	IL-26+CD26+CD4	T	lymphocytes.	J	Immunol.	194（8）:3697-3712,	2015

⑨ 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.	2015	Jun;41（6）:870-5.	doi:	
10.1111/jog.12650.	Epub	2014	Dec	16.

⑩ Ishizawa	K,	Tsukamoto	Y,	 Ikeda	S,	Suzuki	T,	Homma	T,	Mishima	K,	Nishikawa	R,	Sasaki	A:	Papillary'	solitary	
fibrous	 tumor/hemangiopericytoma	with	nuclear	STAT6	expression	and	NAB2-STAT6	fusion.	Brain	Tumor	
Pathol.	2016;33（2）:151-6.

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：

厚生労働省　労災疾病臨床研究事業　悪性中皮腫に対するヒト化抗 CD26 抗体を基盤とする安全かつ有効な新規
併用療法の確立　370 万円
文部科学省　基盤研究（C）　ヒト破骨細胞発生・分化における CD26 の発現と機能解析及び新規分子標的療法
の開発　80 万円

6-3．受賞
　平成 27 年度埼玉医科大学医学部ベストテイーチャー賞：佐々木　惇
6-4．特許，実用新案

山田健人，林　睦，山田幸司，森本幾夫，岡本俊博，金子有太郎　抗 CD26 抗体と他の抗癌剤とを組み合わせた癌
治療用組成物　特願 2015-179672　2015 年 9 月 11 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部

の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う．2）病理のわかる「良
き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる．3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接した
研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては，	1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーション
の確立	2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催	3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理　4）
生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用　	5）診断体制の確立とマンパワーの充実　6）症例報告の症例（医師は自
ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマンパ
ワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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1．32）輸血・細胞移植部

1．構成員
　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，輸血検査を紹介した．
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，献血の健診医で行う問診と献血に伴う副作用を理解させた．

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 では現場で血液製剤を手にして，全血と赤血球液の違い，血小板製剤のスワーリング現象を観察した．
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造血幹細胞の研究（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．メチレンブルーの誘導体と可視

光を組み合わせることでメチレンブルーよりも低濃度で効率よく 1 本鎖 RNA ウイルスを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メチレンブルーの誘導体が元の物質に比べて効果的にウイルスを不活化できることを明ら
かにした．来年度も効果が期待できる物質の検索，波長を考慮した照射方法の改良を行ないことで実用化の可能性を
探求する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　輸血療法委員会を通じて安全で適正な輸血医療のため，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　　
②岩尾　憲明，加藤　栄史，小高　千加子，高本　滋，佐川　公矯，藤井　康彦，米村　雄士，田中　朝志，岡崎

　仁，岡田　義昭，他	10 名：輸血副作用サーベイランスにおける　underreporting，日本輸血細胞治療学会誌，
61 巻，561-566　，2015 年

学会発表　
③山田攻，鈴木雅之，内野富美子，小林清子，池淵研二，岡田義昭：Polyagglutination が一過性に認められた交通

外傷の一症例，第 63 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 27 年 4 月，東京
④池淵研二，武内信一，山田攻，小林清子，岡田義昭：血液保冷庫・冷凍庫用温度管理システムの提案，第 63 回

日本輸血・細胞治療学会総会，平成 27 年 4 月，東京
⑤岡田義昭，小林清子，池淵研二：パルボウイルス B19 の in	vitro 感染系を用いた中和活性の測定と血漿分画製剤

の原料血漿規格への応用，第 63 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 27 年 4 月，東京
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⑥岡田義昭：輸血医療における新興・再興感染症の現状と対策，第 140 回日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支
部例会，教育講演，平成 27 年 9 月，埼玉

【総数：論文 1 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費　
　厚生労働科学研究費補助金　研究代表者　1 件
　厚生労働科学研究費補助金　分担研究者　2 件
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　病院内の輸血業務は確立できていると考える．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．33）健康管理センター

1．構成員
　里見　昭（SATOMI,	Akira）：特任教授：運営責任者：センター長：消化器病学：博士
　足立雅樹	（ADACHI,	Masaki）：准教授：教育主任：放射線医学　健康管理学：博士
　倉光　薫	（KURAMITSU,	Kaoru）：准教授：研究主任：呼吸器病学　健康管理学：博士
　武永　強	（TAKENAGA,	Tsuyoshi）：講師：消化器病学　健康管理学　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
　（兼担）	丸山義明（MARUYAMA,	Yoshiaki）：教授：循環器病学　動脈硬化学：博士
　（顧問）	松崎　宸	（MATSUZAKI,	Fukashi）：名誉教授：内科学　健康管理学：博士
　（非常勤）	山田　仁	（YAMADA,	Jin）：産婦人科学
　（非常勤）	颯佐正俊	（SASSA,	Masatoshi）：内科学　循環器病学
　（非常勤）	飯田真理子	（IIDA,	Mariko）：内科学　呼吸器病学
（看護師）	脇　和恵	師長 ,	福原初江	主任 ,	稲葉麻紀 ,	小澤久子 ,	渡部良枝 ,	関根郁恵 ,	谷藤とも子 ,	恩蔵幸子 ,	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 ,	北
村勉 ,	高辻裕美 ,	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
を把握し ,	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 .	また当センターが主催する産業医研修会を中心
に ,	産業衛生学に関しても学ぶ .	
　今年度も従来通り ,	埼玉医科大学病院研修医のローテーションと ,	毛呂看護学生の健康管理センター実習の受け入
れをおこなった .	
2-2．教育内容（担当者）
　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やレ
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例年通り行われている .
2-3．達成度
　学生の教育活動は ,	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 .	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 年生の実習が今年度も行われ ,	報告され
た .
2-4．自己評価と年次計画
　地域連携室との協力による学生の実習に関して ,	高い評価をえている .	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 ,	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 ,	院内研究会などで報告している .
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
として ,	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ている .

○倉光は	①早期肺がん ,	喫煙と肺疾患などの臨床研修をおこなった .	また	②埼玉県健康づくり事業団の委員とし
て ,	肺がん検診の精度向上にむけた研究も行っている .
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○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	④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 .

○看護部門は	①健診センターだより第 7 ～ 10 号を作成し ,	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年間 56 件行い ,	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 . ⑤保健師によ
る特定保健指導を年間 10 件実施し ,	生活習慣病の予防に努めた .	また⑥ドック受診者全員に情報提供として生
活指導を行っている .

○検査部門は	① H27 年 4 月の健診システムの更新に伴い ,	心電図検査装置 ,	負荷心電図装置（エルゴメーター）,	
肺機能検査装置の機器更新と生理機能検査データマネージメントシステム（EFS-8800System）を導入し ,	ペー
パ－レス化に向けての準備を整えた .	また②動脈硬化検査（血管年齢検査）や 3 次元眼底検査の導入に向けて準
備中である .

○事務部門は	受診者のプライバシーに配慮するため ,	簡易的に個室化するなどのサービスについて改善 ,	計画性の
ある運営を実行した .

○ＭＡ部門は	医療者補助として可能な役割について検討 ,	実行 ,	結果を報告した .
3-3．研究内容と達成度

1）昨年度は開設 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 .	
3）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
　昨年度に開設 15 周年記念誌を発刊し ,	15 年間の診療 ,	研究 ,	教育の業績を含む総括がなされた .	その結果をもと
に今後の健康管理センターのあり方について ,	長期ならびに短期目標と計画を現在作成中である .

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 ,	
質が高く ,	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 ,	毛呂山キャンパスや川角キャンパスの教職員や学生の健診に加えて ,	毛呂山町や越生町の
大腸がん健診等も委託され ,	行っている .	受診者総数は年々増加しており ,	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）が利
用でき ,	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 ,	ドックや集団健
診のありかたも検討する時期にきている .	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第 56 回日本人間ドック学会学術大会　2015 年 7 月　横浜
　座長：清水正雄　乳腺・甲状腺など（ポスター発表）
　座長：足立雅樹　メンタルヘルスなど（ポスター発表）
②第 44 回日本総合健診医学会　2016 年 1 月　東京
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発表：足立雅樹　デジタル画像処理による胸部画像評価の使用経験－骨除去画像と継時的差分画像について　
　座長：足立雅樹　その他の検査（一般口演 30）　
③人間ドック後の看護師による受診勧奨－要精査受診率上昇へのアプローチ－：第 49 回院内看護研究会 2016,1: 小

澤久子 ,	小山美鎖子 ,	稲葉麻紀 ,	谷藤とも子 ,	福原初江 ,	脇　和恵　
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　平成 27 年 10 月　毛呂山キャンパス

7．自己点検・評価
　健康管理センターは ,	人間ドックをはじめとする健診業務が主であり ,	その点に関しては年々受診者数も増え ,	平
成 27 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 .	また毎年 10 月には産業医研修会を毛呂山キャンパ
スで行っており ,	産業医の育成にも貢献している .	一方で ,	研究 ,	教育などの領域に関してはまだ十分とは言えない .	
さらに人間ドックの有用性についての検証も無に近く ,	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 ,	
15年間の蓄積を生かして ,	今後も引き続き ,	研究 ,	教育に関しても計画性をもって積極的に関与していく方針である .
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臨床医学部門（川越キャンパス）

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：博士
名越澄子（SUMIKO,	Nagoshi）：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
岡　政志（MASASHI,	Oka）：教授：診療副科長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
加藤真吾（KATO,	Shingo）：准教授：研修医長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
山本龍一（YAMAMOTO,	Ryuichi）：講師：外来医長：消化器病学
高林英日己（TAKABAYASHI,	Hidehiko）：講師：病棟医長：消化器病学
助教：宮城直也（MIYAGI,	Naoya），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,	Ryoushi），石橋　朗（AKIRA,	Ishibashi），須田健太郎

（KENTARO,	Suda）
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　　「良き臨床医の育成」
2-2．教育内容
1）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．
2）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 discussion
が重視されており ,	所属する診療チームでのカンファレンスに参加 ,	問題点を研修医自身で考え完結できる力を身に
つけさせることを目標にしている．特に当科における病棟受け持ち体制は屋根瓦式のチーム医療体制であり，チー
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 .	さらに後期研修 4 年間のうち ,	2 年は他医療機関に出向し臨床能力の幅を拡げること ,	
さらに先進医療を習得する期間に活用できるように外部での研修を可能にしている．
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 discussion 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



消化器・肝臓内科

466

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 Brai-Gut	Axis を key	word として機能性胃腸症（FP,IBS）
の病態の解明を目指す研究を行っている .	特に消化器疾患に対する漢方薬の治療については基礎的研究が進み，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 .	特に最近では消化管ホルモンの食欲調節作用に関する研究を
脳・腸相関の観点から行われている .	肝疾患については，名越澄子教授の指導のもと，肝炎の基礎および臨床研究を
行っている．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 , 宮城直也
3）食欲と消化管ホルモン：屋嘉比康治 ,	山口菜緒美 ,	細見英里子
4）炎症性腸疾患の病態の解明：加藤真吾 ,	可児和仁 ,	小林泰輔
5）FD と心身症：屋嘉比康治 ,	知念克哉
6）食欲低下と漢方：屋嘉比康治 ,	山口菜緒美 ,	細見英里子
7）肝炎の病態：名越澄子，青山徹
8）炎症性腸疾患：加藤真吾，可児和仁，小林泰輔
9）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
1．慢性胃炎と胃生理機能に関する研究は，胃粘膜萎縮も進展がディスペプシア症状に影響することを明らかにす

る研究で，林健次郎助教と宮城直也助教を中心に実施されており，症例も順調に集まってほぼ完了できる状態で
ある．

2．食欲と消化管ホルモンに関する研究は，主にコレシストキニンの作用を中心とした研究で山口菜緒美助教，細
見英里子助教が中心で実施されているが消化管の持つ食欲抑制作用のメカニズムの一端が明らかになりつつあ
る．

3．食欲低下と漢方の研究は主に漢方薬の六君子湯の効果を科学的に明らかにすることを目的としているが，山口
菜緒美助教，細見英里子助教が担当し，その食欲亢進機序が脳―腸相関の機序を介して行われていることが明ら
かになりつつある．

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．
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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）
3．プロジェクト研究開発委員会委員（沖縄県「医療基盤活用型クラスター形成支援事業」（複数回投与非培養

ABMi 療法の確立と単回投与非培養 ABMi 療法との効果比較研究　2014 年 1 月～ 2016 年 3 月）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

1．臨床消化器内科　編集委員
2．日本消化器病学会	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	理事 ,	第 17 回日本神経消化器病学会	会長
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．日本消化管学会	理事 ,	専門医制度審議委員会	委員長
12．第 5 回 IBS 研究会	会長
13．第 83 回消化器心身医学研究会	会長	
14．第 18 回 IFHIMA 国際大会査読委員
15．日本肝臓学会雑誌「肝臓」査読委員
16．日本消化器病学会　ガイドライン委員会「肝硬変」作成委員会委員
17．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
3．全国医学部長病院長会議　男女共同参画推進委員会委員
4．一般社団法人　日本私立医科大学協会　女性医師キャリア支援委員会委員
5．埼玉県医師会女性医師支援検討委員会委員

6．業　績
6-1．論文

① Kato	S,	Kani	K,	Kobayashi	T,	Yamamoto	R,	Nagoshi	S,	Yakabi	K.：Adherence	to	oral	5-aminosalicylic	acid	by	
patients	with	quiescent	ulcerative	colitis:	a	questionnaire	survey.　Nihon	Shokakibyo	Gakkai	Zasshi.	 	112

（10）:1819-29,	2015	Oct
② Yamamoto	R,	Takahashi	M,	Osafune	Y,	Chinen	K,	Kato	S,	Nagoshi	S,	Yakabi	K.：Comparison	of	endoscopic	

stenting	for	malignant	biliary	obstruction:	A	single-center	study.　	World	J	Gastrointest	Endosc.	25;7（9）:889-94,	
2015	Jul

③ Yamamoto	R,	Kato	S,	Maru	T,	Ninomiya	R,	Ozawa	F,	Beck	Y,	Abe	K,	Tamaru	J,	Nagoshi	S,	Yakabi	K.：The	
Coexistence	of	Somatostatinoma	and	Gastrointestinal	Stromal	Tumor	 in	the	Duodenum	of	a	Patient	with	Von	
Recklinghausen's	Disease.　	Intern	Med.　55（6）:617-22,	2016	Mar

④ Wang	L,	Mogami	S,	Yakabi	S,	Karasawa	H,	Yamada	C,	Yakabi	K,	Hattori	T,	Taché	Y.:	Patterns	of	Brain	Activation	
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and	Meal	Reduction	Induced	by	Abdominal	Surgery	in	Mice	and	Modulation	by	Rikkunshito.		PLoS	One.		30;10
（9）:e0139325,	2015	Sep

⑤ Harada	Y,	Ro	S,	Ochiai	M,	Hayashi	K,	Hosomi	E,	Fujitsuka	N,	Hattori	T,	Yakabi	K.:	Ghrelin	enhancer,	rikkunshito,	
improves	postprandial	gastric	motor	dysfunction	in	an	experimental	stress	model.	Neurogastroenterol	Motil.	27

（8）:1089-97,	2015	Aug
⑥屋嘉比康治：特集　機能性消化管疾患－病態の解明と新たな治療　総論：機能性消化管疾患の位置づけ .　臨床

消化器内科 .　30（2）:147-152,	2015
⑦屋嘉比康治：特注　機能性消化管疾患－病態の解明と新たな治療　機能性消化管疾患と発症機序　（2）機能性

消化管疾患と脳腸相関－神経内分泌の観点から .　30（2）:193-198,	2015
⑧名越澄子，滝川康裕，寺井崇二，清水雅仁，日高　勲：B 型肝炎制圧のための創薬研究に向けた臨床検体収集と

トランスクリプトーム解析 .	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 .　平成 26 年度総括・
分担研究報告書 .	　66-68,	2015.7

⑨加藤	真吾 ,	屋嘉比	康治：【炎症性腸疾患 - ファーストタッチから長期マネジメントまで】　炎症性腸疾患治療の
実際	潰瘍性大腸炎の寛解導入療法　5-ASA 製剤の使い方 .　内科 .　116（4）:	573-576,	2015.10	

⑩加藤真吾 ,	可児和仁 ,	小林泰輔 ,	山本龍一 ,	名越澄子 ,	屋嘉比康治：	 アンケートを用いた寛解期潰瘍性大
腸炎患者に対する経口 5-ASA 製剤のアドヒアランス調査 .　日本消化器病学会雑誌 .　112（10）:	1819-1829,	
2015.10

【総数：論文	13 件 ,	学会発表	57 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　
　第 43 回日本潰瘍学会 ,		第 17 回日本神経消化器病学会 ,	
　第 83 回消化器心身医学研究会 ,		第 5 回 IBS 研究会

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が定着した .
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，常に 90 ～ 110％のベッド稼働率を維持している .	
　　　消化器病全ての領域において対応できる診療チームが形成された．
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2．2）心臓内科

1．構成員
羽田勝征（HADA,	Yoshiyuki）：客員教授：循環器病学，心エコー図学：博士
丸山義明（MARUYAMA,	Yoshiaki）：教授（教職員・学生健康推進センター，健康管理科兼担）：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　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：教育員，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：教育副主任，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（海外留学中）
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
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

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
卒前教育

1.	心臓病患者の身体所見の取り方を身につけ，主な弁膜症，先天性心疾患の聴診所見を述べられる．
2.	虚血，心不全の病態生理と治療薬の作用機序を説明できる．
3.	急性心筋梗塞と主な頻脈性および徐脈性不整脈の心電図を判読できる．
4.	1-3 を通じて，国家試験合格に十分な能力を付与する．

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 名の患者を受け持ってレポートを作成（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）
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　CC は配属チームの初期研修医とともに行動し，上級医の指導を受けた．
卒後教育
　各チームに所属し，上級医の指導のもとで患者診療を行った（各チーム医師）．
　クルズス（心電図，画像診断，輸液など　佐々木，神山，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
　初期研修医は，各疾患の急性期，慢性期を通じて十分な症例経験を積むことができた．またクルズスの際などに，
救急患者対応などがあると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，日本不整脈学会，米国心エコー図学会などで
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
791 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
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読委員：Biochemistry	and	Biophysics	Reports	（西岡）
　　　　　J	of	Cardiology	（西岡）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県医師会健康スポーツ医講習会の講師（伊藤）
日本 DMAT 隊員（神山）

6．業績
6-1．論文・学会発表

①佐々木修，西岡利彦，井口貴文，高鳥仁孝，中田貴彬，中村嘉宏，中東威，塚田俊一，山口隆太郎，一色亜美，
外山堅太郎，安藤敏行，井上芳郎，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，吉本信雄，中田一之，杉山聡，堤晴彦，佐々
木英樹
冠動脈疾患に起因する院外心肺停止蘇生後患者の救急初療室での予後予測因子
日本冠疾患学会雑誌　22:14-23;2016.

②Matsue	Y,	Suzuki	M,	Torii	S,	Yamaguchi	S,	Fukamizu	S,	Ono	Y,	Fujii	H,	Kitai	T,	Nishioka	T,	Sugi	K,	Onishi	Y,	Noda	M,	
Kagiyama	N,	Satoh	Y,	Yoshida	K,	Goldsmith	SR.
Clinical	effectiveness	of	tolvaptan	in	patients	with	acute	heart	failure	and	renal	dysfunction.
J	Card	Fail.	2016;	22（6）:	423-32.

③ Inokuchi	T,	Sasaki	O,	Nishioka	T,	Ito	H,	Yoshimoto	N,	Yamabi	H,	Imanaka	K,	Sasaki	H.	
Momentary	and	wide	aortic	regurgitation	as	an	indicator	of	aortic	dissection.	
Gen	Thorac	Cardiovasc	Surg.	2015	Oct	8	DOI	10.1007/s11748-015-0595-y.

④ Kamiyama	T,	Nishioka	T,	Takatori	H,	Nakato	T,	Nakamura	Y,	Nakata	T,	Isshiki	A,	Ando	T,	Inoue	Y,	Kirimura	M,	
Sasaki	O,	Ito	H,	Maruyama	Y,	Yoshimoto	N.
Comprehensive	assessment	of	cardiac	function	and	ultrasound	lung	comets	using	a	pocket-sized	imaging	device	
for	home	care	patients.
American	Society	of	Echocardiography	26th	annual	scientific	sessions　Boston,	USA　,	June	14,	2015.

⑤ Isshiki	A,	Ito	H,	Takatori	H,	Nakamura	Y,	Nakata	T,	Ando	T,	Inoue	Y,	Kirimura	M,	Kamiyama	T,	Sasaki	O,	Nishioka	
T,	Yoshimoto	N.
Clinical	and	electrocardiographic	variables	 to	predict	delivery	of	appropriate	 ICD-therapy	 in	patients	with	
vasospastic	angina	resuscitated	from	cardiac	arres.t　
8th	APHRS	CARDIORHYTHM,	Melbourne,	Australia,	November	20,	2015

⑥ Sasaki	O,	Nishioka	T,	 Inoue	Y,	Tsukada	S,	 Inokuchi	T,	Yamaguchi	R,	 Isshiki	A,	Toyama	K,	Yuhara	M,	Ando	T,	
Kamiyama	T,	Kirimura	M,	Ito	H,	Maruyama	Y,	Yoshimoto	N.
Diabetes	as	a	determinant	factor	of	coronary	artery	remodeling
第 79 回日本循環器学会学術集会　大阪　2015 年 4 月 25 日

⑦ Isshiki	A,	Ito	H,	Takatori	H,	Nakamura	Y,	Nakata	T,	Ando	T,	Inoue	Y,	Kirimura	M,	Kamiyama	T,	Sasaki	O,	Nishioka	
T,	Yoshimoto	N.
Clinical	and	electrocardiographic	variables	and	delivery	of	 ICD-shocks	 in	patients	with	vasospastic	angina	
resuscitated	from	cardiac	arrest.
第 30 回日本不整脈学会学術大会／第 32 回日本心電学会学術集会　合同学術大会　京都　2015 年 7 月 29 日

⑧一色亜美，高鳥仁孝，中田貴彬，中東威，中村嘉宏，塚田俊一，安藤敏行，井上芳郎，神山哲男，桐村正人，佐々
木修，西岡利彦，伊藤博之，吉本信雄
遠隔モニタリングシステムが治療方針決定に有用であった着用型除細動器使用の 3 例
第 63 回日本心臓病学会学術集会　横浜　2015 年 9 月 19 日

⑨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，井口貴文，
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，吉本信雄
虚血性心疾患患者における冠動脈責任病変プラーク面積を規定する因子の検討
第 63 回日本心臓病学会学術集会　横浜　2015 年 9 月 20 日

⑩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，井口貴文，
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，吉本信雄
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虚血性心疾患の発症病型の差異に関与する因子についての検討 .	
第 29 回日本冠疾患学会学術集会　札幌　2015 年 11 月 21 日

【総数：論文	3	件，学会発表	10	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
　例年通り，川越市病診連携事業の一環として，川越医師会との共催で川越循環器談話会（年 2 回）を開催し，川
越地区で循環器診療に従事されている病医院の方々と症例検討，特別講演などを通じ連携の充実を図った．
　その他に，心エコーハンズオンセミナー 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り研究に費やす時間の余裕が少ないが，日々の臨床の中で実施可能なプロ
トコルを立案し，徐々に成果を出しつつある．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．3）呼吸器内科

1．構成員
植松和嗣（UEMATSU,	Kazutsugu）：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：
研究主任：外来医長：代表指導教員（大学院）: 呼吸器疾患，肺癌，胸膜疾患，びまん性肺疾患：博士
森山　岳（MORIYAMA,	Gaku）：助教：病棟医長
教山紘之（KYOYAMA,	Hiroyuki）：助教
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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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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 に関
しては論文作成中，5 に関しては論文投稿中である．
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
　植松和嗣　独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（審査委員）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　査読　植松和嗣　日本呼吸器学会誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①平田	優介 ,	森山	岳 ,	井上	麻耶 ,	菊池	聡 ,	齋藤	友理子 ,	教山	紘之 ,	植松	和嗣．胸膜中皮腫細胞における Wnt シグ
ナル伝達体 Dishevelled（Dvl）の発現抑制および上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬（EGFR-TKI）の併
用効果の検討 .	第 55 回日本呼吸器学会学術講演会　2015 年 4 月 19 日

②教山	紘之 ,	平田	優介 ,	菊池	聡 ,	齊藤	友理子 ,	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（Xe-CT）を用いた肺機能評価の試み．第 55 回日本呼吸器学会学術講演会　
2015 年 4 月 19 日

③武内	進 ,	宮	敏路 ,	中鉢	久実 ,	宮永	晃彦 ,	水谷	英明 ,	峯岸	裕司 ,	臼杵	二郎 ,	安藤	真弘 ,	日野	光紀 ,	植松	和嗣 ,	小
林	国彦 ,	清家	正博 ,	久保田	馨 ,	弦間	昭彦．中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与における Palonosetron+Aprepitant+D
examethasone 療法．第 53 回	癌治療学会学術集会　2015 年 10 月 31 日

④教山	紘之 ,	平田	優介 ,	菊池	聡 ,	齊藤	友理子 ,	坂井	浩佑 ,	森山	岳 ,	植松	和嗣 ,	弦間	昭彦．当院呼吸器内科で診断
された大細胞神経内分泌腫瘍の臨床的検討．第 56 回日本肺癌学会学術集会　2015 年 11 月 26 日

⑤菊池	聡 ,	植松	和嗣 ,	森山	岳 ,	教山	紘之 ,	齋藤	友理子 ,	平田	優介 ,	坂井	浩佑 ,	弦間	昭彦．当院呼吸器内科での進
行胸腺癌の臨床的検討．第 56 回日本肺癌学会学術集会　2015 年 11 月 26 日

⑥宮	敏路 ,	葛	伸一 ,	小林	国彦 ,	植松	和嗣 ,	安藤	真弘 ,	日野	光紀 ,	臼杵	二郎 ,	中鉢	久実 ,	武内	進 ,	清家	正
博 ,	久保田	馨 ,	弦間	昭彦．QOL	中程度催吐性化学療法における Palonosetron（PALO）+Aprepitant（APR）
+Dexamethasone（DEX）療法の検討．第 56 回日本肺癌学会学術集会　2015 年 11 月 26 日

⑦森山	岳 ,	井上	麻耶 ,	平田	優介 ,	菊池	聡 ,	齋藤	友理子 ,	坂井	浩佑 ,	教山	紘之 ,	弦間	昭彦 ,	植松	和嗣．胸膜中皮腫
における Wnt シグナル伝達 Dvl の発現抑制と上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬の併用効果．第 56
回日本肺癌学会学術集会　2015 年 11 月 27 日

⑧本田憲業 ,	長田久人 ,	渡部渉 ,	柳田ひさみ ,	中山光男 ,	教山紘之 ,	植松和嗣 ,	大谷カタリーナ．呼吸器疾患診断に
おける CT の進歩　キセノン吸入 CT による換気分布の画像化．呼吸．34（12）．1180-1186．2015.12 月
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⑨植松和嗣．第 6 回川口市医師会肺がん結核検診研修会　「非小細胞肺がんにおける分子標的治療」2015 年 6 月
24 日

【総数：論文	1	件，学会発表	7	件，講演	1	件】
6-2．獲得研究費
　齋藤友理子　平成 27 年度学内グラント
6-3．受賞
　埼玉医科大学総合医療センター　優秀研修指導医　植松和嗣，森山岳
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　中堅スタッフが減る中，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：代表指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　			内分泌代謝学：博士
秋山義隆（AKIYAMA,	Yoshitaka）：講師 : 外来医長：大学院教員：内分泌代謝学
森田智子（MORITA,	Tomoko）：講師 : 病棟医長：教育主任：大学院教員：内分泌代謝学：博士
大竹啓之	（OTAKE,	Hiroyuki）:	講師 :	大学院教員：内分泌代謝学：博士
阿部義美（ABE,	Yoshimi）：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）
大村栄治（OHMURA,	Eiji）：客員教授：大学院教員：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
皆川真哉（MINAGAWA,	Shinya）:	非常勤講師
松田　彰（MATSUDA,	Akira）:	非常勤講師
矢津麻佐子（YAZAWA,	Masako）:	非常勤講師
小池美江（KOIKE,	Yoshie）:	非常勤講師
Houda	Sellami-Mnif:	教育員
コンサルタント（甲状腺）：三橋	知明先生（埼玉医科大学総合医療センター検査部教授）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　学生教育：臨床実習を通じ内科疾患，とくに糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について基本的な診断，治療のプ
ロセスを通じ患者管理について習得する．また，糖尿病の患者教育についてチーム医療の面から理解する．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．医学生の 5,6 年の臨床講義の一部を担当した．希望の医学生には教育
員の Houda	Sellami-Mnif さんと英語での症例検討に参加していただいた．
　初期研修：初期研修医の 1 ヶ月間のローテート研修を担当した．
　後期研修／専門医研修：坂下医師（助教）と的場医師（助教）は内分泌・糖尿病専門医研修中であるが育児休暇中
であった．大竹医師（講師）が内科総合専門医を取得した．阿部医師が内分泌・糖尿病専門医研修 4 年目の研修を行っ
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
　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．し
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かし医学生や初期研修の実習について，iPad を利用しスタッフの指導を補った．今年は大竹医師が大学病院スタッ
フより編入され例年より指導スタッフの充実がはかられた．
　内分泌疾患診療においては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．GLP-1 受容
体作動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．チュニジア出身の医師 Houda	
Sellami-Mnif さんは英語，フランス語，アラビア語が使用でき教育員（teaching	staff）として加わり随時カンファレ
ンスなどに参加した．今年度よりラットを用い放射性同位元素で糖代謝測定しインスリン感受性指標を研究するプロ
ジェクトを開始した．
3-3．研究内容と達成度
1）プロインスリンの臨床応用
　主に外来において，空腹時採血によりプロインスリン自体やプロインスリンとインスリンや C- ペプチドとの比に
ついて介入状態などによる違いについてデータを解析し，糖尿病学会年次学術集会で発表した．
2）FMD（flow	mediated	dilatation）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．
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）GLP-1 受容体作動薬についての解析
　GLP-1 受容体作動薬はインスリンとの併用が可能となり，使用経験について結果は糖尿病学会年次学術集会や
International	Diabetes	Federation	Congress で発表した．
5）インスリン感受性指標の研究
　ラットを用いブドウ糖負荷試験，インスリンクランプを用いインスリン感受性指標を研究するための基礎実験を開
始している．
3-4．自己評価と次年度計画
　プロインスリン測定の結果は引き続き日本糖尿病学会で発表した．教育入院患者に及ぼす FMD の変化について測
定データを集積しつつある．他のプロトコールも実施中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　糖尿病診療についてはパラダイムシフトと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）
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　「埼玉県方式」による糖尿病重症化予防　コンサルタント（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）
　日本糖尿病学会関東甲信越地方専門医認定委員会（松田　昌文）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　論文査読：英文 21 論文（松田　昌文）
　院内講演会／ CPC　1 ／ 1 件（松田　昌文／秋山　義隆）
　Web 講演会　1 件　（松田　昌文）
　海外講演　2 件（Korea,	Taiwan）　（松田　昌文）
　研究会・協会主催講演会　演者　59 件（松田　昌文）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

糖尿病	無料相談会 ･ 市民公開講演会　全国糖尿病週間 .	2015 年 11 月：皆川真哉先生（皆川医院）を中心に実施．
第 114 回　埼玉医科大学市民公開講座　糖尿病と栄養のはなし（2015 年 4 月 18 日　松田　昌文）
埼玉県糖尿病協会主催市民公開講座（2015 年 10 月 17 日：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/）
TV 出演（TBS　健康カプセル ! ゲンキの時間　2015 年 9 月 6 日：松田　昌文）

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	（2016）	7:25-33

②秋山	義隆 ,	的場	玲恵 ,	坂下	杏奈 ,	森澤	智子 ,	阿部	義美 ,	森田	智子 ,	松田	昌文 ,	三橋	知明 :	バセドウ病で内服治
療中，舞踏様の不随意運動で入院となった一例	日本内分泌学会雑誌	91 巻 2Suppl.	Page83（2015.11）

③松田昌文 :【新時代の臨床糖尿病学（上）- より良い血糖管理をめざして -】	糖尿病の疾患概念・成因・病型分類・
臨床的特徴・治療法　2 型糖尿病　2 型糖尿病の疾患概念，成因，病型分類，臨床的特徴	日本臨床	74 巻増刊 1	
新時代の臨床糖尿病学（上）	Page314-317（2016.02）

④松田昌文 :	【SGLT2 阻害薬の適正使用を考える】	SGLT2 阻害薬の作用機序からみた代謝改善作用	Modern	
Physician	36 巻 2 号	Page101-104（2016.02）.

⑤松田	昌文 ,	秋山	義隆 ,	森田	智子 ,	阿部	義美 ,	森澤	智子 ,	坂下	杏奈 ,	的場	玲恵 ,	浜野	久美子 : 糖尿病遠隔診療で
の尿検査の試行	糖尿病	58 巻 Suppl.1	PageS-455（2015.04）.

⑥森田	智子 ,	的場	玲恵 ,	坂下	杏奈 ,	森澤	智子 ,	阿部	義美 ,	秋山	義隆 ,	櫛山	暁史 ,	吉田	洋子 ,	松田	昌文 ,	河津	捷
二 :	低血糖を主訴に来院した症例のインスリン感受性とグルカゴンの関連　糖尿病	58 巻 Suppl.1	PageS-449

（2015.04）.
⑦深津	真弓 ,	松田	昌文 ,	秋山	義隆 ,	森田	智子 ,	阿部	義美 ,	森澤	智子 :	妊娠糖尿病におけるインスリン使用量と理

論的補充量の比較	糖尿病	58 巻 Suppl.1	PageS-430（2015.04）.
⑧秋山	義隆 ,	的場	玲恵 ,	坂下	杏奈 ,	森澤	智子 ,	阿部	義美 ,	森田	智子 ,	皆川	真哉 ,	徳永	貢 ,	矢澤	麻佐子 ,	和田	誠

基 ,	大村	栄治 ,	河津	捷二 ,	松田	昌文 :	当院におけるリキセナチドの使用経験	糖尿病	58 巻 Suppl.1	PageS-381
（2015.04）

⑨阿部	義美（埼玉医科大学総合医療センター	内分泌・糖尿病内科）,	的場	玲恵 ,	坂下	杏奈 ,	森澤	智子 ,	森田	智子 ,	
秋山	義隆 ,	皆川	真哉 ,	和田	誠基 ,	徳永	貢 ,	小池	美江 ,	矢澤	麻佐子 ,	大村	栄治 ,	河津	捷二 ,	松田	昌文 :	DPP-4 阻
害薬の併用薬治療の長期 durability の検討	糖尿病	58 巻 Suppl.1	PageS-302（2015.04）.

⑩秋山	義隆（埼玉医科大学総合医療センター	内分泌・糖尿病内科）,	吉永	玲恵 ,	坂下	杏奈 ,	阿部	義美 ,	森澤	智子 ,	
森田	智子 ,	松田	昌文 ,	矢澤	麻佐子 ,	皆川	真哉 ,	和田	誠基 ,	山内	泰介 :	妊娠 24 週にうっ血性心不全で緊急入院後
クッシング症候群と診断され腫瘍摘出，36 週で正常分娩に至った 27 歳女性の 1 例	日本内分泌学会雑誌	91 巻
1 号	Page398（2015.04）.

【総数：論文	21 件（英文 2），学会発表	12 件，講演	64 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
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　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉糖尿病療養指導セミナー（森田　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）

7．自己点検・評価
　平成 27 年度の業務につき常勤医師の人事考課による自己点検，評価を行った．限られた資源にもかかわらず十分
とは言えないが診療業務はほぼ支障なく実施できていた．教育業務や研究業務ついて今後更に以下のように取り組ん
でゆく．平成 24 年度に iPad を医学生教育に iPad を導入し平成 25 年度に iPad	mini を初期研修に導入し同年 11 月
末に iPad	mini	retina を後期研修医に導入したが今後はサーバープログラムを MySQL と PHP を用いて充実させてゆ
く．糖尿病診療では SGLT-2 阻害薬をはじめさらに多くの薬物の利用が可能となり，病棟におけるインスリン使用に
ついて「病棟血糖管理マニュアル第 2 版（金原出版）」を通じて全国に情報を提供している．	（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：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員，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：医学博士
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：医学博士
得平道英（TOKUHIRA,	Michihide）：教授：診療副部長：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（医学）
渡部玲子（WATANABE,	Reiko）：准教授：診療副部長：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（医学）
多林孝之（TABAYASHI	Rayuki）：講師：教育員：研究員：外来医長：指導教員（大学院）血液内科一般，造血器腫
　　　　　　　　　　　　　　　瘍の発症機序の解明：博士（医学）
佐川森彦（SAGAWA,	Morihiko）：講師：教育員：研究副主任：専門医員：大学院教員（大学院）：博士（医学）
阿南朋恵（ANAN,	Tomoe）：助教：病棟医長，博士（医学）
富川武樹（TOMIKAWA,	Tatsuki）：助教：社会大学院生
木村勇太（KIURA	Yuta）：助教
高橋康之（TAKAHASHI	Yasuyuki）：助教：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
・卒前教育
　卒前責任者は木崎教授 / 得平教授が担当した .	医学部 BSL においては，病棟では患者 1 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教授，渡部准教授が担
当した．得平教授は，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 / 得平教授が担当した .	初期臨床研修では，内科診療の全般的な知識および技術を
取得すると同時に，血液疾患全般に渡る診断と治療の基本が学べるよう教育を行った . 血液内科では大量化学療法，
造血幹細胞移植，輸血など学ぶ重要な機会であることから，積極的に参画し学習できるよう患者などを考慮した .	ま
た木崎教授を筆頭に総回診，カルテ回診，カンファレンス，クルズス等を通じてならなる理解を深めた .	週 2 回の外
来骨髄検査には，研修医を積極的に参加させ，骨髄穿刺や髄液検査，髄注などの血液疾患の診療に必要な手技を習得
させた .	後期研修では，さらなる内科学における知識，技術の向上とともに，血液学全般に渡る知識，技術，接遇を
身につけ，血液専門医の資格取得を目指すべく，自分のテーマを見つけて学会発表を行った .	
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・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ている .	
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富川武樹が 4 年目を迎え，現在悪性リンパ腫における EBV 感染の意義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 .	H26 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，個々においてスライドや資料の改善に向けて取り組んでいく方針である .	卒前研修として，当科の特徴で
あるオールマイティな血液内科学の臨床および研究に接触することによって内科学，血液学を超えて学問を学ぶきっ
かけになるようなプログラムを構築したいと考えている .	学生教育においては，積極的な臨床実習への参加を促し，
深い理解を求めるよう，今後クルズスの改訂なども含め考慮している .	
・卒後教育
　初期研修医を日本血液学会例会などの学会等に積極的に参加させ，血液内科学の知識をさらに学習させることが出
来た .	研修医の評判も良好であり，来年度はその継続にあたりたい .		全般的知識の蓄積のみならず，心豊かな人格あ
る医師を育てることもを心がけたいと考えている .	その一方で，血液内科を選択する初期研修医は他の内科と比較し
ても少ない傾向がある .	次年度はさらなる研修医の増加について，ヒアリングを通じて当科の特徴がさらに出せるよ
うなプログラムを考案したい .	
・大学院教育
　2 名の大学院生を有し，これまで順調な経過と理解している .	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や
リハビリ理学療法士による血液疾患における研究も共同で行っており，チーム医療の一環として重要と認識している．
3-2．研究プロジェクト
1．基礎研究	
（1）白血病に対する活性酸素（ROS）を指標とする新規分子標的療法の開発	
（2）新規 NF- κ B 阻害剤の開発による多発性骨髄腫に対する治療法の開発
（3）ヒト CD47 に対する一本鎖低分子化抗体の開発と造血器腫瘍への応用
（4）患者検体を用いた細胞株の樹立とその機能解明
（5）白血病細胞における分化誘導機序の解明
（6）多発性骨髄腫における薬剤耐性克服のための基礎検討

2．臨床研究
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＜多発性骨髄腫関係＞
・BROAD-J	試験（BoRtezomib-based	Optimized	therapy	Aiming	Disease	control	in　Japan;	未治療移植非適応の多

発性骨髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究）
・BROAD-J2 試験（BoRtezomib-based	Optimized	therapy	Aiming	Disease	control	 in　Japan/	Japan2;	未治療移植

非適応の多発性骨髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究 / 未
治療移植非適応の多発性骨髄腫患者を対象とする皮下注射ボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関
する探索研究）

・JCOG	0904：再発・再燃・治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する bortezomib	+	dexamethasone 併用（BD）療法と
thalidomide	+	dexamethasone 併用（TD）療法のランダム化第 II 相試験

・再発または難治性　多発性骨髄腫に対する段階的増量レナリドミド・デキサメタゾン療法の有効性および安全性
の検討	（L-STEP）

・JCOG1105：高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者に対する melphalan+prednisolone+bortezo
mib	（MPB）	導入療法のランダム化第 II 相試験

＜白血病関係＞
・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

・JCOG1111：成人 T 細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロン α/ ジドブジン併用療法と	Watchful	
Waiting	療法の第	III	相ランダム化比較試験実施計画書	ver1.2
JALSG	group	studies
JALSG	CS	7，JALSG	CS	11，JALSG	ALL	CS	12，JALSG	ALL	213，JALSG	CML212，JALSG	AML	209/FLT-3-
SCT/KIT，JALSG	MDS212，JALSG	APL	212/212G	

・関東造血幹細胞移植共同研究グループ	KSGCT 臨床試験
KSGCT	1301，KSGCT	1302，KSGCT	1303

＜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　
・JCOG1305：Interim	PET	 に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する	ABVD	療法および	ABVD/ 増量	

BEACOPP	療法の非ランダム化検証的試験
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-κB 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-κB 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-κB 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-κB 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-κB 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-κB 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．
　さらに多林講師が中心となり，他の癌腫でも有効性が確認されている WEE1 阻害剤が骨髄腫の薬剤耐性を克服す
る可能性を見出し，現在検討を進めている．
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

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
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員および国際事業委員会書面審査員
日本検査血液学会認定検査技師制度審議会委員
科学研究費委員会専門委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
学術誌：
木崎

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

International	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.

得平
Internal	Journal	of	Hematology,	Japanese	Journal	of	Clinical	Oncology,	Internal	Medicine,	Cancer	sceinece,	臨床血
液 .

渡部
Internal	Journal	of	Hematology,	Internal	Medicine.

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関る業務　
得平教授，渡部准教授，阿南講師，富川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 Higashi	M,	Tokuhira	M,	Fujino	T,	Yamashita	T,	Abe	K,	Arai	E,	Kizaki	M,	Tamaru	J:	Loss	of	HLA-DR	expression	is	
related	to	tumor	microenvironment	and	predicts	adverse	outcome	in	diffuse	large	B-cell	 lymphoma.	Leukemia	
and	Lymphoma.	2016:57（1）:161-166.	

② Kizaki	M,	Tabayashi	T.	The	Role	of	Intracellular	Signaling	Pathways	in	the	Pathogenesis	of	Multiple	Myeloma	
and	Novel	Therapeutic	Approaches.	J	Clin	Exp	Hematop.	2016;56（1）:20-7.

③ Watanabe	T,	Mitsuhashi	M,	Sagawa	M,	Ri	M,	Suzuki	K,	Abe	M,	Ohmachi	K,	Nakagawa	Y,	Nakamura	S,	Chosa	M,	
Iida,	Kizaki	M:	Lipopolisaccharide-induced	CXCL10	mRNA	and	six	stimulant-mRNA	combinations	in	whole	blood:	
Novel	biomarkers	for	bortezomib	responses	obtained	from	a	prospective	multicenter	obseration	trial	for	patients	
with	multiple	myeloma.	PLoS	One	2015;10（6）:e0128662.

④ Sagawa	M,	Tabayashi	T,	Kimura	Y,	Tomikawa	T,	Nemoto	T,	Watanabe	R,	Tokuhira	M,	Ri	M,	Hashimoto	Y,	Iida	S,	
Kizaki	M:	TM-233,	a	novel	analog	of	1’ -acetoxychavicol	acetate	（ACA）,	induces	cell	death	in	myeloma	cells	by	
inhibiting	both	JAK/STAT	and	proteasome	activities.	Cancer	Science.	2015;106（4）:438-446,

⑤ Misawa	T,	Aoyama	H,	Hashimoto	Y,	Dodo	K,	Sagawa	M,	Kizaki	M.	Structure-activity	relationships	of	benzhydrol	
derivatives	based	on	1’ -acetoxychavicol	acetate	（ACA）	against	multiple	myeloma	cell-growth	 inhibition	via	
inactivation	of	NF- κ B	pathway.	Bioorganic	&	Medicinal	Chemistry.	2015:23（9）:2241-2246.
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⑥佐川	森彦 ,	木崎	昌弘 ,	得平	道英 ,	多林	孝之 ,	根本	朋恵 ,	富川	武樹 .	多発性骨髄腫に対する次世代シーケンサー
を用いた遺伝子発現解析及び新規治療薬の開発 .		埼玉医科大学雑誌 .	2015;42（1）:80-82.

⑦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 .	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細胞型 B 細胞リンパ腫 .	臨
床血液 .	2015;56（1）:9-15.

⑧ Kizaki	M,	Tabayashi	T,	Sagawa	M,	Tomikawa	T,	Tokuhira	M,	Iida	S,	Li	M,	Hashimoto	Y:	TM-233,	a	novel	analog	
of	ACA,	induces	cell	death	in	multiple	myeloma	cells	by	targeting	JAK/STAT	and	proteasome	dual	pathways.	第
74 回日本癌学会学術総会 .	平成 27 年 10 月 10 日 .

⑨木村勇太，得平道英，高橋康之，富川武樹，佐川森彦，阿南朋恵，多林孝之，渡部玲子，東守洋，田丸淳一，木崎昌弘：
無治療経過観察を選択した濾胞性リンパ腫の予後解析 .	第 77 回日本血液学会学術集会 .	平成 27 年 10 月 16 日 .

⑩ Tabayashi	T,	Takahashi	T,	Kimura	Y,	Tomikawa	T,	Nemoto	Anan	T,	Watanabe	R,	Tokuhira	M,	Mori	S,	Kizaki	M.	
Novel	Therapeutic	approach	to	overcome	both	bortezomib	and	 lenalidomide	resistant	multiple	myeloma	by	
targeting	TOPK/PBK.		57th	Annual	Meeting	of	American	Society	of	Hematology.	2016.12.8.

【論文	7 件 .	学会報告	30 件 .】
6-2．獲得研究費
木崎昌弘
厚生労働省

平成 27 年国立がん研究センター研究開発費・飛内班【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

（分担課題名：リンパ系腫瘍・多発性骨髄腫に対する標準的治療確立のための多施設共同研究）
文部科学省

平成 27 年度科学研究費補助金　基盤研究（C）	活性酸素による前駆細胞を標的とした多発性骨髄腫に対する治療
法開発のための基盤研究（代表）

得平道英
平成 27 年国立がん研究センター研究開発費・丸山班	平成 27 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
傳法	倫久（DEMBO,	Tomohisa）：	 准教授（平成 27 年 8 月 1 日より着任）：脳血管障害	: 博士
三井隆男（MITSUI,	Takao）	 講師：教育副主任：医局長
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
山里将瑞（YAMAZATO,	Masazumi）	非常勤講師
王子　聡（OJI,	Satoru）	 助教（平成 27 年 9 月 1 日，留学より帰局）
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（出向中）
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
石塚慶太（ISHIZUKA,	Keita）	 助教（出向中）
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．

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
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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：80％

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：90％
　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），臨床工学技士との定期的な研究会
を開催している．
3-4．自己評価と次年度計画

学会・研究会報告，論文発表などを通して客観的な評価を行い，更に医局会で定期的に研究内容を評価・検討して
いる．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．

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，血栓溶解療法を中心として急性期の加療を行い，適応症例には血管内治療を積極的に行っている．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
　1.	免疫性ニューロパチーの治療反応性予測に基づく有効な治療戦略の構築
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2.	平成 27 年度「エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治療アルゴリズムの確立」研
究班

（2）深浦彦彰
　免疫性神経疾患に関する調査研究班員
　1.	多発性硬化症生体試料バンクを活用したアジア人特有の遺伝環境因子探索による病態解明
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　野村恭一
　　編集委員	 日本神経学会
　	 MS	FRONTIER（多発性硬化症の先端情報誌）
　　査読委員	 日本神経免疫学会　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）
　（3）王子	聡	 　重症筋無力症友の会
　（4）伊崎	祥子	　重症筋無力症友の会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①鈴木	理人，野村	恭一，ほか．経過中に低血糖を認めず脳 MRI の経時的変化より低血糖脳症を疑った 2 症例．臨
床神経学 2016;	56:	208.（日本神経学会関東・甲信越地方会 2016）

②石塚	慶太 ,	野村	恭一 ,	ほか .	首下がりで発症し，sporadic	late	onset	nemaline	myopathy が疑われ，診断に苦慮
した 77 歳女性例 .		臨床神経学 2016;	56:	127.	（日本神経学会関東・甲信越地方会 2015）

③杉本	恒平 ,	野村	恭一 ,	ほか .	痙性歩行を呈し，電気生理学的に中枢・末梢神経の脱髄所見と発汗障害を認めた成
人型 Krabbe 病の 54 歳男性例．末梢神経 2015;	26:	366.	（日本末梢神経学会学術大会 2015）

④成川	真也 , 野村	恭一 ,	ほか .	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症と CIDP の横隔神経 M 波の比較検討 . 末梢神経
2015;	26:	304.	（日本末梢神経学会学術大会 2015）

⑤宮内	敦生 ,	野村	恭一 ,	ほか .	初期に時間的分散を認め，免疫治療が著効したギラン・バレー症候群の 2 症例 .	末
梢神経 2015;	26;	300.	（日本末梢神経学会学術大会 2015）

⑥吉田	典史 ,	野村	恭一 .	【免疫症候群（第 2 版）- その他の免疫疾患を含めて -】	臓器特異的自己免疫疾患　免疫性
神経・筋疾患　傍腫瘍性神経症候群　傍腫瘍性ニューロパチー .	日本臨床	別冊免疫症候群 I.		日本臨牀社，大阪，	
2015，157-161.	

⑦三井	隆男 , 野村	恭一 .	【免疫性神経疾患 - 基礎・臨床研究の最新知見 -】	免疫性末梢神経疾患　Guillain-Barre 症候
群（GBS）と Fisher 症候群（FS）　Guillain-Barre 症候群　Guillain-Barre 症候群の治療と予後 .	日本臨床 73 巻増
刊	7 免疫性神経疾患 ,	日本臨牀社，大阪，	2015，381-387.	

⑧伊崎	祥子 ,	野村	恭一 .	【骨格筋症候群（第 2 版）- その他の神経筋疾患を含めて -】[ 上 ]	炎症性筋疾患　非感染
性筋炎　膠原病にみられるミオパチー　血管炎症候群 .	日本臨床	別冊骨格筋症候群（上）,		日本臨牀社，大阪，	
2015，374-380.	

⑨小島	美紀 , 野村	恭一 .	【免疫性神経疾患 - 基礎・臨床研究の最新知見 -】	免疫性中枢神経疾患　視神経脊髄炎
（NMO）　視神経脊髄炎の治療と予後 .	日本臨床 73 巻増刊	7 免疫性神経疾患 ,	日本臨牀社，大阪，	2015，294-
302.	

⑩野村	恭一 .	【アフェレシス療法－新たな 100 年に向けて】　適応となる疾患とその実際	神経疾患 . 内科 .	南江堂 ,	
東京 ,	2015,	47-55.

【総数：論文	5	件，学会発表	21	件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
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　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　（1）	第 35 回日本アフェレシス学会学術大会　2015 年 11 月（川越）
　（2）	第 5 回臨床神経軽井沢カンファレンス　	2015 年 6 月	（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）
菊池　潤			（KIKUCHI,	Jun）：助教：博士
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 5，青木 1，武井 1，奥山 2）

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：60％
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2-4．自己評価と次年度計画
　学生教育（卒前教育）では 4 年生の免疫ユニットの講義 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．
3-2．2015 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）
③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）
④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 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 例登録し解析中．達成度 90％．

RA- ②：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．31 例登録．達成度 70％．

RA- ③：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．24 例登録．達成度 50％．

RA- ④：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．7 例登録．達成度 10％．

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 8 例，GCA4 例，PMR13 例を登録．達成度 80％．

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．達成度 100％．
血管炎 - ③：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．8 例登録．達成度 10％
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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．25 例登録．達成度 70％．

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患者を対象に，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 20 例．達成度 30％．

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 8 例を登録し観察中．達成度
80％．

基礎①：新たに開始した．達成度 20％．
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
論文

① Takeuchi	T,	Matsubara	T,	Ohta	S,	Mukai	M,	Amano	K,	Tohma	S,	Tanaka	Y,	Yamanaka	H,	Miyasaka	N.	Biologic-
free	remission	of	established	rheumatoid	arthritis	after	discontinuation	of	abatacept:	a	prospective,	multicentre,	
observational	study	in	Japan.	Rheumatology	（Oxford）	2015;54（4）:	683-691

② Ogata	A,	Amano	K,	Dobashi	H,	Inoo	M,	Ishii	T,	Kasama	T,	Kawai	S,	Kawakami	A,	Koike	T,	Miyahara	H,	Miyamoto	
T,	Munakata	Y,	Murasawa	A,	Nishimoto	N,	Ogawa	N,	Ojima	T,	Sano	H,	Shi	K,	Shono	E,	Suematsu	E,	Takahashi	
H,	Tanaka	Y,	Tsukamoto	H	and	Nomura	A：Longterm	Safety	and	Efficacy	of	Subcutaneous	Tocilizumab	
Monotherapy:	Results	from	the	2-year	Open-label	Extension	of	the	MUSASHI	Study.	J	Rheumatol　2015;42（5）:	
799-809

③ Amano	K,	Matsubara	T,	Tanaka	T,	 Inoue	H,	 Iwahashi	M,	Kanamono	T,	Nakano	T,	Uchimura	S,	 Izumihara	T,	
Yamazaki	A,	Karyekar	CS,	Takeuchi	T:	Long-term	safety	and	efficacy	of	treatment	with	subcutaneous	abatacept	
in	Japanese	patients	with	rheumatoid	arthritis	who	are	methotrexate	inadequate	responders				Mod	Rheumatol　
2015;	25（5）:665-671

④ Takeshita	M,	Suzuki	K,	Kikuchi	J,	 Izumi	K,	Kurasawa	T,	Yoshimoto	K,	Amano	K	 ,	Takeuchi	T：Infliximab	and	
etanercept	have	distinct	actions	but	similar	effects	on	cytokine	profiles	in	rheumatoid	arthritis.	Cytokine	2015;	
75（2）:222-227

⑤ Sakai	R,	Shibata	A,	Chino	K,	Kondo	T,	Okuyama	A,	Takei	H,	Amano	K：Corticosteroid-	and	cyclophosphamide-
free	treatment	of	anti-neutrophil	cytoplasmic	antibody-associated	vasculitis	using	tocilizumab.	Mod	Rheumatol	
2015;	25（5）:	810-811

⑥天野宏一：巨細胞性動脈炎　日本内科学会誌 104 巻 10 号 2139-2142　2015.10
⑦千野健太郎：リウマチ性多発筋痛症（PMR）と RS3PE 症候群，リウマチ科　第 55 巻　第 2 号　160-166　
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⑧ Tsuneo	Kondo,	Akiko	Shibata,	Ryota	Sakai,	Jun	Kikuchi,	Kentaro	Chino,	Ayumi	Okuyama,		Hirofumi	Takei,	Koichi	

Amano：Clinical	and	Radiographic	Outcome	of	Iguratimod	for	Rheumatoid	Arthritis	　2015.11.10　American	
College	of	Rheumatology　San	Francisco	postar

⑨ Ryota	Sakai,	Akiko	Shibata,	Kentaro	Chino,	 Jun	Kikuchi,Tsuneo	Kondo,	Ayumi	Okuyama,	Hirofumi	Takei	
and	Koichi	Amano：Combined	proliferative	and	membranous	 lupus	nephritis:Is	 the	prognosis	 really	poor?	
2015.11.10　	American	College	of	Rheumatology		San	Francisco	postar	

⑩ Jun	Kikuchi,	Ryota	Sakai,	Akiko	Shibata,	Kentaro	Chino,	Tsuneo	Kondo,	Ayumi	Okuyama,	Hirofumi	Takei	and	
Koichi	Amano：Prospective	Study	About	Extension	Of	Dosing	interval	With	Tocilizumab	Therapy	In	Rheumatoid	
Arthritis	Patients	In	Remission	Maintenance	2015.11.10　	American	College	of	Rheumatology	　San	Francisco	
postar

　【総数：原著 5 件，総説 5 件，国際学会発表 4 件，国内学会発表 15 件，症例報告 11 例】
6-2．獲得研究費
　【厚生労働行政推進調査事業費補助金；難治性疾患等政策研究事業】	
　　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）
　　我が国の関節リウマチ診療標準化のための研究（分担者；天野宏一，主任；宮坂	信之）
　【日本医療研究開発機構研究費；難治性疾患実用化研究事業】
　　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）

ANCA 関連血管炎の新規治療薬開発を目指す戦略的シーズ探索と臨床的エビデンス構築研究（分担者；天野宏一，
主任；針谷正祥	）
関節リウマチの「ドラッグホリデー」と関節破壊「ゼロ」を目指す治療法の確立に関する研究（分担者；天野宏
一，主任；田中良哉	）	

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
＜ 2015 年＞

2015 年 8 月 8 日　PRIMURA 多施設共同研究中間検討会
2015 年 9 月 16 日　第 21 回川越リウマチ懇話会
2015 年 10 月 29 日　第 3 回川越骨粗鬆症セミナー

＜ 2016 年＞
2016 年 3 月 9 日　第 22 回川越リウマチ懇話会

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：総勢 8 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】
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）講師：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
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
山本　亮（YAMAMOTO,	Ryo）：助教：医員，研究員，教育員：（－）：腎臓病学：学位無し
廣瀬賢人（HIROSE,	Kento）：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：人工腎臓部診療副部長，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）	
木場藤太（KIBA,	Tota）：助教：医員，研究員，教育員：（－）：腎臓病学：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
岡田良美（OKADA,	Yoshimi）：助教：医員，研究員，教育員：（－）：腎臓病学：学位無し
小川公己（OGAWA,	Koki）：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）：一般大学院	3 学年（獨協医科大学薬理学講座留学中）
原　宏明（HARA,	Hiroaki）：助教：社会人大学院 1 学年
佐藤紗映子（SATO,	Saeko）：助教：社会人大学院 1 学年

【医学教育センター兼担】
加藤　仁（KATO,	Hitoshi）：准教授：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）	
【大学病院腎臓内科・国際医療センター腎臓内科兼担（派遣）】
塩田裕也（SHIOTA,	Yuya）：助教：医員，研究員，教育員：（?）：腎臓病学：学位無し

【非常勤医師（派遣中）】
清水泰輔（SHIMIZU,	Taisuke）：非常勤	III 類（埼玉県立循環器・呼吸器病センター出向）
三谷知之（MITANI,	Tomoyuki）：非常勤	III 類（赤心堂病院出向）	
岩永みずき（IWANAGA,	Mizuki）：非常勤	III 類（赤心クリニック出向）
岡崎晋平（OKAZAKI,	Shinpei）：非常勤	III 類（赤心堂病院出向）	
稲村めぐみ（INAMURA,	Megumi）：非常勤	III 類（埼玉セントラル病院出向）	
小暮祐太（KOGURE,	Yuta）：非常勤	III 類（	虎の門病院分院腎センター，リウマチ膠原病内科出向）	

【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）（社会保険診療支払基金埼玉支部）
松村　治（MATSUMURA,	Osamu	）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）（南古	谷クリニック）
城　謙輔（JHO,	Kensuke）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）（東北大学病理学講座）

【非常勤講師】
吉川　賢（KIKKAWA,	Masaru）：非常勤講師（きっかわクリニック）河野里佳（KOUNO,	Rika）：非常勤講師（入
間駅前クリニック）	

【非常勤医師】
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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（日高病院腎臓内科）
肥田　徹（HIDA,	Toru）：非常勤	III		類（埼玉協同病院後期研修医）

 2．教育
2-1．目的 ･ 目標

当学科では「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」を目標として掲げ，
担当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		えることを重視している．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，看護学生への講義
加藤准教授，長谷川教授，叶澤講師が以下の講義を担当している．
加藤　仁　医学教育センター准教授（腎・高血圧内科兼担）　担当授業

医学部 1 学年	 臨床入門　5 時限分　病院見学
	 臨床入門　22 時限分　バイタルサイン測定，コミュニケーション，
	 一次救命処置（BLS），小中学校教育体験実習，施設見学
医学部 2 学年	 臨床入門　10 時限分	コミュニケーション（医療面接の基礎	），
	 プレゼンテーション技法，血圧・脈拍の測定，一次救命処置（	BLS），レポートの書き方
	 臨床推論　4 時限分　胸痛
医学部 3 学年	 講義	腎臓内科学　3 時限分　腎組織所見の読み方　膠原病に伴う腎臓病	カルシウム・リン代謝
	 臨床入門　8 時限分　医療面接
	 臨床入門　4 時限分　看護体験実習
	 臨床推論　8 時限分　肝不全
医学部 4 学年	 臨床入門　16 時限分　一次救命処置（BLS），カルテ記載，POM	R，神経所見
医学部 5 学年	 特別演習　2 時限分　腎臓病の考え方，腎不全の治療

長谷川　元　教授　担当授業
医学部 2 学年	 調節系ユニット（腎臓生理学）　3 時限分　腎臓生理学
医学部 3 学年	 腎・泌尿器ユニット（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
医学部 6 学年	 内科総論　2 時限分　水電解質代謝異常症，酸塩基平衡異常症
保健医療学部理学療法学科・医用生体工学科 2 学年　腎・尿路　2 時限分　腎尿路系疾患の診断と治療，
	 血液浄化療法の実際

叶澤孝一　講師　担当授業
総合医療センター附属看護専門学校 1 学年　病態生理学 IV　8 時限分　腎臓の構造と機能検査と治療　原発性腎	
	 疾患　二次性腎疾患　腎代替療法　高血圧

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	BSL クルズス

医学情報収集とレポートの書き方（担当：叶澤講師）腎生検の適応と腎組織の見方（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：塩田助教）慢性腎臓病 CKD と腎疾患総論（担当：叶澤講師）	
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：山本助教）	
ネフローゼ症候群（担当：田山	講師）糖尿病性腎症（担当：安田助教）	
膠原病に伴う腎疾患（担当：佐藤助教）腹膜透析の原理（担当：河野	非常勤講師）血液透析の原理（担当：小川講師）	
長期透析患者の合併症（担当：岡田助教）	

●実技見学型 BSL クルズス
検尿の実際と尿所見から分かること（担当：河合助教）腹膜透析の実際（担当：河野非常勤講師）
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血液透析の実際（担当；小川講師）処置見学（腎生検，その他病棟処置）
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）	
症例検討見学（重症・新患カンファ，病棟カンファ，病棟教授回診）集談会見学（抄読会，勉強会，学会予行，その他）
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，病棟症例検討会，重症・新患カンファレンスへの参加，カテーテル挿入手技や手術（局麻下の
シャント作成術，全麻下のテンコフカテーテル挿入術），血管内治療（PTA）への参加を通じて「主治医チームの一員」
として行動させることで自主学習の動機づけを行い，医療人としての自覚を持たせるよう，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させるよう心がけている．
●座学型	CC	クルズス

医学情報収集とレポートの書き方（担当：叶澤	講師）	腎臓の解剖と働き（担当：廣瀬助教）
慢性腎臓病	CKD	と腎疾患総論（担当：叶澤	講師）	慢性糸球体腎炎（担当：羽田野	助教）
ネフローゼ症候群（担当：田山講師）
急速進行性糸球体腎炎（担当：河合	助教）	糖尿病性腎症（担当：安田助教）
膠原病に伴う腎疾患（担当：塩田助教）	
腎生検の適応と腎組織所見の読み方（担当：岩下	助教）	腎不全治療法の選択と腎移植（担当：松田准教授）
血液透析の原理（担当：小川	講師）	
腹膜透析の原理（担当：河野	非常勤講師）長期透析患者の合併症（担当：岡田助教）
透析の適応と導入期合併症（木場	助教）栄養管理と輸液の基本（担当：原助教）

●実技見学型	CC	クルズス
検尿の実際と尿所見から分かること（担当：小川助教）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）処置見学（腎生検，その他病棟処置）	
外来見学（腎・高血圧内科外来，腹膜透析外来）	
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）	
症例検討見学（重症・新患カンファ，病棟カンファ，病棟教授回診）
集談会見学（抄読会，勉強会，学会予行，その他）	

初期研修医に対する教育
当学科では平成 27	年度，1	年目研修医 28 名，2	年目研修医 16 名，合計 44 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・教育は基本学科としての基本的かつ主要な責務であると
の認識を，基本学科構成員全員が共有している．26 年度より，指導内容の平準化，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．平成 27 年度
の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：木場先生）	
・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：羽田野先生）	
③　病理組織標本の見方の基本	（担当：岩下先生）	
④　腎と栄養管理	 （担当：原先生）	
・点滴作成の実際
⑤　腎炎治療の基本	 （担当：田山講師）	
・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（RPGN	etc）
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，貧血を含む
・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研修医クルズスや適宜実施の診療チームカンファレンス，週 2

回の診療科病棟カンファレンス，回診，指導医からの指導などを通じ，①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，②論理的な内科診断法の修得，③医療安全と多職種医療連携に対する意識の向上，などを修得させ
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る点に留意している．
一方初期研修医	2 年目に対しては，①診療チームの一員として病態の解析，診療方針の策定に主体的に関わらせる，

②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，③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．

1	年目，2 年目を通じ内科学会関東地方会や各種症例報告主体の研究会等での症例発表機会を積極的に設け，職業
人としてのモチベーションを高めることに留意している．
大学院生に対する教育

平成 27	年度の当学科所属の大学院生は 3 名である．一般大学院生は隣県医科大学の基礎研究室に所属し，腎尿細
管細胞膜の有機酸輸送蛋白に関する基礎研究に取り組んでいる．2 名の社会人大学院生は病棟診療，外来診療などを
こなしながら，それぞれ基礎研究及び臨床研究に取り組んでいる．テーマの選定には現在及び近未来の腎臓病医療の
問題点に留意し，基本学科における臨床と今後の研究との整合性と継続性に特に配慮している．
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必ずしも十分とは言えないと考えられる．十分な実習期間の確保が望まれる．

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 年度の当科研修希望の初期研修医，特
に	2 年目研修医の比率が増えていることは，研修医からの当学科への評価の現れと捉えている．
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，医療連携促進に関連し大学在籍者数が減少していることから研修医への指導がやや不十分となっ
ている点も否めない．指導医個々の努力には限界がある事から，診療科，基本学科全体で研修医教育にあたるよう，
体制の見直しを図っていく．初期研修

1	年目と	2	年目の研修内容を見直し，1	年目に対しては基本スキルの修得と医療安全への意識向上に努め，一方	2		
年目に対しては専門的医療に触れさせること，診療方針決定に参画させ職業意識の向上に努めること，等に配慮しな
がら指導内容の見直しを行っていく．

3．研究
3-1．目的・目標

腎・高血圧内科では，①社会にとって有為な良き臨床医を育成していくこと，②現在及び近未来の腎疾患臨床に貢
献すること，の 2 点を主眼に研究を進めている．臨床上の諸問題を自ら解決しうる創造性を持ち，論理的かつ科学
的な臨床を行いうる医師の育成には研究の経験が必要であるとの信念のもと，当学科構成員にはそれぞれ個別の研究
テーマを持って研究を行い，英文原著の発表に最大限の努力を傾注すること，その結果として出来る限り学位を取得
すること，また大学院進学を積極的に推進すること，を指導方針としている．テーマの選定に当たっては進行性腎障
害の進展抑制を大目標としながら，近未来の進行性腎障害や透析導入原因疾患として，高齢化を背景とした粥状硬化
性，細動脈硬化性の血管障害に起因する虚血性腎障害，尿細管間質障害の比重が大きくなると予測される点に鑑み，
高血圧，糖尿病等の生活習慣病はもとより，栄養面や代謝面の問題点と腎障害との関連に着目し臨床への貢献度の高
い研究テーマを選定するよう心がけている．

また人工腎臓部においては，大学病院としては極めて多数の内シャント作成術やシャント血管内血栓除去術（	
PTA）を実施し，また県内最多の腹膜透析実施施設である特長を生かし，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
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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（大学院）	
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）果糖（フルクトース）過剰摂取時の糸球体上皮細胞障害に関する基礎的研究	
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

（4）尿細管有機酸輸送体に関する基礎的研究
研究責任者：鬼澤信之	一般大学院生
研究協力者：長谷川	元	教授，高栁	佳織	専任研究員（理学修士）	

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．

（5）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

（6）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（大学院）	
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

（7）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

（8）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
研究協力者：田山	陽資	講師，小川	智也	講師，岡田	良美	助教

（9）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

（10）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

（11）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（多施
設共同研究）	

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，糖尿病腎症における	Mg	代謝異常に関する研究は英文誌に採択され，2015	年度に	

publish	となった．間質障害と	Mg	代謝異常に関する研究は論文投稿中である．フルクトースに関する研究では詳細
な基礎的検討を行っており，2016	年度の学会発表，2017	年度に論文発表を予定している．

臨床研究では間質障害と Mg	排泄率に関する臨床研究論文を英文誌に投稿，採択された．糖尿病腎に関する 2 つ
の臨床研究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現在論文投稿中である．
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，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
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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，データ解析中である．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
埼玉県疾病対策協議会　委員：長谷川元
埼玉県特定疾患審査会　委員：長谷川元
埼玉県災害時透析医療確保マニュアル検討委員，第 3 ブロック長：小川智也

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
	 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
	 Am	J	Physiol　長谷川元
	 Medicine　長谷川元
	 Exp	Physiology　長谷川元
	 Therapeutic	Aphresis	and	Dialysis　松田昭彦
	 Hemodialysis	Int　小川智也
	 J	Vasc	Access　小川智也
	 Renal	Replacement	Ther　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
日本高血圧学会評議員：叶澤孝一
日本臨床生理学会評議員：長谷川元
高血圧関連疾患モデル動物学会評議員：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，小川智也日本腎臓学会広報委員会連絡委員：長谷川元
日本透析医学会学術委員会学術専門部小委員会委員：小川智也
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日本透析医学会専門医制度委員会研修プログラム小委員会委員：小川智也
日本透析医学会学術委員会ガイドライン手順書作成 WG 委員：小川智也
日本透析医学会総務委員会 HP・電算機小委員会委員：小川智也
日本透析医学会統計調査委員会地域委員：小川智也
日本アフェレシス学会認定制度委員会委員：小川智也
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
関東腎研究会幹事，事務局：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
高齢者ネフローゼ症候群治療研究会幹事，事務局：長谷川元
日本腎不全栄養研究会幹事：松田昭彦，小川智也
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 27 年度（2015 年度）業績
6-1．論文・学会発表（主要なもの，英文論文	5	編，海外学会報告	5	編）

① 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）	M	6	channel	as	a	cause	of	
hypermagnesiuric	hypomagnesemia	in	obese	type-2	diabetic	rats.	Am	J	Physiol	308	（12）：F1386-1397,	2015.

② 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	19	（6）:1071-1078,	2015.
③ 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.	Contrib	
Nephrol.	186：13-20,	2015

④ Ogawa	T,	Matsuda	A,	Kanayama	Y,	Sasaki	Y,	Harada	E,	Tanabe	A,	Yasuda	K,	Okada	Y,	Sano	T,		Kiba	T,		Shimizu	T,	
Tayama	Y,	Hasegawa	H.	 How	to	monitor	vascular	access	 in	our	hospital.	J	Vasc	Access.	16	Suppl	10：
50-2,	2015

⑤ Onizawa	N,	 Iseki	T,	Hori	T,	Otani	N,	Ouchi	M,	Hayashi	K,	Hasegawa	H,	Anzai	N.:	 Interaction	of	zotepine	and	
chlorprothixene	with	URAT1-mediated	urate	transport.	Gout	and	Nucleic	Acid	Metabolism	39	（2）：147-153,	
2015

⑥ Tomonari	Ogawa,	Yuki	Kanayama,	Yusuke	Sasaki,	Tota	Kiba,	Taisuke	Shimizu,	Akihiko	Matsuda,	Hajime	
Hasegawa.	 Study	On	Peripheral	Circulatory	Movement	Of	Chronic	Renal	 Failure	Patients’	 Limbs	With	
Arteriovenous	Fistula.	9th	Congres	of	Vascular	Access	Society.	15-18,	Apr.,	2015,	Barcelona,	Spain

⑦ Matsuda	A,	Tayama	Y,	Ogawa	T,	Okada	Y,	Sano	T,	Hatano	M,	Kiba	T,	 Iwashita	T,	Shimizu	T,	Hasegawa	H.	
Contribution	of	volume	status	to	residual	renal	function	in	patients	on	peritoneal	dialysis.	52nd	European	Renal	
Association	and	European
Dialysis	and	Transplantation	Association	Congress.	May	29,	2015,	London,	UK	

⑧Iwashita	T,	Takayanagi	K,	Hara	H,	Hirose	K,	Yamamoto	R,		Sato	S,		Shioda	Y,	Onizawa	N,	Kiba	T,	Tayama	Y,	Ogawa	T,	
Hasegawa	H.	Up-regulation	of	TRPC6	 in	podocyte	by	glomerular	hyperfiltration	and	effect	of	calcineurin	
inhibition.	Third	Leuven	TRP
meeting.	16-18,	Sep.,	2015,	Leuven,	Belgium.

⑨ Takayanagi	K,	 Iwashita	T,	Shimizu	T,	Ogawa	K,	Kawai	Y,	Yasuda	K,	Okada	Y,	Sano	T,	Hatano	M,	Kanozawa	K,	
Matsuda	A,	Hasegawa	H.	Down-regulation	of	transient
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receptor	potential	（TRP）	M	6	channel	as	a	cause	of	hypermagnesiuric	hypomagnesemia	in	obese	type-2	diabetic	
rats.	Third	Leuven	TRP	meeting.	16-18,	Sep.,	2015,	Leuven,	Belgium.

⑩ Tomonari	Ogawa,	Yuki	Kanayama,	Yusuke	Sasaki,	Tota	Kiba,	Kunihiko	Yasuda,	Akihiko	Matsuda,	Kazuto	
Imanaka,	Hajime	Hasegawa.	The	manegement	of	the	perioperative	period	for	chronic	dialysis	patients	who	have	
undergone	cardiovascular	surgery.	36th	Annual	Dialysis	Conference.	27	Feb.-1	Mar.,	2016,	Seattle,	USA

【総数：論文・著作：24	編，学会・研究会発表：39	編，学会・研究会での特別講演・招請講演 7	編，その他の講演：
52	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）に対するトルバプタンの長期安全性及び有効性の検討を目的とした多施
設共同 , 非盲検 , 継続投与試験（156-04-251 からの継続投与試験）」治験実施計画書番号	156-10-003

「NF- κ	B	デコイオリゴ含有	PLGA	粒子塗布型	PTA	バルーンカテーテルによる透析シャント静脈（AVF）狭窄治
療における臨床的有用性の検討」

（治験機器識別番号：AMG0102）
②製造販売後調査費

1）Febuxostat	for	cerebral	and	caRdiorenovascular	events	prEvEntion	stuDy	（	FREED	）
2）V-GOLD	study	（エクア特定使用成績調査）
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：企業が公募形式で募集した研究助成プロジェクトに複数申請し，ほぼ採択されている．

また複数の企業から研究助成を受けている．
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

（代表施設として開催）
第 58 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：長谷川元，2015 年 4 月 25 日川越市）
第 59 回埼玉腎臓研究会・代表幹事（2015 年 11 月 28 日さいたま市）
第 12 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2015 年 4 月 22 日さいたま市）
第 7 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2015 年 5 月 23 日さいたま市）
第 8 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2015 年 11 月 18 日さいたま市）
第 3 回高齢者ネフローゼ治療研究会（会長：御手洗哲也，事務局：長谷川元，2015 年 10 月 10 日東京都）
第 40 回関東腎研究会（運営幹事・事務局：長谷川元，2015 年 7 月 25 日東京）
第 41 回関東腎研究会（運営幹事・事務局：長谷川元，2016 年 1 月 23 日東京）
第 2 回熊谷腎臓病カンファレンス（代表幹事：長谷川元，2016 年 3 月 10 日熊谷市）
第 15 回埼玉南西部透析研究会（当番世話人：松田昭彦，2015 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，2015 年 10 月 4 日，2015 年 2 月 8 日川越市）
第 2 回西埼玉先端医療研究会（代表世話人：叶澤孝一，2015 年 9 月 4 日川越市）
第 6 回 MeettheExpertinHypertension（代表世話人：叶澤孝一，2016 年 1 月 14 日川越市）
第 5 回埼玉アクセス研究会（運営事務局：小川智也 2015 年 8 月 24 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）

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，座学型
より見学型，見学型よ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
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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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臨床医学部門（川越キャンパス）

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：診療科長：指導教員（大学院）：感染症学：
　　　　　　　　　　　　　　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：大野秀明）
　卒前教育としては，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学部教育を担当してい
るため，詳細はそちらを参照されたい．平成 27 年度は医学部 6 年生（3 時間），4 年生（3 時間）の講義を分担した．
卒後教育として，研修医を対象とした抗菌薬の使用法の講義を行った．大学院教育は平成 27 年度は担当なし．
2-3．達成度
　分担分野については概ね教育できたとは考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　平成 28 年度も卒前教育は感染症総論，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．卒
後教育も研修医を主な対象として感染症関連の講義や，セミナー等を開催したい．さらに，臨床感染症センターとも
協力しながら，広く大学院教育も行えればと考える．

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．平成 27 年度は，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検討を行った．この検討にお
いて，莢膜薄層の C.	neoformans ではマクロファージの貪食が認められ，さらにこれは IFN-g の添加で促進されるの
に対し，高病原性 C.	gattii 株では莢膜を薄層化してもマクロファージによる貪食はみとめられず，ざらに IFN-g 添加
によっても貪食の亢進が認められないという，菌種による貪食反応の差異が観察された．
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．平成 28 年度は貪食能に関する研究を継続するとともに，高病原
性 C.	gattii 感染症の治療に焦点をあてた研究を行う予定である（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
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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
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 27 年度実績では感染症診療依頼（各診療科からの紹介診療）138 症例，感染症科ラウンド　　回などである．
このように，院内での認知度も徐々にではあるが上がってきたものと考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　・川越市感染症審査協議会委員長（大野）
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），・学会誌査読 5 件（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 Takemura	T,	Ohno	H,	Miura	I,	Takagi	T,	Ohyanagi	T,	Kunishima	H,	Okawara	A,	Miyazaki	Y,	Nakashima	H.	The	

first	reported	case	of	central	venous-related	fungemia	caused	by	Cryptococcus	liquefaciens.	J	Infect	Chemother	
21:	392-394,	2015.

② Kimura	M,	Maenishi	O,	Enoki	E,	Chikugo	T,	Umeyama	T,	Ohno	H,	Miyazaki	Y.	Aspergillus	fungal	ball	in	central	
cavity	of	a	pulmonary	cryptococcal	nodal	lesion.	Pathology	International	65:	329-331,	2015.

③ Ueno	K,	Kinjo	Y,	Okubo	Y,	Aki	K,	Urai	M,	Kaneko	Y,	Shimizu	K,	Wange	DN,	Okawara	A,	Nara	T,	Ohkuchi	K,	
Mizuguchi	Y,	Kawamoto	S,	Kamei	K,	Ohno	H,	Niki	Y,	Shibuya	K,	Miyazaki	Y.	Dendritic	cell-based	immunization	
ameliorates	pulmonary	infection	with	highly	virulent	Cryptococcus	gattii.	Infect	Immun	83:	1577-1586,	2015.

④ Asano	M,	Mizutani	M,	Nagahara	Y,	 Inagaki	K,	Kariya	T,	Masamoto	D,	Urai	M,	Kaneko	Y,	Ohno	H,	Miyazaki	Y,	
Mizuno	M,	Ito	Y.	Successful	 treatment	of	Cryptococcus	 laurentii	peritonitis	 in	a	patient	on	peritoneal	dialysis.	
Internal	Medicine	54	（8）:	941-944,	2015.

⑤ Hisao	Yoshida,	Masafumi	Seki,	Takashi	Umeyama,	Makoto	Urai,	Yuuki	Kinjo,	 Isao	Nishi,	Masahiro	Toyokawa,	
Yukihiro	Kaneko,	Hideaki	Ohno,	Yoshitsugu	Miyazaki,	Kazunori	Tomono.	Invasive	pulmonary	aspergillosis	due	to	
Aspergillus	lentulus:	Successful	treatment	of	a	liver	transplant	patient.	J	Infect	Chemother	21:	479-481,	2015.

⑥ Ikeda-Dantsuji	Y,	Ohno	H,	Tanabe	K,	Umeyama	T,	Ueno	K,	Nagi	M,	Yamagoe	S,	Kinjo	Y,	Miyazaki	Y.	Interferon-	 	
promotes	phagocytosis	of	Cryptococcus	neoformans	but	not	Cryptococcus	gattii	by	murine	macrophages.	J	Infect	
Chemother	21:	831-836,	2015.

⑦樽本憲人，大野秀明 .　結核・非結核性抗酸菌症 - 外来での対応と感染制御 -Medicina	52	（9）:	1557-1560,	
2015.

⑧大野秀明 .　2015 年のノーベル賞報道に接して .	化学療法の領域	32	（1）:	19,	2016.
（学会発表）

⑨大野秀明 .　シンポジウム 3「変貌する真菌症とその対策」　2　深在性真菌感染症の診断法の現状と展望 .	第 89
回日本感染症学会総会，京都，2015（4 月 16-17 日）

⑩大野秀明 .　シンポジウム 4「深在性真菌症の病態と治療」　1　クリプトコックス症 .　第 63 回日本化学療法学
会総会，東京，2015（6 月 4-5 日）

【総数：論文	12	件，学会発表	12	件，講演	2	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
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　該当なし

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り，教育，診療ではまだ十分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．平成 28 年度も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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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
石畝　亨（ISHIGURO,	Toru）：講師：医局長：研修医長：消化器外科（食道・胃，癌化学療法）
崎元雄彦：助教，傍島潤：助教：教育副主任，幡野哲：助教，近範泰：助教，天野邦彦：助教，山本梓：助教，牟
田優：助教，小倉俊郎：助教，伊藤徹哉：助教，村田知洋：助教，坂本眞之介：助教，石川葵：助教．
非常勤講師 25 名，非常勤医師 4 名．　　

2．教育
主に医学部 5 年生の各グループに対して 2 週間の bedside	learning（BSL）を行っている．また，clinical	clerkship	

に基づいて学生が，医療チームの一員として，より自覚をもって参加できる 4 週間の臨床実習も行っている．
卒前教育
2-1．目的
　診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，急性虫垂炎，鼠径
ヘルニアなど）の患者を受け持ち，その病態を理解したうえで手術および周術期管理について学ぶこと．
目標
　1）外科的処置の適応を判断し，リスク評価ができる．
　2）外科の基本的診療手技を実施できる．
　3）基本的な術前術後管理ができる．
2-2．教育内容
　BSL 期間中，学生は病棟診療チームの一員となり朝 8 時 30 分からの病棟チーム回診から診療終了時
刻まで担当医と行動をともにして，病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理），診療記録
の記載や電子カルテの使用法，チーム医療のあり方などを指導した．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンス（術前・
術後カンファレンス，Clinical	Conference，抄読会）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
　1 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た．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 .
　　直腸癌リンパ節転移診断に関する研究 .
28．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 Hatano	S,	Ishida	H,	Ishiguro	T,	Kumamoto	K,	Ishibashi	K,	Mochiki	E,	Tamura	J.

Prediction	of	metastasisi	 to	mesorectal,internal	 iliac	and	obturator	 lymph	nodes	according	to	size	criteria	 in	
patients	with	locally	advanced	lower	rectal	cancer.
Jpn	J	Clin	Oncol	45:35-42,2015

② Fukuchi	M,	Mochiki	E,	Suzuki	O,	Ishiguro	T,	Sobajima	J,	Onozawa	H,	Imaizumi	H,	Shibata	K,	Saito	K,	Naitoh	H,	
Kumagai	Y,	Ishibashi	K,	Ishida	H.
Factors	predicting	recurrence	in	patients	with	siewert	type	II	carcinoma	treated	with	curative	resection.
Anticancer	Res	35:505-510,	2015

③ Kumagai	Y,	Kawada	K,	Higashi	M,	Ishiguro	T,	Sobajima	J,	Fukuchi	M,	Ishibashi	K,	Baba	H,	Mochiki	E,	Aida	J,	
Kawano	T,	Ishida	H,	Takubo	K.
Endocytoscopic	observation	of	various	esophageal	lesions	at	x600:	can	nuclear	abnormality	be	recognized?
Dis	Esophagus	28:269-275,	2015

④ Kumagai	Y,	Sobajima	J,	Higashi	M,	Ishiguro	T,	Fukuchi	M,	Ishibashi	K,	Mochiki	E,	Yakabi	K,	Kawano	T,	Tamaru	J,	
Ishida	H.
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Coexpression	of	COX-2	and	iNOS	in	angiogenesis	of	superficial	esophageal	squamous	cell	carcinoma.
Int	Surg	100:733-743,	2015

⑤ Fukuchi	M,	Ishiguro	T,	Ogata	K,	Suzuki	O,	Kumagai	Y,	Ishibashi	K,	Ishida	H,	Kuwano	H,	Mochiki	E.
Prognostic	role	of	conversion	surgery	for	unresectable	gastric	cancer.
Ann	Surg	Oncol	22:3618-3624,	2015

⑥ Tajima	Y,	Ishida	H,	Yamamoto	A,	Chika	N,	Onozawa	H,	Matsuzawa	T,	Kumamoto	K,	Ishibashi	K,	Mochiki	E.
Comparison	of	the	risk	of	surgical	site	infection	and	feasibility	of	surgery	between	sennoside	versus	polyethylene	
glycol	as	a	mechanical	bowel	preparation	of	selective	colon	cancer	surgery	:	a	randomized	controlled	trial.
Surg	Today	2015	（in	press）

⑦ Fukuchi	M,Suzuki	O,Nasu	D,Koizumi	K,Muta	Y,Imaizumi	H,Ishiguro	T,Kumagai	Y,Ishibashi	K,Mochiki	E,Ishida	H.
Decending	Necrotizing		Mediastinitis	Treated	with	Tooth		Extractions	following	Mediastinal	and	Cervical	Drainage
Case	Rap	Gastroenterol9:311-316,2015

⑧石田秀行，渡辺雄一郎，近範泰，田島雄介，鈴木興秀，松澤岳晃，福地稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，
岩間毅夫．
大腸外病変に対する対応　－胃・十二指腸病変とデスモイド腫瘍－
日本大腸肛門病学会雑誌 68：908-920，2015

⑨傍島潤，幡野哲，松澤岳晃，大澤智徳，岡田典倫，横山勝，中田博，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
直腸癌に対する経腹的側端吻合の手術部位観戦と骨盤内再発
日外科系連会誌 40（5）：847-852，2015

⑩石橋敬一郎，傍島潤，田島雄介，幡野哲，大澤智徳，岡田典倫，横山勝，中田博，隈元謙介，石田秀行
直腸癌に対する肛門括約筋温存手術における closed	suction	drain 留置に意義
日本外科系連合学会誌 40（6）:1069-1077,2015

【総数：論文 64 件，学会発表 152 件，講演 26 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 27 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

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

7．自己点検・評価
　診療面：診療科構成員が一丸となって緊急手術，待期手術にあたった．良・悪性疾患に関わらず，高度かつ専門的
な外科治療を遂行することに心がけた．大腸癌手術症例に於いて，腹腔鏡補助下手術が増加し，患者および近隣の医
療機関のニーズに対応している．治療成績も満足できるものと考えている．
　教育面：BSL，CC	の充実に関しては，学生の希望をリアルタイムで把握し，より充実した臨床実習を目指したい．
　研究面：研究成果については臨床研究においてデータが結実し始めたところであり，その一部は国際学会を含めた
学会発表および原著論文という形で発信している．また，複数の randomized	controlled	trial を立ち上げており，臨
床に即した研究を進めている．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：二宮理貴，三井哲弥，宮田陽一，中沢明子，
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）：准教授：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
非常勤医師：北川大輝

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，牟田裕紀であった．
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．小児外科では新たにクルズスを開始して教育を充実させた．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，北川大輝）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
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①肝胆膵外科における安全な肝切除，膵切除の確立
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鏡視下外科手術の確立
⑤腹腔鏡下肝切除，膵切除の確立
⑥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
⑦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，北
川大輝を研究員に加えて昨年度からの研究を発展させた．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．また，膵腎同時移植や生体肝移植は，倫
理委員会に申請して承認されており，それぞれの小委員会も立ち上がっている．次年度は第 1 例目を実施したい．
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,	Beck	Y,	Kitagawa	D,	Odaka	A:	Ex	vivo	induction	of	antitumor	DEC-205 ＋	CD11c ＋	cells	
in	a	murine	neuroblastoma	model	by	co-stimulation	with	doxorubicin,	 lipopolysaccharide	and	 interleukin-4.		
Biomed	Rep	4（1）:	27-32,	2016.

② Inoue	S,	Odaka	A,	Muta	Y,	Beck	Y,	Sobajima	H,	Tamura	M:	Coexistence	of	congenital	diaphragmatic	hernia	and	
abdominal	wall	closure	defect	with	chromosomal	abnormality:	two	case	reports.	J	Med	Case	Rep	10:19,	2016.

③ Muta	Y,	Odaka	A,	Inoue	S,	Komagome	M,	Beck	Y,	Kunikata	T,	Tamura	M,	Arai	E:	Acute	acalculous	cholecystitis	
with	eosinophilic	infiltration.	Pediatr	Int	57（4）:788-791,	2015	

④ Yamamoto	R,	Kato	S,	Maru	T,	Ninomiya	R,	Ozawa	F,	Beck	Y,	Abe	K,	Tamaru	 	 J,Nagoshi	S,	Yakabi	K.	The	
Coexistence	of	Somatostatinoma	and	Gastrointestinal	Stromal	Tumor	 in	the	Duodenum	of	a	Patient	with	Von	
Recklinghausen's	Disease.Intern	Med.	2016;55（6）:617-22.

⑤小高明雄 , 井上成一朗，牟田裕紀，別宮好文，橋本大定：へそを使う手術の実際，脾臓摘出術．小児外科	48
（3）:305-308,	2016.

⑥牟田裕紀，小高明雄 , 井上成一朗，側島久典，田村正徳，馬場一憲：巨大臍帯嚢胞をきっかけに発見された尿膜
管開存症の一例．周産期新生児誌 51（4）:1270-1274,	2015.

【総数：論文 6 件，学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費　
　文部科学省科学研究費

井上成一朗：基盤研究（C）:Chemoimmunotherapy を応用した神経芽腫の新しい細胞治療の開発 ,	課題番号
15K10927（平成 27 ～ 29 年度）

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

7．自己点検・評価
　平成 17 年 4 月に総合医療センター外科の細分化が行われ，肝胆膵外科・小児外科は誕生した．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．また，膵腎同時移植や生体肝移植は，倫理委員会に申請して承認されており，それぞれの
小委員会も立ち上がっている．次年度は第1例目を実施したい．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．
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2．12）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
北岡　斎（KITAOKA,	Tadashi）：助教
谷口良輔（TANIGUCHI,	Ryousuke）：助教
神谷千明（KAMIYA,	Chiaki）：助教
松本春信（MATUMOTO,	Harunobu）：非常勤講師：血管外科：博士
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：研修制度の変更の影響を受け，当科で初期臨床研修を行ったものはなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学生教育においては，血管疾患に割り当てられた講義時間はきわめて少ないが，その中で可能な限り多くの学生
に血管疾患の理解を深めてもらえるよう積極的に学生教育に取り組んでいきたい．全国的に外科系の研修希望者は減
少傾向ではあるが，血管疾患は増加の一途をたどっており，また重症化の傾向にあるので，より多くの学生に血管疾
患についての理解を深めてもらい，またその重要性を認識してもらうことで，多くの初期研修医に当科での研修を積
んでもらえるように努力したい．
　初期臨床研修希望が少ない現状においては，すでに他科に所属している若手医師に働きかけ，血管外科手術の知識
や手技の修練希望者を募り，卒後教育に組み入れていくことが必要と考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究対象は，血管疾患全般であり，閉塞性動脈疾患および腹部大動脈瘤を中心とした臨床研究を中心としている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）重症虚血肢の救肢率向上のための血行再建の工夫
2）血行再建の周術期心機能に及ぼす影響および薬物療法の検討
3）破裂性腹部大動脈瘤術後の呼吸器合併症を中心とした治療成績向上への工夫
4）血行再建後の創傷治療の研究
5）腹部大動脈瘤に対する低侵襲治療の研究

3-3．研究内容と達成度
　重症虚血肢および腹部大動脈瘤の治療（特に血管内治療）に取り組みながら，臨床データの蓄積，解析に当たって
おり，学会などで発表している．
3-4．自己評価と次年度計画
　平成 26 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
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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 26 年の年間手術件数は他科との共同治療
も含め 317 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，および診療スタッフの充実が課題である．

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　（出口順夫）
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	Diseases 編集委員，
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理事，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，日本リンパ浮腫治療学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①橋本和憲，神谷千明，北岡齊，加賀谷英生，出口順夫，佐藤　紀　重症虚血肢に併発した熱傷潰瘍に対し血管内
治療とバイパス術で救肢した 1 例　日本血管外科学会雑誌　2015;24:122-125

② Juno	Deguchi．Current	status	of	surgical	treatment	for	abdominal	aortic	aneurysm	in	Japan．第 9 回日韓血管
外科会議　2015.6.5　横浜

③佐藤　紀．　末梢血管再建術における問題点．　第 43 回日本血管外科学会　2015.6.3　横浜
④神谷千明　他．上腕尺側皮静脈転位内シャントの適応とその作成法．第 43 回日本血管外科学会　2015.6.5　横

浜
⑤北岡齊　他．当院での重症虚血誌治療に対するフットケアチームの活動と目標．第 43 回日本血管外科学会　

2015.6.5　横浜
⑥山本瑛介　他．深部静脈血栓症に対する下大静脈フィルター使用の適応．第 43 回日本血管外科学会　2015.6.3

　横浜
⑦橋本和憲　他．静脈性下腿潰瘍を伴う一次性下肢静脈瘤に対するストリッピング手術成績の検討．第 35 回日本

静脈学会　20015.7.10　奈良
⑧ Osamu	Sato.	Distal	bypass	 in	 the	era	of	diabetes	pandemic.	2015	China	Endovascular	Course.	2016.11.6	

Shanghai	
⑨ Osamu	Sato.	PAD	 treatment	of	 the	diabetic	era	 -	Changing	pattern	of	PAD	 -.	2016.3.19	Taiwan	Surgical	

Association
【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
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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
　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．そのために，スタッフの充実は欠かせず人材の補充が必要である．
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2．13）ブレストケア科（乳腺腫瘍科）

1．構成員
　矢形　寛（YAGATA,	Hiroshi）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：乳腺外科：博士
　藤本浩司（FUJIMOTO,	Hiroshi）：講師：乳腺外科：博士
　黒住昌史（KUROZUMI,	Masafumi）: 客員教授：病理学：博士
　高野利実（TAKANO,	Toshimi）：客員教授：腫瘍内科

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（卒前教育）これまでに学習してきた基礎知識を実際の臨床において再確認し ,	乳腺疾患 ,	特に乳癌の診断 ,	外科的治
療 ,	全身療法を中心に専門的知識を習得する .	また ,	単に乳癌の診断と治療だけに目を向けるのではなく ,	患者が診
断 ,	治療を受けた後も社会の中で安心して生活できるような支援をする重要さが実習を通して学習していけるよう
指導する .	ブレストケア科開設初年度のため ,	まずは当科の診療体制を整え ,	学生を受け入れる体制を作っていく .	

（卒後教育）卒前教育同様 ,	体制を整え ,	研修医を受け入れる .	初期研修医では乳腺外科の診断から治療までの経過を
理解でき ,	針生検や超音波検査などが行えるよう指導 ,	後期研修医からは病棟主治医として指導医の指導を受けな
がら ,	症例を十分に経験する .	卒後 8 年目までには外科専門医 ,	日本乳癌学会乳腺専門医の取得を目標に ,	指導医
の下で術者として手術を行っていく .

2-2．教育内容（担当者）
（卒前教育）今年度 BSL はないが ,	来年度に向けて体制を整えておく .	乳腺外科分野 ,	特に乳癌の診断から治療までの

一連の流れを掴むため ,	主治医が外来 ,	病棟での診療を通して指導する予定 .	総合医療センター看護専門学校の講
義を実施 ,	乳癌の基礎知識と検査や治療方法について講義（矢形）

（卒後教育）後期研修医 1 名が選択科目としてブレストケア科を選択し研修した . 教育内容は ,	研修プログラムに沿っ
て指導 .	乳腺の病理病態把握 ,	画像検査 ,	細胞診 ,	組織診検査の適正な実施 ,	適切な手術療法の選択と安全な実施 ,	
合併症,	予後についての理解,	乳癌術前術後のホルモン療法及び化学療法についての知識,	効果判定,	副作用の発見,	
対策処置等である . オンコロジーナース養成講座の講義を担当（矢形）

2-3．達成度
（卒前教育）当科における乳腺疾患患者の増加により ,	外来受診から診断 ,	治療までの経過が十分に経験できる体制と

なってきている .
（卒後教育）研修医は外来での乳腺疾患の検査 ,	診断にあたり ,	薬物療法や手術に参加し局所解剖の理解を深めた .	ま

た ,	病棟での術後管理 ,	退院後の治療に関わり知識や技術を習得した .
2-4．自己評価と次年度計画

（卒前教育）次年度より BSL や見学実習等受け入れ ,	卒前教育の充実に努めていく .
（卒後教育）研修医 1 名が当科にて研修を実施 .	次年度も研修医の受入れを増やすべく ,	ランチョンセミナーなどを

活用しアピールしていく .	指導内容は今年度に引き続き ,	国際水準の標準治療をもとに指導をしていく . 卒前同様 ,	
卒後教育の充実に努めていきたい .

3．研究
3-1．目的・目標

乳腺外科領域を中心とした臨床研究を行っていく .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

構成員が少ないため研究グループはないが ,	各自がテーマを決め互いに協力する体制をとっている .
3-3．研究内容と達成度
乳癌化学療法に伴う脱毛に関する国内横断的研究
3-4．自己評価と次年度計画

平成 27 年 4 月よりブレストケア科（乳腺腫瘍科）として乳腺外来を立ち上げ ,	構成員が少ないながらも症例数の
増加を認めた .	今後は研究体制の整備，充実を図っていく必要がある .	
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳癌は年々増加し ,	年間 8 万人を超える患者が乳癌と診断されている中で ,	国際水準の医学・医療を実践できるよ

う国際的ガイドラインを重視し質 ,	量ともに充実した診療を継続していく必要がある .

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

乳癌の臨床：査読委員（矢形）
日本乳腺甲状腺超音波医学会雑誌：編集委員 ,	査読委員（矢形）
日本オンコプラスティックサージャリー学会雑誌：編集委員 ,	査読委員（矢形）

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 Sato	I,	Yagata	H,	&	Ohashi	Y:	The	accuracy	of	Japanese	claims	data	in	identifying	breast	cancer	cases.	Biol	Pharm	
Bull,	38（1）:	53-57,2015.

②矢形	寛：腫瘍内科	科学評論社解説	遺伝性乳がん・卵巣がん（HBOC）患者に必要な遺伝カウンセリング	Vol.15	
No.3	p282-286,	2015 年

③矢形	寛：遺伝医学 MOOK	メディカルドゥ編集：野村文夫 2. 各種疾患における診療目的の遺伝学的検査 4）	遺伝
性乳がん・卵巣がん	p156-163,2015 年 4 月発行

④矢形	寛，山内英子，角田博子：ハイリスク因子 ? 遺伝性乳癌・卵巣癌症候群の拾い上げ．日乳検診学会誌	
24:229-233,	2015.

⑤矢形	寛：再建を前提とした NSM，SSM の適応と問題点．これからの乳癌診療 2015-2016	2015
⑥矢形	寛：乳腺腫瘍の病理と超音波像（第 3 回）乳房の構造	:	浅在筋膜の誤解．乳腺甲状腺超音波医学	4（1）,	

16-18,	2015
⑦ Yagata	H,	Watanabe	T,	Okada	H,	et	al:	The	difference	of	long-term	hair	recovery	among	chemotherapeutic	regimens	

in	breast	cancer	patients.	American	Society	of	clinical	Oncology	51th	Annual	Meeting.	Chicago,	USA,	May	29-
June	5,	2015.

⑧矢形	寛：第 21 回日本家族性腫瘍学会（2015 年 6 月 5 日，大宮）シンポジウム　わが国の家族性腫瘍の診療：
未来への提言　HBOC 診療の現状と展望

⑨矢形	寛：第 13 回日本臨床腫瘍学会（2015 年 7 月 18 日，札幌）シンポジウム　遺伝性腫瘍のよりよい診療を
目指して	?	遺伝性腫瘍の二次予防

⑩ Fujimoto	H,	Fujisaki	K,	Sangai	T,	et	al:	Characterization	of	cancer-associated	adipocytes	and	evaluation	of	its	role	
in	breast	cancer.	European	Journal	of	Cancer	57,	suppl.	2	S19?S153,	2016.	Poster	Session:	10TH	EUROPEAN	
BREAST	CANCER	CONFERENCE.	Amsterdam,	March	11,	2016

【総数：論文	4 件，学会発表	9 件，講演	20 件】
6-2．獲得研究費

＜科研費＞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））
「乳癌進展における脂肪組織環境の果たす役割の解明」

6-3．受賞
該当なし

6-4．特許，実用新案
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 27 年 4 月よりブレストケア科を開設し ,	乳癌患者が癌であっても安心して生活するために支援するという目

的を持ってキュアとケアを実践している .	腫瘍内科医や乳がん看護認定看護師など専門職の活用で ,	さらなる安全な
診療体制の確立とともに研究業績や教育への貢献ができるよう体制を整えていく必要がある . そのためには人員の獲
得や適切でスムーズな診療を行える場所の確保にも努力を重ねていきたい .
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2．14）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：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）：6 月より国外留学
　青木耕平（AOKI,	Kohei）：助教：6 月より病棟医長
　井上慶明（INOUE,	Yoshiaki）：助教：大学院 4 年生（社会人枠）
　杉山亜斗（SUGIYAMA,	Ato）：助教（後期研修医）
　菊池功次（KIKUCHI,	Koji）：客員教授

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，青木），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，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，泉）．
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．6 年生の CC には 4 月に 1 名が，5 年生の CC には 1 月に 2 名，2 月に 1 名が実習に参
加して，呼吸器外科患者1～2名を受持ち，医師と共に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わっ
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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．
　卒後教育では，井上助教が気管支鏡専門医の資格を取得した．また，後期研修医の杉山助教が東京医療センター外
科での研修を終了し復職．外科専門医取得に向けた研修を継続した．更に，青木助教が学位取得に向けた研究を継続
し，成果を学会で発表した．
　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，井上助教が気管支鏡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，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る．また，後期研修医の杉山助教が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）

〈基本学科〉
1．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）
2．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）
3．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）
4．18F-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）
5．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）
6．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）
7．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）

〈大学院〉
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（院），

中山）
9．気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究（井上（院），中山）

3-3．研究内容と達成度　　
1．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．

2．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．

3．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
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
応用を検討する．
現在症例を集積中であり，中間解析結果を第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会で発表した．

4．18F-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
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．
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5．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
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．

6．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
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．Ⅰ相試験は終了し，現在Ⅱ相試験の症例を集積中である．

7．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
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．

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
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．気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究
埼玉医科大学呼吸器内科萩原教授との共同研究で，急性肺障害原因遺伝子である MUC4 の遺伝子変化が急性肺
障害を起こす機序とその対策を検討．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 2 は症例集積が終了し，予後観察およびデータ解析を継続中
である．テーマ 3 は症例を集積中であり，中間解析結果を学会で発表した．テーマ 4 は症例集積，データ解析が終
了し，次年度に学会発表予定である．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．また，実臨床での実用化に向けた基礎データを集積中である．テーマ 5，6，7，9 は症例の集積中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合医療センター呼吸器外科では，肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，自然気胸，胸部外傷，膿胸，気管・気管支狭
窄など呼吸器外科領域の疾患全般を対象に専門的な診療を行っている．各疾患ともに手術療法が主体であり，標準術
式はもとより，難易度の高い手術とされている気管気管支再建術や血管形成術を駆使した機能温存手術，左房や胸壁
などを合併切除する拡大手術，胸腔鏡を用いた低侵襲手術など様々な手術を施行している．腫瘍性疾患のみならず炎
症性疾患（気管気管支結核，結核性膿胸，非結核性抗酸菌症，アスペルギローマ）の手術症例が多いことも特色の一
つである．埼玉県中西部の中核施設であるため，合併疾患を有する症例も含め，他施設では治療に難渋する症例が数
多く集まるが，手術療法では合併症の発生率，治療成績ともに良好な結果を残している．さらに，気管・気管支疾患は，
全国有数の専門施設として近隣都県からも患者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG レーザー治療，ステント治
療など最先端の治療を数多く行っている．また，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射
線治療を中心とした集学的治療を行い，支持療法，緩和医療なども積極的に行っている．呼吸器外科疾患に対し安全
で質の高い国内最高レベルの医療を常に提供することを目標とし，患者さん一人一人の病状に応じたきめ細かな医療
を提供しながら，中核施設として地域医療にも貢献している．
年間手術件数は総手術数（全麻症例のみ）196 例で，主な疾患では原発性肺癌 98 例，自然気胸 28 例，縦隔腫瘍 23
例（重症筋無力症合併胸腺腫 6 例を含む），転移性肺腫瘍 17 例，胸膜腫瘍 6 例，気管支肺良性腫瘍 4 例，肺アスペ
ルギローマ 4 例，胸壁腫瘍 3 例，特発性血気胸 3 例，膿胸 2 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い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 － 2010）の 5 年生存率は，IA	90%	
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肺癌を中心に徐々に増加し，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
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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）
　雑誌「Surgical	Case	Report」査読委員（中山）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業績
　該当なし

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表

①井上慶明・中山光男・菊池功次
気管気管支狭窄に伴う気胸
臨床に役立つ気胸の診断と治療　P90-93　2015 年 11 月

②儀賀理暁・杉山亜斗・中山光男
月経随伴気胸
臨床に役立つ気胸の診断と治療　P94-97　2015 年 11 月

③泉陽太郎・中山光男
難治性気胸
臨床に役立つ気胸の診断と治療　P106-110　2015 年 11 月

④福田祐樹・菊池功次・中山光男
リウマチ関連気胸
臨床に役立つ気胸の診断と治療　P159-161　2015 年 11 月

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・菊池功次
縦隔気腫
臨床に役立つ気胸の診断と治療　P170-172　2015 年 11 月

⑥青木耕平・泉陽太郎・井上慶明・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
胸腔鏡下肺葉切除における肺動脈 3D-CT	angiography の有用性についての検討
第 32 回日本呼吸器外科学会　2015 年 5 月

⑦福田祐樹・井上慶明・青木耕平・泉陽太郎・儀賀理暁・中山光男
導入化学放射線療法を施行した N2 非小細胞肺癌症例の検討
第 32 回日本呼吸器外科学会　2015 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
キセノン吸入・造影剤静注 2 重エネルギー CT による肺換気・血流評価およびシンチグラフィとの比較
第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会		2015 年 10 月

⑨杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・中山光男
非小細胞肺癌術後 5 年生存例の検討
第 56 回日本肺癌学会　2015 年 11 月

〈大学院〉
⑩井上慶明・杉山亜斗・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・泉陽太郎・太田洋光・宮澤仁志・小林国彦・中山光男・

萩原弘一
非小細胞肺癌臨床検体の Deep　Sequencing による包括的癌関連遺伝子解析
第 74 回日本癌学会学術集会	2015 年 10 月　　　　　　　

【総数：論文 6 件，学会発表 19 件，講演 5 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．点検・自己評価
　1997 年 4 月に診療を開始してから 19 年間，2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 8 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東京医療センター外科での研修を終了し復職したため，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），杉山助教（後期研修医）の 7 名となったが，6 月か
ら福田助教がフランスの Paris-Sud 大学 Centre	Chirurgical	Marie	Lannelong 病院に留学したため 6 名での体制が継
続された．
　診療に関しては呼吸器外科の手術症例数は肺癌を中心に徐々に増加してきたが，今年は手術可能日が少なかった影
響で前年比減となり，これ以上の増加のためには手術室の増室および効率的運用が必要である．治療成績の面では良
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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2．15）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
峯岸祥人（MINEGISHI,	Sachito）：助教
後藤博志（GOTOU,	Hiroshi）：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．
研修医は応募が少なく，公正に評価できない．

（卒前教育）目標どおりの成果を得た．
2-4．自己評価・次年度計画

診療内容をさらに向上させ，全構成員が後進を指導できる心臓血管外科専門医となることを目標とする．研修医，
学生に対する指導に一層重点をおき，心臓血管外科領域に対する理解度と関心を高める．	

3．研究
3-1．目的・目標

臨床科であることから，特に心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行ってきた．	
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①低侵襲胸部大動脈手術
②心臓血管手術と脳・臓器保護の研究
③輸血量節減の研究

3-3．研究内容と達成度
弓部大動脈手術の低侵襲化を推進し，良好な成績をおさめた．また，脳保護に関する積極的方針に基づく手術を，

特にハイリスク症例においていくつか実施し，その成果を学会や論文に発表した（予定，in	press	を含む）．
3-4．自己評価と次年度計画

特に研究①，②については，臨床応用を行い始めており，積極的脳保護については症例を積み重ねつつある段階で
ある．引き続き，上記研究を中心にすすめてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
ほぼ例年通りであった．
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5．その他
5-1．自治体・政府関係委員　

該当なし
5-2．学会誌，編集委員，査読委員

編集委員
雑誌「胸部外科」
On	line	journal	“Case	report	in	emergency	medicine”

査読
European	Journal	of	Cardio-Thoracic	Surgery
Circulation	Journal
Journal	of	Cardiology
General	Thoracic	and	Cardiovascular	Surgery
日本心臓血管外科学会雑誌

5-3．該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

今中和人　冠動脈バイパス術後の注目！ポイント	エキスパートナース　2015;	31（5）:	34-8
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（～H27/12/31），診療副部長（H28/1/1～）：教育副主任（～H27/12/31），
　　　　　　　　　　　　教育主任（H28/1/1 ～）：研究副主任（～ H27/12/31），研究主任（H28/1/1 ～）：
　　　　　　　　　　　	大学院代表指導教員：膝関節外科，スポーツ医学：博士
税田和夫（SAITA,	Kazuo）：教授：診療副部長（～H27/12/31），診療部長（H28/1/1 ～）：教育副主任：研究主任
　　　　　　　　　　　　（～ H27/12/31），研究副主任（H28/1/1 ～）：脊椎外科，骨粗鬆症：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：大学院指導教員：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：大学院指導教員：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），黒畑順子（KURUHATA,	Junko），高村一豊（TAKAMURA,	Kazutoyo），三上千衣子（MIKAMI,	
Chieko），田沼優一（TANUMA,	Yuichi），井上良輔（INOUE,	Ryosuke），佐藤慧（SATOU,	Kei），深堀賢斗（FUKABORI,	
Kento），山下哲（YAMASHITA,	Tetsu）

〔非常勤講師〕: 君塚葵（KIMIDUKA,	Mamori），関谷繁樹（SEKIYA,	Shigeki），丸山徹（MARUYAMA,	Toru），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），増田隆三（MASUDA,	Ryuzou），酒
枝和俊（SAKAEDA,	Kazutoshi），野村英介（NOMURA,	Eisuke），林進（HAYASHI,	Susumu），白木克彦（SHIRAKI,	
katsuhiko），松本理沙（MATSUMOTO,	Risa），金澤貴仁（KANAZAWA,	Takahito），武井良太（TAKEI,	Ryota），物
部芳郎（MONOBE,	Yoshio），矢鋪素久（YASHIKI,	Motohisa），

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
　医学部学生に対して整形外科学の知識と診断および治療方針決定の考え方を理解させることを目的とした．4	年生
の系統的講義では病態，診断，治療について解説した．5 年生の BSL	実習では，症例を通して医療面接，診察，診断，
治療の過程を学ぶことを目標とした．
　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．
卒後教育
　初期研修医に対して，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，診断および治療方針決定の考
え方を理解し，習得させることを目標にした．
　専攻医に対しては，整形外科すべての分野を幅広く担当し，実践を通じて適切な診断と治療法を身につけることを
目的とし，4	年目には専門医資格を取得することを目標とした．
大学院教育
　1 名の大学院生に対し，まず研究に対する基礎知識を身につかせ，4 年間で学位を取得することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
　医学部 4 年生講義
　皮膚・運動器ユニット：退行性関節疾患（1）総論（酒井宏哉），外傷（1）総論（酒井宏哉），脊椎疾患（2）腰椎

（税田和夫）
　BSL 実習
　隔週で 4 名に対して行った．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．1	症例を受け持ち，
病歴聴取，診察，検査の評価，さらに手術に手洗いをして参加し，診療チームの一員として参加することを義務づけ，
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与えられた症例について，担当医の指導のもとにプレゼンテーションとレポート作成を行わせた（病棟医長，病棟担
当医）．
　月曜夕方，火曜朝，金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診に参加した．
　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，レポートを修正させて評価した（税田和夫）
　その他
　OSCE 試験官を行った（平岡，黒畑）．
卒後教育
　初期研修医に対しては，3 つの診療チームをローテーションさせてチーム別疾患の指導を行い，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．月曜夕方，火曜朝，金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診を行い，
月曜日には抄読会を行った．
大学院教育
　大学院講義に出席し，研究の方向性を指導教員と議論，計画した．
看護教育
　総合医療センター看護学校 1 年生に対し，整形外科学について総計 12 時間講義を行った（島田憲明）．
2-3．達成度
卒前教育
　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．
卒後教育
　初期研修医についても，整形外科的視点を身につけさせ基本的事項を習得させることができたと考える．専攻医は，
整形外科医としての知識・技術を身につけ，関連病院のスタッフとして活動できる能力と資質を身につけた．
大学院教育
　二つの研究プランを作成し，データ蓄積を開始した．
看護教育
　看護学生については 8 割程度の理解度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　医学部学生に対する講義については，重要なポイントを記憶させるように心がけたが，さらに理解しやすい講義内
容，方法をめざす．BSL については医師の予行として患者の問題を自ら考える姿勢を身につけられるように指導して
きたが，次年度もできるだけ学生に密着して教育にあたる．
卒後教育
　初期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．専攻医教育
は，新専門医制度に対応できる体制を構築していく．
大学院教育
　研究をスタートすることが出来た．二つの研究プランの達成に向けて指導を継続する．
看護教育
　看護学生講義については，講義内容，手法について改善の余地をさぐる．

3．研究
3-1．目的・目標
　四肢および脊椎の運動器に関する実績をまとめ臨床研究を行う．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）

膝・スポーツグループ（膝前十字靱帯損傷の診断法および治療法に関する研究，変形性膝関節症に対する脛骨骨切
り術後の骨癒合，人工骨の吸収および関節面の術後変化に関する研究）
脊椎グループ（頚髄症の手術法に関する比較研究，骨粗鬆症性椎体骨折の治療法に関する研究，
腰部脊柱管狭窄症に対する手術法の研究）
人工関節グループ（人工股関節置換術の新しい手術手技の研究，人工関節置換術の手術手技の研究）
肩グループ（肩関節鏡視下手術手技の研究，リバース型人工関節置換術の研究）
足グループ（足部の変形矯正術の手術手技の研究，強剛母指の手術手技の研究）
多施設との共同研究（骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開発）
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3-3．研究内容と達成度
　変形性膝関節症に対する脛骨骨切り術後の骨癒合，人工骨の吸収および関節面の術後変化につき 2 編の論文を発
表した．
　骨粗鬆症性椎体骨折の治療法に関し 1 編の論文を発表した．
　骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開発に関し 1 編の論文を発表した．
　また，各テーマに関しての学会発表を行った．
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，診療実績と論文・学会発表を残せた．膝・スポーツグループ
は膝前十字靱帯損傷，脛骨骨切り術，脊椎グループは骨粗鬆症性椎体骨折，骨軟部腫瘍に関しての学術論文を発表した．
膝・スポーツグループ，脊椎グループ，肩グループは膝前十字靱帯損傷，脛骨骨切り術，骨粗鬆症性椎体骨折，腰部
脊柱管狭窄症，肩関節手術に関して学会発表を行った．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，基礎的研究の経験を持つスタッフが加入したので基礎的研究も進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．臨床実績は，外来患者総数 :32246 人，入院患者総数：679 人，手術総数：655 件であっ
た．整形外科分野の幅広い領域の診療を行ったが，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高度医療
機関として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，日本臨床スポーツ医学会誌編集委員会委員および査読委
員，日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員，日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員，日本
整形外科スポーツ医学会誌査読委員
　税田：Journal	of	Spinal	Research	編集委員
　平岡：Journal	of	Orthopaedic	Science 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務

酒井：国際スケート連盟医事委員，日本スケート連盟理事・医事委員会委員長・国際部門部長，日本スケート連盟
強化スタッフ，日本オリンピック委員会強化スタッフ，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．

税田：日本整形外科学会専門医関東地区資格認定委員会副委員長
　平岡：日本スケート連盟医事委員会選手強化部会部員
　星川：日本スケート連盟医事委員会選手強化部会部員

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なものを以下に示す．

①白木克彦，星川淳人，平岡久忠，佐々木有記，酒井宏哉：特発性膝関節血症の超音波所見－健常者および外側半
月損傷との比較－	日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌	2015;	40（3）:835-840

②星川淳人，平岡久忠，佐々木有記，島田憲明，酒井宏哉：Open-wedge	HTO 後の大腿膝蓋関節軟骨面の変性進
行に関する検討	日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌	2015;	40（3）:771-777

③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	日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌	2015;	40（2）:384-385	

④ Ogura	K,	Uehara	K,	Akiyama	T,	 Iwata	S,	Shinoda	Y,	Kobayashi	E,	Saita	K,	Yonemoto,	Kawano	H,	Chuman	H,	
Davis	AM,	Kawai	A:	Cross-cultural	adaptation	and	validation	of	the	Japanese	version	of	the	Toronto	Extremity	
Salvage	Score	（TESS）	for	patients	with	malignant	musculoskeletal	 tumors	 in	the	lower	extremities.	Journal	of	
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Orthopaedic	Science	DOI	10.1007/s00776-015-0767-8,	2015
⑤ Akiyama	T,	Saita	K,	Ogura	K,	Kawai	A,	Imanishi	J,	Yazawa	Y,	Kawashima	N,	Ogata	T	:	The	effect	of	an	external	hip	

joint	stabiliser	on	gait	function	after	surgery	for	tumours	located	around	the	circumference	of	the	pelvis:	analysis	
of	seven	cases	of	 internal	hemipelvectomy	or	proximal	 femur	resection.	 INTERNATIONAL	ORTHOPAEDICS	
NOVEMBER	2015	DOI:	10.1007/s00264-015-3023-0,	2015

⑥井上良輔，平岡久忠，佐々木有記，星川淳人，酒井宏哉：二期的手術を必要とした骨内侵食を伴う前十字靭帯ガ
ングリオンの一例．関東膝を語る会会誌 32：8-22，2015

⑦ Saita	K,	Akiyama	T,	Endo	M,	Kanda	S,	Maeda	A:	A	Case	with	Delayed	Union	Following	Lumbar	Vertebral	Fracture	
Exhibited	Apparent	Intravertebral	Instability	after	Puncture	into	Vertebral	Body	during	Balloon	Kyphoplasty.	J.	
Spine	Res.	6,	963-966,	2015

⑧小林陽介，丸山徹：脊椎手術後の肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の危険因子 .　第 44 回日本脊椎脊髄病学
会学術集会	2015.04.16-18，福岡

⑨井上良輔，平岡久忠，佐々木有記，星川淳人，酒井宏哉：骨内へ侵食した前十字靭帯ガングリオンの一例．第 8
回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 JOSKAS，2015/7/28-30，福岡

⑩島田憲明，溝部弘敬，野村英介，酒井宏哉：尺骨鉤状突起骨折に対して鏡視下骨接合術を施行した 1 例．第 29
回日本肘関節学会　2016/2/13，岡山

【論文：15 件，学会発表：18 件，講演：7 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1．第 16 回埼玉整形外科研究会（2015 年 8 月 29 日　大宮）（酒井）
2．第 41 回埼玉整形外科フォーラム（2015 年 10 月 8 日　川越）（酒井）

7．自己点検・評価
　教育に関しては，医学部学生に対する講義を酒井と税田が担当し，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高度医療機関として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．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が，責任者交代がなされ研究成果の増加を図っている．次年度は研究実績のあるスタッフ
が加入したので，自ら研究を実践した上で研究の重要性を構成員に教育し，より多くの業績を残すことを目標にする．
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2．17）脳神経外科

1．構成員
松居　徹（Toru,	Matsui）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：研究主任：頭蓋底外科：良性
　　　　　　　　　　　　	脳腫瘍の外科：脳卒中の外科：博士
張　漢秀（Han	Soo	,	Chang）：教授：診療副科長：	学位論文審査教員（大学院）：教育主任：脳腫瘍：脊椎脊髄疾患：
　　　　　　　　　　　　　		博士
大宅宗一（Soichi,	Oya）：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（Masahiro,	Indo）：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（Takumi,	Nakamura）：助教：研修担当医長：	大学院教員（大学院）：医局長
土屋　掌（Tsukasa,	Tsuchiya）：助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（Naoaki,	Fujisawa）：助教：研究員：教育副主任
吉田信介（Shinsuke,	Yoshida）：助教　（H25 年 12 月から）
佐藤克哉（Katsuya,	Sato）：助教　（H26 年 8 月から H27 年 3 月迄）
井上瑞穂（Mizuho,	Inoue）：助教　（H26 年 11 月から H27 年 7 月迄）
花　大洵（Tijyun,	Hana）：助教　（H27 年 4 月から）
松原啓祐（Keisuke,	Matsubara）：助教　（H27 年 4 月から 6 月迄）
丹羽良子（Ryoko,	Niwa）：助教　（H27 年 7 月から H28 年 6 月迄）
酒井　優（yuu,	Sakai）：助教　（H27 年 8 月から H28 年 7 月迄）
石川達哉（Tatsuya,	Ishikawa）：非常勤講師　秋田県立脳血管研究センターセンター長
海津啓之（Hiroyuki,	kaizu）：非常勤講師　武蔵野総合病院副院長
小原琢磨（Takuma,	Obara）：非常勤講師　三愛病院脳神経外科部長
鈴木千尋（Chihiro,	Suzuki）：非常勤講師　鈴木脳神経外科院長
平川　亘（Wataru,	Hirakawa）：非常勤講師　池袋病院副院長
庄島正明（Masaaki,	Shoujima）：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
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的に行うならば，前期研修 1 年目終了時点で，脳出血や転移性腫瘍，2 年目終了時点で，簡単なクリッピング術の，
ともに，術者となることも可能である．前期研修を終えた 3 年目以降は，個人差が最も顕著になる世代に突入する．
医局員全員に平等に基礎研究はもとより一臨床研究の可能性が用意されている．結果的に 10 年目を迎える頃には，
脳神経外科認定医でしかも学位取得者であることが望ましいと考えて指導している．当科の中堅医師たちは皆，卒後
6 年の最短で，難関の脳神経外科認定医試験に合格している．このようなサイクルがうまく作動すれば，卒後 15 年
目を迎えるころには，どなたにもひとり立ちできる実力の確保を保証できるものと確信している．
2-3．達成度
　卒前および卒後：そもそも大学病院というのは，診療，研究，教育をバランスよく実施することが望まれており，
前 2 者については満足いく程度であるが，教育については漸く目を向けることが出来る余裕が出たところである．
時を同じくして，卒前教育カリキュラム，そして，研修医制度も変革され，卒前卒後とも，ようやく，内外ともに系
統的教育が本格的に可能になったといえる．本年度には，初期研修医の 3 病院自由プログラムに則り数名の研修機
会を得ており，今後の後期研修医獲得への期待をしているところである．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前：BSL の学生にはとても評判が良いということなので，ありがたい限りである．幸い熱心な学生さんばかりで，
スタッフも負けないように，熱心に指導している．4 年生の学生から授業の評価として，ベストエフォート賞（平成
28 年度）をいただくことができた．

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．血管内治療チーム立ち上げに邁進中である．

3. 脳血管攣縮の有効な治療
くも膜下出血の術後治療の，薪たなプロトコールを作成し，それに基づいた治療を行っている．その中心となる
のが，平成 18 年より導入した連続心拍出量測定装置【PiCCO】であり，極めて有効に活用している．

4. 悪性脳腫瘍の治療
悪性脳腫瘍の術後治療に，放射線治療部と協力し，SRT（Stereotactic　Radiotherapy）も積極的に取り入れての
治療を実施している．

5. 脳動脈瘤手術例の再評価
現在，年間 70 例近くの手術のある脳動脈瘤患者の，過去の手術例を，主に 3D-CT で再評価し，再増大の場合は，
再治療を行っている．

6. 頭蓋底腫瘍や，脳血管奇形，巨大脳動脈瘤を立体的に観察出来る画像処理を行う事で，手術アプローチへの寄
与に関して考察している

3-4．自己評価と次年度計画
　以下は，卒後の診療科としての活動評価です．
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1. 頭蓋底部の手術アプロ一チ
困難な臨床例の手術に応用して，低侵襲な手術を行い，良好な成果を上げている．

2. 脳卒中急性期対応への検討一病診連携から
まだ，計画が始動したばかりであるが，大きな study であり，軌道に乗れば臨床的にも非常に価値が大きいもの
である．

3. 脳血管攣縮の有効な治療
くも膜下出血患者の脳血管攣縮からの脳梗塞の予防と，最終的な ADL の向上に，良好な結果を得ており，結果
は平成 19 年 3 月の日本脳卒中の外科学会でも発表した．

4. 悪性脳腫瘍の治療
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 748 人，手術件数
も 525 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（全て学部の業績）
6-1．論文・学会発表・著書

① Oya	S,	Fujisawa	N,	Tsuchiya	T,	Indo	M,	Nakamura	T,	Matsui	T.	Surgical	strategy	for	the	best	visual	outcome	in	
anterior	cranial	base	meningiomas:	the	importance	of	the	early	optic	canal	decompression.	Poster	presentation.	
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AANS	（American	Association	of	Neurological	Surgeons）		Annual	Meeting,	Washington	D.C.,	2015.5.4.
②大宅宗一，土屋掌，吉田信介，藤澤直顕，印東雅大，中村巧，張漢秀，松居徹 .: 髄膜腫手術の基本と応用：発生

部位と生物学的特徴に基づいた手術戦略．第 74 回日本脳神経外科総会．	2015.10.16
③土屋掌，大宅宗一，酒井優，丹羽良子，花大洵，藤澤直顕，印東雅大，中村巧，張漢秀，: 頭蓋底腫瘍摘出術

における融合 3 次元画像による術前シミュレーションの有用性と限界．松居徹．第 39 回日本脳神経 CI 学会 .	
2016.1.30

④吉田信介，張漢秀，藤沢直顕，土屋掌，中村巧，印東雅大，大宅宗一，松居徹．: 胸髄腹側髄内に発生した
neurenteric	cyst に対する前方アプローチ．第 74 回日本脳神経外科学会総会．2015.10.15	

⑤ Takumi	Nakamura,	Toru	Matsui,	 et	 al.:Statistical	analysis	of	 factors	affecting	outcome	of	patients	with	
aneurysmal	subarachnoid	hemorrhage.	Vasospasm.2015	9.17	Karuizawa	Nagano

⑥ Tsuchiya	T,	Oya	S,	Mori	H,	Matsui	T.	Multiple	hemorrhagic	 intraparenchymal	 tumors	presenting	with	fatal	
intracranial	hypertension	-	a	rare	manifestation	of	systemic	epithelioid	hemangioendothelioma:	a	case	report.	
Surg	Neurol	Int.	2015	Oct	6;6:156.

⑦ Indo	M,	Oya	S,	Matsui	T.	Ruptured	basilar	 tip	aneurysm	 in	a	patient	with	bilateral	 internal	carotid	artery	
occlusion	successfully	treated	with	bilateral	superficial	temporal	artery-middle	cerebral	artery	anastomoses:	case	
report.	World	Neurosurg.	2016	Feb;86:512.e5-8.

⑧土屋掌，大宅宗一，松居徹．松果体部病変に対する融合3次元画像による術前シミュレーションの有効性．CI研究．
36:	131-8,	2014

⑨ Naoaki	Fujisawa	M.D.,	 Soichi	Oya	M.D.,	Ph.D.,	Morihiro	Higashi	 ,	Toru	Matsui	M.D.,	D.M.Sc.：Malignant	
transformation	of	a	neurenteric	cyst	in	the	posterior	fossa	presenting	with	intracranial	metastasis:	A	case	report	
and	review	of	literature.	NMC	Case	Report	Journal.Vol.	2（No.	4）	123-127	2015 年 10 月

⑩ Naoaki	Fujisawa,	M.D.,	Soichi	Oya,	M.D.,	Ph.D.,corresponding	author	Harushi	Mori,	M.D.,	Ph.D.,	and	Toru	Matsui,	
M.D.,	D.M.Sc.:Chronic	Lymphocytic	Inflammation	with	Pontine	Perivascular	Enhancement	Responsive	to	Steroids	
with	a	Significant	Elevation	of	β-2	Microglobulin	Levels.	J	Korean	Neurosurg	Soc.	2015	Nov;	58（5）:	487-490

【総数：論文 10 件，学会発表 37 件，講演 19 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費
　受託研究費，奨学研究費数件
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　当教室における学会，研究会への参加

AANS（American	Association	of	Neurological	Surgery）
North	American	Association	of	Skull	Base	Surgery
Society	of	Cerebral	Blood	Flow&Metabolism
International	congress	on	meningioma	sand	cerebral	venous	system
日本脳神経外科学会 A 校施設
日本脳卒中学会
日本脳卒中の外科学会
日本脳循環代謝学会
日本脳神経外科コングレス
日本頭蓋底外科学会
日本 CI 学会総会
日本意識障害治療学会
埼玉脳血管懇話会
埼玉西部地域脳血管研究会
埼玉脳神経外科シンポジウム
西埼玉脳神経疾患懇話会
埼玉脳神経外科懇話会
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Brain	Protection	in	Nishisaitama
当教室主催，共催の研究会，学会
第 1 回～第 7 回埼玉脳神経外科シンポジウム
第 5 回 ISCVD（平成 16 年 12 月海運倶楽部）
第 4 回～第 10 回埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会
第 1 回～第 5 回川越脳神経疾患研究会市民公開講座
第 1 回～第 7 回西埼玉脳神経疾患懇話会
第 237 回埼玉脳神経外科懇話会

（平成 18 年 3 月，大宮ソニックシティ）
第 18 回日本意識障害学会

（平成 21 年 7 月 24 日・25 日　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）
第 129 回日本脳神経外科学会関東支部会

（平成 28 年 4 月 2 日　御茶ノ水ソラシティーカンファレンスセンター）

7．自己点検・評価（全て診療科の点検評価です）
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
2015 年の総手術件数は，525 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．2015 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 40 件，未破裂脳動脈瘤に対して 13 件，血管内手術は破裂脳動脈瘤に対して 5 件，未破裂脳
動脈瘤に対して3件であった．開頭手術施行の破裂脳動脈瘤の術前Hunt&Kosnikグレード（Gr.）のGr.1-3においては，
退院時における Glasgow	out	come	scale で Good+MD の割り合いは 80% であり良好な結果と言える．今後，血管内
手術への移行が囁かれているが現時点における当施設の成果は良好と考えている．

しかしながら，脳血管障害に対しては，種々の観点から血管内手術（2015 年は 12 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．2015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17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，2015 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：博士
塩川一郎（SHIOKAWA,	Ichiro）：	助教：研究主任：	医局長：大学院教員
山川知巳（YAMAKAWA,	Tomomi）：助教：病棟医長
桐渕英人（KIRIBUCHI,	Hideto）：助教
繼　渉（TSUGU,	Wataru）：助教
御任大輔（Mitoh,	Daisuke）：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
10）乳房インプラントと乳房形態に関する研究

3-3．研究内容と達成度
乳房再建領域では臨床でより良い結果を出すための研究がおこなわれており，学会発表も多数行った．PRP を用
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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病態研究，それに基
づく外科的治療を積極的に行っており，国内外で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症例
データを蓄積中であり，今後の研究成果が待たれる．
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＞

［総説］	
　なし

［原著］
① Kiuchi	T,	Shimizu	Y,	Nagasao	T,	Ohnishi	F,	Minabe	T,	Kishi	K.	Composite

grafting	for	distal	digital	amputation	with	respect	to	injury	type	and	amputation
level.	J	Plast	Surg	Hand	Surg.	2015;49（4）:224-8.	

＜著書＞
＜学会発表＞

②高齢者におけるシリコンインプラントを用いた乳房再建の検討　山川知巳　他 .
第 58 回日本形成外科学会総会・学術集会　2015.4 月　京都

③高齢者の乳房再建：インプラントを用いた再建での問題点 .　	山川	知巳　他 .
第 23 回日本乳癌学会学術総会　2015.7 月　東京

④ブラジャー着用時・非着用時の術後写真からみた整容性評価～きれいな下着姿の再建を目指して　山川知巳　
他 .	第 3 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会　2015.9 月　札幌

⑤ An	Innovative	Method	for	Reconstruction	of	the	Alveolar	and	Palatal	Midline	Defect.　Fumio	Ohnishi	et	al.	The	
16th	congress	of	International	society	of	craniofacial	surgery	2015 年 9 月　舞浜　

⑥リンパ管細静脈吻合術（LVA）追加手術の意義はあるか？ .　大西文夫　他 .
第 42 回日本マイクロサージャリー学会　2015．11 月　さいたま

⑦ DIEP	perforasome を読み解く .　大西文夫　他 .
第 21 回日本形成外科手術手技学会　2016.2 月　さいたま

⑧当科における片側不全唇裂に対する直線法施行例の検討 .　塩川一郎　他
第 58 回日本形成外科学会総会・学術集会　2015．4 月　京都

⑨当科における Versajet を用いた背部熱傷の治療経験 .　塩川一郎　他 .
第 7 回日本創傷外科学会総会・学術集会　2015.7 月　東京

⑩ A	thin	vermilion	flap	augmentation	of	upper	lip	for	a	cleft	lip	patient	-A	case	report.	Ichiro	Shiokawa	et	al.　	The	
16th	congress	of	International	society	of	craniofacial	surgery	2015 年 9 月　舞浜　

【総数：論文	4	件，著書 0 件，学会発表	13	件，講演	〇	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
　該当なし

7．自己点検・評価
顔面や四肢の外傷の治療に加えて，眼瞼下垂などの変性疾患，下肢難治性潰瘍の治療や腫瘍切除後・外傷後の再建

手術（乳房再建含む），今まで有効な治療法のなかったリンパ浮腫に対する外科治療など幅広く，バランスの良い症例・
治療実績を持っている．
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2．19）（1）小児科（小児科）

1．構成員
　田村正徳（TAMURA,	Masanori）	 ：教授：運営責任者：診療部長，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
　櫻井淑男（SAKURAI,	Yoshio）	 ：准教授：研修担当医長：指導教員（大学院）：小児集中治療学
　荒川　浩（ARAKAWA,	Hiroshi）	 ：講師：病棟医長：小児内分泌学
　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
　奈倉道明（NAKURA,	Michiaki）	 ：講師：小児神経学（厚生労働省技監より帰局）
　北岡照一郎（KITAOKA,	Teruichirou）	 ：講師：小児集中治療学
　田中理砂（TANAKA,	Risa）	 ：講師：小児免疫学
　水田桂子（MIZUTA,	Keiko）	 ：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
　小牧　健（KOMAKI,	Takeshi）	 ：助教
　川口真澄（KAWAGUCHI,	Masumi）	 ：助教
　荒木俊介（ARAKI,	Syunsuke）	 ：助教（産業医科大学小児科より赴任中）
　百瀬太一（MOMOSE,	Taichi）	 ：後期研修医
　布施至堂（FUSE,	Michitaka）	 ：深谷日赤病院へ出向中
　荒川　歩（ARAKAWA,	Ayumu）	 ：	国立がん研究センター中央病院へ出向中
　荒川ゆうき（ARAKAWA,	Yuuki）	 ：埼玉県立小児医療センター腫瘍血液科へ出向中
　非常勤
　齋藤孝美（SAITO,	Takami）	 ：非常勤医：小児神経学　新生児栄養学
　小川　亮（OGAWA,	Ryo）	 ：非常勤医
　山崎和子（YAMAZAKI,	Kazuko）	 ：非常勤講師：小児免疫学
　新井幸男（ARAI,	Yukio）	 ：非常勤講師：小児神経学
　高橋幸男（TAKAHASHI,	Sachio）	 ：非常勤講師：柳川療育センター施設長
　西田　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，櫻井准教授，荒川講師，高田講師，山崎講師，奈倉講師，
田中講師，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
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る．
2）卒後教育

・小児科の初期臨床研修
小児・成育医療の現場を経験することは重要であり，当センターの初期臨床研修プログラム周産期コースでは小
児科と産婦人科をあわせて 6 ヶ月間研修する．小児科希望の場合には 4 ヶ月を小児科・新生児科に充てられる．
これに加えて，選択研修科としてさらに小児科・新生児科を 2 ～ 3 ヶ月研修する事ができる．
小児科病棟では指導医のもとで受け持ち医として，患者の管理，基本的検査法などについて研修する．教授回診
としては，毎週金曜日の総回診と火曜日の重症患者回診において，受け持ち症例のプレゼンテーションを行い，
指導を受ける．新入院受け持ち症例は毎日，翌朝にプレゼンテーションを行う．症例検討会は毎週，重症例のプ
レゼンテーションを行い，検討を通して指導を受ける．当直は救急医療研修として必須である．

・後期研修
平成 27 年度は，2 人が当院から当科の後期研修に入った（新生児部門と小児科病棟 1 人ずつ）．2 人が引き続
き研修中である（新生児部門と小児科病棟 1 人ずつ）．1 人が長野こども病院にて研修中である．

・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
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3-3．主な研究内容と達成度
・厚生労働省成育医療センター委託研究：重症障害新生児医療のガイドラインとハイリスク新生児の診断システム

に関する研究：完了
・厚生労働省こども家庭局委託研究：ハイリスク新生児の後障害無き救命（新生児医療環境とルーチンケアの見直

し）：完了
・厚生労働省国立精神神経センター委託研究：発達期に発生する外因性脳障害の診断・治療・予防のための実証的

研究とガイドライン作成に関する研究：完了
　厚生労働省科学研究医療技術評価総合研究事業：臨床倫理支援・教育・対話促進プロジェクト：完了
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：Consensus	2005 に則った新生児心肺蘇生法ガイドラインの開発と全国の

周産期医療関係者に習得させるための研修体制と登録システムの構築とその効果に関する研究：完了
・厚生労働省国際協力研究委託研究：国際医療協力必要な人材育成に関する研究：完了・厚生労働省科学研究費補

助金小児疾患臨床研究：超出生体重児の慢性肺疾患発症予防のためのフルチカゾン吸入に関する臨床研究：達成
度 95％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：達成度
90％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：Consensus2010 に基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 27 年小児科外来患者数は時間内・時
間外延べ 26,346 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をしているため，日勤以外
の時間外患者数は延べ 7,408 人に達した．平成 27 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,299 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．2016 年 3 月には当センターの北側に建設される高度救命救急センターの 3 階で小児救命救急センター（PICU）
が立ち上がる予定である．

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
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・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，
・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．
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・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
新生児専門委員として正常新生児取り扱いガイドラインの作成に従事．

・日本蘇生協議会 - 日本救急医療財団合同の 2010CoSTER に基づく日本販救急蘇生ガイドライン改訂委員会新生
児部門共同座長として，NCPR ガイドライン 2010（2010CoSTER に基づく日本版新生児蘇生法ガイドライン改
訂版）を作成した．

・日本蘇生協議会の新生児蘇生法担当委員として，国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の Consensus	2010 にむけた
協議に参加した．

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2010 に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・
普及とその効果の評価に関する研究」の分担研究者として国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）が 2010 年 10 月 18
日発表した 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則った講習会教材（受講生テキスト，インストラクター用
マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講義用スライド・ＣＤ，アルゴリズム図など）を作成した．

・日本未熟児新生児学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として，若手新生見科医師の登竜門である未熟
児新生児学会教育セミナーを企画立案し，長野県にて 2 泊 3 日で実施した．

・新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム in	Sinshu の COO として新生児分野での呼吸療法とモニタリングに
関する 2 泊 3 日の研究会を間催し全国から約 800 人の新生児医療関係者が参加した．（2015 年 2 月）

その他医局員　
・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 月房総

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
学会発表

①田村正徳　子どもとお母さんの安全を保障するための小児在宅医療支援の取り組み：埼玉県からの発信，第 11
回日本小児科医会障害研修セミナー .	2015.10.	大宮ソニックシティ

②田村正徳　post-NICU 重症児の在宅医療連携，日本重症心身障害福祉協会全国施設協議会 .	2015.05.	NASPA
ニューオオタニ湯沢（越後湯沢）

③奈倉道明　埼玉県小児在宅医療連携拠点事業の取り組み，日本小児科学会埼玉県地方会学術会議（埼玉県県民健
康センター（埼玉県医師会館）），2016.02

④山崎	崇志 ,	小林	信吾 ,	猪野	直美 ,	谷川	祥陽 ,	長田	浩平 ,	櫻井	淑男 ,	田村	正徳 ,	望月	美恵 ,	沢登	恵美 ,	青山	香喜
　腹部症状の改善に難渋した IgA 血管炎に対しウリナスタチン投与が奏功した 3 例，第 118 回日本小児科学会
学術集会 .	2015.04.	大阪市　大阪国際会議場 / リーガロイヤルホテル大阪

学術論文
⑤櫻井淑男，田村正徳　小児集中治療 .	救急 ･ 集中治療医学レビュー　2016	救急 ･ 集中治療医学レビュー .	

2016.02.	306-312
⑥長田浩平，櫻井淑男，田村正徳　小児科の救急医療 .	日本臨牀	日本臨牀社 .	2016.02.	74（2）:274-278
⑦森脇浩一，奈倉道明，内田美恵子，田村正徳　小児在宅医療における地域中核病院の役割移行支援，緊急対応に

ついて－現状と課題－ .	小児科臨床 .	2016.01.	69（1）:13-18
⑧田村正徳　在宅医療 .	小児科臨床	日本小児医事出版社 .	2015.11.	68（増刊号）:2323-2330
⑨ Yamazaki	T,	Shigemura	T,	Kobayashi	N,	Honda	K,	Yazaki	M,	Masumoto	J,	Migita	K,	Agematsu	K.

IL-18	serum	concentration	is	markedly	elevated	in	typical	familial	Mediterranean	fever	with	M694I	mutation	
and	can	distinguish	it	from	atypical	type.		Mod	Rheumatol.	2016;26（2）:315-7.

⑩山崎崇志　【小児疾患診療のための病態生理 2　改訂第 5 版】	リウマチ性疾患とその周辺疾患　Henoch-
Schoenlein 紫斑病（IgA 血管炎）（解説 / 特集），小児内科	47 巻増刊，875-878，2015.11

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：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 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 Ｆ小講堂
特別講演　「小児てんかんの診断と治療」
講師：埼玉医科大学小児科教授　山内　秀雄　先生
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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 27 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,299 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．
27 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「カルガモの家」が当セ
ンターに隣接して開設された．

前々年度に日高にある国際医療センターから小児循環器専門医を向かい入れ，計 5 名となり循環器疾患の症例が
増加した．

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科）

1．構成員
田村正徳（TAMURA,	Masanori）	 ：教授：運営責任者，総合周産期母子医療センター長：診療科長：
	 代表指導教員（大学院）：学位論文審査教員（大学院）：
	 新生児学　小児呼吸器病学　小児集中治療学：博士
側島久典（SOBAJIMA,	Hisanori）	 ：教授：教育主任：指導教員（大学院）：学位論文審査教員（大学院）：新生児学，
	 脳，神経モニタリング，周産期の QOL：博士
加藤稲子（KATO,	Ineko）	 ：教授：研究主任：指導教員（大学院）：新生児学，SIDS，呼吸：博士
加部一彦（KABE,	Kazuhiko）	 ：教授：新生児学，倫理，
石黒秋生（ISHIGURO,	Akio）	 ：講師：病棟医長：指導教員（大学院）：新生児学，循環管理：博士
難波文彦（NANBA,	Fumihiko）	 ：講師：研究副主任：指導教員（大学院）：新生児学，慢性肺疾患
モハメド（Mohamed,	Hamed	）	 ：特任講師：指導教員（大学院）：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
川崎秀徳（KAWASAKI,	Hidenori）	 ：助教	 	
齊藤　綾（SAITO,	Aya）	 ：助教
藤沼澄江（FUJINUMA,	Sumie）	 ：助教
本多正和（HONDA,	Masakazu）	 ：助教（毛呂小児科）
本島由紀子（MOTOJIMA,	Yukiko）	 ：助教
岡俊太郎（OKA,	Shyuntaro）	 ：助教
長谷川朝彦（HASEGAWA,	Asahiko）	 ：助教
大島あゆみ（OSHIMA,	Ayumi）	 ：助教
渡邉貴明（WATANABE,	Takaaki）	 ：助教
村松　峻（MURAMATSU,	Shun）	 ：助教
漆原康子（URUSHIBARA,	Yasuko）	 ：助教
別所晶子（BESSYO,	Akiko）	 ：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,	Yukiko）	 ：非常勤講師：小児神経学
高嶋幸男（TAKASHIMA,	Sachio）	 ：非常勤講師：柳川療育センター施設長
星　礼一（HOSHI,	Reiichi）	 ：非常勤講師：ほしおとなこどもクリニック
荻野青空（OGINO,	Aozora）	 ：非常勤医師
小笠原久子（OGASAWARA,	Hisako）	 ：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

埼玉県をはじめとする社会，地域の周産期医療に対するニーズに応え，多くの子供たちと家族の幸福な生活に寄与
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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した．
周産期センター NICU 増築後 2 年余りが経過し，現在勤務する医師の医療内容の向上に向け，我が国の医療の標準化
を目指す INTACT 研究（被介入群）は前年度同様に継続された．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）による新生児蘇生法講習会開催，振り返りを取り入れ，質の向上を目指すとともに
インストラクター養成，周産期医療における倫理観の育成を，広く医師，助産師，看護師，コメディカル，医学生に
も行い，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の充実を目指す．またMA（Medical	
Assistant）の果たす役割は年ごとに充実している．とくに小児在宅医療支援事業への参加，調査解析は厚労科研報告
には寄与するところが大きくなっている．初期研修医，後期研修医の育成，周産期専門医取得に向けた人材養成を進
めた．

・医学生：
1 年生：early	exposure 周産期センター訪問は 10 名ずつ 4 組で，彼らにとって非常に特殊な場所ながら，興味
を示す学生は極めて多く印象的．
2 年生：early	exposure 導入後 3 年目となる．臨床場面での若い医師との対話機会は，深圳で貴重．
4 年生：母体胎児ユニット：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し，計 4
限を終了した．
5 年生：BSL1 週間（もう 1 週間は小児科），計 16 組の新生児科での目標を明記した週間予定表の作成配布，新
生児との対話実習も取り入れた．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と，クリニカルクエスチョンを自分で考え解決する課題を与えた．モチベーションを上げ
るための企画と学生の反応を見た．

・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：
研修開始届を確認し，経験症例のまとめ，学会発表経験数の追加，受験条件に必要な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
側島久典教授が医学部 1 年生（early	exposure 解説，医学概論），4 年生および 6 年生（田村正徳教授）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，石黒秋生講師，金井雅代講師，モハメド特任講師，川崎秀徳助教は，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，金井雅代講師）．新生児の代表的疾患の臨床経過を日々の入院から朝夕の回診を通して実地で説明し，
実習も交えた．（田村正徳教授，側島久典教授，石黒秋生講師，金井雅代講師，モハメド特任講師，浅野祥孝助教，
漆原康子助教，別所晶子心理士）
2）卒後教育

初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）専修医対象
定例回診（朝と夕方の 1 日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り，朝は当直上級医が司会，プレゼンテーション指導
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と当日を含めた治療方針の検討，ナースリーダー，心理士交え総合討論を行った．学生も参加し，屋根瓦方式のチー
ム医療としての教育を進めた．担当医，チームとして，患児の病態把握，方針に対して，教授から形成的評価を加えた．

毎週木曜日午後症例検討会，抄読会を開催し症例把握，治療方針の検討を行った．
毎週金曜日小児科病棟との症例検討では，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，金井講師，難波講師より研究課題，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最終確認を行った．
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．
例年同様に 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．周産期施設に母と家族の心のケアするスタッフの配置が，設置基準にあり，当センターはそのけん引役
をしていることに学生からの質問が多く寄せられた．
6 月 23 日には，側島久典が医学概論講義（良医への道）で周産期医療における，心のケアの必要性を取り上げ，
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．今後加部教授からの講義を組み入れる予定である．
・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．2016 年 1 月から
2 クール（4 ブロック）が実習来院し，クルズスには新たに，漆原康子助教に腎に関する内容，難波講師は，研
究への取り組みについて各 1 コマを担当した．

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 週間で理解しながら翻訳し，翌週に 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．
5）学生による，クルズス評価を後半に開始してみた．
・初期研修医：
　周産期成育プログラム選択の研修医を中心に，地方会，研究会等への 1 演題の発表を目指した．標準プログラ
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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：
　指導医　側島久典

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 に対して例年今まで見たことのない小さな命の輝きを感じる学生

が多く，機械がひしめく工場のような印象を懸念するも，学生は子どもの動き，皮膚の色を確かに見つめている
と感じている．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．

・CC 学生への週間計画表と，2 週間の課題をきちんと表にして初日のオリエンテーションで渡した後，新生児室
で実際に新生児に触れ，コミュニケーションをトライする取り組みは，好評である．また昨年から取り入れた院
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る．

・医学教育と英語教材は益々必要性が高まっている．モハメド特任講師との会話は CC を通して体験できる貴重な
場となっている．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．

・国際小児保健医療協力セミナーへの学生参加希望は，彼らのモチベーションを刺激するのに有用であった．

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：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　石黒講師，金井助教
＞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 4 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．

＞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）
② 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
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＞小児在宅医療：成人在宅医向け小児在宅医療講習会の実施と，追跡調査研究
勇美記念財団助成　平成 28 年 1 月 31 日ワークショップ形式での講習会と事前，事後の追跡調査研究

＞新生児脳適応障害に関する多面的研究
aEEG による脳モニタリングと低体温療法，同時パラメータ記録解析
aEEG セミナーの企画，開催，評価

＞新生児・乳児用ラックによる揺れが睡眠動態に与える影響
＊コットスペースでの新生児用スウィングラックの臨床用機器の開発
＊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 4 年目となり，毎月 10 ～ 15 例が全国から入力される．
2015 年 10 月盛岡での第 60 回日本新生児成育医学会前日開催の研修会では，登録参加施設は 167 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論文作成を 2 編行った．
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 Web 内容の充実と，参加施設での問題提示，講習会参加の

充実によりより質の高いものになるよう，データ解析に努める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
年度終了時は，新病棟増築 3 年が経過した．NICU 集中治療ベッド，総ベッド増床を漸次行った結果は昨年度まで

の総数の増加に反映され，今年度は極低出生体重児の更なる増加，とくに超低出生体重児の増加に至り，治療対象児
の重症度が上昇した．埼玉県内の医療ニーズへの対応が向上しつつあるが，まだ充実が必要である．併せて，院外出
生児の収容，最も重要で治療開始がポイントとなる低酸素性虚血性脳症への低体温療法適用児も入院治療を行ってお
り，総合周産期センターとしての役割は向上しつつある．来年度は総合周産期センターが 2 か所になる予定であり，
地域の周産期医療の総合的な診療能力の向上が期待される．

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（新生児部会員）

＊ Consensus2010 及び 2015	Worksheet	author,	Consensus2010 及び 2015	Writing	author
＊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
＊ JRC ガイドライン作成委員会委員
＊財団法人日本救急医療財団救急蘇生法委員
＊日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会日本周産期・新生児医学会代表委員
＊小児科学会　教育委員会　新生児蘇生法に関する代表委員，新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委

員
＊日本学術振興会　科学研究費委員会専門委員
＊厚生労働省重症心身障害児者の地域生活モデル事業検討員会委員
＊日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」再発防止委員会委員
＊国立保健医療科学院「医師臨床研修指導医ガイドラインに関する研究班（主任研究者曽根智史）」小児科及び産

婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
＊国立成育医療センター　研究評価委員
＊医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
＊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，
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＊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
田村正徳 - 埼玉県関係
＊埼玉県関係
＊埼玉県医療対策協議会委員
＊埼玉県救急医療情報システム等検討委員会委員
＊埼玉県周産期医療協議会部会長
＊埼玉県児童福祉審議会委員
＊埼玉県母子保健運営協議会委員
＊埼玉県周産期医療対策協議会委員
＊埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員
＊埼玉県小児保健協会理事
＊埼玉県医師会母子保健委員会委員
＊埼玉県医師会周産期・小児救急医療体制整備委員会委員
＊埼玉県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
＊埼玉県母体新生児搬送コーディネーター委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田村正徳　Pediatric	Critical	Care	Medicine	（Editor）
田村正徳　Pediatric	International	（Editor）
田村正徳　Neonatology	（Editor）
田村正徳　日本小児科学会誌
田村正徳　日本周産期・新生児医学会誌
田村正徳　日本未熟児新生児学会誌
側島久典　Pediatrics	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　日本新生児成育医学会誌

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
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と日本版新生児蘇生ガ
イドライン	2010	から	2015 への改訂．

＊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（2015	年 8 月 19-20 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（2016 年 2 月 18-20 日）．
＊第 5 回日本小児在宅医療支援研究会　会長（2015 年 9 月 5 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 2014.12.2
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．
平成 27 年度第 1 回日本病院会主催臨床研修指導医養成講習会講師
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　平成 27 年 6 月 13 日～ 6 月 14 日　日本都市センターホテル（東京都）
平成 27 年度第 2 回日本病院会主催臨床研修指導医養成講習会講師
　平成 28 年 2 月 13 日～ 2 月 14 日　日本都市センターホテル（東京都）

・第 36 回埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ
・平成 27 年 7 月 31 日～ 8 月 1 日　川越クリニック（埼玉県川越市）
・第 14 回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会	（チーフタスクフォース）
	 平成 27 年 11 月 26 日～ 11 月 27 日　川越クリニック（埼玉県川越市）
・平成 27 年度浜松医療センター臨床研修指導医講習会
	 平成 28 年 1 月 9 日～ 1 月 10 日　浜松医療センター（静岡県浜松市）
・第 128 回臨床研修指導医養成講習会講師
	 平成 28 年 1 月 22 日～ 1 月 24 日　日本都市センターホテル（東京都）
・日本周産期精神保健研究会理事長
・第 3 回日本周産期精神保健研究会総会，学術集会長
	 平成 27 年 11 月 14・15 日，大宮ソニックシティ
・日本新生児成育医学会：理事，広報委員長
・愛育病院周産期セミナー講師　2015.9.1
・新生児集中ケア認定看護師養成講師
　北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2015.11.20

6．新生児部門業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Wyllie	 J,	Perlman	JM,	Kattwinkel	 J,	Wyckoff	MH,	Aziz	K,	Guinsburg	R,	Kim	HS,　Liley	HG,	Mildenhall	L,	
Simon	WM,	Szyld	E,	Tamura	M,	Velaphi	S;	Neonatal	Resuscitation	Chapter	Collaborators.	Part	7:	Neonatal	
resuscitation:	2015	International	Consensus	on	Cardiopulmonary	Resuscitation	and	Emergency	Cardiovascular	
Care	 Science	with	Treatment	Recommendations.	Resuscitation.	2015	Oct;95:e169-201.	 doi:	 10.1016/
j.resuscitation.2015.07.045.	Epub	2015	Oct	15.	Review.	

② Wyllie	 J,	Perlman	JM,	Kattwinkel	 J,	Wyckoff	MH,	Aziz	K,	Guinsburg	R,	Kim	HS,	Liley	HG,	Mildenhall	L,	
Simon	WM,	Szyld	E,	Tamura	M,	Velaphi	S;	Neonatal	Resuscitation	Chapter	Collaborators.	Part	7:	Neonatal	
resuscitation:	2015	International	Consensus	on	Cardiopulmonary	Resuscitation	and	Emergency	Cardiovascular	
Care	 Science	with	Treatment	Recommendations.	Resuscitation.	2015	Oct;95:e169-201.	 doi:	 10.1016/
j.resuscitation.2015.07.045.	Epub	2015	Oct	15.	Review.	

③ Perlman	JM,	Wyllie	J,	Kattwinkel	J,	Wyckoff	MH,	Aziz	K,	Guinsburg	R,	Kim	HS,	Liley	HG,	Mildenhall	L,	Simon	
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【総数：論文 35 件，学会発表 40 件】
6-2．獲得研究費　

1）田村正徳（主任研究者）：地域医療基盤開発推進研究事業（H26- 医療 - 一般 -005）「地域格差是正を通した周
産期医療体制の将来ビジョン実現に向けた先行研究」	1,077 万

2）田村正徳（分担研究者）：楠田班（東京女子医科大学）：厚生労働科学特別研究事業（H27- 特別 - 指定 -001）：「我
が国に適応した神経学的予後の改善を目指した新生児蘇生法ガイドライン作成のための研究」150 万円	

3）田村正徳（分担研究者）：板橋班（昭和大学）：成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（H26-健やか-指定-002）「	
HTLV- Ⅰ母子感染予防に関する研究：HTLV- Ⅰ抗体陽性母体からの出生児のコホート研究」50 万円	

4）田村正徳（分担研究者）：田口班（九州大学）：難治性疾患等政策研究事業（H26- 難治等（難）- 一般 -045）「小
児期からの希少難治性消化管疾患の移行期を包含するガイドラインの確立に関する研究」10 万円	

5）田村正徳（分担研究者）：前田班（東京医科歯科大学）：地域医療基盤開発推進研究事業（H26-医療-一般-006）「小
児在宅医療の推進に関する研究」40 万円

6）側島久典　勇美記念財団　2015 年度（前期）一般公募　「在宅医療研究への助成」「在宅療養支援診療所医師，
成人対象の訪問看護師への小児在宅医療のテキストブック作成と講習会の開催」　100 万円

7）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：

・周産期セミナー
・日　時：平成 27 年 5 月 20 日	17：30 ～ 18：30
・会　場：総合医療センター	総合周産期センター新棟 2 階第 1 会議室
　　　　　「新生児もポジショニング」
　　　　　　長野県立こども病院　リハビリテーション技術科理学療法部門　
　　　　　　木原	秀樹　　　　　　　参加人数　76 名
・第 13 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
　2015 年 6 月 27 日 -6 月 28 日：埼玉県民活動総合センター（埼玉県上尾市）
・第 5 回日本小児在宅医療支援研究会　会長田村正徳
・日　時：平成 27 年 9 月 5 日　	大宮ソニックシティ市民ホール）	　　
　参加人数　337 名
・第 3 回日本周産期精神保健研究会総会，学術集会長	側島久典
・日　時：平成 27 年 11 月 14・15 日，大宮ソニックシティ（B1 階多目的展示場）
　参加人数　386 名
・第 5 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）
・日　時：2016 年 1 月 12 日	19：00 ～ 21：00
　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　2015 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日」
　演題　1「NCPR ガイドラインに基づく晩期早産児の蘇生の現状」　藤沼澄江　助教
　演題　2「当院における看護職による NCPR の実践」　野村雅子　看護師
　　　特別講演『“脳保護” の次に来るもの～あかちゃんの声が決めるこれからの NICU 環境』
　久留米大学医学部小児科	准教授　　　岩田　欧介　先生　
　　　　　　対象：県下の周産期医療従事者・小児科医　　　　参加人数　77 名
・勇美記念財団助成　「成人の在宅医療に関わる医師向け小児在宅医療講習会」
・日　時：2016 年 1 月 31 日	9：50 ～ 17：00
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・会場：大宮ソニックシティ　会議室
　対象　小児在宅医療支援に興味を持つ全国の成人在宅医　　参加人数	23 名
・第 18 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）
　2016 年 2 月 18 日～ 20 日　大町市文化会館　長野県大町市
・総合周産期センター NICU 特別講演会
・日　時：平成 28 年 3 月 8 日　　17：50 ～ 19：40
・会　場：埼玉医科大学総合医療センター 5 階大講堂
　「超早産児における肺高血圧を伴う呼吸不全に対する診断と一酸化窒素吸入療法による治療介入状況全国調査」
　　　　　大阪府立母子保健総合医療センター新生児科副部長　白石　淳	先生
　　　　　参加人数　40 名
・日　時：平成 28 年 3 月 11 日	17：45 ～ 19：40
・会　場：総合医療センター	総合周産期センター新棟 2 階第 1 会議室
・学習会：「NICU と PICU の協働」
　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　PICU 准教授　櫻井	淑男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数　36 名
・小児在宅医療医師向け小児在宅医療実技講習会
・日　時：平成 28 年 3 月 21 日　大宮ソニックシティ市民ホール　
　受講者：病院勤務医と診療所医師他 47 名，講師スタッフ合計 107 名
　埼玉県小児在宅医療支援研究会（☆ 4 回シリーズ）：大宮ソニックシティ．
・第 17 回
・日　時：2015 年 5 月 20 日　　
　特別講演「在宅医療を必要とする小児のポジショニング・呼吸ケア」
　講師　木原秀樹（長野県立こども病院リハビリテーション技術科）	 	
　参加人数 98 名
・第 18 回
・日　時：2015 年 7 月 15 日　　
　特別講演「療育という名のものがたり」
　講師　小澤　浩（島田療育センターはちおうじ所長）	
　参加人数	64 名
・第 19 回
・日　時：2015 年 11 月 18 日　　参加人数	61 名
　特別講演「在宅専門クリニックが行うキッズケア～地域包括ケアシステムの中で～」
　講師　紅谷浩之（福井市オレンジホームケアクリニック）	
　参加人数	61 名
・第 20 回
・日　時：2016 年 2 月 24 日　　　
　特別講演「岐阜県における重症心身障がい児者の現状と在宅医療支援施策」
　講師　山田　育康（岐阜県健康福祉部地域医療推進課障がい児者医療推進室）
　参加人数	61 名
・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）2015 年 10 月 17 日：9:30 ～ 17:00
　　第 2 回講習会（医療センター第 1 会議室）2015 年 10 月 31 日：9:30 ～ 17:00
　　第 3 回講習会（医療センター第 1 会議室）2015 年 11 月 14 日：9:30 ～ 17:00
　　第 4 回講習会（医療センター第 1 会議室）2015 年 12 月 12 日：9:30 ～ 17:00
　　第 5 回講習会（医療センター第 1 会議室）2015 年 12 月 19 日：9:30 ～ 17:00
・県内 27 名の訪問看護師が受講
・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：2015 年 7 月 26 日　於：埼玉医科大学総合医療センター第 1 会議室



553

小児科（総合周産期母子医療センター新生児部門）	

　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 8 月 30 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：2015 年 9 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：14 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
　日時：2015 年 12 月 6 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：2016 年 2 月 7 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：15 名
＜総合周産期センター看護師研修会＞
・日　時：平成 28 年 2 月 17 日 18：00 ～ 19：30
・会　場：埼玉医科大学総合医療センター 5 階小講堂
・講師　エクランド源　稚子先生
　　　　「アメリカにおける新生児 NP の歴史と経緯，及び新生児特定看護師への助言」
　　　　参加人数 30 名
＜総合周産期母子医療センター研修事業＞
・ハッピースマイル（NICU 卒業生の会）
・日　時：平成 27 年 10 月 11 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 26 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（ボランティアを含め 86 名，極低出生体重児 41 名，
その家族 81 名，　　　　　　　　　　参加総数 208 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 27 年度	第 1 回	保健師研修会
・日　時：平成 27 年 12 月 3 日（木）4 日（金）
・会　場：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
1 日目　発達障害への対応について　
　　　　周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性　　　
　　　　低出生体重児に対するリハビリテーション　
　　　　NICU 看護について　
　　　　NICU の現況　
　　　　不妊症について　　　
　　　　医療型障害児入所施設　カルガモの家の活用法	
2 日目	低出生体重児の発達の見方
　　　　ＮＩＣＵと新生児科外来見学　
産科における母親への支援
ケースカンファレンスと総合討論　　
講　師：田村正徳・側島久典・斉藤正博・高田栄子・星順・守岡義徳・伊藤淳子　岡本行江・高嶋真紀　　　　	

参加人数	20 名
・平成 27 年度	第 2 回	保健師研修会
・日　時：平成 27 年 12 月 24 日（木）25 日（金）
・会　場：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
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1 日目　発達障害への対応について　
　　　　周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性　　　
　　　　低出生体重児に対するリハビリテーション　
　　　　NICU 看護について　
　　　　NICU の現況　
　　　　不妊症について　　　
　　　　医療型障害児入所施設　カルガモの家の活用法	
2 日目	低出生体重児の発達の見方
　　　　ＮＩＣＵと新生児科外来見学　
産科における母親への支援
ケースカンファレンスと総合討論　　
講　師：田村正徳・側島久典・斉藤正博・高田栄子・星順・守岡義徳・伊藤淳子　岡本行江・高嶋真紀　	 参

加人数 20

7．自己点検・評価
＊新周産期センター 3 年目となり，NICU51 床，GCU30 床（計 81 床）での運用では，総入院数は前年度と変わら

ないものの，極低出生体重児年間入院数 120 名，58 名が超低出生体重児と，重症度の増加が顕著な年度となっ
た．我が国の総合周産期センターでの位置づけもトップ 3 にある．埼玉県母体新生児搬送コーディネータによ
る施設状況Web入力は，1日 2回定時に行われるようになり，NICUベッド稼働状況に支障が少なくなった．ベッ
ド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，新生児の減少に貢献したと考えている．

＊ 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．
＊研究部門での，新生児慢性肺疾患へのアプローチは，研究内容が徐々に定着，他施設からの見学，研究を目指す

医師も徐々にふえつつある．
＊第 5 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順調に遂行され，特別

講演講師も多彩な顔ぶれとなってきている．また，勇美財団から助成を受け，小児在宅医療に興味をもつ成人在
宅医への小児在宅医療講習会第 1 回を開催することができ，研究継続となっている

＊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 相試験が開始された．

＊教育，研究，臨床を総合的に次年度に向け発展させられると思われた．
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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
横山恵美（YOKOYAMA,	Megumi）	：助教：教育員・研究員・医員
佐藤良樹（SATOU,	Yoshiki）	 ：助教：教育員・研究員・医員
田口良吉（TAGUCHI,	Ryokichi）	 ：助教：教育員・研究員・医員
髙橋　彩（TAKAHASHI,	Aya）	 ：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
井上有美子（INOUE,	Yumiko）	 ：助教：教育員・研究員・医員
高村さおり（TAKAMURA,	Saori）	 ：助教：教育員・研究員・医員
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	（天方	將人	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	4	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 27 年度の達成度は約 75％である .
2-4．自己評価と次年度計画

当科の学生臨床実習ならびに卒後研修では ,	アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など皮膚病変を主体とする疾患 ,	全身
性エリテマトーデスや皮膚筋炎などの内臓病変を伴う疾患 ,	薬剤アレルギー ･ 重症型薬疹などの他臓器との関係の深
い疾患 ,	あるいは悪性黒色腫や有棘細胞癌などの皮膚外科手技を要する悪性腫瘍など広範囲な領域にわたって責任あ
る診療を行いながら ,	広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている .	並びに

「病態のメカニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく ,「皮疹を正確に観察する
眼」の育成に力を注いでいる .	平成 27 年度は概ね達成できたと考える .	平成 28 年度はさらに教室全体の人的資源の
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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 27 年度の初診患者数は	3,850 名 ,	再診患者数は	26,182 名 ,	入院患者の外来診察を含め総数	31,879 名
であった .		入院患者数は	375 名 ,	入院手術件数は	185 件 ,	平均在院日数は	14.5 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	 ：該当なし

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表 ･ 著書	

① Takamura	S,	Teraki	Y.
Cace	of	clear	cell	sarcoma	in	the	left	buttock	in	which	serum	neuron-specific	enolace	was	a	useful	marker	for	
monitoring	disease	progression.	J	Dermatol,	42	（6）:	621-624,	2015.

② Amakata	M,	Teraki	Y.
Case	of	circumscribed	hypokeratosis	on	the	dorsum	of	the	index	finger.	J	Dermatol,	42	（7）:	754-756,	2015.

③麻生	悠子 ,	井上	有美子 ,	天方	將人 ,	寺木	祐一 .
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ペプレオ R と TS-1R が有用であった頭部巨大有棘細胞癌の	1 例 .	皮膚科の臨床	57	（7）:	1133-1136,	2015.
④田口良吉 ,	横山	恵美 ,	伊崎	誠一 .	HIV 感染症	- 梅毒とネフローゼ症候群を合併した症例 - 皮膚病診療	37	（7）:	

653-656,	2015.
⑤天方	將人 ,	寺木	祐一 .	1 歳児の右下腿に多発した皮下型環状肉芽腫の	1 例 .	皮膚科の臨床	57	（12）:	1915-

1918,	2015.
⑥横山	恵美 ,	井上	有美子 ,	人見	勝博 ,	寺木	祐一 .	2 歳児から大腿部にみられた隆起性皮膚線維肉腫 .	皮膚科の臨床	

57	（13）:	2050-2052,	2015.
⑦井上	有美子 ,	横山	恵美 ,	寺木	祐一 ,	伊崎	誠一 ,	得平	道英 .	Anaplastic	lymphoma	kinase	陰性の下肢に生じた未

分化大細胞リンパ腫の長期観察例 .	皮膚科の臨床	57	（13）:	2053-2056,	2015.
⑧高村さおり ,	寺木	祐一 ,	伊崎	誠一 ,	穐田	真澄 ,	内田	佳介 ,	江石	義信 .	インターフェロン治療後にサルコイドーシ

スを発症し，広範囲熱傷瘢痕部にサルコイド病変を生じた	1 例 . －異物と	Propionibacterium	acnes	の共在につ
いて－　日本サルコイドーシス / 肉芽腫性疾患学会雑誌	35（1）:	85-89,	2015.

⑨寺木祐一 ,	櫻井	愛香 .	ジアフェニルスルホンにより顕在化・増悪した皮膚筋炎の	1 例 .	皮膚科の臨床	58	（2）:	
191-194,	2016.

⑩麻生悠子 ,	伊崎	誠一 ,	寺木	祐一 .	ボルテゾブミブにより生じた	Sweet	病様皮疹の	2 例 .	皮膚科の臨床	58（3）:	
363-366,	2016.

【総数：論文発表	10 件 ,	学会発表	16 件 ,	講演	6 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許 , 実用新案 :	該当なし
6-5．学会 ,	研究会 ,	セミナー等の開催実績

7．自己点検 ･ 評価
平成 27 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 28 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：診療部長：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：診療副部長：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，尿路性器腫瘍：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り，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り，
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
向け研究をおこなっている．
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ている．
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．
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2-4．自己評価と次年度計画
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
われている．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）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．なお，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．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．
腎癌，進行性腎癌，腎盂尿管癌，進行性膀胱癌に対しては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
　1．日本泌尿器科学会教育委員
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　2．日本排尿機能学会理事
　3．ミニマム創内視鏡手術研究会監事

6．業績
6-1．論文・学会発表

①川上　理．VIII	前立腺癌の検査・診断　6.前立腺生検　（3）	系統的生検と狙撃的生検の統合および至適生検本数．
日本臨牀 2016；74:	355-8．

②諸角誠人．【検査から予防まで　尿路結石症治療の最前線】　尿路結石症にはどんな治療をしますか？　保存的治
療編．泌尿器ケア．2015；	20:	1284-9.

③竹下英毅，杉山博紀，諸角誠人．【泌尿器科外来パーフェクトガイド　誰にでもすぐ使える！】　尿路結石症　尿
道結石　排尿困難および排尿時痛を訴えている患者です．臨床泌尿器科．2015;	69:	170-2.

④諸角誠人，張　英軒，矢野晶大．【泌尿器科外来パーフェクトガイド　誰にでもすぐ使える！】　尿路結石症　腎
結石　CT で腎臓にサンゴ状の結石がある患者です．臨床泌尿器科．2015;	69:	156-9.

⑤岡田洋平，竹下英毅，矢野晶大，諸角誠人，川上理，山田拓己．尿管口を巻き込む筋層非浸潤癌に対する
TUEB 電極を用いた Transurethral	Dissection	（TUD）．Audio-Visual	Journal	of	JUA	（The	Japanese	Urological	
Association）．2015;	21-21.

⑥ Kawakami	S,	Sugiyama	H,	Chou	E,	Sakaguchi	K,	Takeshita	H,	Ishii	N,	Yano	A,	Okada	Y,	Nagamatsu	H,	Morozumi	
M,	Yamada	T.	Can	dutasteride	work	as	a	PSA	noise-cleaner	in	BPH	patients?	第 103 回日本泌尿器科学会総会 .	
2015/4/18,	石川

⑦ Yano	A,	Sugiyama	H,	Cho	E,	Takeshita	H,	Okada	Y,	Nagamatsu	H,	Morozumi	M,	Kawakami	S,	Yamada	T.	
Prognostic	value	of	serum	CYFRA	21-1	in	patients	with	G3	or	muscle	invasive	upper	urinary	tract	cancer.	The	
109th	annual	meeting	of	the	American	Urological	Association,	2015/5/15,	New	Orleans,	USA.

⑧ Okada	Y,	Kawakami	S,	Takeshita	H,	Sugiyama	H,	Cho	E,	Yano	A,	Morozumi	M,	Yamada	T.	The	New	Application	of	
Narrow	Band	Imaging	for	Transurethral	Enblock	Dissection	of	Bladder	Tumors.	The	35th	Congress	of	the	Societe	
Internationale	d'Urologie.	2015/10/16,	Melbourne,	Australia.

⑨ Takeshita	H,	Kawakami	S,	Sugiyama	H,	Cho	E,	Yano	A,	Okada	Y,	Nagamatsu	H,　Morozumi	M,	Yamada	T.	Low	
Ambient	Temperature	Predicts	Testicular	Torsion	in	Patients	with	Acute	Scrotum	Requiring	Surgical	Exploration:	
A	Cohort	Study	of	a	Consecutive	105	Patients	in	Japan.	35th	Congress	of	the	Societe	Internationale	d'Urologie.	
2015/10/17,	Melbourne,	Australia.

⑩杉山博紀，川上　理，平沼俊亮，立花康次郎，張　英軒，竹下英毅，矢野晶大，岡田洋平，諸角誠人，山田拓己．
診断後早期にホルモン療法を開始し得なかった無症状 M1b 前立腺癌の 3 症例の検討．第 80 回日本泌尿器科学
会東部総会．2015/9/26,	東京．

【総数：論文 6 件，学会発表 25 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．
　臨床面でも尿路癌に対するミニマム創内視鏡下手術を中心とした手術を行っている．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
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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；糖尿病網膜症，緑内障，ドライアイ
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）
佐谷　充（SATANI,	Mitsuru）（非常勤講師）
井上裕治（INOUE,	Youji）（非常勤講師）　黄斑疾患

2．教育
2-1．目的 ･ 目標　および 2-2．教育内容
　眼科では，研修医 1 名に対し 1 名の助手がつき，研修期間中 20 ～ 30 名の患者の受け持ち，診療にあたりつつ指
導を受け，病棟医長及び部長の指導，監督を受ける．外来に於いては外来医長の指導を受ける．
　埼玉医科大学総合医療センターの初期臨床研修プログラムでは，選択研修期間に希望選択科として眼科を 1 ～ 3 ヶ
月間選択することができる．プライマリ・ケアにおいて必要な眼科領域の疾患，病態を重点的に経験する．
　《眼科研修期間中の経験目標・到達目標》
　A　経験すべき診察法・検査・手技
　（1）基本的身体診察法
　　　　細隙灯検査（前眼部の観察，隅角検査，眼圧）
　　　　眼底検査（直像鏡，倒像鏡）ができ，記載できる．
　（2）基本的な臨床検査
　　　　視機能検査（視力，屈折）
　　　　眼電機生理学（網膜電図，視覚誘発電位）
　　　　視野検査（動的視野，静的視野）
　　　　などの検査意義を理解し疾患が把握できる．
　B　経験すべき症状・病態・疾患
　（1）頻度の高い疾患
　ａ．外眼部疾患
　　　結膜炎，麦粒腫，霰粒腫，涙器疾患
　ｂ．内眼部疾患
　　　老人性白内障，緑内障，網膜剥離，糖尿病網膜症，網膜硝子体疾患，ぶどう膜炎
　ｃ．眼窩疾患
　　　眼窩底骨折
　（2）緊急を要する症状・病態
　　　急性緑内障発作，網膜中心動脈閉塞，視神経管骨折，穿孔性眼外傷
　（3）経験が求められる疾患・病態（B 疾患として：自ら経験する疾患）
　　　糖尿病網膜症：病気分類，網膜光凝固の適切な時期
　　　緑内障：病型分類（閉塞隅角，開放隅角，正常眼圧等）とそれぞれに対する
　　　薬物療法，レーザー治療，手術療法
　　　網膜剥離：剥離部位と網膜裂孔の局在の詳細な記載
2-3．達成度
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　研修医プログラムに沿って評価・達成度を評価
2-4．自己評価と次年度計画
　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
　星　　　　　　新たなレーザー治療
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：ショートパルスレーザー治療による「視力維持のためのレーザー」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．外来において以前手術が多かった増殖性糖尿病網膜症，網膜中心静脈閉
塞症 ,	網膜静脈分枝閉塞症などに対してレーザーのみで治療を完結できるようになっている．

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顕微鏡のスポット照明を使用した裂孔原性網膜剥離に対するバックリング手術
○山田　布沙絵
平成 28 年 7 月 17 日　第 8 回埼玉臨床眼科セミナー	（川越プリンス）

【総数：論文　0 件，学会発表　1 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

①第 6 回 Saitama	Ophthalmology	Seminar　平成 27 年 4 月 4 日浦和ロイヤルパインズホテル
講演 2　座長　櫻井　真彦
北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻　教授　庄司信行

「緑内障治療の考え方」
②第 28 回埼玉県眼科手術談話会　平成 27 年 7 月 5 日埼玉県県民健康センター（浦和）

共催：埼玉県眼科医会（理事：河井信一郎）
③第 8 回埼玉臨床眼科セミナー　平成 27 年 7 月 17 日川越プリンスホテル

特別講演Ⅰ　座長　櫻井　真彦
旭川医科大学　医工連携総研講座　特任教授　石子智士

「黄斑機能の視機能評価」
④第 61 回埼玉県眼科集談会　平成 27 年 9 月 6 日埼玉県県民健康センター（浦和）

埼玉眼科医会主催
⑤埼玉県眼科教育講演会　平成 27 年 10 月 4 日埼玉県県民健康センター（浦和）

埼玉眼科医会共催
⑥糖尿病患者さんの目を考える会　平成 27 年 10 月 9 日川越東武ホテル

レクチャー講演　河井信一郎「糖尿病網膜症の治療戦略」
⑦第 30 回彩の国目の祭典 2015　平成 27 年 10 月 25 日大宮ソニックシティ

主催：埼玉県眼科医会（理事：河井信一郎）
⑧第 10 回埼玉眼科周術期研究会　平成 27 年 10 月 31 日浦和ロイヤルパインズホテル

世話人として　櫻井　真彦　後援：埼玉県眼科医会
⑨第 10 回埼玉県眼科フォーラム　平成 27 年 11 月 29 日ラフレさいたま

後援：埼玉県眼科医会
⑩第 9 回埼玉臨床眼科セミナー　平成 28 年 2 月 19 日川越プリンスホテル

教育講演　座長　河井信一郎
急性緑内障発作眼における眼圧および罹病期間と前房水中サイトカイン値の関与
防衛医科大学校　眼科学教室　助教　佐藤　智人
特別講演Ⅰ　座長　櫻井　真彦
トーリック眼内レンズの適応と臨床成績
江口眼科病院　院長　江口　秀一郎

⑪埼玉県眼科教育講演会　平成 28 年 1 月 17 日埼玉県県民健康センター（浦和）
講演Ⅰ　座長　河井　信一郎

「加齢黄斑変性のアップデート　～ニューヨークスタイル～」
群馬大学眼科　講師　佐藤　拓

尚，櫻井は各セミナー世話人会・周術期研究会世話人会に入っており，河井は眼科医会の理事であり埼玉県眼科医
会主催・共催においてほとんど行われている．

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
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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．
　新型のレーザーに関わる研究の結果及び成果が今後外来患者によく影響してくるかどうかが期待される．
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2．23）耳鼻咽喉科

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（医学）
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（医学）
大木雅文（OHKI,	Masafumi）：講師：研究主任：耳科学，平衡神経科学
野村　務（NOMURA,	Tsutomu）：講師：頭頸部外科学，口腔外科学：博士（歯学）
田中　是（TANAKA,	Sunao）：助教 : 耳鼻咽喉科一般
田原　篤（TAHARA,	Atsushi）：助教：耳鼻咽喉科一般	
馬塲有加（BABA,	Yuka）：助教：耳鼻咽喉科一般
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
髙嶋正利（TAKASHIMA,	Masatoshi）：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（医学）
西嶌　渡（NISHIJIMA,	Wataru）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士（医学）
青木大輔	（AOKI,	Daisuke）：非常勤講師：急性感音難聴，聴覚医学：博士（医学）
尾関英徳（OZEKI,	Hidenori）：非常勤講師：耳科学，平衡神経科学：博士（医学）
重田恵一（SHIGETA,	Keiichi）：非常勤講師：鼻腔形態学：博士（医学）
林　聡子	（HAYASHI,	Satoko）：非常勤医師
大野俊哉	（OHNO,	Toshiya）：非常勤医師：博士（医学）
石川淳一（ISHIKAWA,	Junichi）：非常勤医師
杉木　司（SUGIKI,	Tsukasa）：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27年度はBSLおよび系統講義再開から14年目になり，系統講義を菊地，大畑が担当した．
埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校の講義を菊地が担当した．新臨床研修制度も 12 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
上気道生理学：野村，菊地
平衡神経科学：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 28 年度もこれまで通り臨床研究に力を注ぎ，可能であれば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 27 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）

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 Ohki	M,	Baba	Y,	Kikuchi	S,	Ohata	A,	Tsutsumi	T,	Tanaka	S,	Tahara	A,	Urata	S,	 Ishikawa	J.	Potentially	 lethal	
pharyngolaryngeal	edema	with	dyspnea	in	adult	patients	with	mumps:	A	series	of	5	cases.	Ear	Nose	Throat	J	
2015;	94（4-5）:184-186.

②田中	是，菊地	茂，大畑	敦，大木	雅文：小児用ラセン入りシリコン製気管切開チューブの実験的検討．日気食	
66：400-405，2015．	

③田中	是，菊地	茂，大畑	敦，堤	剛，大木	雅文：急性喉頭蓋炎 285 例の臨床的検討．
日耳鼻 118：1301-1308，2015．

④田中　是，菊地　茂：鼻出血と自律神経．JOHNS	31：1010-1012，2015．
⑤田中　是，菊地　茂：薬物性鼻炎．JOHNS	31：1256-1257，2015．
⑥菊地　茂：手術と術前術後における患者トラブルとその対応－鼻科手術－．JOHNS	31：1502-1505，2015
⑦ Ohki	M.	Nasopharyngeal	Inverted	Papilloma	Invading	the	Parapharyngeal	Space	Accompanied	by	Hearing	Loss.	

2015	Int	J	Clin	Case	Stud	2:	106.	http://dx.doi.org/10.15344/ijccs/2015/106
⑧岸本めぐみ ,	野村	務 ,	岩城弘尚 ,	越智	篤 ,	岸本誠司：顎下部に発生した幼児のデスモイド腫瘍．頭頸部外科	25：

443-449，2015．
⑨北野佑果，大木雅文，菊地	茂，大畑	敦，田中	是，杉木	司，杉本	裕彦：亜急性甲状腺炎様症状を呈した下咽頭

梨状陥凹瘻の 1 例．JOHNS	32：259-262，2016．
⑩ 13th	Japan-Taiwan	Conference	on	Otolaryngology-Head	and	Neck	Surgery（2015	12.3-4,	Tokyo）Ohki	M,	

Takashima	M,	Kitano	Y,	Sugimoto	H,	Baba	Y,	Tahara	A,	Tanaka	S,	Nomura	T,	Ohata	A,	Kikuchi	S：Efficacy	
oftranscanal	endoscopic	ear	surgery	in	chronic	otitis	media

【総数：論文 9 件，学会発表 16 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：

研究会開催：第 11 回埼玉耳鼻咽喉科感染症 ･ アレルギー研究会，2015 年 9 月 17 日，さいたま市

7．自己点検・自己評価
　平成 27 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 14 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）：講師：病棟医長：博士
大原　健（Ohara,	Ken）：助教
赤堀太一（AKAHORI,	Taichi）：助教：博士
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　
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
松村英祥（MATSUMURA,	Hideyoshi）：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 D_V_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	_
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
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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	
小野講師	 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
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
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・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）
大学病院として，高度な医療の提供，医師・医学生の教育，研究の 3 点で成果を上げることができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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
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
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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 Era	S,	Matsunaga	S,	Matsumura	H,	Murayama	Y,	Takai	Y,	Seki	H　Usefulness	of	shock	indicators	for	determining	
the	need	for	blood	transfusion	after	massive	obstetric	hemorrhage.　	J.	Obstet.	Gynaecol.	Res.　2015；41：39-43

② Ishida	H,	Nagai	T,	Sato	S,	Honda	M,	Uotani	T,	Samejima	K,	Hanaoka	T,	Akahori	T,	Takai	Y,	Seki	H　Concomitant	
sentinel	 lymph	node	biopsy	 leading	 to	abbreviated	systemstic	 lymphadenectomy	 in	a	patient	with	primary	
malignant	melanoma	of	the	vagina.　SpringerPlus　2015；4：102.	doi:	10.1186/s40064-014-0773-x

③ Matsunaga	S,	Uotani	T,	Ohara	K,	Nagai	T,	Takai	Y,	Baba	K,	Seki	H　Two	cases	of	placenta	accrete	found	during	
pregnancy	after	 laparoscopic	myomectomy	and	resection	of	adenomyosis.	　Hypertens.	Res.	Pregnancy.　
2015；3：38-41

④ Wang	L,	Okubo	T,	Shinsaka	M,	Kobayashi	A,	Ogasawara	M,	Sakaguchi	R,	Nagai	T,	Seki	H　Efficacy	and	safety	of	
cell-free	and	concentrated	ascites	reinfusion	therapy	（CART）	in	gynecologic	cancer	patients	with	a	large	volume	
of	ascites.　J.	Obstet.	Gynaecol.	Res.　2015；41：1614-1620

⑤ Nagai	T,	Takai	Y,	Akahori	T,	 Ishida	H,	Hanaoka	T,	Uotani	T,	Sato	S,	Matsunaga	S,	Baba	K,	Seki	H　Highly	
improved	accuracy	of	the	revised	PREoperative	sarcoma	score	（rPRESS）	in	the	decision	of	performing	surgery	
for	patients	presenting	with	a	uterine	mass.　SpringerPlus　2015；4：520.	doi:	10.1186/s40064-015-1318-7.	

⑥ Narita	T,	Ichihara	A,	Matsuoka	K,	Takai	Y,	Bokuda	K,	Morimoto	S,	Itoh	H,	Seki	H　Placenta	（pro）renin	receptor	
expression	and	plasma	soluble	（pro）renin	receptor	levels	in	preeclampsia.　Placenta　2015；37：72-78

⑦ Kumamoto	K,	Imaizumi	H,	Hokama	N,	Ishiguro	T,	Ishibashi	K,	Baba	K,	Seki	H,	Ishida	H　Recent	trend	of	acute	
appendicitis	during	pregnancy.	Surg.	Today	2015；45：1521-1526

⑧ Takagi	K,	Yamasaki	M,	Nakamoto	O,	Saito	S,	Suzuki	H,	Seki	H,	Takeda	S,	Ohno	Y,	Sugimura	M,	Suzuki	Y,	
Watanabe	K,	Matsubara	K,	Makino	S,	Metoki	H,	Yamamoto	T　A	review	of	best	practice	guide	2015	for	care	and	
treatment	of	hypertension	in	preganacy.　Hypertens.	Res.	Pregnancy.　2015；3：65-103

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
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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
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
深津真弓（FUKATSU,	Mayumi）：助教
酒井あゆみ（SAKAI,	Ayumi）：助教
上村のぞみ（UEMUR,	Nozomi）: 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
黄　海鵬 : 助教
重松幸佑（SHIGEMATSU,	Kosuke）：助教
助川　幸（SUKEGAWA,	Sachi）: 助教
入江佑子（IRIE,	Yuko）: 助教
杉田怜佳（SUGITA,	Reika）: 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
長井講師 婦人科悪性腫瘍の治療と管理
小野講師 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
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
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血中 fibrinogen 値が出血の重症度の評価因子となり得るかに関して，後方視的研究を行っている．②血中 fibrinogen
値が輸血必要量を推測するパラメーターとなり得るかに関して，後方視的研究を行っている．），吸収糸を用いた頚管
縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表，論文化，学位取得へと導く．また，大学院生や海外留学の医師によ
る基礎研究も行い，研究マインドを持った臨床医の養成を行う．
3-2．研究グループ
　上述した妊娠高血圧症候群に関する研究，前置癒着胎盤に関する研究，吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などの臨
床研究，および妊娠高血圧症候群に関する基礎研究を総合周産期母子医療センターで行う．
　その他，基礎的研究は慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，九州大学産婦人科教室，埼玉医科大学ゲノム医学
センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞治療部との共同研究として行われている．
3-3．研究内容と達成度
（1）妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては，superimposed	gestational	hypertension を病型から除

いたが，その妥当性に関して後方視的研究，および妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科スト
レスに対する反応に関する基礎的研究をそれぞれ英文論文として発表した．常位胎盤早期剥離における凝固因子
の動態に関して，日本産婦人科・新生児血液学会誌に論文として発表した．

（2）吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では，その有用性を明らかにし，現在論文作成中である．また，
prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究に関
しても，発症美かニズムに関与していることを明らかにし，英文論文として作成中である．

　それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
　臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　大学病院として，高度な医療の提供，医師・医学生の教育，研究の 3 点で成果を上げることができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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
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

5-2．学術し，編集委員，査読委員の有無
1．公益社団法人日本母性衛生学会常務理事（編集担当責任理事で雑誌『母性衛生』の編集担当，査読）
2．公益社団法人日本産科婦人科学会 Official	Journal である Journal	of	Obstetrics	and	Gynaecology	Research の査

読委員
3．日本妊娠高血圧学会 Official	Journal である Hypertension	Research	in	Pregnancy	の査読委員
4．日本周産期・新生児医学会雑誌査読委員
5．関東連合産科婦人科学会雑誌査読委員
6．埼玉産婦人科学会雑誌査読委員
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．産科医療補償制度原因分析委員会第 6 部会部会長

6．業績目録
6-1．論文・学会発表

（論文）
① Era	S,	Matsunaga	S,	Matsumura	H,	Murayama	Y,	Takai	Y,	Seki	H　Usefulness	of	shock	indicators	for	determining	

the	need	for	blood	transfusion	after	massive	obstetric	hemorrhage.		J.	Obstet.	Gynaecol.	Res.	2015；41：39-43
② Ishida	H,	Nagai	T,	Sato	S,	Honda	M,	Uotani	T,	Samejima	K,	Hanaoka	T,	Akahori	T,	Takai	Y,	Seki	H　Concomitant	

sentinel	 lymph	node	biopsy	 leading	 to	abbreviated	systemstic	 lymphadenectomy	 in	a	patient	with	primary	
malignant	melanoma	of	the	vagina.　SpringerPlus　2015；4：102.	doi:	10.1186/s40064-014-0773-x

③	Matsunaga	S,	Uotani	T,	Ohara	K,	Nagai	T,	Takai	Y,	Baba	K,	Seki	H　Two	cases	of	placenta	accrete	found	during	
pregnancy	after	 laparoscopic	myomectomy	and	resection	of	adenomyosis.	　Hypertens.	Res.	Pregnancy.　
2015；3：38-41

④ Wang	L,	Okubo	T,	Shinsaka	M,	Kobayashi	A,	Ogasawara	M,	Sakaguchi	R,	Nagai	T,	Seki	H　Efficacy	and	safety	of	
cell-free	and	concentrated	ascites	reinfusion	therapy	（CART）	in	gynecologic	cancer	patients	with	a	large	volume	
of	ascites.　J.	Obstet.	Gynaecol.	Res.　2015；41：1614-1620

⑤ Nagai	T,	Takai	Y,	Akahori	T,	 Ishida	H,	Hanaoka	T,	Uotani	T,	Sato	S,	Matsunaga	S,	Baba	K,	Seki	H　Highly	
improved	accuracy	of	the	revised	PREoperative	sarcoma	score	（rPRESS）	in	the	decision	of	performing	surgery	
for	patients	presenting	with	a	uterine	mass.　SpringerPlus　2015；4：520.	doi:	10.1186/s40064-015-1318-7.	

⑥ Narita	T,	Ichihara	A,	Matsuoka	K,	Takai	Y,	Bokuda	K,	Morimoto	S,	Itoh	H,	Seki	H　Placenta	（pro）renin	receptor	
expression	and	plasma	soluble	（pro）renin	receptor	levels	in	preeclampsia.　Placenta　2015；37：72-78

⑦	Kumamoto	K,	Imaizumi	H,	Hokama	N,	Ishiguro	T,	Ishibashi	K,	Baba	K,	Seki	H,	Ishida	H　Recent	trend	of	acute	
appendicitis	during	pregnancy.　Surg.	Today　2015；45：1521-1526

⑧	Takagi	K,	Yamasaki	M,	Nakamoto	O,	Saito	S,	Suzuki	H,	Seki	H,	Takeda	S,	Ohno	Y,	Sugimura	M,	Suzuki	Y,	
Watanabe	K,	Matsubara	K,	Makino	S,	Metoki	H,	Yamamoto	T　A	review	of	best	practice	guide	2015	for	care	and	
treatment	of	hypertension	in	preganacy.　Hypertens.	Res.	Pregnancy.　2015；3：65-103

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，自己評価
　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（歯学）
堀江憲夫（HORIE,	Norio）：教授：：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（歯学）
金子貴広（KANEKO,	Takahiro）：准教授：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（医学）
那須大介（NASU,	Daisuke）：講師：研究員：博士（歯学）
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（医学）
飯島洋介（IIJIMA,	Yousuke）：助教：研究員
中村悟士（NAKAMURA,	Satoshi）：助教：研究員
相沢光延（AIZAWA,	Mitsunobu）：研修医
沢田圭佑（SAWADA,	Keisuke）：研修医
久保田魁（KUBOTA,	Kai）：研修医
山田美喜（YAMADA,	Miki）：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近藤圭祐，龍家圭，飯島洋介，日野峻輔，深井俊一，金子貴広，堀江憲夫，内田直樹，下山哲夫：ミダゾラム歯

科麻酔における至適用量の主観的・客観的観察ならびに有病者歯科治療への応用の検討研究．第 24 回日本有病
者歯科医療学会総会・学術大会 ,	2015 年 3 月 20,21,22 日，旭川

②遠藤美樹，池澤加代子，植松綾子，飯島洋介，堀江憲夫，下山哲夫：口腔ケアにより改善を見た胃瘻内容物逆流
により生じた反復性顎関節脱臼の1例．第12回日本口腔ケア学会総会・学術大会2015年6月27日,28日，下関，
抄録：　プログラム・抄録集　P-64，p.203

③日野峻輔，尾臺令奈，堀江憲夫，下山哲夫，坂上	宏，安達一典：睡眠時の顎運動活性に関わる神経機構の検討．
第 132 回　日本薬理学会　関東部会　2015 年 7 月 4 日，浦安，抄録：プログラム　B-8，p.10

④中村悟士，飯島洋介，日野峻輔，近藤圭祐，若林正樹，那須大介，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：止血に難渋
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した抗凝固財内服中の認知症患者の舌尖誤咬の1例．第17回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会．和歌山，
2015 年 7 月 11 日　抄録：プログラム・抄録集 B-2-1，p.70

⑤飯島洋介，日野峻輔，近藤圭祐，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 :	
舌に生じた軟骨脂肪腫の 1 例．第 60 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会	2015 年 10 月 16,17,18, 日，
名古屋，抄録：日口外誌　Vol.61 総会特別号 2G3-4），p．210．（2015）

【論文】
⑥ Takao	Kato,	Yosuke	Iijima,	Shunsuke	Hino,	Takahiro	Kaneko,	Norio	Horie,	Tetsuo	Shimoyama.	 Intrusion	of	

bilateral	maxillary	incisors	with	displacement	of	thelabial	alveolar	cortical	bone	and	a	deformed	nostril.	Journal	
of	Oral	and	Maxillofacial	Surgery,	Medicine,	and	Pathology,	27（3）:373-376	2015.

⑦ Shunsuke	Hino,	 Issei	Masuda,	Shunichi	Fukai,	Takahiro	Kaneko,	Norio	Horie,	Tetsuo	Shimoyama.	A	case	of	
nodular	fasciitis	 involving	the	tongue.	Journal	of	Oral	and	Maxillofacial	Surgery,	Medicine,	and	Pathology,	27

（3）:377-379		2015.
⑧ Fumio	Ide,	Tetsuo	Shimoyama,	Norio	Horie.	Adenomatoid	odontogenic	tumor-like	tumor:	Consider	calcifying	

cystic	odontogenic	tumor.	Journal	of	Oral	and	Maxillofacial	Surgery,	Medicine,	and	Pathology,	27（5）:726-728		
2015.

⑨ Horie	N,	Kawano	R,	Kaneko	T,	Shimoyama	T.	Methotrexate-related	lymphoproliferative	disorder	arising	in	the	
gingiva	of	a	patient	with	rheumatoid	arthritis.	Aust	Dent	J．60（3）:	408-411	2015.

⑩近藤圭祐，金子貴広，日野峻輔，那須大介，堀江憲夫，下山哲夫：Valsalva 効果による失神が起因として考えら
れた下顎骨骨折の 1 例．小児口腔外科 25（3）：146-149，2015		12 月

【総数：論文	7 件，学会発表	8	件】
6-2．獲得研究費
　文部科学省　科学研究費　若手研究（Ｂ）代表研究者：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．
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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，Glycine による睡眠改善効果に関する研究を継続中である．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ならびに，骨に取り組んでいる．



581

臨床医学部門（川越キャンパス）

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】
吉本久子

【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），藪崎　純（主任），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，
守岡義紀，樺山有香，小林沙希，小林大祐，丸山侑里子，岩崎寛之，高畑朱理，鈴木翔太，長谷部悠葵，三本木光，
岡本晴香，大久保裕也，小山智世，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，後藤ちひろ，久喜啓誉，小野巧介，佐藤裕実，秋本麻由，濱田勇志，赤塚萌子
＜作業療法士＞
平田樹伸，池田志帆，高野香緒里，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，児山美咲
＜言語聴覚士＞
伊藤智彰（主任），伊藤淳子（主任），杉本真美，関　泰子，中辻勝一，八木春野，片貝百花，吉永安里

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．糖尿病教育入院患者に対するリハの効果：岩崎寛之，武井圭一，森本貴之，山本満
2．頸髄損傷例における嚥下障害に関する研究：杉本真美，伊藤智彰，中辻勝一，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，鈴木翔太，曾田萌美
5．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
6．脳損傷患者の歩行能力に関する検討：藪崎純，高野敬士，小林沙希，尾内優梨子，山本満
7．がん患者の運動耐容能に関する研究：小林大祐，武井圭一，森本貴之，高畑朱里，山本満
8．NICU 患者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
9．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脳損傷者に伴う認知・高次脳機能障害：80％
③脳損傷者の機能回復度と予測因子：50％
④がん患者の運動耐容能：80％
⑤障害者のスポーツと運動生理学的機能：70％

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 170,000 件，外来症例は約 10,000 件であった．今後
も診療内容の拡大および充実，運動機能評価の開発，高次脳機能・認知機能の評価，下肢裝具の開発，がん患者の運
動耐容能の評価，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
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
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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，正会員
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武井圭一，國澤洋介，森本貴之，新井健一，岩田一輝，山本満：糖尿病教育入院期間における行動変容ステージ
別の身体活動量の変化．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌	15（1）：15-19，2015

②野々垣政志，武井圭一	，國澤佳恵	，	藪崎純	，小林沙希，長谷部悠葵，山本満：クモ膜下出血後の水頭症合併例
における脳室 - 腹腔シャント術前後の機能的動作能力の推移．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌	15

（1）：6-8，2015
③新井健一，武井圭一，森本貴之，岩田一輝，大和時江，山本満：糖尿病教育入院による退院後の運動実施に対す

る短期効果と関連因子の検討．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌	15（1）：12-14，2015
④會田萌美，武井圭一，奥村桃子，平澤耕史，田口孝行，山本満：片脚立位時の非支持脚挙上方向の股関節角度の

相違が支持脚筋活動に与える影響．理学療法－臨床・研究・教育 23：25-28，2016
⑤石川由樹 ,	武井圭一 ,	守岡義紀，丸山侑里子，茂木恵美，仲村佳奈子，渋谷耕平，山本満 .NICU から在宅へ向け

た家族支援の工夫 - 低酸素性虚血性脳症児の理学療法例 -．理学療法－臨床・研究・教育 23：93-95，2016
⑥岩崎寛之，武井圭一，一氏幸輔，大久保裕也，萩原郁美，山本満：入院後早期における活動向上に向けた環境的

側面からの介入意義 - トランスファーボードの工夫により移乗動作が改善した重度の運動障害を併存した高齢褥
瘡患者 -．理学療法－臨床・研究・教育 23：100-102，2016

⑦竹澤由姫 ,	平井良太 ,	國友淳子，平田樹伸，山本満：記憶障害を認めた Krabbe 病患者に対する作業療法の経験
埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌第 15 巻 1 号　P44-47

⑧平井良太，福田倫也，鈴木誠，東謙一，山本満：急性期脳梗塞患者の日常生活活動と麻痺側運動機能，バランス
能力，注意機能の関連 - 意識障害および認知機能障害軽症例を対象とした検討 -．作業療法 34 巻第 6 号，p661-
669，2015．

⑨守岡義紀，武井圭一，丸山侑里子，茂木恵美，仲村佳奈子，石川由樹，渋谷耕平，山本満：NICU における極低
出生体重児の自律哺乳獲得までの期間－慢性肺疾患による自律哺乳獲得への影響－．第 50 回日本理学療法学術
大会，2015/6/5-7，東京

⑩杉本真美，伊藤智彰，関泰子，中辻勝一，片貝百花，吉永杏里，山本満：嚥下障害を呈した急性薬物中毒の 1
例　第 21 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会．2015/9/11-12，京都

【総数：論文 16 件，学会発表 25 件，講演 27 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 16 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会学術集会．2016/2/6
2）第 15 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．2015/12/6
3）第 3 回がんのリハビリテーション研修会，2015/7/25-26，埼玉
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4）第 4 回がんのリハビリテーション研修会，2016/1/16-17，埼玉

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十分ではないが，可能な時間内で研究できたと思われる．
4）その他（学会，社会貢献）：充分行っている．
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2．27）（1）（2）麻酔科（麻酔科，産科麻酔科）

1．構成員
小山　薫（KOYAMA,	Kaoru）：教授：運営責任者，麻酔科診療部長，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
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，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，皆吉寿美（MINAYOSHI,	Hisami）：医局長，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，大浦由香子（OURA,	
Yukako）：専門医員，教育員，研究員，加藤崇生（KATO,	Takao）：ICU 医長，教育員，研究員，加藤　梓（KATO,	
Azusa）：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，研究員，吉松
文（YOSHIMATU,	Aya）：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，
高橋京助（TAKAHASHI,	Kyosuke）：医員，教育員，吉岡宏恵（YOSHIOKA,	Hiroe）：医員，教育員，研究員，杉本
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，安藤
直朗（ANDO,	Tadao）：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，肥塚幸太郎（HIZUKA,	Kotaro）：医員，教育員，研究員，黒川右基（KUROKAWA,	
Yuki）：医員，教育員，研究員
客員教授：宮尾秀樹（MIYAO,	Hideki），重松俊之（SHIGEMATSU,	Toshiyuki），川崎　潤（KAWASAKI,	Jun）
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），福山
達也（FUKUYAMA,	Tatsuya），須藤貴世子（SUDO,	Kiyoko），斉藤利恵（SAITO,	Toshie），町田貴正（MACHIDA,	
Takamasa），佐々木麻美子（SASAKI,	Mamiko），大橋　明（OOHASHI,	Akira），原さやか（HARA,	Sayaka）	，花岡
千佳（HANAOAK,	Chika），濱口裕江（HAMAGUCHI,	Hiroe），土岐和芳（TOKI,	Kazuyoshi）

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，集中治療室での全身管理の基礎を学ぶ．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．開院以来使用している「麻酔科研修のために」は適宜改訂を行い教育の指針として
使用，27 年 5 月に小改訂を行った．
2-2．教育内容（担当者）：4 年生，6 年生の系統講義を宮尾，川崎，小山，照井が担当した．BSL は宮尾，小山，照
井，清水，山家，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
ン人形での気管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（課
外プロ）を提示，医学部学生を受け入れた．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（AHA	BLS プロバイダーコース，小山コースディレクター，毛呂山会後援）を
開催した．麻酔科研修中は日々の臨床麻酔を通して呼吸循環管理や急性期の輸液管理を教育した．救命救急士の挿管
実習を継続した（3 ヶ月毎）．救命救急士の気管挿管プログラム（埼玉西部第 2 地区気管挿管生涯教育ならびに埼玉
県ビデオ喉頭鏡講習，小山担当）を実施した．後期研修医2名が入局，その他他施設からの産科麻酔研修（フェローシッ
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プ含め）を随時受け入れている．スタッフ教育では平日朝の症例カンファレンス後のミニレクチャーを継続し，最新
の知見から研修医向けの基礎的な内容まで幅広くカバーした．土曜医局会開催時は症例検討および後期研修医向けの
講義を継続し，教育システムの充実を図った．年に 2 回開催の埼玉医大 3 病院麻酔科研究会（SMU-CAN）ではエキ
スパートからの講義を受ける貴重な場となっている．
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，初期研修担当野本
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）．山家，松田，大橋の 3 名が学位を取得した．

・山家陽児，他．第Ⅸ因子複合体およびフィブリノゲンが希釈血液の線溶亢進に及ぼす作用．埼玉医科大学	2015;	
42:	1-8.	

・Mazda	Y,	et	al.		Does	maternal	mean	arterial	pressure	predict	fetal	academia	better	than	systolic	blood	pressure	
during	spinal	anesthesia	for	cesarean	delivery?		埼玉医科大学	2016;	42:	131-7.		

・Ohashi	Y,	et	al.	 	Success	rate	and	challenges	of	 fatal	anesthesia	 for	ultrasound	guided	fetal	 intervention	by	
maternal	opioid	and	benzodiazepine	administration.		J	Maternal	Fetal	Neonatal	Med	2013;	26:	158-60.		

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（ボルベン）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からの検討），トラネキサム酸の咽頭痛への効果，
　　レミフェンタニル投与中の血中グリシン濃度の推移，大手術後のイオン化マグネシウムの効果，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，帝王切開術後のアセトアミノフェン投与の有用性，帝王切開術時の腰椎くも膜下ブロックの低血圧
　　　予防および新生児への影響，妊婦の循環血液量の測定，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評価（ScvO2・乳酸値），術後悪心・嘔吐，ICU における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 70％，代用血漿製剤：70％
帝王切開術での胎児移行：達成度　90％，臍帯血イオン化マグネシウム値：達成度　90％，妊娠高血圧症候群：

到達度 80%，悪心・嘔吐：90%，HPLC を使用したストレス検討：70%
人工呼吸中の加温加湿：達成度　90％，血糖測定器の精度検討：達成度　90％，イオン化マグネシウム値の推移：

90％，悪心・嘔吐：90%，酸素需給バランスの評価：70％
3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数，論文等
　照井，小山，加藤，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 回の研究カンファレ
ンスを継続し，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，WCA 等の海外での学
会で積極的に発表した．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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合医療センター麻酔科は，手術室麻酔管理，集中治療室管理，産科麻酔，ペインクリニックの 4 部門に加え，
ドクターヘリでの救急医療など，おおよそ麻酔科医が関与しうる全ての分野をカバーしていることが最大の特徴であ
る．3D 心エコーも導入され心臓血管麻酔の充実も期待されるところである．各分野で，最新の知見も視野に入れた，
質の高い医療を提供すると同時に，医学部学生，研修医の教育にも力を注いでおり，チーム医療やマンパワーの充実
も目標に掲げている．安全で質の高い麻酔を介して病院全体の安全管理，病院経営に寄与すべく医局員一丸となって
取り組んでいる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県西部第 2 地区 MC 協議会委員（小山）
　ISO-Technical	Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバー（宮尾名誉教授）
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，清水，皆吉，田澤，加藤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 760 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．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
　城下翠（JOUSHITA,	Midori）：助教：医員
　入江晃子（IRIE,	Akiko）：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総合診療や外傷初期対応の必要性を理解し，BLS を実際に行い，ACLS

を理解する．在宅医療に同行し地域医療を体験する．
「卒後教育」

初期研修 1 年目では救急患者の初期診療において，蘇生処置，体表の外傷処置および総合的な診療の基礎を修得
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」
独歩来院の救急患者に対し，医療面接を行い，病態を考え診療録に記載　する．診断に必要な検査，治療方法を提

案する．救急車で搬送される患者については静脈路確保や採血を適宜実施し，病態や治療方針についてレクチャーを
受ける．入院患者の回診に同行し，初期診療がその後の治療に及ぼす影響についてレクチャーを受ける．シミュレー
ターを活用し，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，検査や治療内容について指導を受けながら実施する．

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指導のもと実施する．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，1st	サーベイを実施する．入院患者に対しては病態の変化を把握する．
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する．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たし診療を行い，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 年目が実施する際は指導をする．入院患者に対し
ては病態に応じた治療計画を立案する．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の橋渡し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，実施できた外傷処置症例数にややばらつきがある．ACLS については，研修医がコマンダーとして

役割を果たすには至っていない．他は目標を達成できた．後期研修では，専門医取得に必要な症例を経験できた．
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，内因性疾患の症例を経験することが少なく，総合診療能力を発揮するには不十
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分な体制である．今後は内因性救急患者の初期診療を担当する体制を構築し，学生・研修医に対しジェネラリストと
して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
育システム確立を確立させる．

2）主に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）小児の低エネルギー頭部外傷における CT 検査の必要性について検討する．
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）小児頭部外傷研究プロジェクト
5）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評価する指標を検討中である．客観的に評価する指標を模索しており，今後の
課題として継続中である．

2）ドクターヘリ検証チーム
全症例においてチーム医療として症例検討を実施し，通常の救急システムとの違い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が，ドクターヘリ搭乗医療スタッフとして，現場から開始さ
れる治療内容についても検討している．

4）小児頭部外傷研究プロジェクト
2009 年から実施したが，今回追加研究として評価項目，フォーローアップの方法について基礎研究中である．

5）在宅医療チーム
今後，在宅医療が推進されていく過程で，救急患者を直接在宅へ戻す道筋がつかられるか検討中である．

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）に忙殺され，研究実績をまとめて報告できる形に至っ

ていないのが現状である．次年度はテーマを絞り，担当責任者を明確にして実績を残していきたい．

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力不足である．
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
　内閣官房次世代医療 ICT 基盤協議会合同ワーキンググループ
　埼玉県メディカルコントロール委員会
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
　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
　埼玉県救急救命士養成所専任教員・講師
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　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改訂第 9 版救急救命士標準テキスト（共著）2015 年 9 月
②ジュニアアスリートにおける救命救急の現状（メディカルビュー社）2015 年 10 月
③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 ,	日本

蘇生学会誌	2015 年 8 月
④ドクターヘリによる搬送体位に迷った多発外傷患者の一例 ,	第 18 回日本臨床救急医学会総会 2015 年 6 月
⑤忘れた頃にやってくる脊椎管内血腫 ,	第 18 回日本臨床救急医学会総会 2015 年 6 月
⑥埼玉県専任医師体制開始後の搬送困難症例について ,	第 43 回日本救急医学会総会 2015 年 10 月
⑦ An	Experimental	 Study	 to	 Identify	1,	3-Btanediol	Production	 in	Living	Human	Body	After	Butane	Gas	

Intoxication,	8th	Asian	Conference	for	Emergency	Medicine	（ACEM,	Taipei）	2015 年 11 月
⑧養護教諭の救急処置「胸部・腹部の打撲」健康教室（東山書房）2015 年 10 月
⑨埼玉県ドクターヘリで対応した心肺停止症例の検討 ,	日本蘇生学会第 34 回大会 2015 年 11 月
⑩心臓震盪における院外 BLS の実施状況と予後の関連 ,	日本蘇生学会第 34 回大会 2015 年 11 月

【総数：論文	4	件，学会発表	8	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を充実させていくこと
を目標としている．その中で，内因性の救急に関してイニシアティブをとることができていないのは今後の大きな課
題である．それは，診療に関してだけではなく，総合的医療についての研修医教育が必要な時期に，救急の場での教
育が外傷に偏った形になってしまっているからである．また，総合的な救急医療を目指す人にすれば，当科の現在の
体制では満足が得られず，スタッフとして加わる機会も少なくなってしまう．この課題を克服すれば，研修医教育や
スタッフの充実につながるので，現状のスタッフ個々の努力で，まずは内因性救急をはじめなければならない．
研究に関しては，臨床研究を系統的に行うことができておらず，その結果，学会発表や論文発表が極端少なくなって
しまっている．運営責任者の指導力不足であり，責任を感じている．次年度は中堅クラスのスタッフの協力の下，研
究計画を立てていきたい．
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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
淺井聖子（ASAI,	Kiyoko）：講師，診療専門員
上村直子（KAMIMURA,	Naoko）：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
吉田　理（YOSHIDA,	Osamu）：助教，診療専門員
八幡直志（YAHATA,	Tadashi）：助教，診療専門員
安藤光宣（ANDOU,	Mitunobu）	：助教，診療員
米本直史（YONEMOTO,	Naofumi）	：助教，診療員
乾　貴博（INUI,	Takahiro）	：助教，診療員
三浦慎次郎（MIURA,	Sinjirou）	：助教，診療員
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
杉浦　潤（SUGIURA,	Jun）	：助教，診療専門員
大瀧聡史（OTAKI,	Satoshi）：助教，診療専門員
有馬史人（ARIMA,	Fumihito）	：助教，診療員
小林信吾（KOBAYASHI,	Shingo）:（小児科兼担）：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．
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（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
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 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，研修中はきわめて多岐にわたる手技，手術，検査などを経験することが出来る．

＊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	
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3 回の救急標準課程の講義・教育の大半を救急科（ER）とともに当科のスタッフが担当しており，また埼玉県救急救
命士養成所（さいたま市）にも出張し，講義・教育を行っている．
　救急救命士病院実習を定期的に受け入れており，救急救命士の当直実習のない日は週末のみという日々が続いて
いる．BLS（Basic	Life	Support）.	ACLS	（Advanced	Cardiovascular	Life	Support）.	JATEC	CJapan	Advanced	Trauma	
Evaluation	And	Care）などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普及も，救急医に課せられた任務と考えており，
適宜研修会を開催している．
2-3．達成度

（1）卒前教育
　学生に対する教育はほぼ	BSL 実習としての	5 日間のみに限られたが，緊迫した救急医療現場の雰囲気を堪能して
もらい，それ以外の時聞を利用して，臨床に即したクルズスや実践的な実習が行われ，おおむね好評であった学生教
育は短期聞に限定され，その結果救急搬送される症例に偏りが生じ，心，肺蘇生法などの現場実習ができない学生も
存在したが，己れを克服すべく，人形を用いた	BSL'ACLS の実技実習を積極的に取り入れた．
　クリニカルクラークシップにおいては，自ら高度救命救急センターでの実習を希望しモーチベーションの高い学生
が多かったこと，さらには実習期間が 4 週間と長期であったこと，が功を奏し文字通り昼夜を問わず密度の高い実
習が実現できた．

（2）卒後教育
　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）
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＊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）
＊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
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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）

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，6-4．特許，実用新案　：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．
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　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・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：医局長：博士
渡部　渉（WATANABE,	Wataru）：助教：外来医長：博士
大野仁司（OHNO,	Hitoshi）：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）：博士

（非常勤講師）
岡田武倫（OKADA,	Takemichi）	
鹿島田明夫（KASHIMADA,	Akio）：博士
釜野　剛（KAMANO,	Tsuyoshi）
河辺哲哉（KAWABE,	Tetsuya）
河野正志（KONO,	Masashi）
佐貫榮一（SANUKI,	Eiichi）：博士
島野靖正（SHIMANO,	Yasumasa）：博士
瀧島輝雄（TAKISHIMA,	Teruo）：博士
中田　桂（NAKADA,	Kei）：博士

（非常勤医師）
天野芙美（AMANO,	fumi）

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．
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3．研究
3-1．目的・目標

臨床診療に即した実用性の高い研究を目指す．国際一流誌への掲載を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① Dual	energy	CT による肺換気機能図
② Dual	energy	CT による CTC（CT 大腸内視鏡）
③ハリ治療による脳血流変化の検討（協同研究）
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）
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

自治体	 なし
政府関連委員	 なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Annals	of	Nuclear	Medicine	査読（本田）
Japanese	Journal	of	Radiology　査読（本田）
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本田憲業．特集 8	胸部Ⅹ線写真診断．JCR ニュース（日本放射線科専門医会・医会誌）．205　22-23，2015
②本田憲業．標準に基づく放射線部門システム：IHE 放射線「予定業務流れ」改訂版（SWF.b）と，放射線データ

交換規約 Ver.3.0C．GE	today	-in	Technology-．47　38-41，2015
③本田憲業．“SOMATOM	Definition	Flash”	from	a	radiologist’ s	point	of	view.		INNERVISION	30･11 別冊付録　18-

19，2015
④本田憲業，長田久人，渡部渉，栁田ひさみ，中山光男，教山紘之，植松和嗣，大谷カタリーナ．講座	呼吸器疾

患診断における CT の進歩　キセノン吸入 CT による換気分布の画像化．呼吸．34（12）1180-1186，2015
⑤本田憲業．《特集Ⅱ》平成 27 年度「医療放射線管理講習会」（第 59 回～ 60 回）第Ⅱ部　医療現状における診

断参考レベルの普及と活用．3-1. 診断参考レベル設定の臨床での取り組み．医療放射線防護 74　81-82，2015
⑥	Osada	H,	Watanabe	W,	Ohno	H,	Yanagita	H,	Kawabe	T,	Shimizu	Y,	Takahashi	T,	Honda	N.	CT	of	complicated	

gastrointestinal	diverticular	disease.	 	The	74th	Annual	Meeting	of	the	Japan	Radiological	Society	ABSTRACTS.	
April	16-19,	2015.		Yokohama,	Japan

⑦本田憲業．江本豊．安藤裕．IHE放射線 TFの National	Extension	for	Japan 作成から見たわが国医療情報統合（?）
への課題．第 28 回電子情報研究会学術集会．2015 年 10 月 3 日，マリオス

⑧清水裕次，長田久人，渡部渉，大野仁司，河辺哲哉，本田憲業，髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，
畑中星吾，本戸幹人，上野周一，中田桂．肺血管疾患によらない換気血流ミスマッチ所見を認めた膠原病肺の一
例．第 84 回日本核医学会関東甲信越地方会．2016 年 1 月 23 日，富士フイルム（株）西麻布本社講堂

⑨清水裕次，長田久人，渡部渉，大野仁司，本田憲業，髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，畑中星吾，
本戸幹人，上野周一，中田桂．同時性重複癌に FDG-PET/CT 検査を施行した一例．第 47 回埼玉核医学研究会．
2016 年 2 月 13 日，ホテルブリランテ武蔵野

⑩清水裕次，長田久人，渡部渉，大野仁司，本田憲業，髙橋健夫，西村敬一郎，山野貴史，上野周一，新保宗史，
畑中星吾．パーキンソン病疑い患者の心筋MIBG集積．第55回日本核医学会学術総会．2015年 11月5～7日，
ハイアットリージェンシー東京

【総数：論文　6 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
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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
　第 46 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2015/9/19
　第 47 回埼玉核医学研究会，ホテルブリランテ武蔵野，2016/2/13
　第 54 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2015/7/9
　第 55 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2016/1/15
　第 9 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，2015/5/22

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/	）．
クニカル・クラークシップの 3 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）
鷲巣佳奈（WASHIZU,	Kana）：助教
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
内海暢子（UTSUMI,	Nobuko）：大学院生（がんプロフェッショイナル養成プラン）

（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA,	Kikuo）：放射線医学：医学博士

（非常勤講師）
村田　修（MURATA,	Osamu）: 放射線腫瘍学，医学博士
本戸幹人（HONDO,	Mikito）: 放射線腫瘍学，緩和ケア
木谷　哲（KITANI,	Akira）：放射線腫瘍学，乳腺腫瘍学，緩和ケア
北本佳住（KITAMOTO,	Yoshizumi）：放射線腫瘍学，医学博士
黒崎弘正（KUROSAKI,	Hiromasa）：放射線腫瘍学，医学博士
中村香織（NAKAMURA,	Kaori）：放射線腫瘍学，医学博士
上野周一（UENO,	Shuichi）：放射線腫瘍学

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，その中で放射線腫瘍学，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（放射線治療医）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，治療計画における機能画像情報
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，鷲巣　佳奈，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，鷲巣　佳奈，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
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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
場を体験しながら多くの症例を経験させ学習の向上を図る．

●卒後教育（担当：髙橋　健夫，新保　宗史，西村　敬一郎，山野　貴史，鷲巣　佳奈，畑中　星吾）
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，畑中　星吾）

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（放射線治療医）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，鷲巣佳奈，内海暢子）
・泌尿器グループ（髙橋健夫，新保宗史，山野貴史）
・婦人科グループ（髙橋健夫，新保宗史，山野貴史，鷲巣佳奈）
・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）
・緩和グループ（髙橋健夫，本戸幹人，西村敬一郎，鷲巣佳奈）
●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，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 80%．
次年度はそれぞれの研究の論文化をさらに推進する．多くの臨床研究・臨床試験ならびにトランスレーショナル・

リサーチが開始されているので，その確実な実施を結果の解析を準備行い，エビデンスを発信していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍学に根差した放射線治療を推進し高い治療効果，QOL の向上を目指した治療を行っている．放射線治療のみ

ならず腫瘍外科学，腫瘍内科学，緩和ケア領域との密接な連携のもと包括的な治療（診断含む）を実施し，地域がん
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診療連携拠点病院としての機能を果たす．通常放射線治療に加え，定位放射線治療，強度変調放射線治療，小線源治
療などの高精度放射線治療を推進．緩和的放射線治療にも力を注いでいる．国内・海外に向けエビデンスを発信し，
地域におけるがん診療に貢献する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

International	Cancer	Conference	Journal	（Editorial	Board）;	髙橋健夫
International	Scholary	Research	Network	Radiology	（Editorial	Board）;	髙橋健夫
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 Kubo	N,	Noda	SE,	Takahashi	A,	Yoshida	Y,	Oike	T,	Murata	K,	Musha	A,	Suzuki	Y,	Ohno	T,	Takahashi	T,	Nakano	
T.	Radiosenseitizing	effect	of	carboplatin	and	paclitaxel	to	carbon-ion	beam	irradiation	in	the	non-small-cell	lung	
cancer	cell	line	H460.	J	Radiat	Res	56	（2）:	229-238,	2015.	

② Yoshida	Y,	Ando	K,	Ando	K,	Murata	K,	Yoshimoto	Y,	Musha	A,	Kubo	N,	Kawamura	H,	Koike	S,	Uzawa	a,	Takahashi	
T,	Ohno	T,	Nakano	T.	Evaluation	of	therapeutic	gain	for	fractionated	carbon-ion	radiotherapy	using	the	tumor	
growth	delay	and	crypt	survival	assays.	Radiother	Oncol	117	（2）:	351-357,	2015.

③ 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	（neotherapy）	in	combination	with	preoperative	chemoradiotherapy	for	
the	treatment	of	advanced	rectal	cancer.	A	pilot	study.	Cancer	Med	4（6）:	834-843,	2015.

④ Shoji	H,	Motegi	M,	Osawa	K,	Okonogi	N,	Okazaki	A,	Andou	Y,	Asao	T,	Kuwano	H,	Takahashi	T,	Ogoshi	K.	Output-
limiting	symptoms	 induced	by	radiofrequency	hyperthermia.	Are	they	predictable?.	 	 Int	J	Hyperthermia.	 	32

（2）:199-203.	2016.
⑤ Nishimura	k,	Takahashi	T,	Yamano	T,	Ueno	S,	Murata	O,	Hondo	M,	Ohno	H,	Watanabe	W,	Osada	H,	Honda	N.		

Moderately-hypofractionated	Stereotactic	Body	Radiotherapy	for	Lung	Cancer.	 	15th	International	congress	of	
Radiation	Research.	May	25-29,	2015.	Kyoto,	Japan

⑥ Yamano	T,	Takahashi	T,	Nishimura	K,	Ueno	S,	Shimbo	M,	Hondo	M,	Hatanaka	S,	Murata	O,	Okada	T,	Honda	
N.	Treatment	outcomes	of	hypofractionated	stereotactic	radiotherapy	for	 inoperable	cerebral	arteriovenous	
malformations.	12th	International	Stereotactic	Radiosurgery	Society	Congress.	 	June	7-11,	2015.	 	Yokohama,	
Japan.

⑦山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，上野周一，木谷哲，本戸幹人，村田修，清水裕次，大野仁司，渡部渉，長田久人，
本田憲業．肺癌術後の CEA 高値に対し PET 診断ならびに放射線治療が有用であった一例．臨床核医学．48（4）
52-55，2015

⑧髙橋健夫．多発性骨髄腫に対する放射線治療 .	ブラッシュアップ多発性骨髄腫（木崎昌弘編著）186-193，
2015.	中外医学社

⑨山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，上野周一，新保宗史，畑中星吾，中嶋剛，本戸幹人，村田修，木谷哲．当施
設における頭蓋底髄膜種に対する寡分割定位放射線治療成績．第6回日本放射線外科学会．2015年 5月 30日，
石川県立音楽堂

⑩山野貴史，西村敬一郎，上野周一，畑中星吾，新保宗史，市川賢一，中嶋剛，清水裕次，長田久人，本田憲業，
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髙橋健夫．前立腺癌治療経過中に発生した小細胞癌－ PET/CT 放射線治療計画の初期経験－．第 55 回日本核医
学会学術総会．2015 年 11 月 5 ～ 7 日，ハイアットリージェンシー東京

【総数：論文　7 件，学会発表　33 件，講演　5 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．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）．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 .

・西村敬一郎．平成 27 年度埼玉医科大学若手医師育成研究助成費かもだ研究支援賞
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 26 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2015/9/5
　第 27 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2016/3/5
　第 54 回川越・東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2015/7/9
　第 55 回川越・東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2016/1/15
　第 9 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，2015/5/22
　平成 27 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 3 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2015/12/2
　第 46 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2015/9/19
　第 47 回埼玉核医学研究会，ホテルブリランテ武蔵野，2016/2/13

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：代表指導教員（大学院）：神経心理学：高次脳機能
　　　　　　　　　　　　　　　		障害：記憶障害：博士
安田貴昭（YASUDA,	Takaaki）：助教：診療副部長
棚橋伊織（TANAHASHI,	Iori）：助教：教育副主任
志賀浪貴文（SHIGANAMI,	Takafumi）：助教
森田美穂（MORITA,	Miho）：助教（後期研修医）
長谷川哲也（HASEGAWA,	Tetsuya）：助教（後期研修医）
五十嵐友里（IGARASHI,	Yuri）：助教（臨床心理士）：研究副主任：指導教員（大学院）：人間科学博士
藤井良隆（FUJII,	Yoshitaka）：心理士（臨床心理士）
樋渡豊彦（HIWATASHI,	Toyohiko）：助教（出向中）
梅村智樹（UMEMURA,	Tomoki）：助教（後期研修医，出向中）
深津　亮（FUKATSU,	Ryo）：客員教授：指導教員（大学院）
堀川直史（HORIKAWA,	Naoshi）：埼玉医科大学かわごえクリニック客員教授：指導教員（大学院）
仙波純一（SENBA,	Junichi）：客員教授
内田貴光（UCHIDA,	Takamitsu）：非常勤講師
大村裕紀子（OOMURA,	Yukiko）：非常勤講師
倉持泉（KURAMOCHI,	Izumi）：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，精神医学の知識をわかりやすく提示するとともに，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，専門分野に関する深い見識を持ちつつ，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，医学部 4	年生の精神医学の講義を分担して担当した．心因性精神疾患の領域について 7 コマの系
統講義を行った（吉益）．また，医学部 6 年生に対して，リエゾン精神医学・心身症および精神科救急の部分につい
て 1 コマの講義を行った（吉益）．
　医学部のクリニカルクラークシップでは，医学部 6 年生が 4 月（2 名）と 5 月（2 名），医学部 5 年生が 1 月（2 名）
と 2 月（1 名）に配属された．
　課外プログラムは，医学部と保健医療学部の希望する学生に対して行われた．精神科入門コースに 5 名，臨床心
理学コースに 3 名の応募があった．
　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．選択制するかしないかは自由であるが，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
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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．当院以外の病院で研修中も，週 1 回の
当院での外来診療や勉強会参加は継続しており，流れが途切れないように配慮している．平成 27 年度は，梅村が埼
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．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，患者中心の医療
を展開することについて，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，
自殺未遂に関する研究，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．
　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患者，精神疾患合併妊娠で地域から
紹介された患者，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患者など，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．メンタルクリニッ
クは，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，援助を継続し，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．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．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

川越市自殺対策連絡協議会（吉益晴夫）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

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）
さいたま看護専門学校	非常勤講師（五十嵐友里）
第 3 回「精神科リエゾンチーム講習会」ファシリテーター（五十嵐友里）
川越胃腸病院緩和ケア講習会「緩和ケアにおけるチームアプローチ」（五十嵐友里）
埼玉精神神経科診療所協会イブニングセミナー（吉益晴夫）
丸広百貨店第 10 回健康セミナー「認知症の早期発見と治療」（吉益晴夫）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①安田貴昭．疼痛性障害（DSM-IV-TR）の身体治療と精神科治療～症例を通しての考察．埼玉県西部精神科臨床を
考える会

②志賀浪貴文．シャント閉塞で搬送され，対麻痺，シャント部蜂窩織炎を併発し不適応反応を繰り返した維持透析
患者の一例．第 13 回埼玉サイコネフロロジー研究会．

③五十嵐友里．精神科領域における青年後期の神経発達症群に対するCBTの適用．日本教育心理学会第57回総会：
④五十嵐友里．プライマリケアでのうつ病診療における協同的ケアに活かす認知行動療法．日本認知・行動療法学

会　第 41 回大会．
⑤ Yuri	Igarashi.	Effect	of	cognitive-behavioral	group	therapy	on	panic	isorder	symptoms	and	amount	of	anxiolytics	

prescribed.	23rd	World	Congress	on	Psychosomatic	Medicine.	
⑥倉持　泉・吉益晴夫・堀川直史・五十嵐友里・梅村智樹．各領域におけるうつ病の診かた	腎臓内科領域	サイコ

ネフロロジーの実際．内科：2014，115，213-216．	
⑦藤平和吉・田川みなみ・長谷川哲也・齋藤　良・福田正人：自己効力感と自尊感情を通じた「生きる力の回復」

を神経性やせ症の当事者とともに振り返る．精神科臨床サービス，16，528-535．
⑧大西秀樹・石田真弓・棚橋伊織・遠山啓亮．死別体験とうつ病．臨床精神医学，44，473-477．
⑨岩山孝幸・長尾文子・安田貴昭・河田真理・五十嵐友里・吉益晴夫．名乗れないことに悩む威入社交不安症
（SAD）患者に対するビデオフィードバック及び軟起声による認知行動的介入を試みた 1 症例．日本吃音・流暢
性障害学会第 3 回大会．

⑩岩山孝幸・堀川直史・松永美希・五十嵐友里．パフォーマンス限局型社交不安症患者に対するビデオフィード
バックによる介入事例―生理的反応に対する認知の偏りに着目して．日本認知・行動療法学会　第 41 回大会．

【総数：論文 7 件，学会発表 6 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

埼玉糖尿病とこころのケア研究会
リエゾンにかかわる精神科医と心理職の勉強会

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
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制をさらに整備していきたい．
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2．32）臨床検査医学

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,	Mitiko）：技師長

［分析検査 - Ⅰ］伊藤浩治，関根和江，藤宮敏，西牧悦，大出淳，茂木健
［分析検査 - Ⅱ］室谷孝志，庄司和春，井上彩子，谷合希和，渡辺剛（保健医療学部修士課程社会人学生），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，東田久美子，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，渡辺裕子（修士），酒井良太朗
［微生物検査］	関根進，松村敬依子，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，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，江端英祐，大谷瑠璃
［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，木下佳美，野口咲，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：臨床検査医学科・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．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（社会人＝中央検査部臨床検査技師）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．また，臨床検査技師に対しては，
skill-up，新たな知識・技術の習得，能力開発を目標とする．
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．「臨床検査技師教育・能力開発」では，部内及び他科と共同での定期的勉強会開催，学会・各
種研究会・セミナーへの発表・出席を奨励・支援した．
2-3．達成度：中央検査部 BSL では実習中および終了後にディスカッションを行い理解度を確認し，概ね目標を達成
できた．社会人大学院修士課程学生は修士課程を修了した．臨地実習・看護学生教育では所定の目標を達成できた．
検査技師教育では定期的勉強会の内容の充実が達成でき，良好な出席率が得られた．また，各種学会・研究会・セミ
ナーへの出席も活発に行われた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL，臨地実習，看護学生教育，大学院生教育，職員教育・能力開発のそれぞれにお
いて年度目標をほぼ達成できた．平成 28 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問題点の発見と改良
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拡大のための検討．バセドウ病の診断・経過観察のための検査法の問題点の発見と
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比較検討．TSH 受容体変異による妊娠時一過性甲状腺機能亢進症の検討．
3-3．研究内容と達成度：感染症迅速診断のための遺伝子検査法の基礎的および臨床的検討を結核菌・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応用を拡大するため臨床的有用性の評価およびデータベース未収載菌についての検討を
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，特に抗 TSH 受容体抗体測定法について比較検討を行い，
検査法間の乖離・検査の問題点・限界などについて一定の結果を得た．TSH 受容体変異による妊娠時一過性甲状腺
機能亢進症について検討を進め，研究体制を整えた．
3-4．自己評価と次年度計画：各種遺伝子検査の臨床導入および新規遺伝子検査法の開発に向けて結核菌およびマイ
コプラズマの迅速遺伝子診断検査について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・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の応用・開発研究を推進する．抗 TSH
受容体抗体測定法に関して明らかになった問題点について，臨床的有用性をより高めるための研究を進める．TSH
受容体変異による妊娠時一過性甲状腺機能亢進症について検索・検討を進め，病態の解明とスクリーニング法の開発
を目指す．

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

効率的に行われることを第一の使命としており，特に診察前検査・時間外検査などに注力している．そのため，検体
分注機の導入・検体受付部門の創設などの体制を整えた．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．各科で行われている治験について各種要求事項が高度
複雑化している検体採取・処理・保存などを担当し，協力した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　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：甲状腺の基礎　
　Medical	Technology　別冊超音波エキスパート	9-19,	2015 年 ,	医歯薬出版
②大野優子 ,	島田崇史 ,	高田雅代 ,	笛木知子 ,	奈良豊 ,	吉元美知子 ,	三橋知明：
　凝固検査用 3.2% クエン酸 Na 添加採血管の検討
　日本臨床検査自動化学会第 47 回大会　2015 年 ,	横浜
③鈴木勤 ,	関根進 ,	松尾千賀子 ,	松村敬衣子 ,	下田麻衣子 ,	吉元美知子 ,	三橋知明：
　Streptococcus	bovis	group を起因菌とする稀な小児髄膜炎の一症例
　第 64 回日本医学検査学会　2015 年 ,	福岡
④秋山義隆，的場玲恵 ,	坂下杏奈 ,	森澤智子 ,	阿部義美 ,	森田智子 ,	松田昌文 ,	
　三橋知明：バセドウ病で内服治療中，舞踏様の不随意運動で入院となった一例
　第 25 回臨床内分泌 Update　2015 年 ,	東京
⑤那須野智美 ,	笛木知子 ,	井上彩子 ,	西牧悦 ,	関根和枝 ,	室谷孝志 ,	吉元美知子 ,	
　三橋知明：当センターにおける NST 介入患者への間接熱量測定の実施と症例報告
　第 44 回埼玉県医学検査学会　2015 年 ,	さいたま市
⑥茂木健 ,	井上彩子 ,	室谷孝志 ,	関根和枝 ,	庄司和春 ,	吉元美知子 ,	三橋知明：
　高感度トロポニン T 測定の評価と臨床的有用性　
　第 44 回埼玉県医学検査学会　2015 年 ,	さいたま市
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【総数：学会発表	5	件，著書 1	件】
6-2．獲得研究費：該当なし．
6-3．受賞：該当なし．
6-4．特許，実用新案：該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
　第 6 回埼玉甲状腺疾患研究会会長　平成 27 年 6 月 23 日（川越）　

7．自己点検・評価
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．検査技師教育

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し，能力開発
を進める．研究に関しては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・希少疾患の研究体
制構築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．日常の検査業務については，各臨床科の要望に
十分応えるようさまざまな努力が続けられた．特に細菌同定検査では質量分析装置により結果報告時間短縮とより正
確な菌種同定に貢献している．また，感染症迅速遺伝子検査の導入に積極的に取り組み，感染症診療に貢献した．
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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
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
山下髙久（YAMASHITA,	Takahisa）:	助教，大学院
高木大輔（TAKAGI,	Daisuke）:	助教
山口絵理子（YAMAGUCHI,	Eriko）:	助教
高柳奈津子（TAKAYANAGI,	Natsuko）：助教
菊地　淳（KIKUCHI,	Jun）：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
横田亜矢（YOKOTA,	Aya）：非常勤医師
種井善一（TANEI,	Zen-ichi）：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（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）,	笹谷愛結（SASAYA,	Ayu）,	石澤　綾（ISHIZAWA,	Aya）.	以上臨床検査技師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育としては，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，東，百瀬，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，山下，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），臨床とのカンファレンス（乳腺外科，血液内科，泌尿器科，脳神経外科）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，東，百瀬，阿部）を行っている．
2-3．達成度
　卒前教育としては，教育内容については達成されている．スタッフの人数は以前と比べて徐々に増加傾向にあり，
これまで行なってきたことを継続している．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，実際の研究を通して目標は達成
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しつつあると考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育では 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，スタッフ増加により昨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-κB	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おり，
今後も継続していく．また非常勤講師を多数招聘し consultation も随時行い，診断精度を管理している．切り出し室
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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，脳神経外科とカンファ
レ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
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	

日本リンパ網内系学会理事，評議員，プログラム委員，編集委員，学術集会査読委員：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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①Kumamoto	K,	Ishida	H,	Suzuki	O,	Tajima	Y,	Chika	N,	Kuwabara	K,	Ishibashi	K,	Saito	K,	Nagata	K,	Eguchi	H,Tamaru	
J,	 Iwama	T.	Lower	prevalence	of	Lynch	syndrome	in	colorectal	cancer	patients	 in	a	Japanese	hospital-based	
population.

Surg	Today.	2016	Jun;46（6）:713-20.	Epub	2015	Aug	7.
② Sakai	J,	Tanae	K,	Takahashi	N,	Nagata	K,	Yoshino	T,Tamaru	J,	Niitsu	N.	 	 	Lymphocyte-Rich	Classical	Hodgkin	

Lymphoma.	A	Case	with	Difficulty	in	Distinguishing	from	Nodular	Lymphocyte-Predominant	Hodgkin	Lymphoma.	
J	Clin	Exp	Hematop.	2015;55（1）:23-8.

③ Kumagai	Y,	Sobajima	J,	Higashi	M,	Ishiguro	T,	Fukuchi	M,	Ishibashi	K,	Mochiki	E,	Yakabi	K,	Kawano	T,	Tamaru	J,	
Ishida	H.	Coexpression	of	COX-2	and	iNOS	in	Angiogenesis	of	Superficial	Esophageal	Squamous	Cell	Carcinoma.	
Int	Surg.	2015	Apr;100（4）:733-43.	

④ Tomikawa	T,	Tabayashi	T,	Tokuhira	M,	Watanabe	R,	Sagawa	M,	Nemoto	T,	Kimura	Y,	Takahashi	Y,	Mori	S,	
Higashi	M,	Tamaru	J,	Kizaki	M.	Cardiac	and	breast	diffuse	large	B-cell	 lymphoma	with	pericardial	effusion	and	
AV-block.	Rinsho	Ketsueki.	2015Jan;56（1）:9-15.

⑤ 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.	

⑥泉	陽太郎 ,	阿部	佳子 ,	柳田	ひさみ ,	青木	耕平 ,	井上	慶明 ,	福田	裕樹 ,	儀賀理暁 ,	渡部	渉 ,	清水	裕次 ,	田丸	淳一 ,	
本田	憲業 ,	中山	光男 .	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 .	埼玉医科大学雑
誌 42 巻 1 号 p40-43,	（2015.08）.

⑦東　守洋 ,	田丸淳一 .	マントル細胞リンパ腫における NF-κB の意義と治療標的の可能性 .	血液内科 ,	70 巻 6 号 ,	
p759-763,	（2015.06）.

⑧百瀬修二 ,	田丸淳一．【ウイルス感染関連造血器疾患の病態・治療研究の進歩】EBV と Hodgkin リンパ腫 .	血液
内科 ,	71 巻 2 号 ,	p208-213,	（2015.08）.

⑨田丸淳一 .	リンパ腫学 -最新の研究動向 -	リンパ腫のWHO分類（2008）	Hodgkin リンパ腫（全6項目）.	日本臨床 ,	
73 巻増刊 8 リンパ腫学 ,	p302-305,	（2015.10）.

⑩田丸淳一 .	臨床検査アップデート	CD30.	Modern	Media,	61 巻 11 号 p323-326,	（2015.11）.
【総数：論文	18 件，学会発表	19 件，講演	7 件】

6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費補助金基盤（C）	15K08366		2015-04-01-2018-03-31「リツキシマブ細胞傷害における

LR11 の分子機構の解明」研究代表：東　守洋
6-3．受賞
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該当なし
6-4．特許，実用新案

該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療について，概ねの目標は達成されているものと考えられる．全国的に病理医不足が問題視されて

いるなかで，より魅力ある施設を目指し，職場環境の充実を一つ重要な課題として提言してきた．このことはすぐに
は解決しないまでも，その方向性がみえてきている．

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いくと同時に，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）輸血細胞医療部・細胞移植療養部
1．構成員

山本晃士（YAMAMOTO,	Koji）：教授：運営責任者：輸血細胞医療部診療部長：教育主任：研究副主任：輸血学 ,
　　　　　　　　　　　　　　	血液凝固学，血栓止血学，幹細胞学：博士 .
田坂大象（TASAKA,	Taizo）：教授：細胞移植療法部診療部長：教育副主任：指導教員（大学院）：研究主任：血液学，
　　　　　　　　　　　　　造血幹細胞学，造血細胞移植学：博士 .

　別宮好文	（BEKKU,	Yoshifumi）：肝胆膵外科・小児外科教授（兼）
　得平道英（TOKUHIRA,	Michihide）：血液内科教授（兼）
　前田平生（MAEDA,	Hiroo）：客員教授
　阿南昌弘	（ANAN,	Masahiro）：主任：薬剤師：修士 .	
　鈴木康文（SUZUKI,	Yasufumi）：係長（兼）：	薬剤師 .
　大木浩子	（OHKI,	Hiroko）：係長：臨床検査技師．
　今井厚子	（IMAI,	Atsuko）：主任：臨床検査技師 .	
　野呂光恵（NORO,	Mitsue）：臨床検査技師 .	
　森絵理子	（MORI,	Eriko）	：臨床検査技師 .	
　植松正将（UEMATSU,	Seisho）：臨床検査技師 .
　関　佐織（SEKI,	Saori）：臨床検査技師．
　平田蘭子	（HIRATA,	Ranko）：実験助手．

2．教育
2-1．目的・目標
　「卒前教育」：輸血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：山本，田坂，前田）．
　「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 年生の医療総論内で輸血学の系統的講義を行った .
　「卒後教育」：4 月の新入職者のオリエンテーションにて，血液製剤の適正使用，医療安全，血液型判定実習等をあ
わせて 1 日指導している．また，輸血療法委員会から指名を受けた医師に対して，血液型判定の再実習を行っている．
この他，資格取得などの目的で研修の依頼があった医師，看護師および臨床検査技師に指導を行っている．現在，当
院は日本輸血・細胞治療学会，日本血液学会，日本外科学会，日本産科婦人科学会，日本麻酔科学会協議会と日本看
護協会推薦による学会認定・臨床輸血看護師制度の研修認定施設である．また，認定輸血検査技師制度指定施設と日
本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設でもあり，それぞれの研修・教育に協力している．
2-3．達成度
　「卒前教育」：BSL では，実習レポート，筆記試験等を併用しながら指導している . 特に昨年度からは実習にも確認
試験を導入して，指導が確実に達成されていることを確認している．講義・実習終了時には回収する学生の感想・評
価の内容，教育センターからのフィードバックにより確認している．評価は毎年向上しており，目標は達成されてい
ると判断される .
　「卒後教育」：個々の事例に対して，該当する個人に教育と指導をおこなうとともに，院内全体へは，院内セミナー
や輸血療法委員会を通じて教育を行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
　「卒前教育」：実習の充実に努めている．例えば，	写真を加えた専用のテキストの作成．さらに実習内容を教員が実
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演する DVD を作成している . これにより，実習に対する学生からの評価は高くなっている . 学生は口頭試問を苦手と
しており，質問を促しても自ら質問をすることはほとんどない．そこで，学生の知識整理と習熟の手助けとなるよう
に，過去に学生から質問のあった事項や実習で誤りやすい事項をまとめた自学自習用のプリントを配布することとし
た .	また，到達度確認試験を充実させることも次年度計画とする．
　「卒後教育」：輸血部門の卒後教育の成果は輸血療法の診療内容に反映するものと考えられる．今年度から当院では
輸血管理料の適正使用加算の申請ができるようになった．このレベルにまで当院の適正輸血が到達したことは，各診
療科の協力と広い意味での「卒後教育」の成果であると考えられるため，今後もこれらを推進してゆく．	

3．研究
3-1．目的・目標
　輸血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，大量出血患者における血中フィブリノゲン値の調査などである . 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・泌尿器科との臨床研究 .2）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 .3）ICT を活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研究
を AMED 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）末梢血幹細胞移植併用化学療法については，末梢血への幹細胞動員の至適条件を検討している .2）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 .	3）ICT を活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研究については，全国の医療機関の輸血
部宛てに血液製剤使用実態についてのアンケート調査を行った．それをもとに現在は，e- ラーニングによる輸血教
育を実践するために必要なシステムの構築を行っているところである .
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．3）については，実効性の挙がる e- ラーニングシス
テムの確立と運用をめざし，次年度以降も共同研究を進める予定である．	

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　輸血部は診療科と協力し，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 7,787 件	＋	時間外 1,937 件，交差適合試験：
時間内 16,002 単位	＋	時間外 6,140 単位，感染症検査：時間内 18,005 件	＋	時間外 2,494 件（於抗 HCV 抗体の検査），
HLA 検査は 103 件である .	実使用量は RBC	16,847 単位，自己血 219.9 単位（採取 290 バッグ，不使用 206,96 単位），
FFP	8,546単位：うち血漿交換2,715単位，アルブミン58,956g=19651.83単位．末梢血幹細胞16回採取，移植12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/RBC（補正）=0.421，ア
ルブミン /RBC	=1.151（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：世話人（山本，阿南），小委員会委員（大木）.
5-2．学術誌，編集委員，査読委員

日本輸血細胞治療学会誌：編集委員および査読者（山本）．
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：クリオ・フィブリノゲン製剤小委員会委員長，評議員，学会認定・アフェ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーシスナース制度試験委員長（山本）．
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一般社団法人日本血液学会：評議員（山本，田坂）．
一般社団法人日本血栓止血学会：代議員（山本）．

6．業績
6-1．論文・学会発表　

① Miwa	Y,	Yazaki	S,	Suzuki	S,	Iwasaki	K,	Haneda	M,	Yamamoto	K,	Maruyama	S,	Onishi	A,	Kobayashi	T.	Functional	
difference	between	membrane-bound	and	soluble	human	thrombomodulin.	Transplantation	99:702-709,	2015.

② Sato	H,	Yamamoto	K,	Kakinuma	A,	Nakata	Y,	Sawamura	S.	Accelerated	activation	of	the	coagulation	pathway	
during	cardiopulmonary	bypass	 in	aortic	replacement	surgery:	a	prospective	observational	study.	Journal	of	
Cardiothoracic	Surgery	10:84,	2015.

③ Hayashi	M,	Takeshita	K,	Uchida	Y,	Yamamoto	K,	Matsushita	T,	Murohara	T.	Angiotensin	receptor	blocker	
improves	a	stress-induced	prothrombotic	state	in	a	murine	model.	Blood	Coagul	Fibrinolysis	27:358-360,	2016.

④池田和眞，井関　徹，奥山美樹，山本晃士，金森平和，松﨑浩史，室井一男，大戸　斉：日本輸血・細胞治療学
会による学会認定・アフェレーシスナース制度の導入．日本輸血細胞治療学会誌 61	:	567-570,	2015.

⑤ Yamamoto	K.	Accelerated	activation	of	 the	coagulation	pathway	during	cardiopulmonary	bypass	 in	aortic	
replacement	surgery:	a	suggested	hemostatic	therapy	for	critical	 intraoperative	coagulopathy.	Pioneer	Century	
Science	World	Congress	of	Cardiothoracic-Renal	Disease-2015,	Warsaw,	Poland,	October	30-31,	2015.

⑥ Tasaka	T,	Matsuhashi	Y,	Aotsuka	N,	Kobayashi	T,	Ohashi	K,	Okada	M,	Ikegame	K,	Ogawa	H.	A	phase	I/II	study	
of	 intrabone	marrow	transplantation	of	cord	blood	using	reduced	 intensity	conditioning.	2016	BMT	Tandem	
Meetings,	Honolulu,	USA,	February	21,	2016.

⑦山本晃士．産科 DIC による大量出血の病態と止血治療．第 119 回日本産科麻酔学会学術集会（2015）
⑧岡井美樹，仲井富久江，文屋涼子，中桐逸博，田坂大象，通山　薫，和田秀穂．輸血適正使用委員会主導による

院内アルブミン製剤使用量削減に向けた試み．第 63 回日本輸血・細胞治療学会総会（2015）
⑨薄　聖子，松橋佳子，近藤敏範，田坂大象，和田秀穂，杉原　尚．Ph 陽性急性リンパ性白血病に対する同種造

血幹細胞移植：単施設の検討．第 38 回日本造血細胞移植学会総会（2016）
⑩酒井あゆみ，松永茂剛，舘　明子，阿南昌弘，江良澄子，小野義久，髙井　泰，斉藤正博，山本晃士，関　博之，

前田平生．貯血式自己血における前置・低位胎盤症例の最適な自己血貯血量．第 29 回日本自己血輸血学会学術
総会シンポジウム（2016）

【総数：論文 12 件，学会発表 13 件】
6-2．獲得研究費

1．AMED 研究費補助金：ICT を活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研究：研究分担者（山本）．
6-3．受賞
「該当なし」

6-4．特許 , 実用新案
「該当なし」

6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
「該当なし」

7．自己点検・評価
　輸血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 ,
少ない人員ながら着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 年以上（平成 5 年～平成 28 年 3 月末）安全に実施して，延べ 600 人以上に達した．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）自己血採血は件数が増加してい
るため，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，AMED の研究班に参画して研究費を得ている .	このように，教育，
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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：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　		学院）：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）：指導教員（大学院）：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．以上を日本不整脈
学会学術大会および Asia	Pacific	Heart	Rhythm	Scientific	Sessions 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
295 名が受診し，139 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：日本不整脈心電学会（伊藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①佐々木　修，西岡利彦，井口貴文，他
　冠動脈疾患に起因する院外心肺停止蘇生後患者の救急初療室での予後予測因子　冠疾患学会誌	22:	14-23,	2016
② Inokuchi	T,	Sasaki	O,	Nishioka	T,	et	al	Momentary	and	wide	aortic	 regurgitation	as	an	 indicator	of	aortic	

dissection	Gen	Thorac	Cardiovasc	Surg	15,	published	online
③ Isshiki	A,	Ito	H,	Takatori	H,	et	al	Clinical	and	electrocardiographic	variables	to	predict	delivery	of	appropriate		

ICD-therapy	 in	patients	with	vasospastic	angina	resuscitated	from	cardiac	arrest	The	8th	Asia	Pacific	Heart	
Rhythm	Scientific	Sessions	Melbourne,	Australia	2015 年 11 月 20 日

④ Sasaki	O,	Nishioka	T,	Takatori	H,	et	al	Diabetes	is	one	of	the	determinant	factors	of	coronary	artery	remodeling	
第 79 回日本循環器学会学術集会	大阪	2015 年 4 月 24-26 日

⑤ Issiki	A,	Ito	H,	Takatori	H,	et	al	Clinical	and	electrocardiographic	variables	and	deliver	of	ICD-shocks	in	patients	
with	vasospastic	angina	resuscitated	from	cardiac	arrest	第 30 回日本不整脈学会学術大会	京都	2015 年 7 月
28-31 日

⑥一色亜美，高鳥仁孝，中東　威，他
　遠隔モニタリングシステムが治療方針決定に有用であった着用型除細動器使用の 3 例
　第 63 回日本心臓病学会学術集会　横浜　2015 年 9 月 18-20 日
⑦中村嘉宏，一色亜美，高鳥仁孝，他
　急激な charge	time の延長をきたし，交換を余儀なくされた Ellipse 植込み後の一例
　第 46 回埼玉不整脈ペーシング研究会　さいたま　2015 年 6 月 13 日
⑧中村嘉宏，伊藤博之，一色亜美，他
　CHA2DS2-VASc スコアが 0 点であったが脳梗塞を発症してしまった 2 例
　第 47 回埼玉不整脈ペーシング研究会　さいたま　2015 年 12 月 12 日

【総数：論文	2	件，学会発表	9	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

7．自己点検・評価
　人間ドックは各診療科・検査部・9 階西病棟のご協力で，精密かつ効率的に行われている．教育・研究は心臓内科
と協働で行い，それぞれ成果をあげている．今後は健康管理科独自の臨床研究をたちあげることが必要である．
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3．1）消化器内科

1．構成員
良沢昭銘（RYOZAWA,	Shomei）：教授，運営責任者：消化器内視鏡科診療部長：教育主任：診療主任：代表指導教	
　　　　　　　　　　　　　　　員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
新井　晋（ARAI,	Shin）：講師：研修医長：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
権田憲士（GONDA,	Kenji）：講師：病棟医長：指導教員（大学院）：消化器化学療法：博士
岩野博俊（IWANO,	Hirotoshi）：講師：外来医長：指導教員（大学院）：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：
　「卒前教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，学生の意欲を引き出し，ひとりの学生もドロップアウトすること
のない教育，学生指導を実践する．
　「卒後教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，内視鏡関連知識および技術の指導を行い優れた臨床医の育成を目
指す．
2-2．教育内容（担当者）
　「卒前教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して教育した．
　「卒後教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，主として内視鏡関連知識および技術，ならびに化学療法につき教
育した．
2-3．達成度：
　「卒前教育」目標はほぼ達成された．
　「卒後教育」目標はほぼ達成された．
2-4．自己評価と次年度計画
　「卒前教育」学生の意欲を引き出すことができた．次年度も同様の目標を継続する．
　「卒後教育」所属医師の臨床能力を高めることができた．次年度も同様の目標を継続する．

3．研究
3-1．目的・目標
　消化器腫瘍の診断，治療に関する研究を行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）	
　内視鏡的画像解析，内視鏡治療の開発，化学治療成績の解析
3-3．研究内容と達成度	
　上記研究を進めている
3-4．自己評価と次年度計画：
　次年度も同様の目標を継続する

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　消化器腫瘍の診断について，消化管領域においては，一般的な内視鏡検査のほかに，NBI をはじめとする特殊光や
共焦点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている．胆膵領域においては，一般的な ERCP 関連検査のほかに，超音波
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内視鏡や共焦点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている．内視鏡治療については，消化管領域では ESD を中心と
した低侵襲治療を，胆膵領域では一般的な ERCP 関連治療のほかに，超音波内視鏡ガイド下治療やバルーン内視鏡を
用いた術後再建腸管に対する治療を行っている．さらに消化器腫瘍の新たな化学療法に取り組むとともにそれらを用
いた治療成績の解析を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本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：
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，日本消化器内視鏡学会 EPLBD 診療ガイドライン委員会委員，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

① Masahiko	Shibata,	Kenji	Gonda,	Takahiro	Nakajima,	Shinji	Ohki,	 Izumi	Nakamura,	Tatsuo	Shimura,	Koji	Kono,	
Seiichi	Takenoshita.	Production	of	 interleukin-17	 is	 increased	 in	patients	with	gastrointestinal	cancer	and	
correlates	with	 immune	suppression	 involving	MDSC,	nutritional	 impairment,	and	poor	prognosis.　	Cancer	
Reseach	2015:75（15）

② Masahiko	Shibata,	Kenji	Gonda.	Cachexia,	Immunological	Participation.	Horizons	in	cancer	research	2015:19-31
③ Masahiko	Shibata,	Kenji	Gonda,	Seiichi	Takenoshita.	MDSC:	Myeroid-Drived	Suppressor	Cells.	Immunotherapy	of	

cancer	2015:323-34
④ Yazawa	T,	Shibata	M,	Gonda	K,	Machida	T,	Suzuki	S,	Kenjo	A,	Nakamura	 I,	Tsuchiya	T,	Koyama	Y,	Sakurai	

K,	Shimura	T,	Tomita	R,	Ohto	H,	Gotoh	M,	Takenoshita	S.	 Increased	 IL-17	production	correlates	with	both	
immunosuppression	 involving	MDSC	and	nutritional	 impairment	 in	patients	with	various	gastrointestinal	
cancers.	Molecular	and	Clinical	Oncology	675-6	79

⑤ 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

⑥良沢昭銘，糸井隆夫，潟沼朗生，岡部義信，加藤博也，洞口淳，藤田直孝，安田健治朗，露口利夫，藤本一眞．
EST 診療ガイドライン．Gastroenterological	Endosc	2015:57（12）;2722-2759

⑦良沢昭銘．4.	予後・合併症．胆石症診療ガイドライン 2016　改訂第 2 版．編集日本消化器病学会．pp102-
105,	2016,	南江堂 , 東京

⑧ 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

⑨Itoi	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

⑩ Yamamoto	R,	Tazuma	S,	Kanno	K,	Igarashi	Y,	Inui	K,	Ohara	H,	Tsuyuguchi	T,	Ryozawa	S.	Ursodeoxycholic	acid	
after	bile	duct	stone	removal	and	risk	factors	for	recurrence:	a	randomized	trial.	J	Hepatobiliary	Pancreat	Sci.	
2016	Feb;23（2）:132-6.

【総数：論文	27 件，学会発表	25 件，講演	30	件】
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6-2．獲得研究費：	
①平成 27 年 4 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「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　
6-3．受賞：該当なし
　日本胆道学会 Best	Download	Award：ERCP,	EST の基本 .	胆道	2013:27（1）;29-38
6-4．特許，実用新案：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 12 月 3 日 4 日　川越
　第 28 回日本バイオセラピイ学会学術集会総会　

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
村松俊裕（MURAMATSU,	Toshihiro）教授：運営責任者：診療部長（心臓内科）：指導教員（大学院）：循環器病学：
　　　　　　　　　　　　　　　　		心不全：心臓核医学：博士
加藤律史（KATOU,	Ritsushi）	教授：診療部長（不整脈科）：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
西村重敬（NISHIMURA,	Shigeyuki）	教授：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
岩永史郎（IWANAGA,	Shiro）	教授：診療副部長：教育主任：循環器病学：器質的心疾患：心不全：心エコー図学：
　　　　　　　　　　　　　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
千本松孝明（SENNBONMATSU,	Takaaki）	兼担 ;教授（リサーチアドミニストレーションセンター）：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：外来医長；循環器病学：心エコー図学：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：循環器病学：不整脈：デバイス治療：博士
吉本晴美（YOSHIMOTO,	Harumi）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：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
長瀬宇彦（NAGASE,	Takahiko）	助教：循環器病学：不整脈：カテ - テルアブレーション：平成 28 年 4 月からドイ
　　　　　　　　　　　　　　ツ留学
杉　佳紀（SUGI,	Keiki）助教：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士，平成 27 年 9 月からアメリカ
　　　　　　　　　　　留学
後藤貢司（GOTO,	Kohji）	助教；循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション :博士
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
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
浅野　奏（ASANO,	Soh）	助教：病棟医長：循環器学
田中沙綾香（TANAKA,	Sayaka）助教：循環器病学
丸山隆元（MARUYAMA,	Ryuugen）	兼担：助教（救急救命科）；循環器病学
深澤佑介（FUKAZAWA,	Yusuke）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,	Yuichi）	助教：循環器病学
神田さやか（KANDA,	Sayaka）	助教：循環器病学
大山馨子（OHYAMA,	Kyoko）	助教：循環器病学：平成28年 4月～ 9月	丸木記念医療福祉メディカルセンター出向
小國哲也（OGUNI,	Tetsuya）	助教：循環器病学 :	平成 27年 4月から秩父市立病院出向
関　要（SEKI,	Kaname）	助教：循環器病学
長谷川早紀（HASEGAWA,	Saki）	助教：循環器病学
疋田　航（HIKITA,	Wataru）	助教：循環器病学
保谷洋貴（HOYA,	Hiroki）	助教：循環器病学
江木竜太（EGI,	Ryuta）	助教：循環器病学
松尾圭祐（MATSUO,	Keisuke）	助教：循環器病学
非常勤医師
潟手庸道（GATATE,	Youdou）	：循環器病学：カテーテルインターベンション
客員教授：
河本修身（KOHOMOTO,	Osami）：循環器病学：心不全：博士，（株）電通　健康管理室室長
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清水　渉（SHIMIZU,	Wataru）：循環器病学：不整脈：博士，日本医科大学教授
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，聖路加国際病院心血管
　　　　　　　　　　　　　　　　　		センター長
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，水戸医療センター
客員講師：
元山　猛（MOTOYAMA,	Takeshi）循環器病学：博士，元山クリニック
森本義博（MORIMOTO,	Yoshihiro）：循環器病学：博士，小川赤十字病院院長
宮本直政（MIYAMOTO,	Naomasa）：循環器病学：虚血性心疾患：博士，彩のクリニック
山田裕一（YAMADA,	Yuichi）	循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療，宏仁会高坂醫院
関　憲司（SEKI,	Kenji）	循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療，彩のクリニック
荻野達夫（OGINO,	Tatsuo）	循環器病学：不整脈：博士，東松山医師会病院
原　幹（HARA,	Motoki）：循環器病学：不整脈：博士，東広島医療センター

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（新専門医制度）に伴って，プログラム
を変更する準備がある．
　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継続している .　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，教育主任の岩永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



心臓内科

630

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，埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンターの千本松教授が中心とな
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 3 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
わった．
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，加藤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を解
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．平成 28 年 5 月に心臓移植手術が施行された．	
3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれの研究の主テーマは，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
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　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,Open	Journal	of	Clinical ＆
Medical	Case	Reports, 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

6．業績
6-1．論文，学会発表

原著論文：
① Nagase	T,	Kato	R,	Nakano	S,	Shiki	Y,	Tanaka	S,	 Ikeda	Y,	 Iwanaga	S,	Nishimura	S,	Matumoto	K.	Prediction	of	

improvement	in	left	atrial	function	index	after	catheter	ablation	for	atrial	fibrillation.	J	Interv	Card	Electrophysiol	
44（2）:151-60,2015

② Yamada	Y,	Tanno	J,	Nakano	S,	Kasai	T,	Senbonmatsu	T,	Nishimura	S.	Clinical	implications	of	pleural	effusion	in	
patients	with	acute	type	B	aortic	dissection.	Eur	Heart	J	Acute	Cardiovasc	Care,	2015.

③ 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,	2015

④ 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,	2015

⑤Nakano	S,	Ishii	I,	Shinmura	K,	Tamaki	K,	Hishiki	T,	Akahoshi	N,	Ida	T,	Nakanishi	T,	Kamata	S,	Kmumagai	Y,	Akaike	T,	
Fukuda	K,	Sano	M,	Suematsu	M.	Hyperhomocysteinemia	abrogates	 fasting-induced	cardioprotection	against	
ischemia/reperfusion	by	limiting	bioavaliability	of	hydrogen	sulfide	anions.	J	Mol	Med（Berl）	93（8）:879-89,	
2015

症例報告
⑥ Sugi	K,	Nakano	S,	Fukasawa	Y,	Maruyama	R,	Tanno	J,	Senbonmatsu	T,	Nishimura	S.	Percutaneous	Coronary	

Intervention	for	Septic	Emboli	 in	the	Left	Main	Trunk	as	a	Complication	of	Infective	Endocarditis.	Heart	Lung	
Circ	24（11）:e176-9,	2015

シンポジウム
⑦加藤律史 : 条件付き MRI 対応デバイス患者の MRI 検査の安全性について考える .	第 30 回日本不整脈学会学術大

会 .	2015 年
学会発表：
⑧	村松俊裕 .	外来診療での和温療法の効用 .	第 63 回日本心臓病学会学術集会（ファイアサイドシンポジウム）. 横

浜 ,	2015
⑨丹野　巡，杉　佳紀，中埜信太郎，村松俊裕，千本松孝明，西村重敬 .	冠動脈狭窄病変の解剖学的かつ機能的評価：

侵襲的評価法である血管内超音波検査（IVUS）による試み .	第 29 回日本冠疾患学会学術集会（札幌）,	2015
⑩伊藤由圭，長谷川早紀，丹野　巡，杉　佳紀，中埜信太郎，上部一彦，千本松孝明，村松俊裕，加藤律史，岩永

史郎，西村重敬 .	大動脈弁基部の laceration により急性重症大動脈弁閉鎖不全症をきたした一例 .	第 238 回日本
循環器学会関東甲信越地方会（東京）,2015

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
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分別法の確立　平成 26-29
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
各務　博（KAGAMU,	Hiroshi）：教授：研究主任：指導教員（大学院）：腫瘍免疫：博士
村山芳武（MURAYAMA,	Yoshitake）：准教授：教育主任：指導教員（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
毛利篤人（MOURI,	Atsuto）：助教：研究員：肺癌
山口　央（YAMAGUCHI,	Ou）：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
西原冬実（NISHIHARA,	Fuyumi）：非常勤医員：研究員
宇津木春枝（UTSUGI,	Harue）：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
宮内幸子（MIYAUCHI,	Sachiko）：非常勤医員：研究員

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深く理解できることを目的とした．さらに臨床実習に意欲的に
取り組み，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った．さら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，
カンファレンス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，診断から治療へと個々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，カンファレンスでのプレゼン
テーションの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，呼吸器の基礎から肺癌を中心に
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十分理解させるような教育を行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
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肺癌に対する治療の前進をめざし，以下の臨床研究，ならびに基礎研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

a.	非小細胞肺癌，ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性症例に対して，分子標的治療薬であるゲフィ
チニブ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.	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
d.	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
e.	中等度催吐性を有する EGFR-TKI アファチニブ投与患者における消化器症状（悪心・嘔吐，食欲不振）に対する

治療の検討
f.	肺がん患者の外来診療において，定期的な QoL 測定とコミュニケーション

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を行った．

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）のゲフィチニブ治療で，無効な患
者の要因を Lung	Cancer.	2015;88（2）:181-6. で発表した．

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後の化学療法の有効性に
ついて，Jpn	J	Clin	Oncol.	2015	Jul;45（7）:670-6. に公表した．

a.3．EGFR 遺伝子変異のうち exon	19	deletion に着目して，ゲフィチニブ単独療法または化学療法の有効性につ
いて，Anticancer	Res.	2015	Dec;35（12）:6957-61 に公表した．

b．非小細胞肺癌既治療例に対する化学療法の開発では，S-1 ＋シスプラチン	対	でドセタキセル＋シスプラチン
の比較第Ⅲ相試験を行って，新たに S-1 ＋シスプラチンが標準治療に 1 つになった（Ann	Oncol.	2015	Jul;26

（7）:1401-8.）．
c．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
　EGFR,　ALK,	RET	ROS などの遺伝子異常を検出する NEJ021A 試験において，症例集積中である．
d．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
　コホート内ケースコントロール研究である NEJ022 試験において，症例集積中である
E．中等度催吐性を有するEGFR-TKI（tyrosine	kinase	inhibitor）であるアファチニブ投与患者における消化器症状（悪

心・嘔吐，食欲不振）に対する半夏瀉心湯の治療効果を Gan	To	Kagaku	Ryoho.	2015;42（5）:581-3 に公表した．
F．肺がん患者の外来診療において，定期的な QoL 測定とコミュニケーションの関連をオランダ・ライデン大学と

共同で行っている．背景について Lung	Cancer.	2015;90（3）:575-81 にまとめたところである．現在，症例集
積中である．

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 EGFR-TKI 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．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．本年度は本格的に検体集積
を行った．今後，EGFR-TKI と血管新生阻害薬や EGFR-TKI と化学療法の併用治療の確立を目指す．

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
　無
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）
　BMJ	Case	Reports
　Cancer	Science
　American	Journal	of	Case	Reports
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　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）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Sugawara	S,	Oizumi	S,	Minato	K,	Harada	T,	 Inoue	A,	Fujita	Y,	Maemondo	M,	Yoshizawa	H,	 Ito	K,	Gemma	A,	
Nishitsuji	M,	Harada	M,	Isobe	H,	Kinoshita	I,	Morita	S,	Kobayashi	K,	Hagiwara	K,	Kurihara	M,	Nukiwa	T;	North	
East	Japan	Study	Group	and	Tokyo	Cooperative	Oncology	Group.	Randomized	phase	 II	study	of	concurrent	
versus	sequential	alternating	gefitinib	and	chemotherapy	in	previously	untreated	non-small	cell	lung	cancer	with	
sensitive	EGFR	mutations:	NEJ005/TCOG0902.	Ann	Oncol.	2015	;26（5）:888-94.

② Fukuhara	T,	Maemondo	M,	 Inoue	A,	Kobayashi	K,	Sugawara	S,	Oizumi	S,	 Isobe	H,	Gemma	A,	Harada	M,	
Yoshizawa	H,	Kinoshita	 I,	Fujita	Y,	Saijo	Y,	Hagiwara	K,	Morita	S,	Nukiwa	T.	Factors	associated	with	a	poor	
response	to	gefitinib	in	the	NEJ002	study:	smoking	and	the	L858R	mutation.	Lung	Cancer.	2015;88（2）:181-6.

③ Miyauchi	E,	Inoue	A,	Kobayashi	K,	Maemondo	M,	Sugawara	S,	Oizumi	S,	Isobe	H,	Gemma	A,	Saijo	Y,	Yoshizawa	
H,	Hagiwara	K,	Nukiwa	T;	North-East	Japan	Study	Group.	Efficacy	of	chemotherapy	after	 first-line	gefitinib	
therapy	in	EGFR	mutation-positive	advanced	non-small	cell	lung	cancer-data	from	a	randomized	Phase	III	study	
comparing	gefitinib	with	carboplatin	plus	paclitaxel	（NEJ002）.	Jpn	J	Clin	Oncol.	2015	Jul;45（7）:670-6.

④ Kubota	K,	Sakai	H,	Katakami	N,	Nishio	M,	Inoue	A,	Okamoto	H,	Isobe	H,	Kunitoh	H,	Takiguchi	Y,	Kobayashi	K,	
Nakamura	Y,	Ohmatsu	H,	Sugawara	S,	Minato	K,	Fukuda	M,	Yokoyama	A,	Takeuchi	M,	Michimae	H,	Gemma	
A,	Kudoh	S;	Tokyo	Cooperative	Oncology	Group.	A	randomized	phase	III	 trial	of	oral	S-1	plus	cisplatin	versus	
docetaxel	plus	cisplatin	in	Japanese	patients	with	advanced	non-small-cell	 lung	cancer:	TCOG0701	CATS	trial.	
Ann	Oncol.	2015	Jul;26（7）:1401-8.

⑤ Yamaguchi	O,	Kawashima	A,	Shiono	A,	Maeno	Y,	 Ishikawa	R,	Masumoto	A,	Utsugi	H,	Daito	H,	Okano	T,	
Murayama	Y,	Kobayashi	K.	[Hange-Shashin-to	for	preventing	diarrhea	during	afatinib	therapy].	Gan	To	Kagaku	
Ryoho.	2015	May;42（5）:581-3.

⑥ Watanabe	S,	 Inoue	A,	Nukiwa	T,	Kobayashi	K.	Comparison	of	Gefitinib	Versus	Chemotherapy	in	Patients	with	
Non-small	Cell	Lung	Cancer	with	Exon	19	Deletion.	Anticancer	Res.	2015	Dec;35（12）:6957-61.?

⑦ Kaptein	AA,	Kobayashi	K,	Matsuda	A,	Kubota	K,	Nagai	S,	Momiyama	M,	Sugisaki	M,	Bos	BC,	Warning	TD,	Dik	
H,	Klink	Rv,	Inoue	K,	Ramai	R,	Taube	C,	Kroep	JR,	Fischer	MJ.	We're	in	this	together:	Patients',	caregivers'	and	
health	care	providers'	illness	perceptions	about	non-small-cell	lung	cancer	（NSCLC）.	Lung	Cancer.	2015	Dec;90

（3）:575-81.?
⑧ Ishikawa	R,	Yamazaki,S,	Mio	T,	Kawashima	A,	Masumoto	A,	Shiono	A,	Daito	H,	Ou	Yamaguchi	O,	Yuri	Maeno	Y,	

Tetsuya	Okano	T,	Hirozo	Sakaguchi	H,	Yoshitake	Murayama	Y,	HironoriIshida	H,	Shingo	Kato	S,	Koichi	Hagiwara	
K,	Kunihiko	Kobayashi	K,	Carcinomatous	meningitis	and	EGFR	mutation,	Annals	of	Cancer	Research	and	Therapy,	
2015;23（1）,	14-8.

⑨	van	der	Kloot	WA,	Uchida	Y,	Inoue	K,	Kobayashi	K,	Yamaoka	K,	Nortier	HW,	Kaptein	AA.	The	effects	of	illness	
beliefs	and	chemotherapy	impact	on	quality	of	 life	 in	Japanese	and	Dutch	patients	with	breast	or	lung	cancer.	
Chin	Clin	Oncol.	2016	Feb;5（1）:3.

【総数：論文 9 件，学会発表 3 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

2015 年度
日本医療研究開発機構（AMED）
・創薬基盤推進研究事業	15ak0101022h0003
　「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」
　分担者（代表者：自治医科大学	萩原	弘一）

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

7．自己点検・評価
　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，今後さらなる発展を期している．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．4）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
栗原　進（KURIHARA,	Susumu）：准教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：大学院教員（大学院）：糖
　　　　　　　　　　　　　　　	尿病：博士
中島理津子（NAKAJIMA,	Rituko）：助教：専門医員：教育員：研究員 : 糖尿病
井上和之（INOUE,	Kazuyuki）：助教：専門医員：教育員：研究員：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卒前教育していく方針である．毛呂内分泌糖尿病内科をラウンドして
いる 5 年生，6 年生も当科に週 1 回はラウンドし急性期の糖尿病治療を実習していただく計画を立てている．

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）
　＊ SGLT2 阻害薬の肥満 2 型糖尿病患者における有効性の検討
　＊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．
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，今後は抗がん剤（m-TOR 阻害
薬など）の耐糖能に及ぼす影響や抗ヒト PD-1 抗体投与後に発症する 1 型糖尿病に関する調査，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．最適なインスリン療法の検討（トレシーバー，ランタス
XR，CSII，SAP），肥満症治療，糖尿病治療に対する行動療法の確立（臨床心理士との連携），肥満 2 型糖尿病におけ
るインスリンとリラグルチド併用療法の有用性の検討については毛呂内分泌糖尿病内科と共同して進めていく．

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手術成績の向上，周術期の感染症などに対する安全管理を目標とし，数字では表れな

いものの，裏方としての役割を十分果たせたと考えている．
次年度は週 6 回の外来に拡充し更にコンサルト件数を増加させる．
また糖尿病専門チームを立ち上げ，糖尿病診療の充実と医療スタッフの教育や糖尿病療養指導士が増えるように勉

強会を開催しサポートしていく．また医療安全の面から特にハイアラート薬のインスリンの取り扱い，適正使用を推
進していく．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　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
日本糖尿病学会
第 58 回（平成 27 年 5 月 21 日～ 24 日，下関）

①難治肥満 2 型糖尿病におけるイブラグリフロジンの有用性の検討　（食物頻度調査表と食行動質問表を中心に）
　栗原　進，波田祐生子 1，井上郁夫，齋藤寅武 1，片山茂裕，粟田卓也 1 埼玉医科大学病院栄養部
②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 - ルは血糖変動
　と術後の炎症反応を抑制する
　保川信行，栗原　進，小野　啓，井上郁夫，片山茂裕，小池裕之 1，井口篤志 1，新浪　博 1，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
③ 1 型糖尿病患者でのインスリングラルギンからデグルデクに変更した際の有効性・安全性について比較検討

　　諏訪絵美，保川信行，栗原　進，粟田卓也
④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 3 報）
　　齊藤太吾，栗原　進，波多野雅子，池上裕一，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，

　片山茂裕，粟田卓也
　1 済生会中央病院内科，2 沖中記念成人病研究所，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
⑤当科に入院した妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠との臨床的比較
　井上和之，栗原　進，大竹啓之，保川信行，片山茂裕，粟田卓也

日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第 53 回（平成 28 年 1 月 23 日～ 24 日，パシフィコ横浜）

⑥臍膿瘍を合併した膵性糖尿病の一例
千田咲智子，中島理津子，酒井豪太，齊藤太吾，波多野雅子，野口雄一，栗原	進，井上郁夫

⑦エベロリムス加療中に血糖上昇した 2 症例
　飯田慎一郎，中島理津子，矢野裕也，井上和之，井内卓次郎，安田重光，栗原	進，井上郁夫

日本肥満学会
第 36 回（平成 27 年 10 月 2 日～ 3 日，名古屋）

⑧肥満 2 型糖尿病におけるイプラグリフロジンの有用性の検討
　栗原	進，波田祐生子 1，井上郁夫，片山茂裕 1 埼玉医科大学病院栄養部

糖尿病医療学研究会
第 2 回（平成 27 年 10 月 10 ～ 11 日，京都）

⑨思春期以降血糖コントロールが不良となりその後改善が見られない 1 型糖尿病の一例
　栗原	進，波田祐生子 1，木内恵子 2，五十嵐友里 3，片山茂裕 4，堀川直史 5
　1 埼玉医科大学病院栄養部，2 埼玉医科大学病院看護部，
　3 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，4 かわごえクリニック，
　5 埼玉医科大学大学院医学研究科リエゾン精神医学・医療心理学過程

【総数：論文	0	件，学会発表	9	件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
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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
　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．糖尿病専門チームの立ち上げにより糖尿病診療の充実
と医療スタッフの教育，医療安全に貢献していきたい．
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3．5）造血器腫瘍科

1．構成員
別所正美	（BESSHO,	Masami）：教授：学長，医学部長：臨床血液学，造血因子，貧血：博士
麻生範雄（ASOU,	Norio）：教授：運営責任者，診療部長 ,	研究主任：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：：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，外来医長，教育副主任：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（KOHRI,	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．大学院教育では，主に造血器腫瘍の病態解析を
テーマに，診断や治療の進歩に貢献する新発見を目指した研究を行い，学会発表や論文作成を指導医とともに行って
博士号を取得し，血液学の最先端の知見に触れるとともに広く血液内科の診療能力を身につける．
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－プにつき1週間を担当し，
血液学を担当した．5 年生 CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）．川井，	麻生は 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）．松田は 6 年生ＯＳＣＥ評価者をつとめた．各学年の教育には，教授か
ら助教まで全構成員が参加した．松田は造血器領域の代表教育主任，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，川井は，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．松田は，研修指導医講習会のコーディネータを務めた．学生からの教育に対する評価は
極めて高く，松田は医学部 3 年と医学部 6 年でベストティーチャー賞に選出され，脇本も医学部 6 年でベストティー
チャー賞に選出されている．
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
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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．当科の教育活動
実績登録システムの登録ポイントも，前年度の 708.52 から 1106.95 と飛躍的に伸びた．
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．骨髄検査の理解を深める目的のDVDを購入し，学生への指導に加えた．次年度は，
さらに BSL のあり方に工夫を加える予定である．研修医の指導に関しては，指導医の負担が大きいので，指導医の
数を増やし，負担の分散をはかりたい．学会等の教育関連企画にも引き続き積極的に協力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，白血病，悪性リンパ腫等の血液疾患に関する多施設共同研究に積極的に参加
するとともに，これら疾患の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎的研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）特発性造血障害に関する調査研究
2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究
3）悪性リンパ腫の基礎的研究と多施設共同治療研究
4）造血幹細胞移植に関する研究

3-3．研究内容と達成度
1）特発性造血障害に関する調査研究：厚生労働省の研究班の一員として，主として骨髄異形成症候群を対象に研

究を行った．松田が中心となり，セントラルレビュ－システムを構築し，班員施設からの血液標本を評価し，中
央診断の責任者を担当している．これは，研究班の中でも重要な研究と位置づけられている．成果の一部は，す
でに国内学会誌に掲載された．25 年度には，レビュ－担当者は増員され，病理医も加わるなど，このシステム
はさらに発展している．また，骨髄異形成症候群の診断と治療に関する研究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，一部は英文学術誌（IJH 誌 2016 年）に掲載された．長崎大学およびデュッセルド
ルフグル－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．赤芽球癆に関しては，
松田は Japan	PRCA	collaborative	study	group のメンバーとして活動し，その研究成果は 2015 年に英国血液学
会誌に掲載された．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－プ
である成人リンパ腫治療研究会（ALTSG）の運営に参加し，会の発展に貢献しているほか，「悪性リンパ腫臨床
試験研究会」の研究代表者をつとめている．ALTSG では病理セントラルレビュ－システムを日本ではじめて構
築した．新津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，松田は，わが国の再生不良性貧血と骨髄異形成症候群のセントラルレビュ－システム



造血器腫瘍科

642

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．その成果の米国血液学会での発表と論文化を目指している．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二題発表を行い（2015 年 5 月），一題は論文化した（IJH 誌
2016 年）．もう一台も論文化を目指している．また，現在，造血不全症例の症例報告の論文化を目指している．長
崎大学，デュッセルドルフ（ドイツ）グル－プを中心とした，骨髄異形成症候群の国際多施設共同研究を継続し新た
な成果を報告したい．赤芽球癆に関しては，松田は Japan	PRCA	collaborative	study	group のメンバーとして活動し，
その研究成果は 2015 年に英国血液学会誌に掲載された．松田は，26 年度から開始された再生不良性貧血の国内臨
床試験の委員と 27 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．
　白血病に関しては，引き続き JALSG の参加施設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－の開発に貢献したい．
　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－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－
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
　麻生範雄：独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
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
　Acta	Haematologica 査読委員；麻生範雄
　Annals	of	Oncology 査読委員 :	松田　晃
　Blood	査読委員 :	松田　晃
　British	Journal	of	Haematology 査読委員；麻生範雄
　Cancer	Science 査読委員 ;	新津　望，麻生範雄
　European	Journal	of	Hematology 査読委員；新津望
　Haematologica 査読委員；新津望
　International	Journal	of	Hematology 査読委員；松田　晃，新津望，麻生範雄
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　Journal	of	Infection	and	Chemotherapy 査読委員；麻生範雄
　Leukemia	Research 査読委員 ;	松田　晃，新津　望，麻生範雄
　Tenri	Medical	Bulletin 査読委員；松田　晃
　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
　一般社団法人日本医学教育評価機構副理事長：別所正美
　学校法人女子栄養大学評議員：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
　特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：荒井俊也）研究協力者：松田　晃

特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラル
レビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田　晃
日本臨床腫瘍学会評議員：麻生範雄

　日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン作成委員；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
公益財団法人日本骨髄移植推進財団　調整医師：高橋直樹，川井信孝
日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）	小児ランゲルハンス細胞組織球（LCH）に対するリスク別臨床研
究	LCH-12	効果安全性評価委員会　委員：高橋直樹
日本小児血液・がん学会臨床研究倫理審査委員会医員：麻生範雄

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Hirokawa	M,	Sawada	K,	Fujishima	N,	Teramura	M,	Bessho	M,	Dan	K,	Tsurumi	H,	Nakao	S,	Urabe	A,	Fujisawa	S,	
Yonemura	Y,	Kawano	F,	Oshimi	K,	Sugimoto	K,	Matsuda	A,	Karasawa	M,	Arai	A,	Komatsu	N,	Harigae	H,	Omine	M,	
Ozawa	K,	Kurokawa	M;	PRCA	Collaborative	Study	Group.	Long-term	outcome	of	patients	with	acquired	chronic	
pure	red	cell	aplasia	（PRCA）	following	immunosuppressive	therapy:	a	final	report	of	the	nationwide	cohort	study	
in	2004/2006	by	the	Japan	PRCA	collaborative	study	group.	Br	J	Haematol	2015;169（6）:879-86.

② Sakai	J,	Tanae	K,	Takahashi	N,	Nagata	K,	Yoshino	T,	Tamaru	J,	Niitsu	N.	Lymphocyte-Rich	Classical	Hodgkin	
Lymphoma.	A	Case	with	Difficulty	in	Distinguishing	from	Nodular	Lymphocyte-Predominant	Hodgkin	Lymphoma.	
J	Clin	Exp	Hematop.	2015;55（1）:23-8.

③ Tawana	K,	Wang	J,	Renneville	A,	Bödör	C,	Hills	R,	Loveday	C,	Savic	A,	Van	Delft	FW,	Treleaven	J,	Georgiades	

P,	Uglow	E,	Asou	N,	Uike	N,	Debeljak	M,	Jazbec	J,	Ancliff	P,	Gale	R,	Thomas	X,	Mialou	V,	Döhner	K,	Bullinger	

L,	Mueller	B,	Pabst	T,	Stelljes	M,	Schlegelberger	B,	Wozniak	E,	 Iqbal	S,	Okosun	J,	Araf	S,	Frank	AK,	Lauridsen	
FB,	Porse	B,	Nerlov	C,	Owen	C,	Dokal	I,	Gribben	J,	Smith	M,	Preudhomme	C,	Chelala	C,	Cavenagh	J,	Fitzgibbon	
J.	Disease	evolution	and	outcomes	 in	 familial	AML	with	germline	CEBPA	mutations.	Blood	2015	Sep;126

（10）:1214-1223.	
④ Kawai	N,	Matsuda	A,	Jinnai	 I,	 Ichimura	T,	Kayano	H,	Okamura	D,	 Ishikawa	M,	Maeda	T,	Hata	T,	Miyazaki	Y,	

Asou	N,	Bessho	M,	Tomonaga	M.	Proposal	of	criteria	for	dyserythropoiesis	in	the	diagnosis	of	myelodysplastic	
syndromes.		Int	J	Hematol	2016	Feb;103（2）:227-33.
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⑤	Ogura	M,	Imaizumi	Y,	Uike	N,	Asou	N,	Utsunomiya	A,	Uchida	T,	Aoki	T,	Tsukasaki	K,	Taguchi	J,	Choi	I,	Maruyama	D,	
Nosaka	K,	Chen	N,	Midorikawa	S,	Ohtsu	T,	Tobinai	K.	Lenalidomide	in	relapsed	adult	T-cell	leukaemia-lymphoma	
or	peripheral	T-cell	 lymphoma	（ATLL-001）:	a	phase	1,	multicentre,	dose-escalation	study.	Lancet	Haematol	
2016	Mar;3（3）:e107-18.	

⑥松田晃，波多智子　骨髄・末梢血スメア標本　血液専門医テキスト改訂第 2 版（日本血液学会編）2015 年
⑦松田晃　「後天性骨髄不全症の概念」p15-18，「骨髄異形成症候群（MDS）の治療　治療戦略」　p86-97，ブラッ

シュアップ骨髄不全症，松田晃編，中外医学社，2015 年
⑧高橋直樹，麻生範雄，血液がん　R-CHOP 療法のレジメンと副作用対策，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　小山勇監修，佐伯俊昭編集　医学と看護社　2015 年　
120 ～ 132.

⑨Kawai	N,	Matsuda	A,	Jinnai	I,	Ichimura	T,	Kayano	H,	Okamura	D,	Ishikawa	M,	Maeda	T,	Hata	T,	Miyazaki	Y,	Asou	N,	
Bessho	M,	Tomonaga	M.		Morphologic	analysis	to	create	suitable	criteris	for	dyserythropoiesis	in	the	diagnosis	
of	myelodysplastic	syndromes.	The	6th	JSH	International	Symposium	2015,	Preisdent	Ohyashiki	K.	May	22	and	
23	2015,	Karuizawa

⑩ Maeda	T,	Matsuda	A,	Okamura	D,	 Ishikawa	M,	Kohri	M,	Takahashi	N,	Niitsu	N,	Kawai	N,	Asou	N,	Bessho	M.		
Predicitive	impact	of	baseline	WT1	mRNA	expression	level	in	peripheral	blood	on	response	to	azacitidine	in	MDS	
patients.	The	6th	JSH	International	Symposium	2015,	Preisdent	Ohyashiki	K.	May	22	and	23	2015,	Karuizawa

【総数：論文	21	件，学会発表	15	件，講演	0	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「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 2015 年 7 月 25 日東京：松田晃
②「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 23 日東京：松田晃
③日本リンパ網内系学会；第 8 回若手医師のためのリンパ腫セミナー 2015 年 7 月 11 日岡山；新津　望
④日本リンパ網内系学会；第 4 回リンパ腫スキルアップセミナー 2015 年 9 月 26 日；名古屋；新津　望
⑤日本リンパ網内系学会；第 4 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 5 日：名古屋；

新津　望

7．自己点検・評価
　教育では，当科の教育活動実績登録システムの登録ポイントも，前年度の 708.52 から 1106.95 と飛躍的に伸びた．
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．5年CCでは1回4週間を2回担当した（各回2名）．6年CCでは1回4週間を1回担当した（1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－プとの骨髄異形成症候群の国
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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－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 2015 年に英国血液学会誌に掲載された．
　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－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
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）：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 600 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
　内閣府食品安全委員会　プリオン専門委員会　委員（高尾）
　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

① Kato	Y,	Hayashi	T,	Sehara	Y,	Deguchi	I,	Fukuoka	T,	Maruyama	H,	Horiuchi	Y,	Nagamine	Y,	Sano	H,	Tanahashi	N.	
Ischemic	stroke	with	essential	thrombocythemia:	a	case	series.	J	Stroke	Cerebrovasc	Dis.	2015	Apr;24（4）:890-3.	

② Nagamine	Y,	Hayashi	T,	Kato	Y,	Horiuchi	Y,	Tanahashi	N.	Human	T	 lymphotropic	virus	 type-1-associated	
myelopathy	manifesting	shortly	after	living-donor	renal	transplantation.	Intern	Med	54:	75-78,	2015.

③ Kato	Y,	Yamane	F,	Hayashi	T,	Kohyama	S,	 Ishihara	S,	Uchino	A,	Tanahashi	N.	Partially	thrombosed	vertebral	
artery	dissecting	aneurysm	presenting	as	delayed	bulbar	compression	after	 lateral	medullary	infarction.	Intern	
Med	54:	427-9,	2015.

④ Hayashi	T,	Kato	Y,	Fukuoka	T,	Deguchi	I,	Maruyama	H,	Horiuchi	Y,	Sano	H,	Nagamine	Y,	Mizuno	S,	Tanahashi	N.	
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Clinical	features	of	ischemic	stroke	during	treatment	with	dabigatran:	An	association	between	decreased	severity	
and	a	favorable	prognosis.	Intern	Med	54:	2433-7,	2015.

⑤ Sano	H,	Fukuoka	T,	Maruyama	H,	Hayashi	T,	Tanahashi	N.	Cerebral	Sinovenous	Thrombosis	 in	a	Patient	with	
Transient	Eosinophilia.	Intern	Med	54:	2097,	2015.

⑥ Fukuoka	T,	Hayashi	T,	Hirayama	M,	Maruyama	H,	Mogi	M,	Horiuchi	M,	Takao	M,	Tanahashi	N.	Platelet-
endothelial	cell	 interaction	 in	brain	microvessels	of	angiotensin	 II	 type-2	receptor	knockout	mice	 following	
transient	bilateral	common	carotid	artery	occlusion.	J	Thromb	Thrombolysis	40:401-5,	2015.

⑦ Deguchi	 I,	Hayashi	T,	Fukuoka	T,	Kobayashi	S,	Tanahashi	N;	Japan	Standard	Stroke	Registry	Study	Group.	
Features	of	cardioembolic	stroke	with	persistent	and	paroxysmal	atrial	fibrillation	-	a	study	with	the	Japan	Stroke	
Registry.	Eur	J	Neurol.	2015;22:1215-9.

◇日本神経学会関東地方会	
⑧水野	諭児 ,	加藤	裕司 ,	林	健 ,	高尾	昌樹 ,	棚橋	紀夫．スマトリプタンにより誘発された RCVS の 43 歳女性例．第

213 回，2015 年 6 月．
⑨安部	鉄也 ,	出口	一郎 ,	林	健 ,	棚橋	紀夫 ,	高尾	昌樹 .	高次脳機能障害を主体とした抗 CCP 抗体陽性髄膜炎の 79

歳女性例．第 215 回，2015 年 12 月．
◇その他	
⑩ Hajime	Maruyama,	Ichiro	Deguchi,	Takuya	Fukuoka,	Yuji	Kato,	Yohsuke	Horiuchi,	Yuito	Nagamine,	Hiroyasu	

Sano,	Satoko	Mizuno,	Tetsuya	Abe,	Masayuki	Ohira,	Takeshi	Hayashi,	Masaki	Takao,	Norio,	Tanahashi．	
Relationship	between	smoking	and	responsiveness	to	clopidogrel	 in	patients	with	non-cardiogenic	 ischemic	
stroke．1st	Congress	of	the	European	Academy	of	Neurology	（Berlin）	2015 年 6 月

【総数：論文 62 件（内英文 29 件），学会発表 33 件，著書 0 件】	
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）（高尾）

2．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）（高尾）
3．文部科学省　新学術領域　包括型脳科学研究推進支援ネットワーク（高尾）
4．H27 年度日高研究プロジェクト．虚血性脳卒中患者における血小板機能の研究．　（丸山）

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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
の指導に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 600 例を超え，国内
最大級の症例数に到達しつつある．教育，研究，診療のいずれの面においても，国内屈指の脳卒中センターを目指し
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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臨床医学部門（日高キャンパス）

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）

医療センターであること，すべての構成員が大学病院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・臨床工学技士の育成を目指し
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輩出している．
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，基礎研究についても，常に臨床応用を最終目標としている．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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）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班　（渡辺）

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）移行医療の疫学調査および GL
作成分科会　（渡辺）

日本腎臓学会・日本集中治療医学会・日本透析医学会・日本急性血液浄化学会・日本小児腎臓病学会合同による
AKI 診療ガイドライン作成委員会（渡辺）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等

Editorial	board:	American	Society	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

① Increased	Plasma	Concentrations	of	Unbound	SN-38,	the	Active	Metabolite	of	Irinotecan,	in	Cancer	Patients	with	
Severe	Renal	Failure.	Fujita	K,	Masuo	Y,	Okumura	H,	Watanabe	Y,	Suzuki	H,	Sunakawa	Y,	Shimada	K,	Kawara	K,	
Akiyama	Y,	Kitamura	M,	Kunishima	M,	Sasaki	Y,	Kato	Y.	Pharm	Res.	2016	Feb;33（2）:269-82

② Successful	Plasma	Exchange	for	Acute	Pancreatitis	Complicated	With	Hypertriglyceridemia:	A	Case	Report.	
Takahira	S,	Suzuki	H,	Watanabe	Y,	Kin	H,	Ooya	Y,	Sekine	Y,	Sonoda	K,	Ogawa	H,	Nomura	Y,	Takane	H,	Tsuchiya	Y,	
Tsukamoto	I,	Nemoto	M.	J	Investig	Med	High	Impact	Case	Rep.	2015	Sep	10;3（3）:

③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）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班　腎障害進展予防と腎代替療法への移行	CKD
ステージ G3b-5 診療ガイドライン 2015	日本腎臓学会編　渡辺裕輔分担執筆　

（国際学会発表）
④ PD+HD	combined	therapy	improve	health	related	QOL	in	PD	patients.

Yusuke	watanabe	et	al,
the	35th	Annual	Dialysis	Conference	26th	Annual	Symposium	on	Pediatric	Dialysis	New	Orleans,	Louisiana	
January	31-February	3,	2015

（国内学会発表，商業誌への原稿は除く）【総数：英文論文 2 件，学会発表 100 件】
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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

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 年以上に亘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・医療機関数が減少
しており，以前とは比較に成らないほど広範囲から入院・転院の御相談を受ける様になっている印象がある．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：診療部長：研究主任：教育主任：腫瘍内科学：博士
髙橋孝郎	（TAKAHASHI,	Takao）：教授：診療部長：研究主任：教育主任：腫瘍内科学（緩和医療）：博士
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
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
公平　誠（KOUDAIRA,	Makoto）：非常勤講師：博士
渡邊清高（WATANABE,	Kiyotaka）：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」3 年生	診療総論：がん	 （畝川）
　　　　　　　　診療総論：ターミナルケア，尊厳死	 （髙橋）
　　　　　　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：腫瘍学的緊急症	 （畝川）
	 腫瘍総論：免疫療法	 （平家）
	 腫瘍総論：がん医療における医療倫理	 （渡邊）
	 腫瘍総論：緩和医療	 （髙橋）
	 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）
　　　　　　6 年生	 医療総論：インフォームドコンセントとがん治療	 （髙橋）
	 医療総論：緩和ケア，疼痛管理，WHO ラダ―	 （髙橋）
　「卒後教育」
　　　　　　初期臨床研修 1 名	 （畝川）
2-3．達成度　
　2015 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，構成員が十分ではな
く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進めていく．

3．研究
3-1．目的・目標
　各種がんに対する臨床研究（治験や臨床試験等）を積極的に推進し，より有用性の高い新規治療を開発する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①非特定営利活動法人　日本がん臨床試験推進機構（Japan	Clinical	Cancer	Research	Organization:	JACCRO）
②非特定営利活動法人　西日本がん研究機構（West	Japan	Oncology	Group:	WJOG）

3-3．研究内容と達成度
① Stage Ⅱ /Stage Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての mFOLFOX6 療法の認容性に関する検討
②切除不能進行・再発大腸癌における EGFR 陽性・KRAS 遺伝子野生型に対する一次治療ティーエスワン＋オキサ

リプラチン（SOX）＋セツキシマブ併用療法の第Ⅰ / Ⅱ相試験
③オキサリプラチン，ベバシズマブを含む初回化学療法不応の KRAS 野生型進行・再発結腸・直腸癌に対する

FOLFIRI ＋パニツムマブ併用療法	vs	FOLFIRI ＋ベバシズマブ併用療法のランダム化第Ⅱ相試験および治療感受
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性・予後予測因子の探索的研究
④ HER2 陽性・65 歳以上の進行再発胃癌に対するティーエスワン＋トラスツズマブ併用療法の第Ⅱ相試験
⑤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
⑥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第Ⅱ相試験
⑦ EGFR 陽性・KRAS 遺伝子野生型の切除不能進行・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
⑧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
⑨原発不明癌に対するカルボプラチン＋パクリタキセル併用療法
⑩低分化神経内分泌癌に対するカルボプラチン＋エトポシド併用療法，シスプラチン＋エトポシド併用療法，及び

シスプラチン＋イリノテカン併用療法
⑪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
⑫未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治療効果の意義を問う第Ⅱ相試験

　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
　日本臨床腫瘍学会「新臨床腫瘍学改定第 5 版」用語小委員会委員
　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
　WJOG 乳腺委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Tabernero	J,	Yoshino	T,	Cohn	AL,	Obermannova	R,	Bodoky	G,	Garcia-Carbonero	R,	Ciuleanu	TE,	Portnoy	DC,	

Van	Cutsem	E,	Grothey	A,	Prausová	J,	Garcia-Alfonso	P,	Yamazaki	K,	Clingan	PR,	Lonardi	S,	Kim	TW,	Simms	L,	
Chang	SC,	Nasroulah	F,	RAISE	Study	Investigators.	Ramucirumab	versus	placebo	in	combination	with	second	line	
FOLFIRI	in	patients	with	metastatic	colorectal	carcinoma	that	progressed	during	or	after	first-line	therapy	with	
bevacizumab,	oxaliplatin,	and	a	fluoropyrimidine	（RAISE）:	a	randomised,	double-blind,	multicentre,	phase	3	
study.	Lancet	Oncol	19:499-508,	2015.

② Ueno	M,	OkusakaT,	Omuro	Y,	 Isayama	H,	Fukutomi	A,	 Ikeda	M,	Mizuno	N,	Fukuzawa	K,	Furukawa	M,	Iguchi	
H,	Sugimori	K,	Furuse	J,	Shimada	K,	Ioka	T,	Nakamori	S,	Baba	H,	Komatsu	Y,	Takeuchi	M,	Hyodo	I,	Boku	N.	A	
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randomized	phase	II	study	of	S-1	plus	oral	 leucovorin	versus	S-1	monotherapy	in	patients	with	gemcitabine-
refractory	advanced	pancreatic	cancer.	Ann	Oncol	27:502-508,	2016.

③ Shitara	K,	Muro	K,	Shimada	Y,	Hironaka	S,	Sugimoto	N,	Komatsu	Y,	Nishina	T,	Yamaguchi	K,	Segawa	Y,	Omuro	Y,	
Tamura	T,	Doi	T,	Yukisawa	S,	Yasui	H,	Nagashima	F,	Gotoh	M,	Esaki	T,	Emig	M,	Chandrawansa	K,	Liepa	AM,	Wilke	
H,	Fykase	K,	Ichimiya	Y,	Ohtsu	A.	Subgroup	analyses	of	the	safety	and	efficacy	of	ramucirumab	in	Japanese	and	
Western	patients	 in	RAINBOW:	a	randomized	clinical	 trial	 in	second-line	treatment	of	gastric	cancer.	Gastric	
Cancer	19:927-938,	2016.

学会発表
④ Yu	Sunakawa,	Wataru	Ichikawa,	Shu	Cao,	Wu	Zhang,	Dongyun	Yang,	Akihito	Tsuji,	Takehiro	Takahashi,	Yan	

Ning,	Rita	El-khoueiry,	Tadamichi	Denda,	Mitsugu	Kochi,	Ken	Shimada,	Masato	Nakamura,	Yoshihiko	Segawa,	
Masahito	Kotaka,	Masahiro	Takeuchi,	Masashi	Fujii,	Toshifusa	Nakajima,	Heinz-Josef	Lenz.	CD137	gene	variants:	
a	novel	predictive	marker	of	efficacy	of	cetuximab	（cet）-based	chemotherapy	in	patients	with	RAS	wild-type	

（wt）	metastatic	colorectal	cancer	（mCRC）	（JACCRO	CC05/06	AR）.	Annual	2015	Meeting	of	ASCO.	May	2014,	
Chicago.

⑤ A.	Bessho,	S.	Hosokawa,	K.	Aoe,	N.	Nogami,	S.	Kuyama,	M.	Fujii,	Y.	Segawa,	I.	Oze,	M.	Tanimoto,	K.	Kiura.	A	phase	
II	trial	of	gefitinib	with	bevacizumab	for	untreated	advanced	NSCLC	harboring	EGFR	mutations:	OLCSG	1001.	第
13 回	日本臨床腫瘍学会学術集会 .	2015 年 7 月 .	札幌市 .

⑥ Y.	Sunakawa,	W.	Ichikawa,	A.	Tsuji,	T.	Denda,	Y.	Segawa,	Y.	Negoro,	K.	Shimada,	M.	Kochi,	M.	Nakamura,	M.	
Kotaka,	H.	Tanioka,	A.	Takagane,	S.	Tani,	T.	Yamaguchi,	M.	Takeuchi,	M.	Fujii,	T.	Nakajima.	Prognostic	 impact	
of	primary	tumor	location	on	survival	time	in	patients	（pts）	with	metastatic	colorectal	cancer	（mCRC）	treated	
with	cetuximab	plus	oxaliplatin-based	chemotherapy:	a	subgroup	analysis	of	 the	JACCRO	CC-05/06.	2016	
Gastrointestinal	Cancers	Symposium	of	ASCO.	Jan	2016,	San	Francisco.

著書
⑦畝川芳彦.	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9版 .	東京 ,	

2015	年 ,	pp98-104.
⑧畝川芳彦 .	前立腺がん：前立腺がんに対して Combined	androgen	blockade	（CAB）は去勢単独よりも推奨される

か？	監修：西條長宏 ,	編集：朴成和 ,	大江裕一郎 ,	南博信 ,	直江知樹 .	EBM がん化学療法・分子標的治療 2015-
2016,	中外医学社 ,	東京 ,	2015 年 ,	pp523-528

⑨畝川芳彦 .	がん外来化学療法の安全性と効率化 .	監修：小山勇 ,	編集：佐伯俊昭 .	がん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 .	医学と看護社 .	東京 ,	2015 年 ,	pp18-19

【総数：論文	3 件，学会発表	3 件，書籍：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
　診療科構成員の補充を図り，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：代表指導教員（大学院）：感染症，感染制御：博士
宮里明子（MIYAZATO,	Akiko）：准教授：教育主任：指導教員（大学院）：感染症，感染制御：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　「卒前教育」　市中感染症および医療関連感染症について発症病態を理解する．またその診断と治療について，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，対策としての標準予防策や感染経路別予防策について基本
的知識と PPE 使用方法を習得する．
　「卒後教育」　市中感染症および医療関連感染症の診断・治療を正しく実行できる知識と PPE 着脱，清潔操作にお
ける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　6 時間（6 コマ）
　【6 年生】内科総論　他　2 時間（2 コマ）
　【BSL，チューター】BSL　11 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」
＊感染対策の基本的考え方と方法
＊抗菌薬の使い方・適正使用（AMS）について

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目標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・総合医療センターと分担して教育を担当する．

3．研究
3-1．目的・目標
　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．
　また，真菌における宿主免疫について研究する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）MRSA の薬剤感受性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解析継続中で，

終了分は感染症学会にて報告．
2）カンジダに対する宿主免疫に関する研究　論文投稿および研究継続
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解析および論文投稿準備中．

3-4．自己評価と次年度計画
国際機能評価（JCI，Joint	commission	international）は，認証を取得することができたが，いくつかの指摘事項に
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ついて改善策をとる．さらに改善のプロセス（PDCA サイクル）を進展させる．

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．感染症診療も強化しつつ，抗菌薬の適正使用（AMS）
活動に力を入れたい．

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	Chemotherapy　（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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①第 89 回　日本感染症学会総会　播種性カンジダ症での IFN-γ を介した TLR9 の感染防御機構
②第 89 回　日本感染症学会総会持続するカンジダ血症の臨床的検討
③第 63 回　日本化学療法学会総会　当センターから分離された Stenotrophomonas	maltophilia の薬剤感受性につ

いて
④第 63 回　日本化学療法学会総会　心臓血管外科周術期に投与されたテイコプラニンの血中濃度の推移
⑤第 63 回　日本化学療法学会総会　ダプトマイシン高用量投与例における有害事象についての検討
⑥第 168 回日本結核病学会関東支部学会／第 216 回日本呼吸器学会関東地方会　脳膿瘍に縦隔リンパ節腫脹のみ

られた 1 例
⑦第 64 回日本感染症学会東日本地方会　感染性大動脈瘤患者の血液培養から検出された Listeria	monocytogenes

について
⑧第 27 回日本臨床微生物学会総会	Propionibacterium	acnes による感染性心内膜炎の 1 症例
⑨第 31 回日本環境感染学会総会	人工呼吸器関連肺炎（Ventilator	Associated	Pueumonia:VAP）低減に向けた取り

組み～チーム連携の効果
⑩第 31 回日本環境感染学会総会	シークレットショッパーを取り入れた手指衛生直接観察の比較検討

【総数：学会発表	13 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師2名だが，各診療科からのコンサルトに対して24時間 365日対応可能となっている．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，宮里医師の感染免疫に関する研究も継続してい
るが，研究に充てる時間がないのが現状．学会発表は，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
山口茂樹（YAMAGUCHI,	Shigeki）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：消化器外科（下部消化管）：
　　　　　　　　　　　　　　　		博士
小山　勇（KOYAMA,	Isamu）：教授：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）・臓器移植：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
岡本光順（OKAMOTO,	Kojun）：教授：診療科長：教育主任：病棟医長：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）：
　　　　　　　　　　　　　　	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
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：外来医長：消化器外科（下部消化管）
岡田克也（OKADA,	Katsuya）：助教：外来医長：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（下部消化管）
岡　伸一（OKA,	Shinichi）：助教：病棟医長：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
鷲尾真理愛（WASHIO,	Marie）：助教：消化器外科
石田慎悟（ISHIDA,	Shingo）：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：博士
若田光男（WAKATA,Mitsuo）：助教：消化器外科（上部消化管）
加藤琢也（KATO,	Takuya）：助教：消化器外科
橋本幸枝（HASHIMOTO,	Sachie）：助教：消化器外科
鈴木麻未（SUZUKI,	Asami）：非常勤医師：消化器外科（下部消化管）
俵　英之（TAWARA,	Hideyuki）：非常勤講師：消化器外科
秋元尚枝（AKIMOTO,	Naoe）：非常勤講師：博士
三浦康誠（MIURA,	Yasuaki）非常勤医師：消化器外科
田中　武（TANAKA,	Takeshi）：専攻生
上野陽介（UENO,	Yosuke）：専攻生

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
　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
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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，肝胆膵外科を小山病院長・岡
本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．
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，直

腸癌術後肛門機能に関する研究
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，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），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，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試験（JLSSG0901）

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．生体親和性接着剤による膵液瘻，胆汁漏の予防．消化管吻合部における創傷治癒促
進栄養素の効果．消化器癌における新規癌抗原発現の探索

佐藤班：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証する介入研究，食道癌患者を対象とした術後補助
療法としての S-588410 第 3 相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験．

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，さらに教育にも力をいれた．腹腔鏡下
大腸切除研究会，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，
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登録に参加した．直腸癌術後患者の肛門内圧検査研究の準備を整えた．
櫻本班：腹腔鏡下幽門保存胃切除術，噴門側胃切除術では術後通過障害や逆流症状が少なく機能温存術式としての

有用性を学会報告した．胃上部早期胃癌に対する腹腔鏡下手術の臨床試験（JCOG1401）に積極的に症例登録を行っ
た．進行胃癌 RCT（JLSSG0901）では，症例登録数が全国ベスト 3 となった．

宮澤班：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．また，癌におけるハイボリュームセンターの役割として tissue	bank の構築を前
提とした，組織・血清の保存を行い，研究（眼精走向源の探索など）に活用している．

佐藤班：臨床試験を積極的に施行している．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（IRB 承認済，登録中止中），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（登
録終了，解析中），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（登録終了，
解析中），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証する介入研究（症例登
録中），食道癌患者を対象とした術後補助療法としての S-588410 第 3 相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化
比較試験（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 17 例に実施し，術後入院期間の短縮および肺炎のリスクの軽減に寄与した．
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証する介入研究（症例登録中），食
道癌患者を対象とした術後補助療法としての S-588410 第 3 相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験

（症例登録中）である．新たに食道癌術後の外来リハビリテーションの介入研究を開始する予定であり，保険収載を
目指した重要な第 1 歩となると考えられる．

H28 年度より JCOG 食道癌グループの登録施設となる見込みであり，前向きの多施設共同研究が開始される予定
である．

胃癌では全国規模で実施されている臨床試験に積極的に参加した．上部胃癌に対する腹腔鏡下手術の安全性を検証
する JCOG1401 では，全国で 1 年間に登録された 138 例中 13 例を登録した．進行胃癌 RCT（JLSSG0901）では，
全国トップ 3 となった．次年度も，引き続き臨床試験には積極的に参加する方針である．次年度開始される，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），高度進行胃
癌に対する術前化学療法，高齢者に対する胃癌術後補助化学療法に参加予定である．
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．直腸癌術肛門機能検査は，測定を開始し症例の集
積に入る予定である．
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 1 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および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，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．また高難度な手術や合併症をもつハイリスク症例を積極的に受け入れるとともに，
安全性を重視して治療を行ってきた．
上部消化管
　全身麻酔下の手術症例は 305 例．胃癌切除例が 197 例．腹腔鏡下手術が 126 例（幽門側切除 81 例，幽門保存胃
切除 5 例，胃全摘 19 例，噴門側切除 21 例）で開腹術が 71 例（幽門側切除 34 例，胃全摘 34 例，噴門側切除 3 例）．
胃 GIST に対する手術は 12 例で，うち 11 例が腹腔鏡下手術．その他 30 例であった．食道癌手術件数は 66 例．食
道癌切除は 50 例で，胸腔鏡下切除が 17 例，サルベージ手術が 4 例であった．胃癌，食道癌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．また，大規模
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臨床試験（JCOG 胃癌グループ）にも積極的に症例を登録した．実臨床に於いては切除不能高度進行癌に対する化学
療法の奏功により，R0 手術が増加した．さらに高度な手術手技を修得させる教育施設としての役割，臨床研究など
による最先端の研究施設としての役割を達成できるよう体制強化に努め，臨床・研究・教育をバランスよく実施したい．
下部消化管
　2015 年全手術症例は 743 例．結腸癌切除 2474 例，直腸癌切除 208 例．結腸癌切除のうち開腹が 19 例，腹腔鏡
が 228 例，直腸癌切除は開腹 10 例，腹腔鏡 197 例で，前年より症例数が増加した．厚労省発表の 2014 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 236 例（全国第 2 位）10.8 日（全国第 1 位），直腸癌切除
で 167 例（全国第 3 位）13.3 日（全国第 4 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 285 例．肝臓癌根治切除は 125 例で，肝細胞癌 71 例，肝内胆管癌 9 例，転移性肝癌 47 例，など．
胆道癌根治切除は 32 例．乳頭部を含む胆管癌は 27 例．胆嚢癌 6 例．胆嚢良性腫瘍 22 例．膵癌切除は 39 例．うち
通常型膵管癌 45 例，PNET1 例であり，IPMN1 例，SCN2 例，SPN2 例，等であった．術式別では肝切除術 137 例，
膵切除術 72 例（膵頭十二指腸切除術 49 例，膵体尾部切除 19 例，膵全摘術 2 例，核出術 2 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），日本消化器外科学会編集委員（山口）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），日本移植学会査読委員（小山），J.	Hepato-
biliary-pancreatic	science	査読（小山，宮澤），Surgery	Today 査読（小山，山口），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），埼
玉県医学会雑誌編集委員（小山）
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），日本
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ヘルニア学会（小山），International	College	of	Surgeons（山口），American	Society	of	Colon	and	Rectal	Surgeons（山
口）日本胸部外科学会（佐藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表

①小山　勇 : 手術室における医療の質と安全の向上―国際的な医療基準から―　第 29 回日本手術看護学会年次大
会　2015.10.10

②山口茂樹	他：腹腔鏡下大腸切除術（S 状結腸切除術・前方切除術）　消化器外科　38（4）:487-494,2015
③ 宮 澤 光 男	 他：Extensive	regeneration	of	the	stomach	using	bioabsorbable	polymer	sheets　Surgery　158
（5）:1283-1290,2015

④櫻本信一	他：胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術　消化器外科　38（9）:1249-1261,2015
⑤岡本光順	他：当院における若手外科医に対する肝胆膵外科手術修練　第 77 回日本臨床外科学会総会　

2015.11.27
⑥佐藤　弘	他：胸部食道癌手術における ESSENSE プロトコールのアウトカムとその逸脱例の検討　外科と代謝・

栄養　49（2）:101-104,2015
⑦合川公康	他 : 肝硬変併存肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の安全性と妥当性　第 28 回日本内視鏡外科学会総

会　2015.12.12
⑧石井利昌	他：大腸癌遠隔リンパ節転移に対する積極的集学的治療　進行直腸癌における腹腔鏡手術はどこまで

標準化できるか　第 70 回日本大腸肛門病学会学術集会　2015.11.13
⑨田代　浄	他：再発大腸癌に対する内視鏡外科手術　外科　78（3）:279-284,2016
⑩渡邊幸博	他：長期経過観察中に十二枝指腸穿破を認めた混合型	intraductal	papillary	mucinous		neoplasm	の 1

切除例　日本消化器外科学会雑誌　48（9）:769-775,2015
【総数：論文 18 件，学会発表 147 件，講演 31 件】

6-2．獲得研究費
①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
②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	
③渡邊幸博：平成 27-28 年度（若手研究 B）：生体適合性接着剤を用いた膵瘻予防法の開発
④高瀬健一郎：第 26 回落合記念賞研究助成金：消化管縫合不全の治療を目的とした生体吸収性ステントの開発
⑤桜本信一：平成 27 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に関する臨床研究
⑥桜本信一：平成 27 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
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　小山　勇：手術用具および手術システム（電気メスパドル電極）　実用新案登録 3148843 号
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

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後 9 年目となった．内科・外科の垣根のない消化器病センターを掲げて
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が体制
が一新した消化器内視鏡科，および上部消化管外科に関して新体制が安定してきた．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．一方，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．消化器腫瘍科
が充実するまでは消化器外科のスタッフ補充によって化学療法の担当を含めた体制作りを検討中である．平成 27 年
度は消化器病センターにおいて，主たる手術術式の手術件数では，いずれの部門でも全国トップレベルにある．研究
面では，腫瘍外科，再生医療の領域における基礎研究を継続しているとともに低侵襲手術に重きをおいた臨床研究を
推進している．さらに化学療法と併用した新たな治療や外科栄養の面の研究も着手した．学会活動では日本外科学会
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総会や日本消化器外科学会総会といった主要な学会に多くのスタッフが発表し意欲的に活動しているが，論文発表，
特に英文発表がまだまだ少ない．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っている．自らこの 1	年の業績を振り返って，次年度の教育・研究・臨床の事業を計画
的に行ってゆく．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

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
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
杉谷郁子（SUGITANI,	Ikuko）: 助教：乳癌の薬物耐性：教育員，研究員
島田浩子	（SHIMADA,	Hiroko）：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
貫井麻未（NUKUI,	Asami）：助教：乳癌の画像診断：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ガイスを提供したい．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併存疾患を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若年性乳癌と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（乳癌における化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．最近注目されている家族性乳癌卵巣癌
症候群（Hereditary	Breast	Ovarian	Cancer:	HBOC）に関する取り組みを 2015 年 4 月より始め，院内の婦人科腫瘍科，
看護部，中央検査部，医事課を含む多職種でのミーティング（家族性乳癌卵巣癌カンファレンス）を月 1 回のペー
スで行っている．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，新規患者数，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，日本乳がん検診精度管理中央機構の理事とし活動し乳癌の
診断，治療両面から活躍している．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　佐伯俊昭は International	Journal	Clinical	Oncology,	Breast	Cancer の査読委員を務めている．	大崎昭彦は Breast	
Cancer，日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会誌の査読委員 ,	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
　地域の乳がん検診に一部参画しており，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 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.	
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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,	
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　9 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　2,860
千円，佐伯俊昭　520 千円

（2）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

（3）厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）「全国がん登録と連携した臓器がん登録による大規
模コホート研究推進及び高質診療データベースの為の NCD 長期予後入力システムの構築に関する研究」課題番
号：H27- がん対策 - 一般 -003　研究代表者　平田公一　研究分担者　佐伯俊昭　150 千円

（4）公益財団法人臨床薬理研究振興財団平成 27 年度（第 40 回）研究奨励金「血管新生阻害薬によるがんの血管
リモデリングと低酸素解除の拡散分光的計測とそのメカニズムの解明」上田重人　2,000 千円

（5）公益財団法人テルモ科学技術振興財団 2015 年度一般研究開発助成金「新光学方式 TFDRS を用いた乳がん近
赤外光イメージングの臨床応用」上田重人　2,000 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 42 回乳腺腫瘍セミナー　2015.6.26
　丹黒　章先生：乳癌治療における最新画像診断とチーム医療
　第 43 回乳腺腫瘍セミナー　2015.12.4
　大内　徹先生：乳がん関連遺伝子のシステムバイオロジー的考察
　第 9 回市民公開がん医療講座　2015.10.10　乳がんに負けない	晴れやかに生きよう！
　大崎昭彦先生：あなたに合った乳癌検診教えます
　藤堂真紀先生：知っておくと良い抗がん剤の皮膚症状と口内炎対策の知識
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　矢形　寛先生：乳がん診療に思うこと

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規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 27 年 4 月 1 日より貫井麻未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～ 6月
飯田崇博（Ida,	Hakahiro）:	助教（フェロー）：研究員：修士 /平成 28年 1月～ 6月
栁原章寿（YANAGIHARA,	Akitoshi）:	助教：研究員：修士 /平成 27年 4月～現在
田口　亮（TAGUCHI,	Ryo）：外科後期研修医　相澤病院外科/平成27年4月～平成28年3月（平成28年4月より当科）
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：国立病院機構・埼玉病院：呼吸器外科：博士
青山克彦（AOYAMA,	Katuhiko）：非常勤講師：国立病院機構・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）．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（医局員全員）．④医学生のチューターまたは医学生の進路
相談としての活動（主に坂口）．
「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（医局員全員）．
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．田口医師は，卒後 3 年目研修で，当科入局となり，平成 27 年度は相澤
病院にて一般・消化器・呼吸器外科の実践研修を終えている．

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，栁原，田口
　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，栁原，田口
　D　合併症や予後に関する臨床研究；　坂口，石田，山崎
　E　肺移植に関する研究；　二反田
　F　縦隔腫瘍に関する研究：栁原，坂口，石田
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・・・学会発表　80%
2）肺腺癌切除例における上皮内腺癌（AIS）と微少浸潤性腺癌（MIA）の臨床病理学的特徴と EGFR 遺伝子変異，

手術成績の検討・・・学会発表　80％，論文作成中
3）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（山崎）投稿中

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　10%
2）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究，継続中　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（酸化セルロース）の再発率・・・学会報告後も臨床研究継続中
4）難治性気胸に対する治療法の検討．気管支鏡下の気管支充填（EWS）法と透視下の胸腔造影と肺瘻閉鎖術・・・

症例蓄積中　40％
5）肺癌手術時の胸腔内洗浄細胞診における癌細胞陽性症例に対する胸腔内温熱化学潅流療法の検討・・・現在症

例蓄積中
6）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
7）電動式低圧持続吸引器（トパーズ）による胸腔ドレナージ管理に関する検討・・・症例蓄積 20%

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）肺切除後の気管支断端瘻の発生状況・発生率とその臨床的特徴の調査・・・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
5）有瘻性膿胸に対する治療方法と予後に関する検討　研究中 30%　平成 28 年度に学会報告予定　（二反田）

E　肺移植に関する研究；	
1）外来で行う免疫抑制剤の効率的なモニタリング　症例蓄積中　20%　（二反田）

F　縦隔腫瘍に関する研究
1）胸腺癌に対する治療法と予後の後ろ向き調査　学会発表後も，症例蓄積中　60％

3-4．自己評価と次年度計画
　上記研究は，中間報告など約 60% は学会報告行った．多くは研究中で，継続しデータ収集を行っているが，投稿
中ないし論文作成中の研究もある．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なく，治療効果として有
益な結果を得ており，逐次発表した．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 340 例そのうち原発性肺癌 176 例で，ともに年々増加傾向
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．
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4）毎週土曜日に，外科，内科，放射線診断科，放射線腫瘍科，他の関連科との合同カンファレンスを行い，個々
の症例に関して年齢，病状，病期，合併症などを考慮して最も適した治療方針の決定をし，患者中心の医療を実
践した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　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山﨑庸弘，坂口浩三，石田博徳，二反田博之，田口　亮，金子公一：胸膜中皮腫に対する集学的治療の 1 例（胸

腔内温熱化学還流療法＋全身化学療法（CBDCA ＋ PEM）＋胸膜肺全摘術）．第 167 回日本胸部外科学会関東甲
信越地方会（東京）2015.03.14

②石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，二反田博之，田口　亮，金子公一，清水禎彦，安田政実：肺切除例における
前浸潤性病変と微少浸潤性肺癌の臨床像，切除法，手術成績の検討．第 32 回日本呼吸器外科学会総会（香川））
2015.05.14

③二反田博之，坂口浩三，鈴木聡一郎，栁原章寿，山﨑庸弘，石田博徳，金子公一 :	縦隔リンパ節転移を伴う甲状
腺癌の 1 手術例．第 168 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（東京）2015.06.27

④ Hironori	Ishida,	Hirozo	Sakaguchi,	Nobuhiro	Yamazaki,	Hiroyuki	Nitanda,	Ryo	Taguchi,	Soichiro	Suzuki,	Akitoshi	
Yanagisawa,	Koichi	Kaneko,	Masanori	Yasuda,	Yoshihiko	Shimizu：Clinicopathological	Features	and	Outcomes	
of	AAH,	AIS	and	MIA	in	Resected	Lung	Adenocarcinoma.	16th	World	Conference	on	Lung	Cancer	（Denver,	USA）	
2015.09.08

⑤栁原章寿，坂口浩三，二反田博之，山﨑庸弘，田口　亮，石田博徳，金子公一：正岡 I 期胸腺腫術後に孤立性肺
転移を来した 1 例．第 33 回埼玉県外科集談会（埼玉）2015.11.21

⑥坂口浩三，石田博徳，二反田博之，山﨑庸弘，栁原章寿，田口　亮，金子公一：「鏡視下手術専用の標本回収鉗
子の開発」第 28 回日本内視鏡外科学会総会（大阪）　2015.12.10

　【論文・症例報告・分担執筆】
⑦金子公一：日本外科学会における邦文誌の在り方．日本気胸・嚢胞性肺疾患学会雑誌　日本外科学会雑誌　116

臨増（2）：19-20,	2015
⑧坂口浩三（分担執筆）：4. 治療〔7〕外科療法を考慮する場合とその実際．結核診療パーフェクトガイド	2015
⑨鈴木聡一郎，坂口浩三，二反田博之，山﨑庸弘，石田博徳，金子公一：化学療法が奏功した限局性悪性胸膜中皮

腫の 1 切除例．日呼外会誌　30（2）：248-254,	2016
【講演】
⑩坂口浩三：「PM2.5 とタバコの話　～ 2020TOKYO に向けて私たちのできること～」たばこを考える市民公開講

座（狭山市市民交流センターコミュニティーホール）2015.5.23　
【総数：論文・執筆 8 件，学会発表	16 件，講演 14 件】

6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　坂口浩三　「鏡視下手術専用の標本回収鉗子の開発」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①坂口浩三（当番世話人）第 16 回胸骨正中経路による肺癌手術懇話会　2015.04.11 中央区日本橋
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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，胸腔鏡手術の比率は上昇し安全性も確保できていることは，当科
の総合的臨床能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．27 年度は
栁原医師が呼吸器外科の助教として入局となり，臨床のマンパワーを補うことができた．また，他施設からの要望に
て，鈴木医師，飯田医師の 6 か月助教フェローとして当科の外科研修を行い，専門医育成の他施設と連携にも力を
入れることができた．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
成の総数は多くはないが，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，心移植：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：虚血性心疾患弁膜症：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
入江翔一（IRIE,	Shoichi）：	助教
遠藤祐輝（ENDO	Yuki）：	助教
卯田昌代（UDA	Akiyo）：	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
中村喜次（NAKAMURA,Yoshitsugu）：非常勤講師
須田優司（SUDA,	Yuji）：非常勤講師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育
　卒後に心臓血管外科を専門とするか否かに関わらず日常の臨床を行うにあたって必要な心臓血管外科の教育を行
う．心臓血管外科以外の診療科で，心臓大血管に問題のある場合に適切な対応できること，どのような疾患は重篤で
あると考えるべきか，また早急に対応しなければならいかという基本的なことを習得する．また，心臓血管外科術後
の集中治療を通じて循環器疾患を有する患者管理について学ぶ．
　卒後教育
　心臓血管外科医及び，外科専門医の取得を最大の目標としている．代表的な循環器疾患の診断とその外科的適応，
外科的治療の実践を学び，基本的な臨床能力を身に付けさせた上で，豊かな教養を兼ね備えた医療人として，社会に
幅広く活躍できる素質を身に付けられる心臓血管外科医を養成できるよう研修プログラムを組んでいる．外科専門医
の資格は 5 年目終了時に，心臓血管外科専門医は最短で 7 年目終了時には取得することができる．
　大学院教育
　大学院生は研究に専念する．心臓血管外科領域の臨床を行う上で解決されていない問題から研究テーマを決定し，
場合によっては基礎医学の研究室との共同研究により研究を進める．学位論文の作成，学位の所得を最終目的とする
が国際的にも通用する研究者を育成することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者：上部一彦）
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　卒前教育
　心臓血管外科領域の疾患について病態，診断方法，治療方法を理解する．特にそれぞれの疾患の手術適応について
理解し，病気の重症度と外科手術の至適時期，複数の治療法がある場合は，患者の状態に応じた治療方法の適応につ
いて具体例から習得し，正しい治療法の選択ができるようにする．術後管理の実際に接して，各種薬剤の使用方法，
補液，輸血，感染対策などを学ぶ．
　卒後教育
　心臓血管外科医としての専門養成教育に徹している．一般業務以外に心臓大血管外科の手術適応決定に必要な特殊
検査に参加し，データの読み方や診断基準などについて学習する．また，積極的に手術に参加できるよう配慮し，手
術手技では，グラフト採取法や簡単な末梢血管手術を術者として経験する．患者を術前検査から術後管理まで責任を
持って担当し，指導医や上級医師とも自由に討論できる体制を取ることで，上記目標を達成できるようスタッフ一同
で教育にあたる．
　大学院教育
　研究テーマにそって実験研究を進める．何が問題点かを自分で明らかにし，これまで既に解決されていると思われ
る問題についても固定概念にとらわれない新たな観点から再検討し，問題点をどのような方法で証明したらよいかを
考えて研究方法を組み立てる．研究の過程で得たデータについて，そのデータをもっとも矛盾のないように説明でき
る理論を構築してゆき，更に新しい手法を用いて説明することができるように教育する．
2-3．達成度
　卒前教育
　心臓血管外科領域の疾患について基礎的な解剖学，生理学などの知識を習熟し，臨床に即した対応ができる．周術
期管理，外科的感染症，輸液と輸血について習熟する．臨床実習での手術見学にさいして，症例の病態，手術適応と
なった病態，治療方法の選択について説明できる．病棟に入院中の患者の病態の説明ができ，どのような治療を行う
か説明できる．
　卒後教育
　本邦での専門医認定は手術症例数と論文業績に依拠しており，心臓血管外科専門医は 3 編以上の論文業績と 50 例
の手術実績を必要とする．その認定基準をクリアするよう手術スケジュールを作成する．
　大学院教育
　研究結果をもとに学術論文を作成する．論文は英文で作成し，結論の導き方，統計方法などについて充分に研鑽し，
それぞれの専門家がみても誤りがない論文を作成することが必須である．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育
　疾患に対する理解，病態生理，手術適応，周術期管理，外科的感染症，輸液と輸血について正しく理解している．
　卒後教育
　学術集会に出席して，討論に参加することができる．学術研究の目的で資料の収集，文献の検索を行うことができ
る．臨床の現場で，診断方法，重症度の判定，手術方法の具体的な計画をたてることができる．
　大学院教育
　基礎的な研究を対象としている学術集会に参加して，積極的に討論に参加する．他施設から提出された学術論文を
読み，内容について批判的に吟味する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究として，心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行っており，再生医療を目的とした基
礎的研も行っている．
　特に焦点を当てている研究領域として，①重症心不全の外科治療，②心臓大血管外科領域の臨床に関する諸問題，
③大血管疾患に対するステントグラフト治療，④経皮的大動脈弁置換術	TAVI，⑤ヒト組織を用いた再生医療などの
研究．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）
②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
③経皮的大動脈弁置換術の臨床的問題に関する研究

3-3．研究内容と達成度
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①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究
　平成 14 年，埼玉医科大学病院時に心臓移植実施施設に認定され，平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を
実施した．当院においては，平成 22 年 7 月に心臓移植実施施設の認定を受け，同年 9 月に第 1 例目の心臓移植
手術を実施した．また，補助人工心臓治療症例の自己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓
再生医療も実施し，LVAS 離脱成功症例も増加しつつある．植込み型補助人工心臓を装着した患者は増加している．
現在，植込み型補助人工心臓として，HeartMate	II，EVAHEART，DuraHeart，Javik	2000 が使用されており，こ
れらの植込み手順，操作方法については熟知する必要がある．
②心臓血管外科領域の臨床研究
1）心臓大血管手術後に発症する心房細動の機序解明と予防方法の確立
2）腎機能が低下した症例の心臓大血管手術と周術期の問題点
3）人工心肺を使用する心臓手術の諸問題
4）心臓大血管外科領域の臨床に関する研究として，術後感染症のバイオマーカーの検討
　心房細動の機序解明はゲノムセンターとの共同研究を行うことより，新しい手法でこの問題に取り組んでいる．
③大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究近年台頭してきているステントグラフトも，本邦では着実に症

例数を伸ばし，国際医療センターとしては平成 19 年度にステントグラフト実施施設として認定を受けた．今後
も血管内治療や手術治療におけるステントグラフトの臨床応用は増加すると考えられる．

④経皮的大動脈弁置換術 TAVI に関する臨床研究
　臨床治験：症候性重度大動脈弁狭窄症を有する患者に対する MDT-2111 の臨床評価は既に植込み手技を終了し，
臨床経過を観察している．当施設はサピエン XT 生体弁の実施施設となっており，施行症例数は増加している．安
全に TAVI を施行するための臨床研究を行っており，合併症のない手技の確立を目指している．

3-4．自己評価と次年度計画
　今まで蓄積したデータをもとに，学会等を通じて積極的に臨床データを発表した．また，重症心不全の外科治療に
関しても，更に研究に注力し，成果を出していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　成人心臓血管疾患全般（末梢血管を含む）の外科治療を行っている．大動脈解離，不安定狭心症に対する緊急手術
も積極的に実施し，豊富な臨床症例に恵まれている．
冠動脈疾患に対する off-pump バイパス lower-end	sternal	splitting	（LESS）手術，弁疾患に対する小切開心臓手術（低
侵襲心臓手術	Minimally	Invasive	CardiacSurgery:	MICS）など低侵襲の治療に特化し，大血管疾患に関しては，ステ
ントグラフトを用いた血管内治療も行っている．当診療科は，外科手術の適応外とされる合併症等がなければ，低左
心機能，慢性維持透析患者なども手術適応と考えており，特に維持透析患者の開心術は全体のほぼ 10% に及ぶ．ま
た，当院は心臓移植の認定施設であり，心臓移植以外では救命できない患者に対しては心臓移植手術を実施している．
昨年度から引き続き，24 時間体制での緊急手術の対応や，重症患者などの手術にも積極的に対応した結果，平成 27
年度の総手術件数は，826 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大動脈弁狭窄症に対する治療	TAVI 導入による外科治療の今後～．第 64 回八戸地区循環器懇話会（青森）2015
年 4 月 10 日（新浪）

②冠動脈バイパス手術は本邦では生き残ることができるのか？熊本心臓血管外科セミナー（熊本）2015 年 5 月
22 日（新浪）
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③ステントグラフト時代の大動脈解離治療．第 13 回彩の国 Endovascular	Surgery 研究会（大宮）　2015 年 5 月
15 日（朝倉）

④ステントグラフト時代の大動脈解離治療．圏央（Metropolitan	Inter-City）	Heart	Disease	Forum（所沢）2015 年
7 月 2 日（朝倉）

⑤弁膜症の症状と治療．第 6 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座　2015 年 7 月 4 日（中嶋）
⑥お年寄りでも元気になる！ - 大動脈弁狭窄症 -．東松山地区講演会（東松山）2015 年 9 月 8 日（新浪）
⑦日本の循環器内科に告ぐ！《レクチャー》．The	6th	Sendai/New	Tokyo	Live（箱根）2015 年 11 月 6 日（新浪）
⑧お年寄りでも元気になる！大動脈弁狭窄症．川越循環器疾患講演会（川越）2015 年 11 月 10 日（新浪）
⑨ TAVI の現状．　トーアエイヨー社内勉強会（大宮）11 月 13 日（新浪）
⑩ステントグラフト時代の大動脈解離治療．千葉メディカルセンター心臓血管センターカンファレンス（千葉）

2016 年 3 月 11 日（朝倉）

6．業績
6-1．論文・学会発表　　指針構築　

① Domoto	S,	Kimura	F,	Asakura	T,	Nakazawa	K,	Koike	H,	Niinami	H.	 :	 Intraspinal	collateral	circulation	to	 the	
artery	of	Adamkiewicz	detected	with	intra-arterial	 injected	computed	tomographic	angiography	 ,	JOURNAL	OF	
VASCULAR	SURGERY.	10.September	2015	pii:S0741-5214（15）01630-4

②小池裕之，朝倉利久，道本　智，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，田畑美弥子，森田耕三，神戸　将，高橋　研，
岡田至弘，高澤晃利，新浪博士，中澤　賢：EVAR 後の Type Ⅱ endoleak に対する TAE の有用性．第 43 回日本
血管外科学会学術総会（横浜）	2015 年 6 月 5 日

③中嶋博之，田畑美弥子，小池裕之，神戸　将，高橋　研，道本　智，岡田至弘，上部一彦，朝倉利久，井口篤志，
新浪博士：標準術式としてのオフポンプ冠動脈バイパス術の妥当性．第20回日本冠動脈外科学会学術大会（京都）	
2015 年 7 月 9 日

④神戸　将，岡田至弘，道本　智，高橋　研，森田耕三，田畑美弥子，小池裕之，中嶋博之，上部一彦，朝倉利久，
井口篤志，新浪博士：糖尿病症例に対する両側内胸動脈を使用した冠動脈バイパス術．第 20 回日本冠動脈外科
学会学術大会（京都）	2015 年 7 月 10 日

⑤池田昌弘，井口篤志，中嶋博之，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，神戸　将，高橋　研，道本　智，
岡田至弘，新浪博士：重症低左心機能症例に対する両側内胸動脈を用いた OPCAB の検討．第 68 回日本胸部外
科学会学術集会（神戸）	2015 年 10 月 18 日

⑥田畑美弥子，上部一彦，中嶋博之，小池裕之，神戸　将，高橋　研，池田昌弘，道本　智，岡田至弘，入江翔一，
卯田昌代，遠藤祐輝，朝倉利久，井口篤志，新浪博士：僧帽弁形成術度の僧帽弁圧較差の検討：僧帽弁輪形成リ
ングとバンドの比較．第 68 回日本胸部外科学会学術集会（神戸）	2015 年 10 月 20 日

⑦高橋　研，中嶋博之，入江翔一，卯田昌代，遠藤祐輝，岡田至弘，道本　智，池田昌弘，神戸　将，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：透析患者に対する冠動脈バイパス術における動脈グラフ
ト使用の有用性の検討．第 29 回日本冠疾患学会学術集会（札幌）　2015 年 11 月 20 日

⑧朝倉利久，小池裕之，道本智，入江翔一，卯田昌代，遠藤祐輝，岡田至弘，池田昌弘，高橋研，神戸将，田畑美弥子，
上部一彦，中嶋博之，井口篤志，新浪博士：Shaggy	aortic	arch 合併遠位弓部動脈瘤に対する 2	debranching	
TEVAR の Tips	&	Pitfalls．第 46 回日本心臓血管外科学会学術総会（名古屋）	2016 年 2 月 15 日

⑨岡田至弘，小池裕之，田畑美弥子，神戸将，高橋研，池田昌弘，道本智，入江翔一，卯田昌代，遠藤祐輝，朝倉利久，
中嶋博之，上部一彦，井口篤志，新浪博士	：弓部大動脈人工血管置換術における arch	translocation 法の有用性．
第 46 回日本心臓血管外科学会学術総会（名古屋）　2016 年 2 月 16 日

⑩上部一彦，朝倉利久，小池裕之，高橋研，岡田至弘，入江翔一，卯田昌代，遠藤祐輝，道本智，池田昌弘，神戸
将，田畑美弥子，中嶋博之，井口篤志，新浪博士：胸腹部大動脈瘤の治療成績．第 46 回日本心臓血管外科学会
学術総会（名古屋）2016 年 2 月 17 日

【総数：論文	8 件，学会発表	45 件，講演	17 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
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　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①圏央（Metropolitan	Inter-City）	Heart	Disease	Forum（所沢）7 月 2 日
②圏央（Metropolitan	Inter-City）	Heart	Disease	Forum（所沢）3 月 31 日

7．自己点検・評価
　本年度は，今までの診療体制を変えることなく積極的に臨床研究，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：代表指導教員（大学院）：小児外科：博士（埼玉医科大学病院兼担）
小高哲郎（KODAKA,	Tetsuro）	 ：講師：運営責任者：診療科長：研究主任：教育主任：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）
合原　巧（GOHARA,	Takumi）	 ：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
　埼玉医科大学病院小児外科に凖ずる
2-2．教育内容（担当者）
　埼玉医科大学病院小児外科に凖ずる
2-3．達成度
　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
　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
　埼玉医科大学病院小児外科に凖ずる
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　埼玉医科大学病院小児外科に凖ずる
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埼玉医科大学病院と国際医療センターにおいて小児外科診療を開始した．埼玉
医科大学病院では，小児外科の common	disease を中心に診療を行い，国際医療センターでは小児固形腫瘍と心臓疾
患を合併した小児外科患児の診療を行った．本年度から，運営責任者は，小高哲郎講師となった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　古村　眞
　　Regenerative	therapy	Section	Editor
　　The	World	Journal	of	Orthopedics	 査読委員
　　International	Journal	of	Pediatric	Research	 査読委員
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　　Tissue	Engineering	 査読委員
　　SM	Journal	of	Pediatric	Surgery	 査読委員
　　Journal	of	Biomedical	Materials	Research:	Part	B	 査読委員	
　　Biotechnic	&	Histochemistry	 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

（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長　
　日本小児がん学会評議員
　日本再生医療学会評議委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,	Ikebukuro	K,	Komuro	H,Yone　kawa	H,	Hoshi	K,	Takato	
T,	Nakayama	Y.	Patch	tracheoplasty	in	body	tissue　engineering	using	collagenous	connective	tissue	membranes	

（biosheets）.	J	Pediatr	Surg.	2016	Feb;51（2）:244-8.	doi:	10.1016/j.jpedsurg.2015.10.068.	Epub	2015	Nov	
5.PubMed	PMID:	26628203.

② Komura	M,	Komura	H,	Otani	Y,	Suzuki	K,	Satake	R,	Kodaka	T,	Terawaki	K,　Yonekawa	H,	Ikebukuro	K,	Hoshi	K,	
Takato	T,	Tabata	Y,	Komuro	H,	Iwanaka	T.　Tracheoplasty	with	cartilage-engineered	esophagus	environments.	J	
Pediatr	Surg.　2015	Jul;50（7）:1093-8.	doi:	10.1016/j.jpedsurg.2014.07.005.	Epub	2014	Aug	12.　PubMed	
PMID:	25783340

③古村　眞（埼玉医科大学	医学部小児外科）3D プリンターを用いた一体系管状型気道用足場による一期的気道再
生の研究　埼玉医科大学雑誌（0385-5074）42 巻 1 号	Page44-46（2015.08）

④鈴木啓介（埼玉医科大学	小児外科）,	古村	眞 ,	寺脇	幹 ,	小高	哲郎 ,	合原	巧 ,	池袋	賢一 ,	米川	浩伸 ,	佐竹	亮介精
巣温存を選択した発症後 30 時間が経過した精巣捻転症小児外科（0385-6313）47 巻 12 号	Page1305-1309

（2015.12）
⑤小西	健一郎（東京大学医学部附属病院	小児外科）,	古村	眞 ,	森田	香織 ,	魚谷	千都絵 ,	石丸	哲也 ,	川嶋	寛 ,	杉山	

正彦 ,	岩中	督重症心身障がい児（者）における腹腔鏡下噴門形成術周術期の感染症リスクファクターの検討日本
小児外科学会雑誌（0288-609X）51 巻 5 号	Page889-894（2015.08）

⑥古村　眞 ,	佐竹	亮介 ,	鈴木	啓介 ,	小高	哲郎 ,	寺脇	幹 ,	池袋	賢一 ,	米川	浩伸 ,	古村	浩子 ,	中山	泰秀　円柱型再生
気道の基礎的研究　第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5 月 28 日～ 30 日　　神戸国際会議場（神
戸市）

⑦小高	哲郎 ,	高見	尚平 ,	鈴木	啓介 ,	佐竹	亮介 ,	寺脇	幹 ,	古村	眞　胆道拡張症に対する小切開手術　術前エコーを
用いた皮膚切開デザイン第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5 月 28 日～ 30 日　　神戸国際会議
場（神戸市）

⑧寺脇	幹（埼玉医科大学	小児外科）,	古村	眞 ,	小高	哲郎 ,	佐竹	亮介 ,	鈴木	啓介 ,	高見	尚平臍ヘルニアに対するス
ポンジ圧迫療法　高透湿性フィルムドレッシングの効果	第 52 回	日本小児外科学会定期学術集会 2015 年 5 月
28 日～ 30 日　神戸国際会議場（神戸市）

⑨ Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,	Ikebukuro	K,	Komuro	H,	Yonekawa	H,	Hoshi	K,	Takato	
T,		Moriwaki	T,		Nakayama	Y	Basic	research	toward	a	cylinder-type	regenerative	airway	（BIO-AIR-TUBE）.	48th	
Annual	Meeting	of	the	Pacific	Association	of	Pediatric	Surgeons	（PAPS2015）	in	Shila	Hotel,	Jeju	Island,	South	
Korea,	May	17-21,	2015

⑩ Satake	R,	Komura	M,	Komura	H,	Kodaka	T,	Terawaki	K,		Ikebukuro	K,	Komuro	H,	Yonekawa	H,	Hoshi	K,	Takato	T,	
Nakayama	Y.	Patch	tracheoplasty	by	in	body	tissue	engineering	using	collagenous	connective	tissue	membranes	

（BIO-SHEETs）	The	British	Association	of	Pediatric	Surgeons	（BAPS）	Annual	International	Congress	2015	in	the	
City	Hall	in	Cardiff	City	centre,	Cardif,	UK.	July	22-24th	2015.

【総数：論文	5	件，学会発表	5 件】
6-2．獲得研究費
　平成 27 年度継続として
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　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』
　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』
6-3．受賞
　優秀演題賞
　　第 48 回日本小児呼吸器学会
　　『線維芽細胞増殖因子の気管内投与による用量依存性の気管成長促進の検討』
　　平成 27 年 10 月 23 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
　第 11 回生体再生技術研究会
　　平成 27 年 4 月 10 日
　　東京大学医学部附属病院入院棟　15 階大会議室
　　世話人　古村　眞

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（日高キャンパス）

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
小山忠昭（Koyama,	Tadaaki）: 講師，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，骨転移，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取得する．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．さらに臨床経験を通じてその知識を再度認識する．
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 年生の実習生と後期研修生，
さらにタイ国からの留学生を各 1 名受け入れ，臨床実習をして頂いた．留学生には研究会で症例呈示・検討をして
いただいた．
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，すべてを教えることは不可能で，重要な知識を効率よく教えるよ
う心がけた．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，興味を持って頂くようじっくり体験談を交えて話をした．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．時間
を作って対話形式の講義を行うことが有効と考え，今後は数を増やして行く予定である．また一つの起爆剤として日
本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会を担当するつもりでいる．

3．研究
3-1．目的・目標
　骨軟部腫瘍について臨床，基礎の面から解析する．診断，検査，治療の改善方法を検討，実施し，更にその結果を
評価して行く．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．骨軟部肉腫の至適切除縁（責任者 :矢澤）
2．悪性顆粒細胞腫の臨床（責任者：今西）
3．転移性骨腫瘍の頻度と治療結果（責任者：大久保）	
4．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．
　悪性顆粒細胞腫の臨床は論文化され学術雑誌に掲載された．自家凍結再建は4例行われ，良好な成績を収めている．
5	-	アミノレブリン酸は 3 例に行われ，データの解析中である．
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．



整形外科（骨・軟部腫瘍科）	

680

今後は更に薬学，力学，遺伝子学など多方向の解析に目を向けて行く必要がある．

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．より学術的な活動を企画している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

第 48 回日本整形外科学骨・軟部学術集会査読委員
東日本整形外科災害雑誌査読員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①栗原大聖 :	Ollier 病に発生した二次性軟骨肉腫における染色体異常 .	第 48 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集
会 ,	高松（香川）

②大久保武人 :	骨破壊像を呈し悪性腫瘍と鑑別になった脊髄神経鞘腫の 4 例 .	第 48 回日本整形外科学会骨軟部腫
瘍学術集会 ,	高松（香川）

③矢澤康男 :	陰部肉腫の 4 例 .	第 48 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 , 高松（香川）
④ Thana	Siripisitsak:	液体窒素処理骨と腫瘍用人工関節を用いて患肢温存した 骨骨肉腫の 1 例 .	第 12 回オルソ

ペディックセミナー ,	埼玉（川越）
⑤大久保武人 :	膝窩部肉腫の 1 例 .	第 24 回多摩骨軟部腫瘍研究会 ,	東京（吉祥寺）
⑥栗原大聖 :	難治性放射線科潰瘍に対して筋弁を用いて再建した1例 .	第 2回 KOEDO	ONCOTHERAPY, 埼玉（川越）
⑦矢澤康男 :	骨軟部肉腫の治療～	疼痛管理も含めて～ .	第 15 回 Ortho	Seminar	in	Saitama,	埼玉（川越）
⑧ Thana	Siripisitsak:	14-year-old	female,	Conventional	osteosarcoma	of	the	left	tibia.	the	28th	Forum	of	Surgical	

Society	for	Musculoskeletal	Sarcoma,	東京（有明）
⑨矢澤康男 :	MRI による軟部腫瘤診断のポイント .	（特集：放ってはおいてはいけない『しこり・こぶ・腫れ』	）

Monthly	Book	Orthopaedics（全日本病院出版会）
⑩ Jungo	Imanishi:	Phosphaturic	Mesenchymal	Tumour	Arising	in	the	Tibia	with	Severe	Osteomalacia	Treated	with	

Extended	Curettage	and	Calcium	Phosphate	Cement	Filling:	A	Case	Report.	BAOJ	Surgery
【総数：著書 1 件，論文	1	件，学会発表	18	件，講演	1	件】

6-2．獲得研究費
　平成 27 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）
　平成 27 年度日高プロジェクト：
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　スタッフ，症例，研究とまずまずの成績である．論文数が少ないので今後は執筆も力を入れるべきだろう．更に骨
転移外来，サルコーマセンターの業績も積み重ねるよう努力する．若い先生など次世代も見据えた体制作りも考える
べきだろう．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

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）脳神経外科運営責任者，診療部長：指導教員：教授：脳血管障害：博士
吉川雄一郎（KIKKAWA,	Yuichiro）：診療副部長，研究副主任：准教授：脳血管障害：博士
竹田理々子（TAKEDA,	Ririko）：病棟医長，教育副主任：指導教員：講師：脳血管障害：博士
中島弘之（NAKAJIMA,	Hiroyuki）：外来医長：指導教員：講師：頭部外傷：博士
伊藤清佳（ITO,	Sayaka）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
下吹超航（SHIMOHIGOSHI,	Wataru）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
山口洋平（YAMAGUCHI,	Yohei）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
鈴木海馬（SUZUKI,	Kaima）：後期研修医（G6）：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（G6）：済生会熊本病院出向中
柳川太郎（YANAGAWA,	Taro）：後期研修医（G6）：中村記念病院出向中
柴田碧人（SHIBATA,	Aoto）：後期研修医（G5）：虎の門病院出向中
池田峻介（IKADA,	Shunsuke）：後期研修医（G5）：助教：脳脊髄腫瘍科出向中
栢原智道（KAYAHARA,	Tomomichi）：後期研修医（G4）：助教：脳血管内治療科出向中
武裕士郎（TAKE,	Yushiro）：後期研修医（G3）：助教
池上方基（IKEGAMI,	Masaki）：後期研修医（G3）：助教
寺西亮雄（TERANISHI,	Akio）：後期研修医（G3）：助教

（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
小倉丈司（OGURA,	Takeshi）：非常勤講師：黒沢病院脳卒中センター脳卒中外科部長：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
大塚宗廣（OOTSUKA,	Munehiro）：非常勤医師：水戸ブレインハートセンター医長
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
三宅勇平（MIYAKE,	Youhei）:	助教（臨床フェロー）：脳腫瘍
小林裕介（KOBAYASHI,	Yusuke）: 助教（臨床ふぇろー）：脳腫瘍：博士
柳澤隆昭（YANAGISAWA,	Takaaki）：客員教授：小児脳腫瘍：博士
内田栄太（UCHIDA,	Eita）：後期研修医（G5）：助教：脳神経外科一般

（非常勤）
西本　博（NISHIMOTO,	Hiroshi）：非常勤講師：小児脳神経外科：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
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
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米澤あずさ（YONEZAWA,	Azusa）：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

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
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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

山根　文孝
（脳血管内治療科）

救急麻酔 6
4 年生

緊急を要する病態とその初期治療

（2）PBL：3 つの課題を担当．
（3）臨床推論：教員が順に担当．
（4）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．
（5）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	15th	Helsinki	Live	Demonstration	Course	in	Operative	Neurosurgery.	
（2）国循脳血管外科フォーラム 2015
（3）第 36 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，第 5 回医学教育フォーラム
（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
また，脳卒中外科，脳血管内治療科は他大学からの研修者臨床フェローとして計 5 名，受け入れた．

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
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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．院内並びに学外の研究会や学会には積極的な参加を促すと共に，参加前の指導を行った．
　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
た．初期研修医，シニアレジデントの到達目標として以下の目標を設定した：

1．脳血管造影周術期管理を実施する（初期研修医・シニアレジデント）
2．疾患に応じた撮像：angiographic	protocol の基礎を理解する（シニアレジデント，臨床フェロー）
3．脳血管造影所見について適切な読影ができる（初期研修医・シニアレジデント）
4．脳血管内手術を行うための種々の道具のスペックを正確に述べることができる（初期研修医・シニアレジデント）
5．関連する各科医師やメディカルスタッフと協調し，診療を行う（初期研修医・シニアレジデント）
6．学会発表，論文発表を行う（シニアレジデント）

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
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（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
（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
（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
（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
（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
（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
（11）Pediatric	Quality	of	Life	Inventory	（PedsQL）	頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL
（12）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
（13）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築
（14）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発
（15）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究

脳血管内治療研究グループ
（1）未破裂脳動脈瘤の治療成績の向上，体積塞栓率と再発率（山根・神山）
（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）
（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）
（4）脳卒中に対する血管内治療（溝上・大塚）
（5）各種動脈瘤の流体力学による各種病態解明（上宮・石原）
（6）脳血管内手術用シミュレーターの開発（根木・石原）
（7）動静脈シャント性疾患の高次脳機能（上宮・神山・米澤）
（8）脳卒中後てんかんの脳循環動態・高次脳機能障害（山根）

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，論文を執筆した．今後さらに長期 follow の結果を追跡中である．

【達成度】95%
（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】95%
（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
数の学会で発表した．

【達成度】85%
（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
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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
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．現在サンプルの取集が終了し，解析中である．

【達成度】50%
（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．現在サンプルの取集が終了し，解析中である．

【達成度】50%
（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（竹田・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．治療成績について複数の論文を執筆した．

【達成度】90%
（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（吉川・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・
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三島・安逹・鈴木）
【研究内容】

本研究は日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループにおける再発膠芽腫（JCOG1308），退形成性神経膠
腫（JCOG1016），ならびに低悪性度神経膠腫（JCOG1303）を対象とした全国規模の多施設共同試験である．西川
が 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
作成の段階から関わり，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・三島・安逹・鈴木）
【研究内容】

これも JCOG 脳腫瘍グループによる多施設共同試験である 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，症例の登録した．試験全体と
して登録・観察期間は終了し，目的である全脳照射を手術後に行わず定位照射でサルベージする群の非劣性が証明さ
れた．この成果は 2016 年米国臨床腫瘍学会（ASCO）で口演発表に採択された．

【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・三島・安逹・鈴木）
【研究内容】

本研究は AMED 委託費を頂いた西川班による班研究である．これも JCOG による全国多施設共同試験である．こ
の 1114 試験は，薬事適応外であるテモゾロミドを中枢神経系原発悪性リンパ腫に用いる為に，先進医療 B 制度の適
用を受け，2014 年 9 月に登録開始となった．順次登録可能施設を拡大中であり，症例も蓄積中である．現時点で試
験進行の妨げとなるような重大な有害事象は発生していない．

【達成度】25%
（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・三島・安逹・鈴木・白畑［留

学中］）
【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 を手術摘出試料で解析し，MGMT のメチル化の有無によって前
向きに層別化して，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】60%
（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・三島）
【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（文科省次世代がん）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，論文を作成した．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にて発表した．神経膠腫においては 2017 年度も引き続き「次世代がん」
の助成を受けることが決まっている．

【達成度】75%
（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】

久留米大学伊東恭吾教授が開発したペプチドワクチンによる再発膠芽腫治療の治験（AMED 伊東班）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たが，平成 28 年 3 月に登録終了となり追跡
期間に入った．当科から長期生存長期投与例が出ている．

【達成度】80%
（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）は予後不良であり，標準治療の大量 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すため，新たな治療法の開発が必要である．我々の行っている
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ePCNSL に対し導入免疫化学療法と維持化学療法で照射は回避する治療戦略の有効性と安全性を評価した．【方法】
ePCNSL	25 例に対し，導入免疫化学療 :Rituximab（375mg/m2）と HD-MTX（3.5g/m	2）（RIT-HD-MTX 療法）を 2
週毎に 6 サイクル後 CR 例には維持化学療法として 1-2 ヵ月毎に RIT-HD-MTX を，さらに HD-MTX を 3-4 ヵ月毎に
2 年間を目標に投与した．導入療法で PR 例には定位照射，temozolomide を，PD 例は全脳照射を行なった．【結果】
25 例の年齢中央値は 74 歳	（66-84），KPS 中央値は 60	（30-90）で，MRI で評価できた 23 例中，CR:	14 例（60.9%），
PR:	5 例（21.7%），SD:1 例（4.3%），PD:	3 例（13.1%）であった．無増悪生存期間中央値（mPFS）は 24.3 ヵ月，
全生存期間中央値（mOS）は 28.2 ヵ月であった．導入化学療法で CR となった例（n=16）は non-CR 例（n=9）に
比較し，mPFS	（52.4	ヵ月 vs.	7.8 ヵ月），mOS（未到達	vs.12.0 ヵ月）とも有意に延長した（p<0.0001）．治療関連
死は認めなかった．【結論】RIT-HD-MTX 療法は高齢者に安全に施行できた．高齢者に対し照射を回避した化学療法
の治療成績で mPFS は 5.9-20 ヵ月と報告されており，今回の治療成績はそれを上回るもので，導入化学療法に RIT
を加え，維持化学療法を追加したことが理由と考えられた．本導入免疫化学療法に奏効しない症例に対する新たな化
学療法の開発が ePCNSL 治療の課題である．

【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）は脳腫瘍の中で，最も予後不良な腫瘍である．治療困難の原因として，グリオーマ細
胞が放射線治療に抵抗性を示すことがあげられる．グリオーマ摘出の蛍光診断薬である 5 アミノレブリン酸（5-ALA）
は，その代謝物のプロトポルフィリンⅨ（PpIX）がグリオーマ細胞内に特異的に蓄積することを利用している．そ
こで「PpIX が放射線増感作用をもてばグリオーマ細胞を標的とした治療が可能である」という仮説のもと，5-ALA
による放射線増感療法の開発とその機序解明を目的とした．【方法】ヒトグリオーマ培養細胞に 5-ALA を加え放射線
照射を行い，放射線増感作用を Clonogenic	survival	assay を用いて検討した．【結果】5-ALA をグリオーマ培養細胞
株に投与後照射を行うと，照射単独に比べコロニー形成能が抑制され，放射線増感作用を示すことが確認された．【結
論】今後は 5-ALA の放射線増感作用のメカニズムについて細胞周期の解析，アポトーシス誘導の解析，DNA 修復機
構の検討を行う予定としている．

【達成度】50%
（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・遠竹［実験助手］・西川）
【研究内容】

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．脳腫瘍診療，ことにグリオーマを専門として行う施設では上記遺伝子バ
イオマーカー情報は必須となった．これらを，外注検査として行う場合はコストや結果を得るまでの時間の面で問題
があり，自施設内での実施が望ましい．我々は試薬や	assay	法を工夫することで，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．

成人グリオーマの診断・治療反応性・予後予測に有用な分子マーカーの効率かつ迅速な遺伝子解析体制の確立：
凍結組織，あるいはバラフィン包埋組織から抽出した腫瘍由来の DNA,	RNA を対象とした．Point	mutation	assay	と
して	IDH1/2，H3F3A，BRAF	codon600，TERT プロモーターの各点突然変異を High	Resolution	Melting	（HRM）法
にてスクリーニングし DNA シークエンス法にて同定した．MGMT プロモーターのメチル化については，メチル化
特異的 HRM 法にて定量的に解析した．BRAF-KIAA 癒合遺伝子の有無については	real-time	RT-PCR 法にて，染色体
1p/19q	loss	については	FISH 法にて行った．さらに，ATRX 遺伝子変異については	surrogate	marker	である免疫染
色法にて検索した．結果として，HRM 法を用いた Point	mutation	assay は約 70 分の one	run	にて各遺伝子変異のス
クリーニングが終了した．その他，上記の assay にて核酸抽出後 5 ～ 72 時間で全ての遺伝子異常の結果が判明した．
以上，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．

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．特に，小児に発生する
Oligodendroglioma	（OL）	は発生頻度が低く，遺伝子異常の詳細についての報告は少ない．我々は	小児	OL について，
分子マーカーとして確立した遺伝子異常についての解析や臨床経過，予後との相関について，成人 OL との比較を行っ
た結果，成人 OL において，IDH1/2 変異，染色体 1p/19q	loss，MGMT プロモーターメチル化，TERT プロモーター
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変異はそれぞれ 95%,	89%,	68%,	84% と高頻度にみられた一方で，小児 OL ではそれぞれ 0%,	20%,	0	%,	0	% と極めて
低値であった．その他の遺伝子異常については小児と成人例で有意差はみられなかった．Grade	II	OL においては小
児例，成人例とも予後良好であったが，小児 grade	III	OL で H3F3A 遺伝子変異陽性（K27M）例で早期に播種再発
を来したことがわかった．

【達成度】80%
（10）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第 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．この東アジアの若い男児に好発
する疾患に対する標準治療の確立を目的とし，組織型（WHO）により分類された 3 群（ジャーミノーマ群，中等度
悪性群 intermediate	prognosis 群，高度悪性群 poor	prognosis 群）各々に対し，手術および術後放射線化学療法から
なる一連の治療法の有用性と安全性を探索する，我が国独自の，世界をリードする新たな臨床試験である．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・柳澤・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）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（AMED 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．メチル
化解析まで含めた網羅的包括的な解析が終了し，論文を完成させた．また新たに発見された治療標的に対する分子標
的薬治療の可能性について，医師主導治験の準備に入った．引き続き，症例の登録を行っていて，当科からも持続的
に手術試料を提供している．

【達成度】80%
（13）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が，
これは JCCG（日本小児がん研究グループ）の脳腫瘍委員会による全国統一脳腫瘍手術試料と臨床データの管理シス
テムに包括される方向性が打ち出された．西川はこの脳腫瘍委員会の副委員長であり，このシステムを積極的に推進
している立場で，当科からも積極的に試料とデータを提供し始めた．

【達成度】40%
（14）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発（鈴木・西川）
【研究内容】

小児悪性腫瘍に於ける AMED 研究班（原斑）および前出 JCCG の脳腫瘍グループによる我が国初の小児科・脳神
経外科・その他関係各科の共同による多施設共同前向き試験として，上衣腫が取り上げられた．手術後摘出度に応じ
て層別化し，特に部分摘出例には化学療法を行って腫瘍縮小を図り 2 期的に全摘を図る戦略を探索する第Ⅱ相試験
である．現在 JCCG プロトコール委員会による審査が終了したタイミングであるが，このプロトコール作成や画像評
価委員会（鈴木）に積極的に参画した．

【達成度】20%
（15）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究
【研究内容】

中枢神経系原発胚細胞腫患者の末梢血の DNA を抽出し，患者ゲノムの遺伝子多型を SNP マイクロアレイまたは次
世代シークエンサーによって網羅的に解析する．相関解析を中心とした遺伝的解析を行い，本疾患の感受性遺伝子を
探索し，さらに分子生物学的手法を用いて，遺伝子機能解析，DNA 多型の遺伝子に与える影響の解析を行う．本疾
患は東アジアの 10 代男児に多い，という極めて特異な疫学的特性を有しているために，その背景となる遺伝子情報
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を解析することは極めて重要であり，注目されているプロジェクトである．現在，症例の登録を行っている．
【達成度】20%

脳血管内治療研究グループ
（1）未破裂脳動脈瘤の治療成績の向上，体積塞栓率と再発率（山根・神山）
【研究内容】

未破裂脳動脈瘤の治療について特に tight	packing を意識した治療を行ってきた．これまでの治療成績をまとめて
いる段階である．そしてさらなる成績の向上の為に何が必要か検討した．最新のデバイスを用いた治療，塞栓率の向
上，ファーストコイルの塞栓率，適切なフォロアップなど未破裂脳動脈瘤の治療成績向上に取り組んでいく．

【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）
【研究内容】

Brain	OR における血管内治療，開頭クリッピング双方でおこなういわゆるハイブリッド手術について検討した．
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，引き続き研究を行っている．

【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はすでに血栓回収術として定着しその症例数は増加の一途をたどっている．常
時「血栓回収セット」2 組を容易しており日々の緊急に対応できるようにしている．さらに診療において動線の改善，
ワークフロのいっそうの合理化を日々行っている．

【達成度】80％
（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】70％
（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
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　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
験に関しては AMED 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，髄芽腫，上衣腫そして JCOG1114 試験に附随して中枢神経系原発悪性リン
パ腫など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
　未破裂脳動脈瘤の体積塞栓率について根木が中心となってまとめており，現在出版準備中で研究は引き続き継続中
である．脳循環モニタリングは投稿済みである．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．急性期脳卒中についてもより短時間で再潅流あせること，とくに来院から大腿動脈穿刺までの時間が
重視されており今後この短時間化に鋭意取り組んでいく．流体力学の応用，さらに脳循環動態，高次脳機能の解明な
どまだ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．硬膜動静脈瘻に注目しその血管構築，とくに静脈流出路との関連に注目しその分類と手術成績
についてまとめていく．
　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．脳動脈瘤の流体力学，脳血管造影と MRI との fusion	images, 機能画像，新しい治
療デバイスの開発といった方面に力を入れていく必要がある．

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）
脳卒中（栗田浩樹，吉川雄一郎：Reviewer）
J	Stroke	Cerebrovasc	Dis（栗田浩樹：Reviewer）
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）
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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）
脳神経外科速報（竹田理々子：編集同人）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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）
日本脳神経外科救急学会・理事（栗田浩樹）
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，吉川雄一郎，石原正一郎）
日本脳神経外科救急学会・評議員（竹田理々子，中島弘之）
日本神経外傷学会・学術評議員（栗田浩樹）
日本神経救急学会・世話人（栗田浩樹）
日本心・脳卒中学会・学術評議員（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：第 35 回代表幹事）
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ガイドライン委員会（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）
脳腫瘍の基礎シンポジウム・世話人（三島一彦）
ニューロオンコロジーの会・世話人（西川亮，三島一彦）
日本脳神経外科光線力学学会監事（西川亮，三島一彦）
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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．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

② 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,	2015

③ Ooigawa	H,	Nakajima	H,	Ishihara	S,	Ogura	T,	Takeda	R,	Kurita	H:	Symptomatic	regrowth	of	a	small	intracranial	
aneurysms	that	had	ruptured	and	completely	thrombosed.	Interdiscipl	Neurosurg	2:	103-104,	2015

④ Ooigawa	H,	Morikawa	E,	Takeda	R,	Ikeda	T,	Kurita	H:	Partially	thrombosed	giant	aneurysm	arising	from	a	distal	
anterior	inferior	cerebellar	artery-posterior	inferior	cerebellar	artery	variant.	Interdiscipl	Neurosurg	2:	123-125,	
2015

⑤ 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

⑥ 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.

⑦ 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	review	of	
literatures.	Childs	Nerv	Syst.	31(3):449-55,	2015

⑧ 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,	2015

⑨ Neki	H,	Caroff	J,	Jittapiomsak	P,	Benachour	N,	Mihalea	C,	 Ikka	L,	Moret	J,	Spelle	L.	Patency	of	 the	anterior	
choroidal	artery	covered	with	a	flow-diverter	stent.	Innovative	Neurosurgery.	May	3(1-2):43-37.	2015

⑩ Kohyama	S,	Yamane	F,	 Ishihara	H,	Uemiya	N,	 Ishihara	S.	Rupture	of	an	aneurysm	of	the	superior	cerebellar	
artery	feeding	a	dural	arteriovenous	fistula.	J	Stroke	Cerebrovascular	Dis;24(5):	e105-7,	2015

【総数：論文 18 件，講演 23 件，国際学会発表 29 件，国内学会発表 105 件】
6-2．獲得研究費

1．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）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）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）

4．文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 15K10369：髄液中腫瘍由来 free	DNA	による小児～若
年者脳幹グリオーマの遺伝子異常の検索．（主任研究者：安達淳一）

5．AMED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．AMED 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
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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：斉藤延人，分担研究者：西川亮）
8．AMED 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

恭吾，分担研究者：西川亮）
9．AMED 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：原純一，分担研究者：西

川亮）
10．AMED 委託費：TERT を標的とした新規阻害剤の悪性脳腫瘍に対する臨床応用を目指した研究（主任研究者：

市村幸一，分担研究者：西川亮）
11．厚生労働科学研究費　難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）：多彩な内分泌異常を生じる遺

伝性疾患（多発性内分泌腫瘍症およびフォンヒッペル・リンドウ病）の実態把握と診療標準化の研究．（主任研
究者：櫻井晃洋，分担研究者：西川亮）

12．2015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）

13．2015 年度・日高プロジェクト：頭部外傷に伴う頭頸部血管損傷の検討．（研究者：中島弘之）
14．学内グラント：　27	B-1-05	悪性グリオーマに対する放射線増感による新規治療法の開発（研究者：三島一彦）

6-3．受賞
（1）栗田浩樹：Best	Doctors	in	Japan	2014-2015,	2016-2017
（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

6-4．特許・実用新案
埼医特 27-013
出願番号：PCT/JP2015/085435
発明の名称：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

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
（1）第 4 回脳卒中外科手術手技セミナー　須賀川　2015.5.10-31（会長：栗田浩樹）
（2）第 4 回武蔵野脳卒中外科カンファレンス　大宮　2015.11.12（会長：栗田浩樹）
（3）第 3 日高脳血管障害セミナー　坂戸　2016.3.30（会長：栗田浩樹）
（4）第 14 回　新都心神経内視鏡症例検討会　神田　2015.4.18（会長：石原正一郎）
（5）第 45 回　西関東 NeuroIVR セミナー　大宮　2015.5.23（会長：石原正一郎）
（6）軽井沢神経内視鏡フォーラム　軽井沢　2015.5.7-8（会長：石原正一郎）
（7）MAM	Japan	2015（脳血管内医療国際セミナー）,　東京　2015.9.24-26（会長：石原正一郎）
（8）	第 46 回　西関東 NeuroIVR セミナー　大宮　2015.11.28（会長：石原正一郎）
（9）第 15 回　新都心神経内視鏡症例検討会　神田　2015.12.12（会長：石原正一郎）

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，4 名の初期研修
医を受け入れ，後期研修医が 3 名入局し，他大学から臨床フェローを 3 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
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い，全国的にもいわば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）
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．
来年度は外国人医師を臨床修練士として受け入れ，国際化の第一歩を踏み出す所存である．（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：研究主任：組織移植，頭頚部再建，マイクロサージャ
　　　　　　　　　　　　　　　		リー：医学博士
横川秀樹（YOKOGAWA,	Hideki）：講師：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）：後期研修医

2．教育
2-1．目的・目標：形成外科一般の学生教育は埼玉医大病院で行っており，当科単独では行っていない．研修医も通
常は埼玉医大病院で形成外科の研修を行う．当科は主に頭頸部腫瘍科と診療をともにしているため，頭頸部腫瘍科を
学ぶ学生・研修医に，頭頸部再建について基本的な点を理解してもらう．また，乳腺腫瘍科との合同手術も多く，乳
腺腫瘍科を学ぶ学生・研修医に再建手術を見学，理解してもらう．その他，救急部や骨軟部腫瘍科からも組織欠損の
修復依頼があり，同様に学生の教育に役立てている．なお，現在当科には大学院生はいない．
2-2．教育内容（担当者）：頭頸部再建（横川秀樹・中塚貴志）
　乳房再建（廣川詠子（乳腺腫瘍科に属している形成外科医））
2-3．達成度：頭頸部再建，乳房再建，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
3-1．①目的・目標：舌再建における機能低下のリスク因子の解析を行う
②目的・目標：深下腹壁動脈穿通枝皮弁（DIEP	flap）の血行動態に対する，光イメージング装置（拡散光スペクト

ロスコピー）の有用性を検討する
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①横川秀樹（多施設共同研究：舌再建術後の機能に対するリスク因子解析）
②横川秀樹（深下腹壁動脈穿通枝皮弁（DIEP	flap）の血行動態に対する，光イメージング装置（拡散光スペクトロ

スコピー）の有用性に関する検討
3-3．研究内容と達成度：①静岡県立静岡がんセンター再建・形成外科を代表機関として進めている上記多施設共同

研究に参加し，舌再建における機能低下のリスク因子の解析を行う．当院におけるデータの収集は終了している．
②深下腹壁動脈穿通枝皮弁（DIEP	flap）の血行動態を，光イメージング装置（拡散光スペクトロスコピー）を用い

て測定する．データの収集はおおむね終了している．
3-4．自己評価と次年度計画：①データの収集は終了し，代表機関にて解析中である．
②データの収集はおおむね終了し，次年度に解析を行う．

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 27 年度の新患数は 308 名，入院患者数 76 名，入院
手術数 262 件，外来手術数 24 件，総手術数 286 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．75 例程度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．人工物から穿通枝皮弁まで，多岐の方法による乳房再建も施行しており，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．
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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

国際形成外科学会	（ICOPLAST）	理事	 中塚貴志
アメリカ形成外科学会（ASPS）国際会員	 中塚貴志
日本形成外科学会評議員・国際委員会委員長	 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
日本創傷外科学会理事・倫理委員会委員長	 中塚貴志
日本形成外科手術手技学会理事　　　　	 中塚貴志
日本頭蓋顎顔面外科学会監事　　　	 中塚貴志
日本美容外科学会評議員	 中塚貴志
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会評議員	 中塚貴志
日本創傷治癒学会評議員	 中塚貴志
日本外科系連合学会評議員・教育学術委員	 中塚貴志
日本抗加齢医学会評議員	 中塚貴志
Journal	of	Plastic	Surgery	and	Hand	Surgery,	Co-Edito		 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
日本頭頸部癌学会学会誌編集委員会（担当理事）	 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中塚貴志：血管柄付き遊離組織移植術　「特集　わが国の形成外科とその進歩」　　
　日本医師会雑誌　145:459-462,	2016
②中塚貴志：米国形成外科学会（ASPS）との MOU 締結　―日本形成外科学会の国際連携の幕開け―
　形成外科　59:294-297,	2016
著書（単行本）
③中塚貴志（編集）：専門医取得に必要な形成外科手技 36	口頭試問への対策　上・下巻
　克誠堂　2015 年 12 月　東京
学会発表
④横川秀樹　石川昌一　中塚貴志　菅澤正：頬粘膜癌切除および遊離腹直筋皮弁による再建術後に発生した後天性

血友病 A の一例．第 58 回日本形成外科学会総会・学術集会，京都市，2015/4/9
⑤横川秀樹　石川昌一　池大官　廣川詠子　中塚貴志：当科で再建した 22 例の縦隔炎・胸骨骨髄炎の検討．第

21 回日本形成外科手術手技学会，埼玉，2016/2/13
⑥石川昌一　横川秀樹　中塚貴志：人工血管置換術後の縦隔洞炎に対し大網弁と血管吻合付加腹直筋皮弁の移植術

を施行した 1 例．第 42 回日本マイクロサージャリー学会学術集会，埼玉，2015/11/27
⑦池大官　廣川詠子　横川秀樹　石川昌一　大崎昭彦　中塚貴志：TRAM	flap による乳房再建の部分壊死に対し遊

離真皮脂肪移植による修正術を行った一例．第 21 回日本形成外科手術手技学会，埼玉，2016/2/13
⑧中塚貴志：　教育講演　「頭頸部再建の魅力と成功の秘訣」　第 21 回日本形成外科手術手技学会　2016 年 2 月

13 日　さいたま市
【総数：論文 2 篇，学会発表 5 回】

6-2．獲得研究費：　　該当せず
6-3．受賞　　　　　　該当せず
6-4．特許，実用新案　該当せず
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当せず

7．自己点検・評価
　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
部腫瘍科，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，舌再建における機能低下のリスク因子の解析，および深下腹壁動脈穿通枝皮弁（DIEP	flap）
の血行動態に対する光イメージング装置（拡散光スペクトロスコピー）の有用性を研究しており，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：代表指導教員：小児循環器病学：医学博士
小林俊樹（KOBAYSHI,	Toshiki）：教授：診療副部長：小児循環器病学：医学博士
松永保（MATSUNAGA,	Tamotsu）：非常勤講師：小児循環器病学：医学博士
葭葉茂樹（YOSHIBA,	Shigeki）：助教：外来医長：小児循環器病学
小島拓朗 KOJIMA,	Takuro）：助教：病棟医長：小児循環器病学
白石昌久（SHIRAISHI,	Masahisa）：助教：小児循環器病学
小柳喬幸（YANAGI,	Takayuki）：助教：小児循環器病学
戸田紘一（TODA,	Kouichi）：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

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．小児期心筋症の心電図学的抽出基準，心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的検査を反映した診療ガイドラ

イン作成に関する研究
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

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
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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 26 例，心臓術

前術後のカテーテル治療 65 例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，学術委員会委員，蘇生科学委員会副委員長，保健委員会委員，

薬事委員会委員，プログラム委員会委員，総務委員会委員，将来計画委員会委員，広報交流委員会委員，心奇形
形態登録委員会委員，保険診療委員会医療機器委員，臓器移植委員会委員

2．日本不整脈心電学会：学術諮問委員会委員，認定心電検査技師認定委員会委員長，用語委員会委員，デバイス
委員会委員，健康保険委員会委員，専門医認定制度委員会委員，総務委員会委員，植込み型デバイス関連社会問
題対策委員会委員，カテーテルアブレーション委員会委員，

3．日本循環器学会：専門医誌編集委員会委員，心臓移植適応検討小委員会委員，小児・成人先天性心疾患部会委員，
専門医制度認定試験委員会委員，蘇生科学小委員会オブザーバー

4．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
価委員会外部評価委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　論文

① Yokota	S,	Itoh	Y,	Morio	T,	Sumitomo	N,	Daimaru	K,	Minota	S.	Macrophage	Activation	Syndrome	in	Patients	with	
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Systemic	Juvenile	Idiopathic	Arthritis	under	Treatment	with	Tocilizumab.	J	Rheumatol.	2015;42（4）:712-22
② Harrell	DT,	Ashihara	T,	 Ishikawa	T,	Tominaga	I,	Mazzanti	A,	Takahashi	K,	Oginosawa	Y,	Abe	H,	Maemura	K,	

Sumitomo	N,	Uno	K,	Takano	M,	Priori	SG,	Makita	N.	Genotype-dependent	differences	in	age	of	manifestation	and	
arrhythmia	complications	in	short	QT	syndrome.	Int	J	Cardiol.	2015;190:393-402.

③ Kojima	T,	Yasuhara	J,	Kumamoto	T,	Shimizu	H,	Yoshiba	S,	Kobayashi	T,	Sumitomo	N.	Usefulness	of	the	Red	Blood	
Cell	Distribution	Width	to	Predict	Heart	Failure	in	Patients	with	a	Fontan	Circulation,	Am	J	Cardiol.	2015;116

（6）:965-8
④ Yokota	S,	 Itoh	Y,	Morio	T,	Origasa	H,	Sumitomo	N,	Tomobe	M,	Tanaka	K,	Minota	S.	Tocilizumab	in	systemic	

juvenile	 idiopathic	arthritis	 in	a	real-world	clinical	setting:	results	from	1	year	of	postmarketing	surveillance	
follow-up	of	417	patients	in	Japan.	Ann	Rheum	Dis.	2016	（in	press）

⑤ Kumamoto	T,	Sumitomo	N,	Kobayashi	K,	Yasuhara	J,	Shimizu	H,	Yoshiba	S:	Implantation	of	 ileofemoral	stents;	
A	novel	approach	for	a	bilateral	occlusion	of	the	iliofemoral	vein	in	a	patient	with	a	Glenn’ s	operation,	Heart	
Rhythm	Case	Reports,	2016;	2（2）:138-141

⑥ Sumitomo	N.	Clinical	features	of	long	QT	syndrome	in	Children,	Circ	J,	2016;	80（3）:	598-600,	
⑦ Sumitomo	N.	Current	 topics	 in	catecholaminergic	polymorphic	ventricular	 tachycardia,	J	Arrhythm	21;	（in	

press）,	2016
⑧ Naokata	Sumitomo:	Key	Note	of	Joint	Session	AEPC	and	JSPCCS:	Screening	and	prevention	of	sudden	cardiac	

death	in	the	general	paediatric	population,	AEPC	2015,	Prague,	Czech,	2015.5.	21
⑨ Naokata	Sumitomo：Current	topics	of	cathecolaminergic	polymorphic	ventricular	 tachycardia,	JHRS	&	JSE	

2015,	Tokyo,	2015.7.30
⑩ Naokata	Sumitomo:	Invited	Lecture;	Challenges	of	LQTS	in	children,	 In	Genetics	7:	Latest	 in	the	Clinical	and	

Genetic	Aspects	of	congenital	LQTS,	8th	APHRS	Scientific	Sessions	2015,	Melbourne,	Australia,	2015.11.21
【総数：論文	9	件，総説著書 12 件，学会発表	30	件，講演	18	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，大野　聖子，市田　蕗子，住友直方，長嶋正實，緒方　裕光，堀江稔，蒔田直昌，牛ノ濱大也，
田内宣生，佐藤誠一，高橋秀人，岩本眞理，太田邦雄，立野　滋，小垣　滋豊，野村裕一：小児期心筋症の心電
図学的抽出基準，心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的検査を反映した診療ガイドライン作成に関する研究

（H27- 難治等（難）- 一般 -019）
3．小林俊樹，葭葉茂樹 :	厚生労働科学研究費補助金「治験推進研究事業」医師主導治験	肺動脈ステント	番号	

CCT-C-2522　	
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　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が，さらに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努力する．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，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．しかし，現在の医療スタッフが
少なく，体制を維持することは極めて困難な状況にある．他施設に働きかけ，積極的にスタッフの増員を計る努力も
必要である．
　医学部学生教育に関しては，毎週の BSL 学生に対し，懇切丁寧にクルズスを行い，学生からの評判も上々である．
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今後，学内からのスタッフが定着するよう努力する．
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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）,	国際医療センター副院長 , 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：先天性心疾患の外科治療 , 複雑心奇形手術 , ハイブリッド手術 ,
枡岡　歩（MASUOKA,	Ayumu）: 准教授 , 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：先天性心疾患の外科治療 , 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：先天性心疾患の外科治療
保土田健太郎（HOTODA,	Kentaro）: 助教 , 医学博士
　　　　　　　　　　　　　　　　		専門領域：先天性心疾患の外科治療
岡田公章（OKADA,	Kimiaki）: 助教 , 医学博士
　　　　　　　　　　　　　		専門領域：先天性心疾患の外科治療
加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）: 教授 , 保健医療学部学部長 , 医学博士
　　　　　　　　　　　　　　　			専門領域：先天性心疾患の外科治療

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，常に新しい手術方法に
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患者を前に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臨床と研究両面の教育を行う．
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と論文作
成が進んでいる .
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常に 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 .	臨床研究とし
てはこの分野での研究を行う .また新しい手術方法の開発にも取り組む .基礎研究としては iPS細胞を用いてファロー
四徵症の発生に迫る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

＊近赤外線による脳内酸素濃度の測定を用いた , 脳分離体外循環や超低体温循環停止等特殊体外循環中の脳保護の
研究 .

＊左心低形成症候群に対する Hybrid 治療戦略の改良 .
＊ iPS 細胞技術を用いた発生分化異常であるファロー四徴症の病因解明 .
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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 .
　ファロー四徴症の患者から採取した胸腺細胞を用いて iPS 細胞の誘導に成功した .
3-4．自己評価と次年度計画
　脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている .Hybrid 治療は継続中である . 誘導に成功した iPS 細胞を
用いてファロー四徴症の病因解明を行う .

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
108 例で , 全手術が 181 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）
　Heart	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理事（鈴木）
　日本小児循環器学会医療安全委員会委員長（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認定機構委員（鈴木）

6. 業績
6-1．論文・学会発表
学会発表

①枡岡　歩，細田隆介，保土田健太郎，宇野吉雅 ,	加藤木利行，鈴木孝明
虚血性大腸炎による心内 bubble により開心術の延期を余儀なくされた 1 例
第 168 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2015/6/27

②枡岡　歩 ,	細田隆介 ,	保土田健太郎 ,	宇野吉雅 ,	加藤木利行 ,	住友直方 ,	鈴木孝明
当院における先天性心疾患・小児例へのペーシングデバイス治療の現況 .	
第 51 回小児循環器学会総会・学術集会　2015/7/17

③宇野吉雅 ,	鈴木孝明 ,	枡岡　歩 ,	細田隆介 , 加藤木利行
Fontan 術後遠隔期における凝固・線溶系機能の変化は施設間で異なるか ?　2 施設における経験と今後の課題に
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ついて
第 51 回小児循環器学会総会・学術集会　2015/7/18

④岡田公章，保土田健太郎，宇野吉雅，枡岡歩，鈴木孝明
異なる経過を辿った第Ⅴ大動脈弓遺残を合併した大動脈弓離断の 2 手術例
第 169 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2016/3/12

⑤ Kentaro	Hotoda,	Ayumu	Masuoka,	Yoshimasa	Uno,	Shunsuke	Yamagishi,	Toshiyuki	Katogi,	Takaaki	Suzuki
Influence	of	bidirectional	cavopulmonary	anastomosis	on	the	atrioventricular	valve	 in	patients	with	functional	
single	ventricle
The	Joint	Conference	On	Advances	In	Congenital	Cardiovascular	Desease	2015/9/19

⑥ Y	Uno,	T	Suzuki,	K	Okada，K	Hotoda,	A	Masuoka,	T	Katogi.
体肺	shunt へのアプローチ，　Median	or	Thracotomy?	‐Median	approach-		
第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会	2015/10/19

⑦ A	Masuoka，K	Okada，K	Hotoda,	Y	Uno,	T	Katogi,	T	Suzuki
The	complication	of	Atrial	Septal	Defect	closure	:	device	closure	or	surgery?
第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会	2015/10/20

⑧保土田健太郎，岡田公章，宇野吉雅，枡岡歩，鈴木孝明
内臓逆位を伴う TGA,{I,L,L},PS,VSD, 右胸心に対して Half-turned	truncal	switch 手術を実施した 1 例
第 169 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会	2015/11/7

⑨保土田健太郎，鈴木孝明，大木寛生，三浦大（都立小児）
広範な僧帽弁前尖逸脱に対する二弁口化手術（edge-to-edge	repair）を実施した 3 例の　長期遠隔成績
小児循環器学会 2015	2015/07

論文
⑩ 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	2015;23（7）:866-8
【総数：論文 1 件，学会発表 10 件】

6-2．獲得研究費
　平成 27 年度科研費
　ヒト	iPS 細胞を用いたファロー四徴症発生分化異常の解明
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　卒前教育における講義 ,BST については , 与えられた時間内としては十分に出来たと思われる . 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 . 今年度は手術症例数が増加したが，
今後更なる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，特に英文論文を増やしていきたいと考えている．
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3．19）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：指導教員（大学院）：小児がん・血液疾患：博士
渡辺温子（WATANABE,	Atsuko）：講師：小児がん・血液疾患：博士

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を継続して
いる．
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以上レベルである．
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：

・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
27 年度からの新規研究：
　・胸膜肺芽腫患児を発端とした DICER1	syndrome 家系のエクソーム解析
　・ifosphamide 療法時の脳症発症と神経学的諸検索結果の経時的変化に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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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
　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）
　当院当科は「小児血液・がん専門医研修認定施設」に認定されている．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
　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
　該当なし．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①田中竜平，渡辺温子，若年成人肉腫例の白赤芽球症および播種性骨髄がん腫症：臨床病理学的検討，第 53 回日
本癌治療学会，2015，京都，ポスター

②渡辺温子，田中竜平，Various	complaints	of	childhood	cancer	survivor	during	long-term	follow	up.，第 77 回日
本血液学会，2015，金沢，ポスター

③堀田奈緒美，田中竜平，渡辺温子，多発性骨病変を認め BRAFV600E 変異が特定されたランゲルハンス細胞組織
球症の 1 例，第 57 回日本小児血液・がん学会，2015，甲府，ポスター

④小髙哲郎，田中竜平，他，埼玉医科大学関連 2 施設で治療した症に卵巣悪性腫瘍の 3 例，第 57 回日本小児血液・
がん学会，2015，甲府，ポスター

⑤田中竜平 , 小児がん：白血病 / リンパ腫 .	（日本臨床腫瘍学会	編）新臨床腫瘍学 .	南江堂 ,	pp519-423,	2015
⑥田中竜平 , 小児がん治療における悪心・嘔吐にどのような対処をするか .	（日本癌治療学会	編）. 制吐薬適正使用

ガイドライン .	金原出版 ,	pp79-81,	2015
【総数：論文　2 件，学会発表　4 件】

6-2．獲得研究費
　学内グラント：ifosphamide 療法時の脳症発症と神経学的諸検索結果の経時的変化に関する研究（125 万円 /1 年）
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　現有のスタッフ 2 名のみで 5 床前後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教室運営を行って
いる．業績は不十分であるが今後の人的スタッフの充足に期待したい．
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3．20）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，診療部長：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，診療副部長，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
浅見友梨（ASAMI,	Yuri）：助教：専門医員，：皮膚外科，化学療法，一般皮膚科
今村太一（IMAMURA,	Taichi）：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，その知識がまとめられたとの回答が多く，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）を卒業し，学位を取
得した．
2-4．自己評価と次年度計画

助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，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，次年度に学内の短期留学
制度を利用し，ドイツに留学することが決定した．
　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おり，これを継続発展させる．
次年度計画としては，メラノーマに対する新規薬物治療を中心とした専門的治療を積極的に発展させ，世界をリード
するごとく業績をあげる．

3．研究
3-1．目的・目標
　皮膚腫瘍，とくにメラノーマに関する臨床研究を進め，その研究成果により助教の業績をあげ，その結果として各
種専門医取得をめざす．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① 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）
② CSPOR-malanoma 研究（進行期悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究）

3-3．研究内容と達成度
① JCOG 研究：27 年度よりメラノーマ術後補助療法（インターフェロン）について前向きランダム化試験を施行し，

その有用性を検討する．
② CSPOR 研究：27 年度より進行期メラノーマに対する新しい治療法の 1 つであるニボルマブの有効性評価に関
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する観察研究を開始した．　　　
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．

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関しては，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．遠方からの患者受診も多い．次年度はさらに患者数を増やして規模を拡大し，積極的な診療の展開を進め
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,	Ohara	K,	Kishi	A,	Teramoto	Y,	Sato	S,	Fujisawa	Y,	Fujimoto	M,	Otsuka	F,	Hayashi	N,	Yamazaki	N,	
Yamamoto	A.	Effects	of	non-amputative	wide	 local	excision	on	the	 local	control	and	prognosis	of	 in	situ	and	
invasive	subungual	melanoma.	J	Dermatol,	42（9）:861-6.,	2015

② Sato	S,	Nakamura	Y,	Teramoto	Y,	Yeh	YW,	Maruyama	H,	Nakamura	Y,	Fujisawa	Y,	Fujimoto	M,	Yamamoto	A.	A	
novel	approach	for	 inguinal	 lymph	node	dissection	without	 inguinal	skin	 incision	for	 invasive	extramammary	
Paget	disease.	Dermatol	Ther,	28（6）:351-4,		2015

③Sato	S,	Nakamura	Y,	Shimizu	M,	Yamada	K,	Teramoto	Y,	Yamazaki	N,	Yamamoto	A:	Giant	pedunculated	pilomatrix	
carcinoma	on	the	upper	limb:	A	rare	clinical	appearance.	Eur	J	Dermatol	,25（1）:91-2,	2015

④ 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	,	13（8）:818-20,	2015

⑤ Nakamura	Y,	Teramoto	Y,	Sato	S,	Yamamoto	A.	Current	Surgical	Management	of	Acral	Lentiginous	Melanoma,	
Melanoma	-Current	Clinical	Management	and	Future	Therapeutics.	Edted	by	Murph	M,	InTech,	Croatia,	119-134,	
2015

⑥ Nakamura	Y,	Teramoto	Y,	Sato	Y,	Yamamoto	A.	An	Overview	of	Cytotoxic	Chemotherapy,	Immunotherapy,	and	
Targeted	Therapy	for	Advanced	Cutaneous	Squamous	Cell	Carcinoma.	Frontiers	in	Clinical	Drug	Research	（Anti-
Cancer	Agents）	Volume	2.	Edited	by	Rahman	AU,	Bentham	Science,	26-49,	2015

⑦寺本由紀子，中村泰大，山本明史：皮膚悪性腫瘍：診断の進歩と展望　その他の主な皮膚悪性腫瘍　有棘細胞癌．
Pharma	Medica	6:31-34,	2015

⑧中村泰大，寺本由紀子，佐藤さゆり，山田勝裕，山本明史，関根小弓，藤澤康弘：浸潤性爪甲下悪性黒色腫にお
ける腫瘍－末節骨間最短距離の計測．日本皮膚外科学会雑誌 19（2）：114-115，2015

⑨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
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の 1 例．Skin	Cancer　30（1）：35-39,	2015
⑩中村泰大，寺本由紀子，山本明史：EBM 皮膚疾患の治療 up-to-date　XIII.	悪性腫瘍　3.	BRAF 阻害薬，抗 PD-1

抗体はメラノーマに有効か？宮地良樹編 ,	中外医薬 ,	268-271,	2015
【総数：論文	29	件，学会発表	○ 16 件，講演	14	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：Best	Doctors　in	Japan	2007 年～ 2015 年連続受賞（山本）
6-4．特許，実用新案：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 16 回 2015 年 11 月 12 日・第
17 回 2016 年 3 月 17 日開催）

7．自己点検・評価
　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，全国的に高い評価を受け，遠
方からの患者受診も多くなっている．地域の医療連携もきわめて順調であり，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，研究業績は着実に成果をあげている．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・発展を進めたい．
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3．21）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
　　　　　　　　　　　　　　　（2015.8.31. 付で退職，9.1. 以降　非常勤講師	）
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）
近藤秀幸（KONDO,	Hideyuki）：助教
高松公晴（TAKAMATSU,	Kimiharu）：助教
香久山裕史（KAGUYAMA,	Hirofumi）：助教（2016.1.4. から埼玉医科大学病院より研修）
辻　博隆（TSUJI,	Hirotaka）：助教（2015.4.1. から 2015.7.22. まで防衛医科大学校より研修）
田地一欽（TACHI,	Kazuyoshi）：助教（2015.8.10. から 2015.12.4. まで防衛医科大学校より研修）
杉野智啓（SUGINO,	Tomohiro）：助教（2015.12.7. から 2016.4.9. 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；
渡邊裕子（WATANABE,	Yuko）

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（evidence	based	medicine）が実践できる医師になるべく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
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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
　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 8 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）
・埼玉県北部・西部地域における前立腺がん患者の疫学調査（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）
・腎尿管全摘術が施行された上部尿路上皮癌患者の予後予測因子の検討（城武）
・膀胱全摘術，腎尿管全摘術，経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された尿路上皮癌患者の予後解析（多施設後方視的

観察研究）（城武）
・分子標的治療が施行された転移 / 再発性腎細胞がん患者の予後解析（多施設後方視的観察研究）（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-1α 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．本年度には
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．すでに尿路上皮癌や転移性
腎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．
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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．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．また放射線腫瘍科と
協力し，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ても選択肢が多い．
　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
　なし
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 Impact	of	an	adjuvant	chemotherapeutic	regimen	on	the	clinical	outcome	in	high	risk	patients	with	upper	tract	

urothelial	carcinoma:	a	Japanese	multi-institution	experience.	Shirotake	S,	Kikuchi	E,	Tanaka	N,	Matsumoto	
K,	Miyazaki	Y,	Kobayashi	H,	Ide	H,	Obata	J,	Hoshino	K,	Kaneko	G,	Hagiwara	M,	Kosaka	T,	Kanao	K,	Kodaira	K,	
Hara	S,	Oyama	M,	Momma	T,	Miyajima	A,	Nakagawa	K,	Hasegawa	S,	Nakajima	Y,	Oya	M.		J	Urol.	2015	Apr;193

（4）:1122-8.
② Oral	5-aminolevulinic	acid	mediated	photodynamic	diagnosis	using	fluorescence	cystoscopy	for	non-muscle-

invasive	bladder	cancer:	A	randomized,	double-blind,	multicentre	phase	II/III	study.	Inoue	K,	Anai	S,	Fujimoto	K,	
Hirao	Y,	Furuse	H,	Kai	F,	Ozono	S,	Hara	T,	Matsuyama	H,	Oyama	M,	Ueno	M,	Fukuhara	H,	Narukawa	M,	Shuin	T.	
Photodiagnosis	Photodyn	Ther.	2015	Jun;12（2）:193-200

③ Patient	age	was	an	independent	predictor	of	cancer-specific	survival	in	male	patients	with	upper	tract	urothelial	
carcinoma	treated	by	radical	nephroureterectomy.	Kobayashi	H,	Kikuchi	E,	Tanaka	N,	Shirotake	S,	Miyazaki	Y,	Ide	
H,	Obata	J,	Hoshino	K,	Matsumoto	K,	Kaneko	G,	Hagiwara	M,	Kosaka	T,	Oyama	M,	Nakajima	Y,	Oya	M.	Jpn	J	Clin	
Oncol.	2016	Mar	9.	pii:	hyw028.	[Epub	ahead	of	print]

④Effect	of	reclassification	of	the	IMDC	model	in	patients	with	metastatic	renal	cell	carcinoma	treated	with	targeted	
therapy	in	the	first-line	and	second-line	settings.	Tanaka	N,	Mizuno	R,	Shirotake	S,	Ito	K,	Yasumizu	Y,	Masunaga	A,	
Ito	Y,	Miyazaki	Y,	Hagiwara	M,	Kanao	K,	Mikami	S,	Nakagawa	K,	Momma	T,	Masuda	T,	Asano	T,	Oyama	M,	Oya	M.	
Urol	Oncol.	2016	Mar	31.	pii:	S1078-1439（16）00079-X.	doi:	10.1016/j.urolonc.2016.02.023.	[Epub	ahead	
of	print]

⑤ Impact	of	Second-Line	Targeted	Therapy	Dose	 Intensity	on	Patients	With	Metastatic	Renal	Cell	Carcinoma.	
Shirotake	S,	Yasumizu	Y,	 Ito	K,	Masunaga	A,	 Ito	Y,	Miyazaki	Y,	Hagiwara	M,	Kanao	K,	Mikami	S,	Nakagawa	K,	
Momma	T,	Masuda	T,	Asano	T,	Oyama	M,	Tanaka	N,	Mizuno	R,	Oya	M.	Clin	Genitourin	Cancer.	2016	Mar	24.	pii:	
S1558-7673（16）30068-4.	doi:	10.1016/j.clgc.2016.03.014.	[Epub	ahead	of	print]

（学会発表）
⑥城武卓 ,	菊地栄次 ,	田中伸之 ,	松本一宏 ,	宮崎保匡 ,	小林裕章 ,	井出広樹 ,	小幡淳 ,	星野　桂 ,	金子剛 ,	萩原正幸 ,	

小坂威雄 ,	金尾健人 ,	古平喜一郎 ,	原　智 ,	門間哲雄 ,	宮嶋哲 ,	中川健 ,	長谷川親太郎 ,	中島洋介 ,	大家基嗣 ,	小山
政史：上部尿路上皮癌に対する術後補助化学療法の臨床的意義に関する多施設共同研究　第 103 回日本泌尿器
科学会総会，金沢，2015.04.18

⑦鈴木賢次郎，木村天，花島文成，安水洋太，城武卓，古平喜一郎，小山政史：進行性腎細胞癌に対する 1 次治
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療としてのアキシチニブの使用経験　第 103 回日本泌尿器科学会総会，金沢，2015.04.19
⑧鈴木賢次郎，古賀　章郎，辻　博隆，高松　公晴，近藤　秀幸，安水洋太，城武卓，古平喜一郎，小山政史：進

行性腎細胞癌に対する 2 次治療としての mTOR	inhibitor の使用経験　第 46 回腎癌研究会，品川，2015.07.19
⑨ Shirotake	S,	Kikuchi	E,	Tanaka	N,	Matsumoto	K,	Miyazaki	Y,	Kobayashi	H,	 Ide	H,	Obata	J,	Hoshino	K,	Kosaka	

T,	Kanao	K,	Oyama	M,	Miyajima	A,	Nakagawa	K,	Oya	M	Impact	of	an	adjuvant	chemotherapeutic	regimen	on	
the	clinical	outcome	in	high-risk	patients	with	upper	tract	urothelial	carcinoma:	A	Japanese	multi-institution	
experience,	EAU2016,	Munich,	Germany,	2016.3.17.

⑩ Suguru	Shirotake,	Yota	Yasumizu,	Nobuyuki	Tanaka,	Keiichi	Ito,	Ayako	Masunaga,	Yujiro	Ito,	Yasumasa	Miyazaki,	
Masayuki	Hagiwara,	Kent	Kanao,	Shuji	Mikami,	Ken	Nakagawa,	Tetsuo	Momma,	Takeshi	Masuda,	Tomohiko	
Asano,	Masafumi	Oyama,	Ryuichi	Mizuno,	Mototsugu	Oya,	Clinical	impact	of	the	dose	modification	of	second-line	
targeted	therapy	for	patients	with	metastatic	renal	cell	carcinoma,	EAU2016,	Munich,	Germany,	2016.3.17.

【総数：論文	5	件，学会発表	9	件】
（大学院）	
　該当なし

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
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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．



715

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．22）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，診療部長，教育主任，研究副主任，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，副教育主任，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
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
南　和彦（MINAMI,	Kazuhiko）：	 講師：外来医長：内視鏡手術
林　崇広（HAYASHI,	Munehiro）：	 	助教：医員
27 年 12 月まで
松村聡子（MATUMURA,	Satoko）：	 助教：専門医員
大庭　晋（OOBA,	Susumu）：	 助教：専門医員
井上　準（INOUE,	Hitoshi）：	 助教：専門医員
28 年 1 月から
久場潔実（KUBA,	Kiyomi）：	 助教：専門医員
井上智恵（INOUE,	Chie）：	 助教：医員
27 年 12 月まで
小松赳夫（KOMATU,	Takeo）：		 助教：医員
榎木祐一郎（ENOKI,	Yuuichirou	）：	 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
　本診療科は耳鼻咽喉科のサブスペシャリティである，頭頸部外科，咽頭，喉頭外科領域の学生教育を行うと共に，
附属 3 病院中唯一の頭頸部癌専門医，及び気管食道科専門医認定教育施設として，卒後研修，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，内分泌ユニット中の甲状腺腫瘍及び腫瘍内科学のう
ち頭頸部癌を担当した．

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 , 選択科目の一部としてとして年間
15 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，諸外国に比較し人数も多く，
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く，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と共に，耳鼻咽喉科学の多様
性を認識させることができた．

卒後教育：
　耳鼻咽喉科専門医教育の一環として，頭頸部外科学の研修を担当した．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，理学療法士）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，科内で定期的に抄読会，病棟カンファ，新患検討カンファを行うと共
に，適宜リサーチカンファを開催した．
　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．
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　学外で開催される，研究技術講習会，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
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，研究室の整備は終了し，translational	research	center と協力し，後期研修医を中心
に様々な , 基礎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 日の手術見学のみでは，
十分な理解を得ることが困難であり，引き続き資料等の整備が必要である．選択科目者の BSL では，頭頸部外科学
に関する系統的な講義が不足している．マンパワーも充実指定してきたため，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．
国内外の臨床あるいは研究セミナーに，積極的に若手医師を参加させたい．
2-4．自己評価と次年度計画
　埼玉医科大学で頭頸部外科治療を行っているのは当科のみであり，大学病院，川越医療センター所属の研修医の頭
頸部外科教育のため，相互に研究会を開催し交流を開始した．28 年度より，専門医制度の改革をふまえて，後期研
修中に当科での 1 年前後の研修を義務化し，3 病院の交流も始まった．当科は特殊な病院で有り，専門医教育プログ
ラムでは，関連施設として，大学病院，総合医療センター，東京大学，帝京大学のプログラムに参加した．
　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，初期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
　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，榎木
　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
　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，榎木
　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
　遺伝子メチル化と抗がん剤感受性の相関：菅澤，小柏，井上
　遠赤外線測定による，腫瘍の悪性度評価，抗がん剤感受性 : 菅澤，小柏，大庭
　“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
引き続き進行中である．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
　7F にて，免疫染色等の基礎実験を行える事件設備等の設置が完了し，研究体制が確立し，免疫染色，遺伝子解析
を中心に多くの基礎研究の種がまかれ，進行中である．
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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．新患総数 1259 名で，新規入院患者 614 名，手術件数は 391 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，病診連携の確立に引き続き努力している．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．

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アドバイザー
　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
　日本口腔咽頭学会評議員

6．業績
6-1．論文，学会発表

代表論文
① Mitsuhiko	Nakahira,	Naoko	Saito,	and	Masashi	Sugasawa.	

"Extratemporal	Malignant	Nerve	Sheath	Tumor	of	Facial	Nerve	with	Coexistent	 Intratemporal	Neurofibroma	
Mimicking	Malignant	Intratemporal	Extension,"	Case	Reports	in	Otolaryngology,	vol.	2015,	Article	ID	790941,	5	
pages,	2015.	doi:10.1155/2015/790941.

② Mitsuhiko	Nakahira	and	Hiroaki	Nakatani,	 “Extravasation	Mucocele	Arising	 from	a	Lingual	Thyroglossal	
Duct	 Remnant,”	 Case	 Reports	 in	 Otolaryngology,	 vol.	 2015,	 Article	 ID	 326251,	 4	 pages,	 2015.	
doi:10.1155/2015/326251

③ 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	Mar-Apr;36（2）:306-9.	doi:	10.1016/j.amjoto.2014.11.010.	Epub	2014	Dec	2

④ Kogashiwa	Y,	Sakurai	H,	Akimoto	Y,	Sato	D,	Ikeda	T,	Matsumoto	Y,	Moro	Y,	Kimura	T,	Hamanoue	Y,	Nakamura	T,	
Yamauchi	K,	Saito	K,	Sugasawa	M,	Kohno	N.
Sentinel	Node	Biopsy	 for	 the	Head	and	Neck	Using	Contrast-Enhanced	Ultrasonography	Combined	with	
Indocyanine	Green	Fluorescence	in	Animal	Models:	A	Feasibility	Study.
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PLoS	One.	2015	Jul	10;10（7）:e0132511
⑤ Junya	Nojima,	Mitsuhiko	Nakahira,	Hiroshi	Yamaguchi,	Shoichiro	Kokabu,	Tetsuya	Yoda,	Masashi	Sugasawa

An	extremely	rare	salivary	gland	tumor:	intraductal	carcinoma	of	the	buccal	mucosa
Int	Canc	Conf	J　January	2016,	Volume	5,	Issue	1,	pp	53-56
DOI	10.1007/s13691-015-0225-7

⑥ Kuba	K,	Inoue	H,	Hayashi	T,	Matsumura	S,	Minami	K,	Takajo	H,	Morita	K,	Nakahira	M,	Sugasawa	M.Laryngeal	
osteosarcoma:	case	report	and	literature	review.

　Head	Neck.	37（2）:E26-9　2015
⑦ Kazuhiko	Minami,	Masashi	 Sugasawa:	Metastatic	 renal	 cell	 carcinoma	of	 the	nasopharynx.	 Edorium	 J	

Otolaryngol	2;20-23,	2015.
⑧ Kazuhiko	Minami,	Tomoyuki	Haji:	 Intranasal	 topical	estrogen	 in	the	management	of	epistaxis	 in	hereditary	

hemorrhagic	telangiectasia.	Acta	Oto-Laryngologica	DOI:10.3109/00016489.2015.1129070
⑨南和彦，久場潔実，松村聡子，林崇弘，中平光彦，菅澤正，山口浩，高柳奈津子

当院における鼻副鼻腔 Solitary	Fibrous	Tumor3 例の検討
日耳鼻　118:	875-881,	2015

⑩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

【総数：論文 , 分担執筆　18 編（内英文 8 編），学会研究会発表	19 回（内シンポ 3 回）】
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：169 万
　　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　研究代表者：117 万
　　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
　平成 27 年度　日高研究プロジェクト：70 万
　　遺伝子のメチル化解析による喉頭癌に対する放射線治療の効果予測について
　南和彦　平成 27 年度　日高研究プロジェクト：115 万円
　　口腔がんにおけるヒト乳頭腫ウイルスの関与に関する臨床研究
　大庭晋　平成 27 年度　日高研究プロジェクト：55 万円

頭頸部腫瘍に対する光イメージング装置（拡散光スペクトロスコピー）を用いた良悪性診断，薬物治療モニタリ
ングの有用性に関する検討

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

2015/10/2　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た結果，内外から
人材を確保する事ができた．研究室等の研究基盤作りは完成し，現在多くの基礎臨床研究が展開中である．
　先進医療にも取り組んでおり，現在我が国で施行されている，頭頚部癌治療手技のほぼ全てを施行可能で，患者に
応じた適切な医療を選択している．開院後 9 年が経過し，各分野の長期の治療成績を検討した結果，いずれの分野
でも標準以上の治療成績であった．今後，当院ならではの特徴を強く打ち出したい．
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3．23）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
島　友子（SHIMA,	Tomoko）助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医，富山大学派遣
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（臨床フェロー）：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
小笠原仁子（OGASAWARA,	Aiko）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
佐藤　翔（SATOH,	Sho）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

2．教育
2-1．目的・目標

婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）として，産婦人科の婦人科腫瘍以外の分野を担当する埼玉医科大学病院の産
婦人科の一員として，綿密な連携のもとで，婦人科悪性腫瘍に特化した教育を担当する．

卒然教育の目標は，婦人科悪性腫瘍全般知識と主たる疾患（子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌，外陰癌，絨毛癌など）の病態・
疫学・診断・治療に関する知識を体系的に理解させることにある．また，婦人科悪性腫瘍に対する手術療法を遂行す
るに必要な解剖を講義・BSL を通じて理解させる．

卒後教育では，婦人科悪性腫瘍患者の診断治療を担当し，それぞれの技量を高めることを目標とする．特に後期研
修医は日本産科婦人科学会専門医，修練医は日本婦人科腫瘍学会専門医取得に必要な教育カリキュラムを達成するこ
とを目標とする．
2-2．教育内容

藤原，長谷川が全体講義を，長谷川，吉田，黒崎，島，今井，藪野，宮坂，小笠原，矢野，佐藤が 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．
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，小笠原，矢野，佐藤が，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．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
た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．
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3．研究
3-1．目的・目標

婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米国 Gynecologic	Oncology	Group（GOG）との国際共同試験
・GOG213 試験　（プラチナ感受性再発症例に対する Bevacizumab の有用性を検討する，我が国初の先進医療 B 制

度を用いた国際共同第Ⅲ相比較試験）
・GOG237 試験　（AGC に対する MN タンパクの診断的意義を検証する研究）
・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）
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）
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
・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）
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（GOTIC-001	iPocc 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．症例登録も進み，国際共同試験としての位置づけも確立
させたので，登録が順調に進み残すところ 80 例あまりとなった．大学の RA センターの支援も十分いただけるよう
になったので，運営が楽になった．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．

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 を合意し検体の搬送が始まった．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
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
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　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　13
学会発表数　16
①	 Matsuo	K,	Yoshino	K,	Hasegawa	K,	Murakami	R,	 Ikeda	Y,	Adachi	S,	Hiramatsu	K,	Yokoyama	T,	Nishimura	M,	

Sheridan	TB,	Enomoto	T,	Fujiwara	K,	Matsumura	N,	Konishi	 I,	Fotopoulou	C,	Roman	LD,	Sood	AK.	 	Survival	
outcome	of	stage	 I	ovarian	clear	cell	carcinoma	with	 lympho-vascular	space	 invasion.	 	Gynecol	Oncol.	2015	
;136(2):198-204

②	 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.	2015	Apr;33(2):332-40.

③	 Ikeda	Y,	Hasegawa	K,	Kurosaki	A,	Miyara	A,	Hanaoka	T,	Shintani	D,	Imai	Y,	Nishikawa	T,	Oda	K,	Fujiwara	K.	The	
Risk	of	Ovarian	Malignancy	Algorithm	(ROMA)	as	a	Predictive	Marker	of	Peritoneal	Dissemination	in	Epithelial	
Ovarian	Cancer	Patients.	Oncol	Res	Treat.	2015;38(6):276-81.	doi:	10.1159/000430858.	Epub	2015	May	19.

④	 Uehara	Y,	Oda	K,	 Ikeda	Y,	Koso	T,	Tsuji	S,	Yamamoto	S,	Asada	K,	Sone	K,	Kurikawa	R,	Makii	C,	Hagiwara	O,	
Tanikawa	M,	Maeda	D,	Hasegawa	K,	Nakagawa	S,	Wada-Hiraike	O,	Kawana	K,	Fukayama	M,	Fujiwara	K,	Yano	T,	
Osuga	Y,	Fujii	T,	Aburatani	H.	Correction:	Integrated	Copy	Number	and	Expression	Analysis	Identifies	Profiles	of	
Whole-Arm	Chromosomal	Alterations	and	Subgroups	with	Favorable	Outcome	in	Ovarian	Clear	Cell	Carcinomas.	
PLoS	One.	2015	Jul	6;10(7):e0132751.	doi:	10.1371/journal.pone.0132751.	eCollection	2015.	No	abstract	
available.	

⑤ Matsuo	K,	Hasegawa	K,	Yoshino	K,	Murakami	R,	Hisamatsu	T,	Stone	RL,	Previs	RA,	Hansen	JM,	Ikeda	Y,	Miyara	
A,	Hiramatsu	K,	Enomoto	T,	Fujiwara	K,	Matsumura	N,	Konishi	I,	Roman	LD,	Gabra	H,	Fotopoulou	C,	Sood	AK.	
Venous	thromboembolism,	 interleukin-6	and	survival	outcomes	 in	patients	with	advanced	ovarian	clear	cell	
carcinoma.	Eur	J	Cancer.	2015	Sep;51(14):1978-88.	doi:	10.1016/j.ejca.2015.07.012.	Epub	2015	Jul	31.

⑥ Jang	M,	Yew	PY,	Hasegawa	K,	 Ikeda	Y,	Fujiwara	K,	Fleming	GF,	Nakamura	Y,	Park	JH.	Characterization	of	
T	cell	 repertoire	of	blood,	 tumor,	and	ascites	 in	ovarian	cancer	patients	using	next	generation	sequencing.	
Oncoimmunology.	2015	Apr	14;4(11):e1030561.	eCollection	2015	Nov.

⑦ Nagao	S,	 Iwasa	N,	Kurosaki	A,	Nishikawa	T,	Hanaoka	T,	Hasegawa	K,	Fujiwara	K.	The	Efficacy	of	Low-Dose	
Paclitaxel	Added	 to	Combination	Chemotherapy	of	Carboplatin	and	Gemcitabine	or	Pegylated	Liposomal	
Doxorubicin.	Int	J	Gynecol	Cancer.	2016	Mar;26(3):443-8.

⑧ Kurosaki	A,	Hasegawa	K,	Kato	T,	Abe	K,	Hanaoka	T,	Miyara	A,	O'Shannessy	DJ,	Somers	EB,	Yasuda	M,	Sekino	
T,	Fujiwara	K.	Serum	folate	receptor	alpha	(FRA)	as	a	biomarker	for	ovarian	cancer:	Implications	for	diagnosis,	
prognosis	and	predicting	its	local	tumor	expression.	Int	J	Cancer.	2015	Nov	23.	doi:	10.1002/ijc.29937.	[Epub	
ahead	of	print]

⑨ Bonneterre	J,	Hutt	E,	Bosq	J,	Graham	JD,	Powell	MA,	Leblanc	E,	Fujiwara	K,	Herzog	TJ,	Coleman	RL,	Clarke	CL,	
Gilles	EM,	Zukiwski	AA,	Monk	BJ.	Development	of	a	technique	to	detect	the	activated	form	of	the	progesterone	
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receptor	and	correlation	with	clinical	and	histopathological	characteristics	of	endometrioid	adenocarcinoma	of	
the	uterine	corpus.	Gynecol	Oncol.	2015	Sep;138(3):663-7.	

⑩ Yoshida	H,	Yabuno	A,	Fujiwara	K.	Critical	appraisal	of	bevacizumab	in	the	treatment	of	ovarian	cancer.		Drug	Des	
Devel	Ther.	2015	Apr	28;9:2351-8.

6-2．獲得研究費
　藤原恵一

　研究開発課題名：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
　課題管理番号：15lk0201004h0004
　獲得金額	全研究開発費：62,608,000 円	　	直接経費　48,160,000 円	　	間接経費		14,448,000 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
　埼玉医科大学婦人科腫瘍セミナー

7．自己点検・評価
開設 9 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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3．24）歯科・口腔外科

1．構成員
坂田康彰（SAKATA,	Yasuaki）：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．目的・目標
　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．研究グループ（研究プロジェクト）
　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．研究内容と達成度
　各施設での肺炎発生率等を後方視的に解析中
3-4．自己評価と次年度計画
　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，術前外来と連携し，周術期口腔機能管理を中心に行っている．今後も，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　
5-1．埼玉県医科歯科連携推進委員会委員．
5-2，5-3　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書　	学会発表　1 件

①医師および看護師にたいしての口腔ケアに関する意識調査　○坂田康彰　佐野良恵　長谷川真奈　第 12 回日本
口腔ケア学会学術大会　下関　2015 年

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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3．25）リハビリテーション科

1．構成員
牧田　茂（MAKITA,Shigeru）：教授：運営責任者 : 研究主任：診療部長：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：教育主任：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，教育員：診療副部長：大学院教員：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，脳卒中リハ（高橋担当）と運動生理・運動負荷試験である（牧
田，内田担当）．さらに，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：

内田担当）（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．

3 年生を対象に臨床入門として，リハビリテーション（療法士）の実施場面の見学を実施した．また 2 年生が医師
業務見学として半日リハビリテーション科の診療を見学した．
「卒後教育」，「大学院教育」：今年度該当者はいなかった．

2-3．達成度
「卒前教育」：リハビリテーション医学の概論的知識については修得できたと思われる．

2-4．自己評価と次年度計画
目的を十分に達していると判断している．次年度も引き続き，大学病院リハビリテーション科および総合医療セン

ターリハビリテーション科と共同して教育カリキュラムを実施していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

がん，脳卒中，心臓病に対する高度専門領域に特化した救命救急医療を提供する当院において，高度の医療水準を
満たしたリハビリテーションを提供していく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・心臓リハビリテーションの効果に関する研究（牧田，内田）
・多発外傷術後のリハビリテーション（牧田，内田）
・がんのリハビリテーション（牧田，内田）
・脳卒中急性期のリハビリテーション効果についての研究（高橋）
・筋電図を用いた痙縮に関する臨床的研究（高橋）
・脳卒中における摂食嚥下障害の臨床的研究（高橋）

3-3．研究内容と達成度
心臓リハビリテーションにおいては，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
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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．トレーニング方法の開発も手掛けている．また，がんのリハビリテーションでは，肺がん・食道癌周
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，2015 年心臓内科は 606 件，心臓血管外科は 652 件と昨年より大きく伸びた．
心肺運動負荷試験は674件であった．多発外傷を含む救命救急関係では518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 965 例を実施
した．

脳卒中のリハビリテーションでは1236名を実施した．内訳は，脳梗塞397名，脳出血223名，くも膜下出血105名，
その他の脳血管障害 150 名，その他 118 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 1.16 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
　該当なし
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），日本ノルデックウォーク学会理事（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①高橋秀寿：急性期のシステム .	脳卒中リハビリテーションのエビデンス .	総合リハ 43 巻 3 号 ,	185-191,	2015.
②高橋秀寿 , 中里康子：脳卒中・脊髄損傷後の神経因性膀胱と排尿管理 .　臨床リハ　24.　No.9：904-913，

2015.
③ Fujino	Y,	Amimoto	K,	Fukata	K,	Ishihara	S,	Makita	S,	Takahashi	H.	 :Does	training	sitting	balance	on	a	platform	

tilted	10 ° to	the	weak	side	improve	trunk	control	 in	the	acute	phase	after	stroke?	A	randomized,	controlled	
trial.	Top	Stroke	Rehabil.	2016	Feb;	23（1）:	43-9.	doi:	10.1179/1945511915Y.	0000000010.	Epub	2015	Aug	
6.	PMID:	26245847

④ Hirano	Y,	Hayashi	T,	Nitta	O,	Takahashi	H,	Nishio	D,	Minakawa	T,	Kigawa	H.	:Prediction	of	Independent	Walking	
Ability	for	Severely	Hemiplegic	Stroke	Patients	at	Discharge	from	a	Rehabilitation	Hospital.	J	Stroke	Cerebrovasc	
Dis.	2016	May	2.	pii:	S1052-3057（15）	00688-6.	doi:	10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.12.020.

⑤ Arakawa	S,	Watanabe	T,	Sone	H,	Tamura	Y,	Kobayashi	M,	Kawamori	R,	Atsumi	Y,	Oshida	Y,	Tanaka	S,	Suzuki	S,	
Makita	S,	Ohsawa	I,	Sato	Y	:	The	factors	that	affect	exercise	therapy	for	patients	with	type2	diabetes	in	Japan;	a	
nationwide	survey.	Daibetol	Int	6（1）:	19-25,2015

⑥石原俊一，内堀知美，今井有里紗，牧田茂 :	心疾患患者におけるタイプ D パーソナリティ尺度の開発 .	健康心理
学研究　27　特集号 :177-184,2015

⑦佐藤真治，奥津匡暁，正見こずえ，田頭悟志，後藤里香，黒瀬聖司，大槻伸吾，田中史朗，高田彰，牧田茂，田
城孝雄 :　総合型地域スポーツクラブにおける維持期心疾患患者を対象にした運動療法プログラム導入の成果 .　
心臓リハビリテーション　20（1）:247-252,2015

⑧荒川聡美，渡邊智之，曽根博仁，小林正，河盛隆造，渥美義仁，押田芳治，田中史朗，鈴木進，牧田茂，大澤功，
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田村好史，佐藤祐造：糖尿病診療における食事療法・運動療法の現状‐糖尿病患者の全国調査集計成績‐. 糖尿
病	58（4）:265-278,2015

⑨佐藤祐造，曽根博仁，小林正，河盛隆造，渥美義仁，押田芳治，田中史朗，鈴木進，牧田茂，大澤功，田村好史，
渡邊智之：わが国における糖尿病運動療法の実施状況（第 1 報）‐医師側への質問紙全国調査成績‐. 糖尿病	58

（8）:568-575,2015　
⑩小児リハビリテーション評価マニュアル . 高橋秀寿監修，問川博之編集，東京，診断と治療社 ,	2015.	

【総数：論文	9 件，学会発表	21 件，講演	8 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 16 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー
　シンポジウム「心不全患者のサルコペニアを考える」
　2015 年 4 月 18,19 日　国際医療センター 30 周年記念講堂
②第 40 回日本運動療法学会　会長
　テーマ「運動療法を地域に広げる」
　2015 年 6 月 13 日　埼玉県県民健康センター
③第 3 回埼玉県がんリハビリテーション研修会
　埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員会　委員長として企画・運営
　2015 年 8 月 8 － 9 日　大宮ソニックシティ　市民ホール　　

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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3．26）麻酔科（麻酔科・集中治療科）

1．構成員
北村　晶（KITAMURA,	Akira）：教授：運営責任者：診療部長（麻酔科）：臨床麻酔：博士
磨田　裕（USUDA,	Yutaka）：教授：診療部長（集中治療科）：集中治療：博士
西部伸一（NISHIBE,	Shinichi）：教授：教育主任（麻酔科）：小児心臓麻酔：博士
有山　淳（ARIYAMA,	Jun）：准教授：研究主任（麻酔科）：心臓血管麻酔：博士
古田島太（KOTAJIMA,	Hutoshi）：教授診療副部長（集中治療科）：集中治療：博士
辻田美紀（TSUJITA,	Miki）：講師：専門医員：小児心臓麻酔：博士
市川ゆき（ICHIKAWA,	Yuki）：助教：医員：心臓血管麻酔
古市昌之（HURUICHI,	Masayuki）：助教：医員：臨床麻酔
今西宏和（IMANISI,	Hirokazu）：助教：医員：臨床麻酔
吉川博昭（YOSHIKAWA,	Hiroaki）：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
大野聖加（ONO,	Seika）	: 助教：医員：臨床麻酔
小林克江（KOBAYASI,	Katsue）：助教：医員：臨床麻酔
土屋　香（TSUCHIYA,	Kaori）：助教：医員：臨床麻酔
加藤百合子（KATO,	Yuriko）：助教：医員：臨床麻酔
臣永麻子（TOMINAGA,	Asako）：助教：医員：臨床麻酔
森田蓉子（MORITA,	Yoko）：助教：医員：臨床麻酔
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
足立佳也（ADACHI,	Yoshiya）：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が講義の目的である．
2-2．教育内容（担当者）
　4 年生で ｢ 診療の基本 ｣ に含まれる系統講義は，大学病院，総合医療センターと協同しており，国際医療センター
からは北村，磨田，有山が分担した．5 年生におけるＢＳＬでは大学病院麻酔科と連携して，臨床に直結した教育を
目標として，種々の手技の施行，心臓麻酔，周術期管理などに積極的に参加させた．問題解決能力の養成と技能の習
得を基本に教育を行っている．6 年生は外科学総論の中の麻酔関係の講義の一部を磨田，有山が受け持った．
2-3．達成度
　大学病院麻酔科と合同で 4 年生には麻酔科独自の試験を，5 年生ＢＳＬにはレポートおよび口頭試問による評価を
行った．6 年生は総合試験，卒業試験に外科系として出題した．
2-4．自己評価と次年度計画
　日常診療に多忙であったが，可能な限り学生教育に貢献できたと総括している．次年
度は，人形を用いた心肺蘇生実習の充実や臨床現場での患者対応と実習などについて臨床研修医と合同で教育を行う
予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院麻酔科と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を
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行い，安全で質の高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

3-3,4．達成度と自己評価
　上記研究プロジェクトにおける進行度について毎月検討会を開き，協議しており，データの集積中である．同様に
新しい研究テーマについては随時検討，協議している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　業務の多忙さがあるが，丁寧な仕事と医療安全に留意して活動している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　北村　晶：PMDA 専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　磨田裕	:	クリニカルエンジニアリング	編集主幹
　日本看護協会事故事例分析検討委員会	委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

■英語論文
① Ueshima	H,	 Kitamura	A.	 Capno	 cannula	 is	 useful	 for	 sedation	management	 in	 patients	 undergoing	

esophagogastroduodenoscopy.	Saudi	J	Anaesth.	2015	Apr-Jun;	9(2):233-4
② Ueshima	H,	Noumi	T,	Komasawa	N,	Kitamura	A.	A	nerve-stimulating	needle	coated	with	Hard	microscopic	glass	

beads	can	enhance	the	visibility	of	ultrasonic	images.	J	Clin	Anesth.	2015	May;	27(3):273-4
③ Ueshima	H,	Kitamura	A.	A	patient-controlled	analgesia	device	equipped	with	2	flow	controllers	is	effective	for	

bilateral	trunk	nerve	blocks.	J	Clin	Anesth.	2015	Jun;	27(4):365-6
④ Ueshima	H,	Kitamura	A.	A	needle	with	sand-blasted	steel	at	the	tip	of	the	bevel	 is	valid	for	ultrasound-guided	

deep	nerve	block.	J	Clin	Anesth.	2015	Jun;	27(4):363	
⑤ Ueshima	H,	Kitamura	A.	Blocking	of	multiple	anterior	branches	of	intercostal	nerves(Th2-6)	using	a	transversus	

thoracic	muscle	plane	block.	Reg	Anesthe	Pain	Med.	2015	Jul-Aug;	40(4):388
⑥ Ueshima	H,	Kitamura	A.	Clinical	experiences	of	ultrasound-guided	transversusthoracic	 	muscle	plane	block:	a	

clinical	experience.	J	Clin	Anesth.	2015	Aug;	27(5):428-9
⑦ Ueshima	H,	Kitamura	A.	Use	of	the	new	Airtraq	“Airtraq	AVANT”	in	cinical	settings.	J	Clin	Anesth.	2015	Aug;	

27(5):441-2
⑧ Ueshima	H,	Kitamura	A.	The	use	of	a	needle	guide	kit	improves	the	stability	of	ultrasound-guided	techniques.	J	

Anesth.	2015	Oct;	29(5):803-4
⑨ Ueshima	H,	Kitamura	A.	The	video	monitor	with	2	input	monitors	is	a	useful	video	Monitor		in	the	intubation	of	

a	double-lumen	tube.	J	Clin	Anesth.	2016	Feb;	28:79-80
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⑩ Mieda	T,	Nishizawa	D,	Nakagawa	H,	Tsujita	M,	Imanishi	H,	Terao	K,	Yoshikawa	H,	Itoh	K,	Amano	K,	Tashiro	J,	
Ishii	T,	Ariyama	J,	Yamaguchi	S,	Kasai	S,	Hasegawa	J,	Ikeda	K,	Kitamura	A,	Hayashida	M.	Genome-wide	association	
study	identifies	candidate	 loci	associated	with	postoperative	fentanyl	requirements	after	 laparoscopic-assisted	
colectomy.	Pharmacogenomics.	2016;	17(2):133-45

【総数：論文　18 件，学会発表　21 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　現在のところ，診療業務が非常に多忙である中で，個々人が結束よく努力した．今後，さらに上記，教育，研究，
診療を総合しての自己，他者評価を行い，次年度改善計画をたてる．
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3．27）（1）救命救急科（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：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
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
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

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 プロバイダー

金成文裕（KANNARI,	Fumihiro）：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　

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

杉田修太郎（SUGITA,	Shuutaro）：助教，医員　救急医学全般
主な資格：	JATEC・JPTEC プロバイダー　他

猿田高志（SARUTA,	Takashi）：助教，医員　救急医学全般
主な資格：	JATEC・JPTEC プロバイダー　他

岸田　全人（KISHIDA,	Yoshito）：救急救命士
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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）

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

BLS 実習では学生の意見を取り入れ，症例レポート数を 3 症例から 1 症例にし , 口頭諮問の際にグループ全員で症
例を共有できる形にした．院内外の受講生を対象とした BLS，ALS，JPTEC プロバイダーコース及び MCLS 等に関し
ては，シミュレーションセンターを利用して効率的に実施できた．今後も昨年度の実績を検討して更に内容のある教
育を実現できるように努力したい．

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，呼吸ケアチームの古田島の指導のもと，救命 ICU	における呼
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吸管理の検討も進めていく予定である．
3-2．研究グループ（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
⑤⑤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．
⑤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．
　乗車用ヘルメットの臨床研究は論文にまとめ，日本救急医学会誌に投稿，掲載された．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．
　IRB 認可後，防衛医科大学校と共同で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，本年度は，
多施設共同研究として継続した．
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
　根本が日本救急学会及び日本外傷学会誌の論文査読を努めた．
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 9月 9日～11日にかけての豪雨災害により鬼怒川の堤防が決壊して周辺地域に洪水被害が生じたため，
DMAT を派遣した．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①関根康雅，根本　学，大谷義孝，高平修二．自動二輪車乗車用ヘルメットの保護性能についての比較・検討．日
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救誌．2015．26（3）:73-78
②大谷義孝，野村侑史，根本　学．肝酵素の上昇がみられなかった肝被膜下血腫の一例．第 18 回日本臨床救急医

学会総会・学術集会
③岸田全人，大谷義孝，関根康雅，他．当院における，外傷患者での転院搬送の検討．第 18 回日本臨床救急医学

会総会・学術集会
④野村侑史，大谷義孝，根本　学．窒息により心肺停止となったが適切な連携により救命し得た一例．第 18 回日

本臨床救急医学会総会・学術集会
⑤関根康雅，岸田全人，野村侑史，他．警察官に対する病院前外傷初期診療の標準化教育についての取り組み．第

18 回日本臨床救急医学会総会・学術集会
⑥根本　学，大谷義孝，小川博史，他．PTD とされた症例の病院前救護体制に関する検証．第 29 回日本外傷学会

学術集会
⑦大谷義孝，野村侑史，小川博史，他．当院での胸骨骨折 8 例の検討．第 29 回日本外傷学会学術集会
⑧大谷義孝，野村侑史，関根康雅，他．小児の自転車関連外傷におけるヘルメット着用状況と頭部外傷．第 43 回

日本救急医学会総会
⑨関根康雅，金　賢淑，野村侑史，他．短パルスレーザー光を用いた光音響画像化法による熱傷深達度定量化に関

する研究．第 43 回日本救急医学会総会
⑩中埜亜希，高平修二，野村侑史，他．当院で経験した腸腰筋膿瘍の検討．第 43 回日本救急医学会総会

【総数：論文	6 件，学会発表	26 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　特定非営利活動法人　日本外傷診療研究機構　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，関根康雅
　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，大谷義孝
　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，大谷義孝
　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：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．
　また東日本大震災に引き続き，熊本震災や鬼怒川氾濫などの災害も生じていることから，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．このことから，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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3．27）（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

以下 2. 教育，3. 研究，4. 診療，5 その他，6. 業績，7. 自己点検・評価については＜掲載辞退＞
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3．27）（3）救急医学科（精神科救命救急科）

1．構成員
松岡孝裕（MATSUOKA,	Takahiro）講師　診療部長　（専門分野　精神科救急医学　神経生理学（脳波））
非常勤医師：17 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．

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．
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
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を継続して発展させ，引き続き国内外での発表を目指していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
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　128 件（日勤帯：　105 件，
夜間帯：　23 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
　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）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についての	実践的ト
リアージ（試案）による分類結果について～第二報～第 23 回日本精神科救急学会 .	2015.12.	名古屋　全国学会
　◎（松岡孝裕），平田吾一，太田敏男

2）児童・思春期症例の診療を一般精神科医に広げる試み　第 106 回東京精神医学会（第 21 回生涯教育研修会　
講演）.	2016.03.	東京　◎（松岡孝裕）

3）重度の衝動性・攻撃性に対しアトモキセチンが奏功し長期に渡る行動制限を解除することができた広汎性発達
障害の 1 例　第 50 回埼玉精神医学懇話会 .	2015.07.　　◎福田純一，（松岡孝裕），小松真二，平田吾一，太田
敏男

4）非定型抗精神病薬を使用中に出現した脂質代謝異常 / 高プロラクチン血症がアリピプラゾール併用により		改
善した統合失調症の 2 例　第 51 回埼玉精神医学懇話会 .	2016.01.	さいたま市　◎小松真二，（松岡孝裕），福田
純一，平田吾一，太田敏男

【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
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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）（4）救急医学科（総合診療・地域医療科）

1．構成員
古屋大典（FURUYA，Daisuke）：教授：研究主任：診療部長：総合診療：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育では，医学部 5 年生の BSL や海外留学生，または救命士専門学校などの生徒に対して，救急現場におけ
る総合診療・地域医療の重要性を説明する．保健医療学部では意識障害やてんかん，めまいなどの神経救急疾患につ
いて病態生理や診療内容を紹介する．卒後教育では，研修医，看護師，消防職員などを対象に，内科的救急疾患の診
かた，考え方などの基本的内容の教育を行う．初期・後期研修医に，ランチョンセミナーで講義を行う（研修管理委
員会主催）．ベッドサイドで個々の症例について指導する．
2-2．教育内容（担当者：古屋大典）
　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），てんかん，意識障害，めまい，失神	
　5	年生：BLS	実習を含む，内科救急の小講義および臨床実習
　臨床研修医の教育，地域医からの紹介患者にたいして，初期診療および急性期治療
　外部からの研修者に対する指導，地域消防署から研修にこられる救急救命士，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
　保険医療学部の学生に脳卒中の講義
2-3．達成度
　救急外来では，おもに地域医から緊急で紹介された，あらゆる分野の内科救急患者を研修医とともに診療し，診断
や治療の考え方直接指導できた．たとえば，神経内科や心臓内科などの専門医に依頼したほうが良いと思われるケー
スでは，院内で依頼して t-PA 静注療法やカテーテル治療などの教育までお願いした．これによって，一連の流れの
中で知識と経験を増やすことができたと考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　総合診療医の育成にさらに努力したい．近年では専門分野が細分化され，学生や研修医の多くは世界水準の先端医
療に興味をもっているようだ．しかし，いま医師不足の時代だからこそ，総合的な臨床力を身につける必要があるの
で，連携医療機関からの紹介患者が来院したら，BSL の学生や研修医とともに診療しつつ，同時に議論していくよう
な場面を多くつくりたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　当院救命救急センターへ搬送された低血糖性昏睡の患者を臨床的に解析し，高齢化や新規糖尿病治療薬の影響を受
けていないかなどを後ろ向きに検討する．IRB 承認済み．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　救命救急センターにおける低血糖昏睡の検討，古屋大典
3-3．研究内容と達成度
　2007 年 4 月の当院開設から救急搬送された，低血糖昏睡の患者における症状，検査成績，画像診断などを，年齢，
性別，生活歴，治療内容などから臨床的に検討する．
3-4．自己評価と次年度計画
　データ収集と解析に時間を要するため，また症例数が 100 例に満たないために滞っている．しかし，たとえば血
糖値と意識障害の程度，昏睡の持続時間とその後の機能的回復には一定の傾向を示しており，従来の報告と一致した
結果が得られている．今後はより症例数を増やして，さらに深く分析する必要がある．そして，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，日本外傷学会などでの発表を目指したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　救命救急科と協力し，主として内科救急の患者を臓器や重症度にとらわれることなく診療する．とくに，地域の先
生からの紹介患者を迅速に受け入れる．また，退院前の患者に在宅医療を導入する際，往診をされる地域のドクター
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と緊密に連携しスムーズにタスキをつなげられるよう支援する．外来診療の対象は高血圧緊急症，急性呼吸不全，急
性腹症，高血糖緊急症，低血糖，感染症（肺炎，急性胆のう炎など），不明熱，るいそう，栄養失調，脱水などである．
結果として，紹介患者への対応はできたと考えるが，まだ当診療科が周知されていないために，初診患者数は多いと
は言えない．今後は，地域の医師会などとさらに連携を強化し，新規患者の増員をはかりたい．

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
　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
　該当なし
　【総数：論文	0	件，学会発表	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
　該当なし

7．自己点検・評価
　いまわが国で，なぜ総合診療医が必要とされているのか，その使命は何なのかを学生や研修医に聞いても明確な答
えはなかなか返ってこない．おそらく地域医療の現状を知らないからであろう．その答えは，当科の診療のなかにあ
ると自負している．地域医からの紹介をためらいなく受け入れ，幅広い分野の疾病と向き合うなかで，いま医師不足
の時代だからこそ，総合的な臨床力を身につける必要があることに気づいて欲しい．しかし，残念なことに未だ周知
されていないため，新患が少なく十分な教育のできる環境には至っていない．
　研究では，とにかく症例報告を 1 例でも良いので投稿したい．連携医療機関の医師と連名で執筆できるよう若手
医師に指導したい．英文の一流誌を目指すことなく，日本語で比較的通りやすい学会誌への投稿をすすめたい．
　これから，近隣の急性期病院が増床する計画があり，そうなると MC コントロールが変わってくるだろう．人口減
少もすすむ．そのなかで，高度救命救急センターが存続していくためには，より広範囲からより重症の患者さんを増
やしていくことが重要と考えられる．今後は，所沢や青梅・羽村方面の医師会とも連携をつよめたい．それにより，
埼玉県西部から西多摩地区における急性期医療に貢献できると推測できる．
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3．28）（1）放射線科（画像診断科）

1．構成員
酒井文和（SAKAI,	Fumikazu）：教授：運営責任者・診療部長：指導教員（大学院）：画像診断一般，胸部画像診断：

　　　　　　　　　　　　　博士
内野　晃（UCHINO,	Akira）：教授：教育主任：指導教員（大学院）：神経画像診断，血管造影診断，IVR：博士
木村文子（KIMURA,	Fumiko）：教授：診療副部長：指導教員（大学院）：画像診断一般，循環器画像診断：博士
岡田吉隆	（OKADA,	Yoshitaka）：教授：研究主任：代表指導教員（大学院）：画像診断一般，腹部画像診断：博士
市川智章（ICHIKAWWA,	Tomoaki）：教授（9 月～）：指導教員（大学院）：画像診断一般，腹部画像診断：博士　

　　　　　　　　　　　　　　　		（2015.9 月～勤務）
小澤栄人	（KOZAWA,	Eito）：准教授：専門医員：指導教員（大学院）：MRI 一般，骨髄・婦人科画像診断：博士
中澤　賢（NAKAZAWA,	Ken）：講師：専門医員：大学院教員：	IVR: 博士
齋藤尚子（SAITOH,	Naoko）：講師：専門医員：指導教員（大学院）：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
佐野勝廣（SANO,	Katsuhiro）：講師：専門医員：指導教員（大学院）：画像診断一般，腹部画像診断：博士
　　　　　　　　　　　　　		（2015.9 月～勤務）
森阪裕之（MORISAKA,	Hiroyuki）：助教：専門医員：画像診断一般（2016.1 月～勤務）
谷坂　愛（TANISAKA,	Megumi）：助教：専門医員：画像診断一般
酒向朋子（SAKO,	Tomoko）:	助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
上原　弘（UEHARA,Takahiro）:	助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
高橋　雄（TAKAHASHI,	Masao）:	助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
松田めぐみ（MATSUDA,	Megumi）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般（2015.9 月～勤務）
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
榎本京子（ENOMOTO,	Kyouko）：講師：画像診断一般，神経画像診断：博士	
森下（長谷川）瑞江（MORISHITA（HASEGAWA,	Mizue）：医師 2 類：画像診断一般：博士
田村恭代（TAMURA,	Yasuyo）：医師 2 類：画像診断一般：博士
箱崎謙太（HAKOZAKI,	Kenta）：医師 2 類：画像診断一般：博士
城　正樹（TACHI,	Masaki）：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
高橋正洋（TAKAHASHI,	Masahiro）:	医師 3 類：助教（後期研修医）：医員：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）
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2-3．達成度
　学生の BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．

3．研究
3-1．目的・目標
　CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い，国内外でその成果を発表すること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　神経，呼吸器，心臓，腹部，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：	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）	，CT・MRI を用いた頸椎外傷の検討
　これらの研究内容について検討し，国内外で成果を発表した．

3-4．自己評価と次年度計画
　各研究グループともに，研究結果について国内外で成果を発表できた．
　次年度計画

①神経グループ：頭部 CT，頸部～頭部 CTA，頭部 MRI，頸部～頭部 MRA の臨床的有用性の検討（継続）
②呼吸器グループ：薬剤性肺障害の画像診断（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，造影 subtrcation	CT による肺血流解析（継続），関節リウマチの肺病変の検討（新規）

③心臓グループ：心臓グループ：	subtraction	を用いた冠動脈 CTA 評価（継続）
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（継
続），頭頸部腫瘍の CT	perfusion，IVIM	を用いた検討

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 27 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
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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27年度石綿の健康リスク調査等に関する意見交換会委員
国立がん研究センター画像診断コンサルテーション医師

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
・Japanese	Journal	of	Radiology：木村	文子，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	Anatomy：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	Journal	of	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

・Journal	of	Cardiovascular	CT：木村文子
＊ Circulation	Journal：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 Tominaga	J,	Sakai	F,	Johkoh	T,	Noma	S,	Akira	M,	Fujimoto	K,	Colby	TV,	Ogura	T,	Inoue	Y,	Taniguchi	H,	Homma	S,	
Taguchi	Y,	Sugiyama	Y
Diagnostic	certainty	of	 idiopathic	pulmonary	fibrosis/usual	 interstitial	pneumonia:	The	effect	of	the	integrated	
clinico-radiological	assessment.
Eur	J	Radiol	2015;	84:2640-2645

② Saito	N,	Chapman	MN,	Uchino	A,	Sakai	O,	Sakai	F.	Spectrum	of	Imaging	Findings	in	Cervical	Spine	Injuries	after	
Blunt	Head	Trauma.	52nd	Annual	Meeting	of	American	Society	of	Neuroradiology	（ASNR	2015,	Chicago,	IL）.	（国
際学会発表）

③ Takahashi	M,	Kimura	F,	Umezawa	T,	Watanebe	Y,	Ogawa	H.	Comparison	of	adaptive	statistical	 iterative	and	
filtered	back	projection	reconstruction	 techniques	 in	quantifying	coronary	calcium.	 J	Cardiovasc	Comput	
Tomogr.	10（1）:61-8,2016.

④ Uchino	A,	Saito	N,	Takahashi	M,	Okano	N,	Tanisaka	M:	Variations	of	the	posterior	cerebral	artery	diagnosed	by	
MR	angiography	at	3	tesla.	Neuroradiology	58:141-146,	2016

⑤ Matsuda	T,	Kozawa	E,	Takahashi	M,	Tanisaka	M,	Kato	T,	Yasuda	M,	Hasegawa	K,	Sakai	F:Tumor	and	Tumor-like	
Lesions	of	the	Ovary:	Uncommon	Imaging	Findings	and	Rare	Pathological	Entities：Diffusion	tensor	magnetic	
resonance	imaging	is	useful	for	evaluating	patients	with	chronic	kidney	disease.　101st	RSNA	小澤栄人　診断病
理　32 巻 4 号　263-271

⑥ Sano	K,	Ichikawa	T,	Shimizu	T,	Motosugi	U,	Morisaka	H,	Ichikawa	S,	Onishi	H,	Matsuda	M,	Fujii	H:	：Presence	of	
Hypovascular	and	Hypointense	Nodules	on	Preoperative	Gadoxetic	Acid-enhanced	MR	Imaging:	An	Important	
Risk	Factor	 for	Recurrence	after	Liver	Resection	 for	Hypervascular	Hepatocellular	Carcinoma.	The	101st	
Scientific	Assembly	and	Annual	Meeting	of	Radiological	Society	of	North	America	（RSNA）,	2015.	11.29-12.	4,	
Chicago,	USA.

⑦ T	Sako,	A	Uchino,	N	Saito:	Pure	arterial	malformation	of	the	posterior	inferior	cerebellar	artery	diagnosed	by	MR	
angiography.	The	Neuroradiology	Journal.	2016	Apr	12.

⑧松田めぐみ，酒井文和，二反田博之，田口亮，石田博徳，坂口浩三，安田政実　　第 448 回日本医学放射線学
会	関東地方会定期大会　　若年女性に見られた硬化性血管腫の 1 例

【総数：論文	37 件，学会発表	38 件，講演	16 件】
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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 25-28 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究 C）	MRI 等方性ボクセル

T2 強調画像による高齢者へのエストロゲンの影響の解析
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 7 回池添メモリアル胸部画像診断セミナー：2015 年 8 月 2 日（東京キャノンコミュニケーションホール）
　第 29	回胸部放射線研究会（日本医学放射線学会第 51 回秋季大会併催）：2015 年 10 月 2	日（盛岡市アイーナい
わて県民情報交流センタ－）
　第 448 回日本医学放射線学会関東地方会：2015 年 12 月 12 日（東京コクヨホール）
　埼玉画像フォーラム　2015 年 9 月 5 日：（浦和，ラフレ埼玉）
　2015/5/16　第 2 回 CMR カンファレンス
　2015/7/14　第 7 回埼玉心臓 MRI カンファレンス
　2016/1/23		第 8 回埼玉心臓 MRI カンファレンス

7．自己点検・評価
　学部：学生・研修医に対して画像診断の基礎的知識が取得できるように教育を行った．画像診断科の各研究グルー
プともに，国際医療センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて，多く研究成果の発表と論文作成を行
うことができた．
　大学院：社会人大学生　1 名（高橋	正洋）
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3．28）（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：専門医員：教育員：研究員：脳核医学：博士
松成一朗（ICHIRO,	Matsunari）: 教授（大学病院から兼担）：心臓・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
河野正志（KOUNO,	Masashi）: 非常勤講師：大学院専攻生：画像診断学，核医学

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）（松成一朗）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英）
・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，松成一朗）

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：90%，卒後教育：90％，大学院教育，80%
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育：BSL では，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．クリニカルクラークシップでは，FDG-PET/CT の検査実施から読影を体験す
ることで，核医学を実践する．
　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
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求められている．
大学院教育：大学院講義を 1 コマ担当した．大学院研究生は核医学専門医を取得したため，次は研究テーマを見

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 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
② SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
③ PET/CT によるエストロゲン受容体測定に関する研究
④脳アミロイドイメージングによる認知症の臨床研究

3-3．研究内容と達成度
・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
　昨年度からリガンドである FES 作成を開始し，臨床研究を開始した．研究費獲得も目指す．達成度 30％
・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している．骨 SUV の有用性について研究を開始した．達成度

80%.
・脳アミロイドイメージングによる認知症の臨床研究
　脳卒中内科と研究について計画を立案していく．達成度 10％

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，保健承認の可能性もあるとのことであり，情報収集に努めていく．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による臨床研究開始でき，研究費も獲得しているので，研究を継
続する．定量可能な新型 SPECT/CT を導入し，骨 SPECT/CT による SUV 測定について臨床的有用性についての研究
を進める．これまでの研究成果を少しずつ論文にまとめていきたい．

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．治療では，骨転移患者に対する除痛のため β 線照射を行う放射性ストロンチウム，甲状腺癌術
後の甲状腺 I-131 アブレーションを行っている．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．本年度全体では 6,350 件の検査，治療が行われ，前年度と比較してほぼ同数の約 1.1% 増加であった．
新型 SPECT/CT1 台を増設した．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を検討している．新規アミノ酸 PET 製剤に関する臨床試験を前立腺癌にて第 2 相から
継続的に行い，新しく Ra-223 による乳癌骨転移治療の国際臨床試験を開始した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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　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　Asia	Oceania	Journal	of	Nuclear	Medicine	&	Biology

　山根登茂彦
査読委員　Annals	of	Nuclear	Medicine,	Journal	Thoracic	Disease,	Journal	of	Radiation	Medicine

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 55 回日本核医学会学術総会実施コアメンバー，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

　山根登茂彦
第 55 回日本核医学会学術総会　プログラム委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Fukuoka,	K,	Yanagisawa,	T,	Watanabe,	Y,	Suzuki,	T,	Matsutani,	M,	Kuji,	 I,	Nishikawa,	R.	Clinical	 interpretation	

of	residual	uptake	in	11C-methionine	positron	emission	tomography	after	treatment	of	basal	ganglia	germ	cell	
tumors:	report	of	3	cases.	J	Neurosurg	Pediatr,	16（4）,	367-371,	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,	29（5）,	
391-399,	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,	45（7）,	642-649,	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,	40（10）,	826-827,	2015

［学会発表］
⑤Kuji	I,	Ueda	S,	Yamane	T,	Saeki	T.	A	correlation	between	intracellular	hypoxia	and	extracellular	oxygen	saturation	

in	breast	cancer	measured	by	F-18-fluoroimizadole	PET/CT	and	diffusion	optical	spectroscopy.	第 74 回日本医学
放射線学会総会 .	2015.04.	横浜

⑥ Kuji	I,	Ueda	S,	Yamane	T,	Saeki	T.	Correlation	between	intracellular	hypoxia	and	ineffective	neovascularization	
with	 increase	of	concentration	of	hemoglobin	 in	breast	cancer	measured	by	18F-fluoroimizadole	PET/CT	and	
diffusion	optical	spectroscopy.	The	SNMMI	2015	Annual	Meeting.	2015.06.	ボルチモア，米国

⑦ Yamane	T,	Seto	A,	Matsunari	I,	Kuji	I.	Role	of	F-18	FDG	PET	in	the	differential	diagnosis	between	mediastinal	
malignant	lymphoma	and	thymic	epithelial	tumors.	The	28th	Annual	Congress	of	the	European	Association	of	
Nuclear	Medicine.	2015.10.	ハンブルグ，ドイツ

⑧ Yamane	T,	Seto	A,	Matsunari	 I,	Kuji	 I.	Role	of	F-18	FDG-PET/CT	in	the	Diagnosis	of	Mediastinal	Tumors.	The	
101st	The	Radiological	Society	of	North	America	Scientific	Assembly	and	Annual	Meeting.	2015.12.	シカゴ，米
国

［講演］
⑨久慈	一英：臨床核医学概論・倫理（適正投与量を含む）.	第 15 回日本核医学会春期大会 ,	2015.04,	東京
⑩山根	登茂彦：核医学定量に関する最新知見―特に骨シンチグラフィにおけるソフト・ハード面での進歩―.	第

47 回埼玉核医学研究会 ,	2016.02,	大宮
【総数：論文	4	件，学会発表	12	件，講演	4	件】

6-2．獲得研究費
1）平成	27 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
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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，10 万円
2）平成	27 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（C）一般 , 低酸素 PET による膵癌の治療ストラテジー構築，研

究代表者，山根　登茂彦，182 万円，分担研究者，久慈　一英，10 万円
6-3．受賞

Kuji	I,	Ueda	S,	Yamane	T,	Saeki	T.	Third	Place	Poster	-	Oncology,	Clinical	Diagnosis	Track,	62nd	Annual	Meeting	of	
the	SNMMI

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 84 回日本核医学会関東甲信越地方会　会長：久慈一英，2016.1.23，東京，西麻布

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を更新した．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，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．クリニ
カル・クラークシップの充実にも努める．
　大学院教育では，大学院研究生を 1 名教育，指導中であるが，核医学会専門医を取得できた．今後は研究を目指
していく．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 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，②
SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究，③ PET/CT によるエストロゲン受容体測定に関する研究，④脳アミロイド
イメージングによる認知症の臨床研究を行った．このうち，①については，各種抗腫瘍薬剤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英文論文化されてきている．②の研究は，定量
可能な新型 SPECT/CT が導入され，主に骨 SUV についての研究を進めている．③については，研究を開始している．
外部から研究費を獲得できた．④については，新しい研究を模索する．
　診療において，今年度は総検査件数が前年度と比較して 1.1％増加で，ほぼ同数であった．PET/CT は，ほぼフル
稼働の状態であるが，検査効率がやや改善したため少し増加した．SPECT/CT については，副作用などの問題でアセ
タゾラミドによる負荷脳血流検査が影響して少し減少したままである．8 月に SPECT/CT 装置の増設があったが，関
連スタッフ不足で負荷心筋 SPECT 検査を増やせなかったため，増加に至らなかった．当施設は稼働後 10 年となる
ので，そろそろ維持更新の時期となってきた，サイクロトロン，自動合成装置については数年内に部品交換や更新を
勧める必要がある．また，メチオニンの保険導入時には日本核医学会の PET 薬剤製造 GMP 基準を満たすことが必要
となるので，PET 薬剤製造設備の基準に合わせた施設改修が必要である．維持更新と合わせて行えると理想的である．
核医学の治療について，Ra-233 使用とともに I-131 甲状腺アブレーションが可能になった．来年度は，前立腺癌骨
転移の Ra-223 治療の開始準備をしていく．
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3．28）（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：
岡崎祥平（OKAZAKI,	Shouheii）：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い，日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会合同認定放射線治療専
門医の資格を取得させる．放射線治療専門医の資格取得後は，様々な腫瘍に対する臨床研究を遂行させ，国際的に通
用する放射線腫瘍学のエキスパートを養成する．
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）．放射線治療専門医の資格取得後は，様々な腫瘍に対する臨床研究を
指導する（加藤，鹿間，田巻，熊崎）．
2-3．達成度

卒前教育：本学における放射線腫瘍学の臨床講義のコマ数は他大学に比して少なく，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った．このため平成 27 年度から 4 年
生の臨床講義（腫瘍）において放射線治療の講義を拡充した．具体的には頭頸部腫瘍，乳腺腫瘍，婦人科腫瘍，緩和
医療の各領域において，それぞれ該当する診療科との合同で講義を行った．BSL で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．

卒後教育：指導教官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．その結果，
若手医師 2 名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を取得した．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：平成 27 年度は臨床講義（腫瘍）における放射線治療の講義を拡充した．平成 28 年度は臨床講義およ
び BSL の質をさらに向上させる．

卒後教育：平成 27 年度は，若手医師 2 名が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
の資格を取得した．平成 28 年度は，若手医師 1 名に対しては日本医学放射線学会認定放射線科専門医の資格取得を
目指して教育する．また臨床研究を指導し，かつ科学論文の作成を指導する．
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3．研究
3-1．目的・目標

低侵襲で高精度の外部放射線治療方法を確立する．3 次元画像誘導小線源治療方法を確立する．治療成績向上を目
指した集学的治療における放射線治療方法を開発する．
3-2．研究グループ
加藤眞吾

・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究
・アジア地域の放射線治療の技術向上に関する国際共同研究

鹿間直人
・放射線治療期間の短縮による治療法の有効性と安全性に関する研究
・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 [0]

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

岡﨑祥平
・子宮頸癌に対する 3 次元画像誘導小線源治療を用いた放射線治療に関する研究

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

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）

・子宮頸癌に対する強度変調放射線治療の応用に関する治療計画比較研究（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（JCOG
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医学物理ワーキンググループ）
・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）
・肺腫瘍に対する定位放射線治療における臨床研究を行う
・頭頸部腫瘍に対する放射線治療で経管栄養を必要とする症例の遡及的解析を行う
・緩和的放射線治療を行う患者の予後予測モデルを確立する

岡﨑祥平
・3 次元画像誘導小線源治療と全骨盤照射を併用した子宮頸癌の放射線治療の線量評価における正確性を確保する

ための研究
　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 28 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）

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）
　Japanese	Journal	of	Clinical	Oncology	（JJCO）
　鹿間直人
・査読委員
　Breast	cancer
　Japanese	Journal	of	Clinical	Oncology	（JJCO）
　Journal	of	Radiation	Research	（JRR）
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　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）
・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
・日本婦人科腫瘍学会子宮頸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
・アジア放射線腫瘍学会連合　事務局長代理（FARO		Deputy	Secretary	General）
・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

平井隆太
・日本医学物理士会編集委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Tomoaki	Tamaki,	Tatsuya	Ohno,	Shin-ei	Noda,	Shingo	Kato,	Takashi	Nakano.	Filling	the	gap	in	central	shielding:	
three	dimensional	analysis	of	 the	EQD2	dose	 in	radiotherapy	 for	cervical	cancer	with	 the	central	shielding	
technique.	J	Radiat	Res	2015,	56	（5）:	804-10.	IF	1.803

② Masaru	Wakatsuki,	Shingo	Kato,	Tatsuya	Ohno,	Hiroki	Kiyohara,	Kumiko	Karasawa,	
TomoakiTamaki,	Ken	Ando,	Daisuke	Irie,	Shintaro	Shiba,	Hirohiko	Tsujii,	Takashi	Nakano,	Tadashi	Kamada,	Makio	

Shozu	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,	
56	（3）:	523-528.	IF	1.803

③ 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）:	
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e0127587.			IF	4.015
④ Shikama	N,	Sekiguchi	K,	Nakamura	N,	Sekine	H,	Nakayama	Y,	Imanaka	K,	Akiba	T,	Aoki	M,	Hatayama	Y,	Ogo	

E,	Kagami	Y,	Kawashima	M,	Karasawa	K:	Final	results	from	a	multicenter	prospective	study	（JROSG	05-5）	on	
postoperative	radiotherapy	for	patients	with	ductal	carcinoma	in	situ	with	an	involved	surgical	margin	or	close	
margin	widths	of	1	mm	or	less.	J	Radiat	Res.	2015;	56（5）:	830-834

⑤ Shikama	N,	Kumazaki	Y,	Miyazawa	K,	Miyaura	K,	Kato	S,	Nakamura	N,	Kawamori	J,	Shimizuguchi	T,	Saito	N,	
Saeki	T:	Symptomatic	Radiation	Pneumonitis	After	Accelerated	Partial	Breast	Irradiation	Using	Three-dimensional	
Conformal	Radiotherapy.	Anticancer	Res.	2016;	35（5）:	2475-9

⑥ Shingo	Kato,	Takashi	Nakano,	Tastuya	Ohno,	Kumiko	Karasawa,	Masaru	Wakastuki,	Hideyuki	Mizuno,	Shigekazu	
Fukuda,	Yoshihiro	Takai,	Hirohiko	Tsujii.	International	multi-institutional	clinical	studies	under	the	framework	of	
Forum	for	Nuclear	Cooperation	in	Asia	（FNCA）.	International	Symposium	2.	日本放射線腫瘍学会第 28 回学術
大会．2015 年 11 月 19 日．前橋．

⑦ Tamaki	T,	Ohno	T,	Noda	SE,	Kato	S,	Nakano	T:	Analysis	of	Composite	EQD2	Dose	Distribution	in	Radiotherapy	
for	Cervical	Cancer	Using	Central	Shielding	Technique.	97th	Annual	Meeting	of	American	Radium	Society	2015
年 5 月 2-5 日	米国

⑧平井	隆太，河野	良介，西岡	史絵，宮浦	和徳，熊﨑	祐，秋元	哲夫，加藤	眞吾 ,	Verification	of	the	conversion	
accuracy	of	CT	number	to	relative	stopping	power	by	using	the	polybinary	calibration	method,	日本放射線腫瘍
学会第 28 回学術大会 ,	2015 年 11 月 ,	群馬

⑨宮澤一成 ,	鹿間直人 :	第 7 章　チーム医療に必要な最新の知識 1．放射線皮膚炎に対する適切な対処法－標準的
な放射線皮膚炎の予防と治療に向けて－ .	これからの乳癌学診療 2015-2016（金原出版）138-142,	2015

⑩熊崎祐 ,	他：（編集：公益社団法人	日本放射線腫瘍学会）外部放射線治療における Quality	Assurance（QA）シ
ステムガイドライン	2016 年版 ,	金原出版株式会社 ,	2016

【総数：論文	13 件，学会発表	30 件，総説・著書	10 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」（主任研究者者）　338 万円

熊﨑　祐
1．平成 27 年度～ 28 年度　文部科学省科学研究費助成事業　若手研究（B）「HDR 画像誘導小線源治療の均てん

化に関する研究」（主任研究者）　247 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 26-A-4「放射線治療多施設共同試験における包括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（主任研究者：橘英伸）分担金　20 万円
6-3．受賞
6-4．特許，実用新案

1．特許申請（2015 年 6 月）
　発明者：加藤真吾，田巻倫明，宮浦和徳，中野隆史
　発明の名称：子宮癌腔内照射用アプリケータ，子宮癌の放射線治療計画方法，及び子宮癌の放射線治療計画装置
2．放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差分析法 ,	熊﨑　祐 ,	特許第 5969447 号 ,	平成 25 年

10 月 30 日
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
加藤眞吾
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1．日本放射線腫瘍学会小線源治療部会，第 17 回学術大会 .	2015.	6.	26-27.	大宮 .
2．FNCA	Workshop	on	Radiation	Oncology.	2015.	11.	30-	12.	4.	Hanoi,	Viet	Nam.

加藤眞吾，田巻倫明
1．IAEA/RCA	RAS/6/062	Final	Project	Assessment	Meeting	on	Supporting	3D	 Image-Guided	Brachytherapy	

Gunma	Japan,	November	16-20	2015.
熊﨑　祐

1．第 38 回臨床医学物理研究会 ,	東京 ,2015

7．自己点検・評価
　平成 27 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：代表指導教員（大学院）：精神腫瘍学，死生学：博士
石田真弓	（ISHIDA,	Mayumi）：助教：大学院教員（大学院）：精神腫瘍学，臨床心理学：博士
新井　学（ARAI,	Gaku）：非常勤講師：博士
堤千寿子	（Tsutsumi,	Chizuko）	:	非常勤講師：博士
遠山啓亮	（TOYAMA,	Hiroaki）:	非常勤講師
遠藤智栄子	（ENDO,	Chieko）:	非常勤講師：博士
村上　忠	（MURAKAMI,	Tadashi）:	非常勤講師：博士
井垣　弘（IGAKI,	Hiroshi）:	非常勤講師

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．
③大学院教育：がん医療における心のケアの大切さを学び，実地臨床と研究に生かす．

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．
　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．

　さらにリサーチカンファレンスへの参加も促す．国内外における学会発表，症例報告や研究論文作成，および国
際誌への投稿指導もおこなう．

③大学院教育（大西秀樹，石田真弓）
　大学院生への講義として，遺族外来の現状，せん妄の原因検索について講義した．内容は臨床的な講義にとどま

らず，研究として発展させ論文発表に至る過程についても踏まえている．
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．また，当科研修医による学会発表も行われた．
③大学院教育
　講義後，当科の臨床に興味をもつ学生による質問，見学希望があった．

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のために，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
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　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大学院教育
　講義によって，精神腫瘍学の普及につながったと考えられる．次年度も内容を工夫し，さらなる発展に努めたい．

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．研究グループ（研究プロジェクト）

①がん患者のせん妄に関する研究
②がん患者の心理社会的研究
③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科研費等を取得し，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．
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）
　Palliative	Care	Research	（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）
　日本心身医学会代議員（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・著書

① Ishida,	M.,	Onishi,	H.,	Toyama,	H.,	Tsutsumi,	C.,	Endo,	C.,	Tanahashi,	 I.,	Takahashi,	T.	&	Uchitomi,	Y.	（2015）.	
Missing	memories	of	death:	Dissociative	amnesia	 in	the	bereaved	the	day	after	a	cancer	death.	Palliat	Support	
Care,	13（6）,	1787-1790.

② Miyashita,	M.,	Wada,	M.,	Morita,	T.,	Ishida,	M.,	Onishi,	H.,	Sasaki,	Y.,	Narabayashi,	M.,	Wada,	T.,	Matsubara,	M.,	
Takigawa,	C.,	Shinjo,	T.,	Suga,	A.,	Inoue,	S.,	Ikenaga,	M.,	Kohara,	H.,	Tsuneto,	S.	&	Shima,	Y.	（2015）.	Independent	
Validation	of	 the	Japanese	Version	of	 the	EORTC	QLQ-C15-PAL	for	Patients	With	Advanced	Cancer.	J	Pain	
Symptom	Manage,	49（5）,	953-959.

③ Miyashita,	M.,	Wada,	M.,	Morita,	T.,	 Ishida,	M.,	Onishi,	H.,	Tsuneto,	S.	&	Shima,	Y.	（2015）.	Development	and	
validation	of	the	Comprehensive	Quality	of	Life	Outcome	（CoQoLo）	inventory	for	patients	with	advanced	cancer.	
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BMJ	Support	Palliat	Care,	22（000725）,	2014-000725.
④ Nakajima,	N.,	Kusumoto,	K.,	Onishi,	H.	&	Ishida,	M.	（2015）.	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,	32（7）,	776-782.

⑤ Onishi,	H.,	 Ishida,	M.,	Toyama,	H.,	Tanahashi,	I.,	 Ikebuchi,	K.,	Taji,	Y.,	Fujiwara,	K.	&	Akechi,	T.	（2015）.	Early	
detection	and	successful	 treatment	of	Wernicke	encephalopathy	 in	a	patient	with	advanced	carcinoma	of	the	
external	genitalia	during	chemotherapy.	Palliat	Support	Care,	11,	1-5.

④大西秀樹 ,	石田真弓 ,	棚橋伊織	&	遠山啓亮（2015）.	死別体験とうつ病 .	臨床精神医学 ,	44（4）,	473-477.　	
⑤大西秀樹	&	石田真弓	（2015）.	せん妄に対する薬物療法 .	薬事 ,	57（4）,	577-582.　
⑥大西秀樹 ,	石田真弓	&	棚橋伊織	（2015）.	グリーフケア .	ペインクリニック ,	36（Supplement）,	S720-727.
⑦大西秀樹 ,	石田真弓	&	棚橋伊織	（2015）.	遺族ケア .	精神神経学雑誌 ,	117（12）,	995-1001.
⑧ Mayumi	Ishida,	Hideki	Onishi.	Which	factor	is	related	to	psychiatric	diagnosis	in	the	bereaved	seeking	medical	

counseling	at	a	cancer	center?	2015	World	Congress	of	Psycho-Oncology.	Washington,	DC,	USA.
⑨ Mayumi	Ishida,	Hideki	Onishi.	Missing	memories	of	death:	Dissociative	amnesia	in	the	bereaved	the	day	after	

cancer	death.	23rd	World	Congress	on	Psychosomatic	Medicine.	23rd	World	Congress	on	Psychosomatic	
Medicine.	Glasgow.

【総数：論文	5	件，学会発表	2	件，講演	20	件】
6-2．獲得研究費

1）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 -」

2）平成 27-29 年度　文部科学省	科学研究費助成事業　若手研究（B）（15K17303）	「治癒不能がん患者における
心的外傷後成長を目指した心理支援プログラムの開発」

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

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）
＊死生学勉強会（代表：大西秀樹，事務局長：石田真弓）

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，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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3．30）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
海老原康博（EBIHARA,	Yasuhiro）：准教授：副部長：小児科学：博士
小林清子（KOBAYASHI,	Kiyoko）：助教：内科学

2．教育
2-1．目的・目標

①卒前教育：
　医学部 5 年生にＢＳＬ実習教育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，田中が担当
　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，検体検査の流れ，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，渡辺典，渡辺保，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 27 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 27 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9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
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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．

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，海老原，田地，内田
②超音波検討グループ：海老原，小林，三村，五十嵐，山本
③全血の亜鉛測定系の開発と臨床応用：池淵，海老原，小林，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）グラム染色を西岡の方法から Bartholomew&Mittwerno 変法（バーミー法）に変更した．

2）RSウイルス検出キットをイムノカード ST	RSV（富士レビオ）からクイックナビRSV（大塚製薬）に変更した．3）
メトトレキサート測定について，分析装置（TDX から ARCHITECTi2000SR）と測定試薬（メトトレキサートⅡ・
ダイナパックからアーキテクト・メトトレキサート）の変更を行った．4）東ソー株式会社から，ＡＩＡ 900 な
どの分析装置によるエンザイムイムノアッセイ法を用いた新規敗血症マーカー（プレセプシン）測定試薬が開発
された．体外診断用医薬品製造販売承認申請並びに院内検査導入に向けての性能評価を行うため，感度試験，再
現性試験，希釈試験などの基本性能や他社製品との相関試験，並びに検体の保存条件による安定性などの検討を
実施している．

②超音波検討グループでは血管内エコーに習熟した技師が部内の教育を充実させている．
③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）
　超音波検査や骨髄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）
　日本造血細胞移植学会編集委員（海老原）
　日本血液学会査読委員（海老原）
　日本小児血液・がん学会査読委員（海老原）
　日本造血細胞移植学会査読委員（海老原）
　Pediatric	Transplantation 査読委員（海老原）
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
　東京小児がん研究グループ	（Tokyo	Children’ s	Cancer	Study	Group：TCCSG）	運営委員（海老原）
　TCCSG　診断研究委員会委員（海老原）

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 Konuma	T,	Kato	S,	Ooi	J,	Ebihara	Y,	Mochizuki	S,	Ishii	H,	Takei	T,	Oiwa-Monna	M,	Tojo	A,	Takahashi	S.	Second	

allogeneic	transplantation	using	unrelated	cord	blood	for	relapsed	hematological	malignancies	after	allogeneic	
transplantation.
Leuk	Lymphoma.	57:	103-109,	2016

学会・研究会発表
②渡辺典之，橋北義一，田地功忠，池淵研二：持続するカンジダ血症の臨床的検討．第 89 回日本感染症学会総会
③内田弘行，大坂圭司，久保嘉志，田地功忠，小林清子，池淵研二：AST（ALT），ピルビン酸高値，乳び検体は，

測定吸光度範囲チェックが適正に行われない．第 64 回医学検査学会
④木下博美，松本雅子，網野育雄，室谷明子，田地功忠，小林清子，池淵研二：生検組織のスタンプ標本補助診断

に有用であった DLBCL の一例．第 64 回医学検査学会
⑤山本哲也：超音波検査のパニック値　血管領域．日本超音波医学会　第 88 回学術集会
⑥松本雅子，木下博美，松本雅子，網野育雄，室谷明子，田地功忠，小林清子，池淵研二：びまん性大細胞性 B

リンパ球（DLBCL）の治療後経過観察中に発症した治療関連骨髄性腫瘍の一例．第 16 回日本検査血液学術集会
⑦小嶺誠也，内田弘行，田地功忠，小林清子，池淵研二：「アーキテクト high	sensitive トロポニニン I	ST」の評価．

第 44 回埼玉県医学検査学会
⑧佐藤雅子，木下博美，大谷真弓：CONUT 値導入後の血液検査の実施状況．第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術

集会
⑨橋北義一，渡辺典之，田地功忠，池淵研二：髄膜炎患者の血液培養から検出された Clostridium	innocuum につ

いて．第 27 回日本臨床微生物学会総会・学術集会
小林清子，池淵研二：自家末梢血幹細胞採取での採取前末梢血 CD34 陽性細胞測定の検討．第 63 回日本輸血・
細胞治療学会総会 9．	

【総数：著書 2 件，論文 2 件，学会発表 17 件】
6-2．獲得研究費　

1．日高研究プロジェクト：小林清子，田地功忠，海老原康博，池淵研二：当院における気送管搬送後の輸血製剤
品質の検討

2．日高研究プロジェクト：室谷明子，田地功忠，小林清子，海老原康博，池淵研二：全血の亜鉛測定系の開発と
臨床応用

6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　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．また，技師たちの学会発表数も増え，着
実にアカデミックマインドが身についてきている．今後も学会発表や発表論文の論文化を進めることで，今後数年計
画であるが，検査技師が学位取得できるよう指導をしていきたい．
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1．構成員
＜医師＞

安田政実（YASUDA,	Masanori）：教授：診療部長，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，代表指導教員（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
新井栄一（ARAI,	Eiichi）：教授：研究主任，指導教員（大学院）：診断病理，皮膚病理：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
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
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），細沼沙紀（HOSONUMA,	Saki），菅野恵士（KANNO,	
Satoshi），内田真仁（UCHIDA,	Masato），濃沼　麗（KOINUMA,	Rei）	

＜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
金　玲（JIN,	Ling）：助教（医員）
李　治平（LI,	Chih-ping）：助教：医員：診断病理：医学博士

＜非常勤医師＞
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
山口　浩（YAMAGUCHI,	Hiroshi）：非常勤講師
寺戸雄一（TERADO,	Yuichi）：非常勤講師
菊地良直（KIKUCHI,	Yoshinao）：非常勤講師

2．教育
2-1．教育目的・目標
　人体の正常構造や機能に関する知識を基礎として，様々な疾病の「概念，病因・病態，病理学的特徴，および臨床
的意義」などについて講義する．病理総論では，臨床医学を理解するために必要不可欠な「疾病の成り立ちについて
の基本的知識」を病理形態学の立場から教育する．病理総論実習においては，病変の肉眼および組織所見の特徴を実
際に観察し，病理総論の理解につなげる．近年バーチャルスライドを取り入れ，学生個人のコンピュータ上でも標本
観察を可能とした．臓器別病理各論講義では，病理総論的知識に基づき，それぞれの臓器に固有な疾病の病態や病理
学的形態学変化を詳細かつ具体的に解説し，臨床像を理解するための一助とする．	
2-2．教育内容（担当者）
〈2	年生〉「病理総論」講義：炎症（4 時間：新井），腫瘍（2 時間：藤野，3	時間：長谷部，3 時間：安田），実習（炎

症：2 時間　新井，腫瘍：4 時間　安田・長谷部）
〈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（2	時間：清水
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禎），消化器（2	時間：伴，	4 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：新井，1 時間：藤野），感覚器（1 時間：新井），免疫（1 時
間：新井）

〈5	年生〉	BSL（病理診断科，隔週，担当：スタッフ全員）
〈研修医〉	Clinicopathological	conference（CPC）年 22 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 28 編　論文は計 36	編を発表した．その内訳は英文 8	編，邦文 28	編である．学会発表は，海外（国際）2 回，
国内 55 回，講演 17 回を行った．いずれもスタッフ個々の活動性の高さの表れであると評価される．次年度も既に
大きな研究成果の発表を予定している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成 27	年度の病理診断数は，組織診 10,068	件，術中迅速診断 1,246 件，細胞診 8,051 件，迅速細胞診 501 件，
免疫2,647件，染色体検査351	件であった．病理解剖数は31	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 18 回・22 例），病院全体 CPC（年 3 回）も実施している．

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
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　Pathology	International，Editorial	Board:	Masanori	Yasuda,	Takahiro	Hasebe,	Eiichi	Arai
　Acta	Histochemica	et	Cytochemica,	Editorial	Board:	Masanori	Yasuda
　Journal	of	Dermatology	査読委員 :	Eiichi	Arai
　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：安田政実
　日本婦人科腫瘍学会誌編集長：安田政実
　西日本皮膚科雑誌査読委員：新井栄一
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　卵巣腫瘍取扱い規約委員：安田政実
　子宮頸癌取扱い規約（病理編）委員：安田政実
　子宮体癌取扱い規約（病理編）委員長：安田政実
　日本病理学会コンサルテーション委員：安田政実，新井栄一
　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，新井栄一
　埼玉県臨床細胞学会　学術委員長：安田政実
　卵巣腫瘍取扱い規約改訂病理系委員会・委員長：安田政実
　病理専門医制度運営委員会：安田政実
　平成 27 年度病理専門医試験，病理専門医・口腔病理専門医試験実施委員：安田政実
　中央病理判定委員会委員　：安田政実

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Kato	N,	Niitsu	M,	Kawabe	T,	Eiichi	A,	and	Fukumoto	K.:	Surgical	Management	of	Unilateral	Soft	Tissue	Swelling	

around	the	Proximal	Interphalangeal	Joint	in	an	Adolescent:	A	Case	Report	of	Pachydermodactyly.	Case	Reports	
in	Orthopedics	2015,	article	 ID	242078,	4	pages　2015;2015:242078.	doi:	10.1155/2015/242078.	Epub	
2015	Nov	24.

② Takahashi	M,	Kozawa	E,	Tanisaka	M,	Hasegawa	K,	Yasuda	M,	Sakai	F.:	Utility	of	histogram	analysis	of	apparent	
diffusion	coefficient	maps	obtained	using	3.0T	MRI	for	distinguishing	uterine	carcinosarcoma	from	endometrial	
carcinoma.		J	Magn	Reson	Imaging.	2016	Jun;43（6）:1301-7.	doi:	10.1002/jmri.25103.	Epub	2015	Nov	25.

③ Kurosaki	A,	Hasegawa	K,	Kato	T,	Abe	K,	Hanaoka	T,	Miyara	A,	O'Shannessy	DJ,	Somers	EB,	Yasuda	M,	Sekino	T,	
Fujiwara	K.:	Serum	folate	receptor	alpha	as	a	biomarker	for	ovarian	cancer:	Implications	for	diagnosis,	prognosis	
and	predicting	 its	 local	 tumor	expression.	 	 Int	J	Cancer.	2016	Apr	15;138（8）:1994-2002.	doi:	10.1002/
ijc.29937.	Epub	2015	Dec	15.

④ Higashi	M,	Tokuhira	M,	Fujino	S1,	Yamashita	T,	Abe	K,	Arai	E,	Kizaki	M,	Tamaru	J.:	Loss	of	HLA-DR	expression	
is	related	to	tumor	microenvironment	and	predicts	adverse	outcome	in	diffuse	 large	B-cell	 lymphoma.	 	Leuk	
Lymphoma.	2016;57（1）:161-6.	doi:	10.3109/10428194.2015.1038708.	Epub	2015	May	18.

⑤ 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.	2015	Jul;45（7）:642-9.	Doi:	10.1093/jjco/hyv055.	Epub	2015	May	19.

学会発表
⑥新井栄一：CD30 陽性リンパ増殖性疾患（皮膚に関して）．第 114 回日本皮膚科学会総会　平成 27 年 5 月

29-31 日　29 日　横浜　
⑦榊　美佳，田丸淳一，安田政実：少量検体におけるリンパ腫診断の精度 .　第 55 回日本リンパ網内系学会総会，

第 25 回日本樹状細胞研究会，第 18 回日本血液病理研究会　平成 27 年 7 月 9-11 日　岡山　
⑧安田	政実 ,	梶原	博 ,	田丸	淳一 ,	足立	史朗 ,	岩淵	啓一 ,	畑中	佳奈子 ,	近藤	哲夫 ,	辻本	正彦 ,	長坂	徹郎 ,	槇	政彦 ,	

伊丹	弘恵 ,	松本	裕文 ,	川上	史：閉経後 AFP 産生卵巣腫瘍の臨床病理像　17 例の検討．第 61 回日本病理学会秋
期特別総会　2015 年 11 月 5-6 日　東京大学安田講堂　6 日　東京

⑨島田	浩子 ,	上田	重人 ,	山口	慧 ,	浅野	彩 ,	杉谷	郁子 ,	杉山	迪子 ,	廣川	詠子 ,	重川	崇 ,	竹内	英樹 ,	高橋	孝郎 ,	長谷
部	孝裕 ,	大崎	昭彦 ,	佐伯	俊昭：原発性乳癌に対する術前化学療法の画像評価と組織学的効果判定の関連性につ



763

病理診断科

いての検討．第 40 回日本外科系連合学会学術集会　2015 年 6 月 18-19 日　京王プラザホテル　18 日　東京
【総数：論文 36 件，学会発表 57 件，講演 17 件】

6-2．獲得研究費
1）安田政実：基盤研究（C）15K08355　低酸素関連因子の核内移行とその抑制効果の検討：治療的視野からみ

た個別化．期間：27-29
2）永田耕治：基盤研究（C）15K08384　膵癌先駆病変の悪性度と細胞分化，形態変化の網羅的解析―臨床診断

への応用に向けて．　期間：27-29
3）長谷部孝裕：学内グラント :	脈管内癌組織の生物学的特性に基づく癌悪性度評価．800,000 円　期間：平成 27

年度
4）藤野　節：学内グラント :	胃型形質を持つ低悪性度上皮性腫瘍の発生とプロトンポンプ阻害薬との関連性の解

明	600,000 円　期間：平成 27 年度
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）婦人科病理講習会
　2015 年 10 月 17 日（土）,「第 10 回婦人科病理診断講習会」“婦人科病理診断の基本：WHO2014 の改訂点 “東
京慈恵会医科大学にて開催した.　今回はテーマとして“婦人科病理診断の基本：WHO2014の改訂点“を取り上げた.	
日本全国より若手からスキルアップを目的とするベテランまでの病理医，婦人科医，その他の医師など 177 人が
受講した．

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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3．32）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．担当は棚澤，松本．

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．ただし平成 26 年度は受講者ゼロであった．

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．担当は棚澤，
松本．

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 部に臨床工学技士さんとデータを解析し，採取タイミングの決定，採取 CD34 陽性細胞数量と
前化学療法量の相関，などについて臨床研究をする．
　血液製剤の一部（初療室へ）は気送管を用いて搬送している．そこで気送管搬送前後で赤血球製剤，血小板製剤の
品質に変動が生じないか検討する．赤血球製剤の品質指標として，血漿 K，LDH，フリー Hb，血小板製剤の品質指
標として，pH，酸素濃度，血小板凝集能，スワーリングの有無を調査対象とした．
　自己血採血を臨床業務として行っているが，この医療行為は別の捉え方をすると，急速脱血と造血回復の過程を観
察することになると考えている．そこで定期的に 400 ｍｌ全血を採血する患者のデータから採血後 1 週間で産生さ
れる赤血球 Hb 量を計算し，鉄剤投与の有無，エリスロポエチン投与の有無により群を分けて，自己血採血後の造血
回復の程度を検討した．
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血液製剤の気送管搬送による血球製剤の品質評価に関する研究
③自己血採血後の造血回復に関する研究

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）
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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／ μl 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
告した．

②気送管を用いて赤血球製剤を搬送した検討では，搬送後にフリー Hb がわずかに増加するバッグが認められたが，
その他の指標では搬送の影響は認めず，臨床的に搬送が可能であると結論した．血小板製剤では搬送前後で品質
に影響はなかった．このデータを用いて現在論文作成中である．

③自己血採血後の造血回復に関する検討では，あくまで後ろ向き研究であるため，自己血採血後定期的に検査が実
施されていないケースがあり，まだ目標の症例数に達していない．現状では，鉄剤プラスエリスロポエチン投与
群では予想通り 1 週間で造血回復率が最も高い．平成 28 年度にも症例を追加して解析を進める予定である．

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．血液製剤バッグを
気送管で搬送することで，臨床的に問題となる検査データがないことが明らかにでき，目下論文作成中である．自己
血採血後の造血回復に関する研究はさらに症例を追加して解析する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，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（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
（論文総数 0　，学会発表総数 0）

　論文発表	 該当なし
　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
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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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保健医療学部

1．看護学科

1．構成員 
加藤木利行（KATOGI,	Toshiyuki）	:	特任教授：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
大森智美（OMORI,	Tomomi）：	教授：指導教員（大学院）：	母性看護学：修士
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
辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）：教授：外科学 , 医学教育学：博士
冨田幸江（TOMITA,	Sachie）：	教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学：博士
野田智子（NODA,	Tomoko）：教授：代表指導教員（大学院）：小児看護学：博士
浅川典子（ASAKAWA,	Noriko）：	准教授：	老年看護学：博士
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
菊池チトセ（KIKUCHI,	Chitose）：	准教授：指導教員（大学院）：	地域看護学：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
鶴田晴美（TURUTA,	Hremi）: 准教授：基礎看護学：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
新井敏子（ARAI,	Toshiko）：講師：大学院教員（大学院）：成人看護学：修士
大澤優子（OSAWA,	Yuko）：	講師：大学院教員（大学院）：精神看護学：修士
大森美保（OMORI,	Miho）：講師：基礎看護学：博士
金子優子（KANEKO,	Yuko）：	講師：大学院教員（大学院）：神経生理学：博士
高橋公子（TAKAHASHI,Kimiko）：講師：基礎看護学：修士
西岡ひとみ（NISHIOKA,	Hitomi）	：講師：地域看護学：修士
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
石田欣也（ISHIDA,	Kinya）：助教：修士
今村久美子（IMAMURA,	Kumiko）：助教：修士
折元美雪（ORIMOTO,	Miyuki）：助教：修士
梶原貴宏（KAJIWARA,	Takahiro）：助教：修士
河田純子（KAWATA,	Junko）：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
是村利幸（KOREMURA,	Toshiyuki）：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
鈴木優子（SUZUKI,	Yuko）：助教：修士
千葉今日子（CHIBA,	Kyoko）：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
松江なるえ（MATSUE,	Narue）：助教：修士
山下知子（YAMASHITA,	Tomoko）：助教：修士
内田久子（UCHIDA,	Hisako）：助手
櫻井理恵（SAKURAI,	Rie）：助手
町田貴絵（MACHIDA,	Takae）	：助手
松本里加（MATSUMOTO,	Rika）：助手

2．教育
2-1．目的・目標
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　深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研
鑽に努めることができる人材を育成することを目的とする．「看護対象としての人間理解」では，人体の構造と機能，
疾病の成り立ちと回復の促進，社会保障制度と生活者の健康，健康現象の疫学と統計に関する緒科目，医療の基本，
病むことの心理，看護におけるコミュニケーション論を含む医療と人間に関する科目の履修を通じて，看護学の視点
から看護の対象としての人間理解を深める．「看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得」では，看護師
および保健師国家試験の受験に必要な，基礎看護学，成人看護学，老年看護学，母性看護学，小児看護学，精神看護学，
在宅看護学，地域看護学と看護学実習を通じて，看護の基本を修得するとともに，社会の動向に応じて看護の変革を
していける能力を養うために「ケアの質向上のための看護」からなる．「ケアの質向上のための看護」は，感染看護学，
家族看護学，看護過程論，看護管理，国際看護学，看護倫理，看護研究概論，看護研究セミナーを通じて看護の質を
向上させ，問題解決能力や研究的・科学的判断力をより高める．各領域の目的・目標は以下の通りである．
基礎看護学領域：基礎看護学領域では，看護専門職者に必要な基本的知識として看護の概念や本質を追究し，科学的
な看護実践の視点を身につけ，看護の対象者と看護職者との関係を考えつつ，生活行動援助技術の原理と実際を学ぶ．
臨地実習では，対象を生活者としてとらえ，健康上の問題によって対象の生活行動がどのように変化するのか，また，
対象が必要としている生活行動への援助を実施することを学習目標とする．
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
の習得を目指した授業をおこなう．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て全人的な支援を，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は科学的思考
に基づき健康問題を同定し，生活構築を目指す看護実践がおこなえることを目的・目標とする．
老年看護学領域：老年看護学概論では，加齢や健康問題に伴う生活の変化と高齢期の健康問題に関わる保健医療福祉
政策の概要と看護の役割を学習する．老年看護学活動論では，虚弱な高齢者への個別性をふまえた看護援助について
学習する．老年看護学実習Ⅰでは，加齢による心理・身体・社会的な変化に合わせて高齢者はどのように日常生活を
構築しているのか理解する．老年看護学実習Ⅱでは，認知症高齢者の健康障害の特性を理解し，必要な看護実践能力
を養う．
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学修する．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学修する．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ための基礎的能力を習得する．
母性看護学領域：母性看護の対象の理解，妊娠 ･ 分娩 ･ 産褥期（新生児も含む）の連関，各期の身体的 ･ 心理的特性
と観察及び援助について，具体的・実際的に学習できるようにする．特に，看護学実習において，講義や学内演習が
実際と結びつけられるように指導することを教育の目標とする．
精神看護学領域：精神看護学概論では，こころの健康やその発達についての理解をもとに，精神疾患の病態と治療の
特徴を学ぶ．これに加えて，精神障害者をもつ家族への支援について考察を深める．精神看護学活動論では，精神看
護学の対象と機能を踏まえたうえで，精神科看護の対象となる人への治療的な関わりと基本的看護援助について具体
的に学ぶ．精神看護学実習ではこれらの知識・技術を活用し，精神科医療施設および社会復帰施設において実践的に
学び，様々なステージにおける支援のあり方について自らの課題を見出す．
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
宅看護の実際を学び，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，公衆衛生看護管理
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ぶ．地域診断論Ⅰ・Ⅱでは公衆衛生看護活動の基本的
技術である地域診断を演習し，公衆衛生看護学実習では地域の健康課題の解決のための実践を学ぶ．
2-2．教育内容

【看護の対象としての人間理解】
・病むことの心理：2 年生 ,1 単位 30 時間　（大賀淳子 ,	西岡ひとみ）
・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（野田智子 , 大賀淳子）
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・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）
・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（菊池チトセ ,	藤村博恵 ,	大森智美）	
・疾病の成り立ちⅠ：2 年生 ,	2 単位 60 時間（加藤木利行 ,	佐久間肇 ,	辻美隆ほか）
・疾病の成り立ちⅡ：2 年生 ,	1 単位 30 時間（加藤木利行 ,	辻美隆ほか）
・疾病の成り立ちⅢ：2 年生 ,	2 単位 60 時間（加藤木利行 ,	佐久間肇 ,	辻美隆ほか）
・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（佐久間肇ほか）
・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（辻美隆 , 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 , 鶴田晴美 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ , 山下知

子 , 千葉今日子）	
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（高橋公子 , 冨田幸江 ,	鶴田晴美 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）	
・基礎看護技術Ⅱ：1 年生 ,1 単位 30 時間（鶴田晴美 , 冨田幸江 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）	
・基礎看護技術Ⅲ：1 年生 ,1 単位 30 時間（高橋公子 , 冨田幸江 ,	鶴田晴美 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）	
・	基礎看護技術Ⅳ：2 年生 ,1 単位 30 時間（鶴田晴美 , 冨田幸江 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）	
・基礎看護技術Ⅴ：2 年生 ,1 単位 30 時間（高橋公子 , 冨田幸江 , 鶴田晴美 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）		
・看護方法演習：2年生,1単位30時間（冨田幸江,小林由紀子,鶴田晴美,高橋公子,大森美保,松江なるえ,山下知子,

千葉今日子）		
・成人看護学概論：2年生 ,2単位30時間（本山仁美,新井敏子,梶原貴宏,河田純子,是村利幸,櫻井理恵,松本里加）
・成人看護学方法論Ⅰ：2 年生 ,1 単位 30 時間（新井敏子 , 本山仁美 , 西岡ひとみ）
・老年看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 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）
・小児看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（野田智子）
・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	（大賀淳子 , 大澤優子）
・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，野田智子）
・母性看護学活動論：2 年生 ,2 単位 60 時間（大森智美 ,	藤村博恵 ,	今村久美子）
・成人看護学方法論Ⅱ：3 年生 ,1 単位 30 時間（新井敏子 , 本山仁美 , 梶原貴宏 , 河田純子 , 是村利幸 , 櫻井理恵 ,

松本里加）
・成人看護学方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 新井敏子 , 梶原貴宏）
・成人看護学方法論Ⅳ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 新井敏子 , 梶原貴宏 , 河田純子 , 是村利幸 , 櫻井理恵 ,

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 , 野田智子 , 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 , 成田みぎわ , 石田欣也）
・在宅看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（西岡ひとみ , 千田みゆき ,	山路真佐子 , 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,	西岡ひとみ,町田貴絵,
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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 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 内田久子）
・看護学概論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 15 時間	（冨田幸江 , 鶴田晴美）
・看護のマネジメントと安全管理 :	4 年生 ,2 単位 30 時間（鶴田晴美 , 大森美保 , 松江なるえ）
・基礎看護学実習Ⅰ：1 年生 ,1 単位 45 時間	（冨田幸江 , 鶴田晴美 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子）	
・基礎看護学実習Ⅱ：2 年生 ,2 単位 90 時間（冨田幸江 , 鶴田晴美 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ , 山下知子）		
・成人看護学実習Ⅰ：3 年生 ,3 単位 135 時間（本山仁美 , 新井敏子 , 梶原貴宏 , 河田純子 , 是村利幸 , 櫻井理恵 , 松

本里加）
・成人看護学実習Ⅱ：3 年生 ,3 単位 135 時間（本山仁美 , 新井敏子 , 梶原貴宏 , 河田純子 , 是村利幸 , 櫻井理恵 , 松

本里加）
・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　（野田智子 , 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	（大賀淳子 ,	大澤優子 , 成田みぎわ , 石田欣也）
・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 ,西岡ひとみ ,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 , 町田貴絵）
・公衆衛生看護学実習：4 年生 ,5 単位 225 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,大森智美,野田智子,浅川典子,大賀淳子,菊池チトセ,	

本山仁美 ,山路真佐子 ,新井敏子 ,	大澤優子 ,高橋公子 ,西岡ひとみ ,藤沼小智子 ,藤村博恵 ,石田欣也 ,今村久美子 ,
是村利幸,梶原貴宏,河田純子,熊本まや子,杉山智江,鈴木優子,千葉今日子,テイラー栄子,成田みぎわ,内田久子,	
櫻井理恵 , 町田貴絵 , 松本里加）

【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（大澤優子 , 高橋公子）
・パリアティブケア論：2 年生 ,1 単位 15 時間（新井敏子）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 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 , 西岡ひとみ）
・クリティカルケア論：3 年生 ,1 単位 15 時間（本山仁美 , 河田純子）
・看護研究概論：3 年生 ,2 単位 30 時間（千田みゆき）
・救急救命論：4 年生 ,	1 単位 15 時間（本山仁美 , 梶原貴宏）
・地域診断論Ⅰ：4 年生 ,1 単位 15 時間（菊池チトセ）
・地域診断論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 30 時間（菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 内田久子）
・公衆衛生看護管理論：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））：臨床検査学科 1 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係））：医用生体工学科 1 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理／診療の基本）：健康医療科学科 2 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理／診療の基本）：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Ⅱ（医の倫理／診療の基本）：理学療法学科 2 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・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（辻美隆ほか）
・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（辻美隆 , 加藤木利行ほか）
・人体の構造と機能 I（解剖学・生理学）：臨床検査学科 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）：臨床検査学科 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）：臨床検査学科 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（加藤木利行 ,	佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ～Ⅱ：医用生体工学科 2 年生 ,4 単位 60 時間（加藤木利行 ,	佐久間肇 , 辻美隆ほか）
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・ヒトの病気Ⅲ：医用生体工学科 3 年生 ,2 単位 30 時間（加藤木利行 ,	辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ：理学療法学科 2 年生 ,12 単位 180 時間（加藤木利行 ,	佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・	ヒトの病気Ⅶ：理学療法学科 3 年生 ,2 単位 30 時間（加藤木利行 ,	佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・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，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実
習を展開し，実習施設との連携を図り，実習目標の達成も高まった．これらの実習によって，学生は看護学を学ぶ学
習の動機づけができたと考える．
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教授することができた．方法論全般に生活習慣と健康障害を関連づけた教授をおこなった．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は周術期を中心とした看護を，方法論Ⅲはがん患者を含む
長期間療法が必要な対象への看護を，方法論Ⅳは成人看護に必要な技術を教授することができた．実習Ⅰは看護過程
を用いて療養支援を，実習Ⅱは患者の健康レベルの変化に対応できる看護実践を支援することができた．	
老年看護学領域：老年看護学概論では資料を工夫して授業を進め，学生は高齢者の特徴をふまえた援助の必要性を学
習できた．老年看護学活動論では高齢者への個別性のある看護援助を展開するための基本的な知識・技術について学
習でき概ね目標は達成できた．老年看護学実習Ⅰでは，高齢期を生きるということについて理解を深めることができ
た．老年看護学実習Ⅱでは，学生は認知症高齢者を受け持ち必要な看護援助について理解を深めることができた．
小児看護学領域：小児看護学概論では子どもの成長発達の特徴と子どもを取り巻く社会状況の理解を深め，小児看護
学活動論の健康障害を抱える子どもと家族の看護につなげることができた．小児看護学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の学習効果を上げることができた．また，小児看護学実習に
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，実習で活用することができた．小児看
護学実習では，初日から子どもと関わり，日々の援助や看護過程の展開を通して，子どもの健康の回復とウェルビー
イングの実現に向けた看護実践を体験することができた．
母性看護学領域：母性看護学概論では，生殖の意義，母性と父性の概念，女性のライフサイクル各期の健康と課題，
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
箇所の実習施設で実習を行い，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
視聴覚教材を活用した．「精神看護学活動」では当事者による講義を 3 回実施し，うち 1 回はグループワークを行っ
て学びを深めた．「精神看護学実習」では，あらたに「看護技術リスト」を作成し，使用を開始した．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．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，地域診断論Ⅰ・Ⅱと公衆衛生看護学に関する科目は科目数，単位数，時間数が多く，選択科目でもあ
るため，学生が混乱をしないよう科目間の授業内容を整理し時間割を調整するなどの対応をした．公衆衛生看護管理
論は図表の使用を増やしわかりやすくなるよう工夫した．在宅看護学実習および公衆衛生看護学実習は，広範囲の地
域に学生を配置するため，非常勤講師を含めた教員間および実習施設との連携・調整に努め，学習効果を上げること
ができた．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 80% 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：成人看護学概論では，領域の教員全員が参加して学生と関わり，能動的に学べる演習を取り入れた
が，基礎看護学で培った “生活者の視点” と関連させて成人看護学で教授する諸理論を理解させていくことが難しかっ
た．来年度は既習したことに積み上げられるような授業展開を行う必要がある．さらに概論から方法論への繋がりを
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もたせる教授方法の洗練化が課題であろう．生活習慣と健康障害との関係をさらに強化した内容にし，事例を用いて
考える授業方法を構築していく必要がある．また，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を
養うために看護過程と技術演習を関連させる工夫をしていきたい．実習は学内の授業との関連性を強化して，想起さ
せ多くの知識を定着させる指導を強化していく．また新任教員が多いため，領域内での学習会など教育力を高めるこ
とも必要である．
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では学内演習内容に検討を加え，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では事前学習課題を更に検討し，学生の認知症高齢者に対する理
解が深まる実習としていく．
小児看護学領域：小児看護学概論では，グループワークを取り入れ，子どもの成長発達の原則や各発達段階の理解を
図れるように工夫を行い，学生自身が積極的に学習に取り組むことができた．次年度は，さらに，現代社会の特徴を
踏まえた小児看護学の役割を積極的に考えることができるよう授業を進めていく．小児看護学活動論では，健康障害
を抱えた子どもや家族をイメージできるよう事例を工夫した．次年度は，さらに学生が健康障害を抱えた子どもと家
族の看護の方向性を考察できるよう授業を進めていく．小児看護学実習では，引き続き臨床指導者と連携をとり，学
生個々の学習進度に合わせた指導を行っていく．
母性看護学領域：講義，演習においては，母性看護学概論の学生が講義するという主体的学習方法は，今後もより効
果のあるものとしていくための検討を進める．活動論における演習をより実習に結び付けていくために内容や講義方
法を検討していく．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」の連続性を重要視した授業計画の作成，
実施により，「精神看護学実習」での学生の動きはスムーズであり，理解が深まったと考える．次年度も同様の授業
計画とする．また，今年度新たに作成した「看護技術リスト」を引き続き使用し，適宜修正を加えながら，活用する．
地域看護学領域：在宅看護学概論や公衆衛生看護学概論は，レジュメを穴埋め式にし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 4 年次の地域診断論Ⅰ . Ⅱと公衆衛生看護学実習が開講したが，さらに内容
を精選し公衆衛生看護学の特徴を明確にして授業を行い，授業と公衆衛生看護学実習が結び付くよう工夫をする．公
衆衛生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（辻美隆 , 佐久間肇ほか）②医療人教育におけるコミュニケ－ション能力の開発（辻美隆ほか）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 9 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生理学会大会で報告した（医学部生理
学教室との共同研究）．また，平成 27 年度埼玉医科大学学内グラント（金子優子，「網膜ドーパミン作動性アマクリ
ン細胞の自発的活動に関わるイオンチャネルの解明」）および平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト
研究（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」）に採択され，単一細胞 RT-
PCR での解析を行える実験環境が概ね整い，試験的な実験を開始した．達成度 35%
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．
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＜基礎看護学領域＞
3-1．目的・目標：①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．②臨地実習指導者が指導した看護学生の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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①小林由起子 ,	樋口美樹 ,	冨田幸江：看護系大学における看護学生の日常
生活援助技術を学ぶ意欲に関する要因（平成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究），②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（青森広美，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）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	（秋葉沙織：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），
3-3．研究内容と達成度：①については，倫理審査の承認を受け，本調査を実施した．データの分析結果については，
看護系の学会での発表，さらに，埼玉医科大学保健医療学部紀要に掲載が決定された．達成度 90％，3-2 の②につ
いては，倫理審査の受審を受け，本調査を実施した．データの分析結果については，看護系の学会で発表した．今後
は，論文投稿を予定している．達成度 70％，3-2 の③については，倫理審査の承認を受けたあとに，予備調査，本
調査を予定している．達成度 40％．
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．次年度は，保健医療学部プロジェクト研究費に申請し，新たな研究課題に取り組んでいきたい．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：成人看護学における効果的な授業方法を研究の視点で取り上げ，領域として研究をおこなう．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①臨床看護師の演習参加がもたらす成人看護学実習での効果（本山仁美 ,
新井敏子 , 梶原貴宏 , 河田純子 , 是村利幸 , 櫻井理恵 , 松本里加）
3-3．研究内容と達成度：①学生および演習に参加した臨床看護師を対象に，実習での効果を質問紙で調査し，分析
途中であり，達成度は 60% である．
3-4．自己評価と次年度計画：新任教員が多く過密な教育活動ではあったが，身近なテーマから研究マインドを刺激
することができた．研究の進捗状況は計画通りであり，来年度は論文作成を進めていく．また，領域だけでなく教員
個々の研究がおこなえるように，領域内で意識を高めていく必要がある．
＜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：研究結果の一部を学会発表した．達成度 95％
3-4．自己評価と次年度計画：研究全体のデータ分析を見直し，論文にて公表する．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：①予防接種を受ける幼児に対する親のかかわりを明らかにし，親から子どもへのかかわりを充実
させる方策を考察することを目的として取り組んだ．②予防接種を受ける子どもと家族に対する地域の看護職のかか
わりの実態を質問紙調査し，看護職への支援を考察することを目的として取り組んだ．③診療所における予防接種を
受ける幼児と家族に対するプレパレーションの実態から導入を困難にしている要因を考察することを目的に取り組ん
だ．④在宅の学齢期肢体不自由児の栄養スクリーニングの現状と課題を明らかにすることを目的に取り組んだ．⑤在
宅の幼児期・青年期の栄養スクリーニングの現状と課題を明らかにすることを目的に取り組んだ．⑥入所施設の重症
心身障害児の栄養アセスメントの現状と課題を明らかにすることを目的に取り組んだ．⑦知的障害児の定期健康診断
の事前指導の現状を明らかにすることを目的に取り組んだ．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①幼児が医療機関を受診する際の親のかかわりに関する研究	（藤沼小智子
ほか）②予防接種時における看護職の子どもへのかかわりに関する研究（藤沼小智子 , 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）③診療所で予防接種を受ける幼児と家族へのプレパレーショ
ン導入に関する研究（藤沼小智子 , 野田智子，佐鹿孝子：平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究））
④在宅障害児の栄養ケアに関する基礎的研究‐特別支援学校における栄養スクリーニングの現状と課題‐（野田智子
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ほか）⑤在宅障害児の栄養ケアに関する基礎的研究‐障害児通所施設における栄養スクリーニングの現状と課題（野
田智子ほか）⑥重症心身障害児の栄養アセスメントに関する基礎的研究‐重症心身障害児の入所施設における栄養ア
セスメントの現状と課題‐（野田智子 , 藤沼小智子 , 杉山智江 , 鈴木優子：平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プ
ロジェクト研究））⑦特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状（野田智子 , 藤沼小智子他：平成 27 年度日
本学校保健学会企画研究）
3-3．研究内容と達成度：①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 90% ②質問紙調
査の結果について考察を行い，学会にて発表および一部を本学紀要へ投稿した．達成度 80% ③診療所等へ勤務する
看護職へインタビュー調査を実施し，データ分析を行い学会発表の準備中である．達成度 60％④学会で発表を行い，
本学紀要に投稿した．達成度 90% ⑤データ分析を行い学会で発表した．達成度 60% ⑥質問紙調査を実施し，データ
入力を行い，分析中である．達成度 50% ⑦質問紙調査を行い，データ入力中である．達成度 40%
3-4．自己評価と次年度計画：昨年度までの未発表部分の研究成果を学会発表し，学会誌・紀要にて論文化すること
ができた．また，新たな研究に着手し，調査を実施した．次年度は，今年度未発表部分の研究成果を論文化し，学会
誌・紀要に投稿する．また，今年度新たに着手した研究の学会発表を行っていく．
＜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国内での学会発表は終了していたが，結果について一部分析をし直し，今年度は国際学
会に発表した．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 3 年前より継続したプロジェクト研究であったが，投稿するまでに至っていない．
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．分析し直した結果をもとに，学会誌に投
稿する．
＜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）：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：現在，次年度のプロジェクト研究申請にむけて研究計画の準備をすすめている．次年
度はこれに基づいてプロジェクト研究に着手し，学会発表および論文投稿を行う予定である．
＜地域看護学領域＞
3-1．目的・目標：地域看護活動や保健師および訪問看護師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：継続）③「埼玉県西部地域における地域連携型新卒訪
問看護師育成システムの構築」（西岡ひとみ , 千田みゆき , 町田貴絵：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト）
3-3．研究内容と達成度：①残りのデータの分析及び報告書，論文の作成中である．埼玉医科大学看護学科紀要に一
部発表した．達成度 85%　②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 75%　③質問紙の回収を終了し分析中である．達成度 50%
3-4．自己評価と次年度計画：①は論文1件を投稿した．引き続き論文投稿と報告書の完成を目指す．②は分析を終了し，
論文作成に取り掛かる．③は分析後論文作成および学会発表を目指す．

4．診療
小児心臓外科手術（週 1 回午前・午後）（加藤木利行），神経内科専門外来（週 1 回午前）（佐久間肇），リハビリ

科専門外来（隔週 1 回午前）（佐久間肇），消化器一般外科外来（週 1 日午後）（辻美隆）

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
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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（代表千田みゆき , 本山仁美 , 新井敏子）, 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）, 日本医学教育学会「医学教育」査読委員（辻美隆）, 日本シミュレーション医療教育学会雑誌査
読委員（辻美隆）, 日本看護研究学会査読委員（浅川典子）, 日本循環器管理病予防学会誌編集委員（菊池チトセ）,	
Zoological	Science	査読委員（金子優子）, 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 ,	藤村博恵）,	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 ,	大森智美 ,	冨田幸江 , 大賀淳子 , 鶴田晴美 , 本山仁美 , 大澤優子 ,	藤沼小智子 , 石田欣也 , 鈴木優子 ,
町田貴絵）, 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）, 群馬パース大学大学院非常勤講師（野田智
子）, 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 ,	新井敏子 ,	西岡ひとみ）,	飯能看護専門
学校非常勤講師（大賀淳子,	大澤優子）,埼玉医科大学保健医療学部看護学科紀要研究推進委員会主催ウォーミングアッ
プセミナー講師（山路真佐子 , 千葉今日子）, 首都医校看護学部看護学科非常勤講師（西岡ひとみ）, 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習会講師（是村利幸）, 朝霞地区看護専門学校非常勤講師（是村利幸）

【学会役員・その他の学会関連】
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）,

日本医学教育学会代議員（辻美隆）, 日本シミュレーション医療教育学会評議員（辻美隆）, 日本臨床外科学会評議員（辻
美隆）, 特定非営利活動法人日本健康教育士養成機構養成企画委員（野田智子）,	日本循環器管理病予防学会評議員（菊
池チトセ）,　日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員（新井敏子）, 第 14 回日本アディクション看護学会学術
集会企画委員（大澤優子），第 14 回日本アディクション看護学会学術集会シンポジウム座長（大澤優子）, 日本アディ
クション看護学会幹事（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）,	
第 10 回医療の質・安全学会学術集会	一般口演座長（大森美保）,	日本生理学会評議員（金子優子）

【その他】
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）, 第 14 回健康教育者のためのサマーセミナー 2015

ファシリテーター（野田智子）, 日本食生活学会研究集会講師（浅川典子）, 埼玉県浦和区中部圏域地域包括支援センター
事例検討会アドバイザー（浅川典子）, 埼玉県浦和区中部圏域地域包括支援センターケアマネジメント研修会講師（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）,	在宅医療連携拠点事業・埼玉県小児在宅訪問看護
講習会講師（山路真佐子）, 秋田県美郷町メンタルヘルスサポーター養成講座講師（山路真佐子）, 医療法人昭友会埼
玉森林病院がん看護研修講師（新井敏子）, 医療法人社団真療会野田病院がん看護研修講師（新井敏子）, 一般財団法
人	医療情報システム開発センター看護実践用語標準マスターメンテナンス作業班委員（大森美保）,	埼玉県看護協会
埼玉県の看護を考える会委員（西岡ひとみ）, 日高市立高麗川小学校学校保健委員会エピペン研修会講師（町田貴絵 ,
千田みゆき）

6．業績
＜看護関連科学領域＞
6-1．論文・学会発表

①Masuoka,	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　	23（7）:866-8,2015

②宇野	吉雅 ,	枡岡	歩 ,	保土田　健太郎 ,	加藤木	利行 , 鈴木	孝明：体肺動脈シャントへのアプローチ　第 68 回日本
胸部外科学会定期学術集会（シンポジウム）,2015.

③枡岡	歩 , 宇野	吉雅 ,	保土田　健太郎 ,	加藤木	利行 , 鈴木	孝明：The	complication	of	Atrial	Septal	Defect	closure	:	
device	closure	or	surgery?　	第 68 回日本胸部外科学会定期学術集会 ,2015.

④宇野吉雅 ,	鈴木孝明 ,	枡岡　歩 ,	細田隆介 , 加藤木利行：Fontan 術後遠隔期における凝固・線溶系機能の変化は
施設間で異なるか ?　第 51 回日本小児循環器学会総会 ,	2015.
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⑤佐久間肇：障害者スポーツの最前線 -障害特性に基づく健康管理から ,	日本体力医学学会誌 ,	65（1）,	74,	2016,	1.
⑥佐久間肇：脊髄疾患 .	神経内科学（コメディカルのための専門基礎分野テキスト）.	中外医学社 ,	2015.	12．　
⑦佐久間肇：内部障害 .	平成 27 年度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

者・求職者雇用支援機構編）.	2015.	8.
⑧辻美隆ほか：外科の周術期管理 , 森田孝夫ほか編 , 羊土社 ,2015,7．
⑨佐久間肇 , 辻美隆ほか：臨床工学技士 / 弱点克服完全ガイド , 見目恭一編 , メジカルビュー社 ,2015,9．
⑩金子優子 , 青葉 - 藤牧香代 , 渡辺修一：ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞における電位依存性 Na チャ

ネルの発現パターン , 第 93 回日本生理学会大会 ,2016．3, 札幌．
【総数：論文 2 件，著書 6 件，学会発表 5 件】

6-2．獲得研究費：
①金子優子：網膜ドーパミン作動性アマクリン細胞の自発的活動に関わるイオンチャネルの解明（平成 27 年度埼

玉医科大学学内グラント研究費 60 万円）
②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 27 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
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①山下知子 , 徳本弘子：発達障害及び発達障害の疑いのある看護学生の臨地実習における学習困難の様相，埼玉医
科大学看護学科研究紀要 9	（1）,11-17,2016,3.

②千葉今日子 , 冨田幸江：看護学臨地実習指導者の自己教育力とその関連要因 , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,9
（1）,19-29,2016,3.

③小林由紀子 , 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習得への意欲に関する要因 , 埼玉医科
大学看護学科紀要 ,9（1）,39-45,2016,3.

④松江なるえ , 宮本千津子 , 末永由理 , 安藤瑞穂 , 嶋澤奈津子 . 看護学生における情報伝達エラーを回避する能力の
育成をめざした SBAR 演習の試み , 東京医療保健大学紀要 ,10（1）,43 ～ 51,2015,12.

⑤大堀昇 , 樋口美樹 , 秋葉沙織：Ａ大学病院における医療職種と薬剤インシデントの発生要因との関連 , 東京医科
大学看護専門学校紀要 ,25（1）,85-90,2016,3．

⑥高橋公子 , 鈴木浩美 , 小寺栄子：地域住民がボランティアとして参加するヘルスアセスメント演習の効果 , 学生
の学びの一考察－ , 第 25 回日本看護学教育学会学術集会 ,2015,8, 徳島市．

⑦千葉今日子 ,冨田幸江 ,山﨑美智子 ,今井淳子 ,関根由紀子：看護学臨地実習指導者の自己教育力とその関連要因 ,
第 25 回日本看護学教育学会 ,2015.8, 徳島市 .　

⑧山下知子 , 徳本弘子：発達障害及び発達傷害の疑いのある看護学生の臨地実習における支援に関する全国調査 ,
第 46 回日本看護学会－看護教育－学術集会抄録集 ,175,2015,8, 奈良市．

⑨小林由紀子 , 冨田幸江 , 樋口美樹：看護系大学における看護学生の日常生活援助技術習得への意欲に関する要因 ,
第 35 回日本看護科学学会学術集会 ,2015.12, 広島市 .

⑩千葉今日子 , 冨田幸江 , 看護学臨地実習指導者の自己教育力に最も関連が強かった要因とその特徴 , 第 35 回日本
看護科学学会学術集会 ,2015.12, 広島市 .

【総数：論文 6 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：

①松江なるえ , 佐々木理恵 . 看護基礎教育における情報伝達に関する教育方法の検討‐『ＳＢＡＲ』を活用した情報
伝達の演習の試み -, 日本看護学教育学学会　第 25 回学術集会 , 交流セッション ,2015,8, 徳島市 .

②大森美保 ,	褥瘡管理の標準化に向けて‐ガイドラインを活用した局所管理 , 構造化臨床知識学会設立シンポジウ
ム -,2015,12.

＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
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①是村利幸 , 大堀昇 , 湯沢八江：医療安全業務に携わる看護師の仕事意欲に影響する要因 , 日本医療マネジメント
学会 ,16（2）,70-74,2015,9.

②是村利幸 , 川井信孝 , 新井成俊：JCI 受審における医療安全対策室の関わり , 日本医療マネジメント学会 ,2015.6,
大阪 .

③本山仁美	著：筋骨格系のアセスメント , 神経系のアセスメント , 山勢博彰	編著 : まるごとやりなおしのフィジカ
ルアセスメント ,MC メディカ出版 ,66-80,2015,10

【総数：論文 1 件，学会発表 1 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：	該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績	

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）」2015年10月8日 ,10月15日 ,10月29日 ,11月12日 ,11月26日 ,12
月 10 日（千田みゆき , 本山仁美 , 新井敏子）

＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①佐々木千佳,大竹まり子,森鍵祐子,小林淳子,細谷たき子,叶谷由佳：夕方入浴による高齢者の夜間睡眠への影響,
北日本看護学会誌 ,18（2）,31-39,2016

②熊本まや子：高齢者の終末期ケアにおける看護師の死生観に関する文献検討 , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,9
（1）,47-54,2016

③ Eiko	Taylor,Kayoko	Kawahara:	The	literature	review	of	quality	of	Good	Death	at	home-integrate	Japanese	and	
abroad	articles,	EAFONS,	2016.3,	Chiba,	Japan

④浅川典子 , 佐々木千佳 , 西村昌記：地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援の実施
状況 , 老年社会科学会第 57 回大会 ,2015.6, 横浜

⑤浅川典子 , 佐々木千佳 , 西村昌記：地域包括支援センターの主任ケアマネジャーの行っているケアマネジャー支
援の特徴 ,	第 20 回日本在宅ケア学会学術集会 ,2015.7, 東京	

⑥浅川典子 , 佐々木千佳：地域包括主任ケアマネジャーの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務遂行の自信と
関連要因の検討 ,	第 35 回日本看護科学学会学術集会 ,2015.12, 広島市	

【総数：論文 2 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費　：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：	該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：	該当なし
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①藤沼小智子 , 佐鹿孝子：予防接種を受ける幼児への親のかかわり～自由記述の分析を通して～ , 小児保健研究	74
（3）,385-392,2015.5.

②藤沼小智子 , 佐鹿孝子 , 杉山智江：予防接種を受ける幼児の家族への看護職のかかわりの実態～自由記述の分析
を通して～ , 埼玉医科大学紀要 ,9（1）,31 － 38,2016.

③藤沼小智子 , 佐鹿孝子 , 坂口由紀子 , 杉山智江 , 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と家
族へのプレパレーション～看護職の家族へのかかわり～ , 第 62 回日本小児保健協会学術集会 ,	2015.6, 長崎．

④杉山智江 , 藤沼小智子 , 佐鹿孝子 , 坂口由紀子 , 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 - 看護職が実施中に心がけていること -, 第 35 回日本看護科学学会学術集会 ,2015.12, 広島．

⑤野田智子 , 井上寛隆 , 平野恵利子：特別支援学校肢体不自由部門の栄養アセスメントの現状と課題 , 埼玉医科大
学紀要 ,9（1）,1 － 9,2016.

⑥野田智子 , 井上寛隆 , 平野恵利子：特別支援学校における肢体不自由児の栄養ケア実施上の困難‐特別支援学校
肢体不自由部門への調査から‐, 日本小児看護学会第 25 回学術集会 ,2015.7, 千葉．

⑦野田智子 , 井上寛隆 , 平野恵利子：在宅重症児の栄養スクリーニングの現状と課題‐通園施設への調査から‐, 一
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般社団法人日本学校保健学会第 62 回学術集会 ,2015.11, 岡山．
⑧鎌田尚子 , 中村朋子 , 野田智子他：養護教諭の倫理綱領（案）を人々に理解してもらうことの意義と障壁活動 ,

第 23 回養護教諭教育学会学術集会 ,2015.10,	熊本．
⑨飯塚美和子 , 五関正江 , 櫻井幸子 , 瀬尾弘子 , 曽根眞理枝 , 高橋恭子 , 圓谷加陽子 , 成田豊子 , 野田智子 , 原田節子 ,

林純子：最新子どもの食と栄養 , 食生活の基礎を築くために , 学健書院 ,2016.03.
⑩鈴木優子 , 佐鹿孝子：小児看護を実践する看護師が実践を継続する過程―中堅看護師への面接から看護師の意思

の変化に焦点をあてて―,	日本小児看護学会誌 ,25（1）,74-80,2016.　
【総数：論文 4 件，学会発表 5 件，著書 1 件】

6-2．獲得研究費：
①野田智子 , 藤沼小智子 , 杉山智江 , 鈴木優子：重度心身障害児施設における栄養アセスメントの現状と課題（平

成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 35 万円）
②藤沼小智子 ,	野田智子 , 佐鹿孝子：診療所で予防接種を受ける幼児と家族へのプレパレーション導入に関する研

究（平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 37 万円）
③野田智子：特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状（平成27年度日本学校保健学会企画研究10万円）

6-3．受賞：	該当なし
6-4．特許，実用新案：	該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表：

① Kumiko	Imamura,	Kimiko	Kayashima：Factors	Influencing	Women’ s	Resumption	of	Sexual	Intercourse	from	4	
to	5	Months	Postpartum．22th	World	Association	for	Sexual	Health,Singapore,2015．

② Hiroe	Fujimura,Tomomi	Oomori：The	psychological	and	social	characteristics	of	employed	prim	parous	women	
older	than	40	years	of	age.19th	East	Asian	Forum	of	Nursing	Scholars,Chiba,Japan,2016．

③今村久美子 , 藤村博恵 , 大森智美 , 茅島江子（2016）：わが国の妊娠・分娩・産褥期における性生活・性機能に
関する文献検討．埼玉医科大学看護学科紀要 ,9（1）,55-62．

【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
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①大賀淳子 ,	傘木靖：爺ケ岳への学校登山を行った中学生への意識調査 , 登山医学 ,35（1）,38-42,2015,12．
②大賀淳子 ,	笠木靖：爺ケ岳への学校登山を行った中学生への意識調査 , 第 35 回日本登山医学会 ,2015,5, 高松．
③大賀淳子 ,	庄子和夫 ,	島田凉子：学校登山による中高生の心身健康への影響 , 第 21 回日本心身健康学会学術集

会 ,2015,9, 東京．
④大賀淳子：筑波山への学校登山を行った中学生と教員への意識調査 , 第 74 回日本公衆衛生学会 ,2015,11, 長崎．
⑤大賀淳子 , 江幡美紗 , 石田欣也：看護学生におけるダイエットサプリメントの使用状況 , 第 35 回日本社会精神医

学会 ,2016,1, 岡山．
⑥大澤優子 ,	丸山昭子 ,	田中瞳 ,	デッカー清美 ,	成田みぎわ他：看護大学生の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拡大調査 , 第 14 回日本アディクション看護学会学術集会 ,2015,9, 東京 .
⑦ Hitomi	Tanaka,	Yuko	Osawa,	Akiko	Maruyama,	Kiyomi	Decker,	 et	 al：Factors	 Influencing	Codependent	

Tendencies	of	Self-Worth	Among	Nursing	Students,19th	East	Asian	Forum	of	Nursing	Scholars,2016,5,Chiba．
⑧ Kiyomi	Decker,	Akiko	Maruyama,	Yuko	Osawa,	Hitomi	Tanaka：Concept	Analysis	of	Father	Consciousness	 in	

Childcare,2015	International	Conference	on	“Global	Nurses：Key	success	to	Universal	Health” ,2015,4,Thailand．
⑨石田欣也 , 鈴木由紀子 , 小野寺雅三 , 八塩一誠他：ビックパッド導入による変化と今後の課題 , 第 60 回日本透析

医学会 ,2015,6, 神奈川．
⑩成田みぎわ ,西村真美子 ,金谷雅代 ,千原裕香他：次世代育成をめざした高校生対象の「親子交流授業プログラム」

評価尺度の作成‐第 1 報‐,FOUR	WINDS 乳幼児精神保健学会第 18 回全国学術集会 ,2015,11, 青森．
【総数：論文 1 件 , 学会発表 12 件】



779

看護学科

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
＜地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子：行政で働く新人保健師の新任期現任教育の現状　経験 5 年未満の保健師
へのアンケート調査より , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,9（1）,63-72.

②富樫和枝 , 千田みゆき , 石丸昌彦：大学におけるメンタルヘルス対策　担任教員が精神的不調を早期に発見する
ための対策シート「自覚症状チェックシート（SCS）」の開発 , 保健の科学 ,57（7）,489-494,2015,7.

③菊池チトセ , 山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 内田久子 , 千田みゆき , 諏訪絵美 , 佐藤真喜子 , 本橋千恵美 , 大
野洋一 , 柴崎智美 , 新井智之 , 藤田博暁：埼玉医科大学健康づくりプロジェクト第 3 報：食事指導の効果 , 第 74
回日本公衆衛生学会総会 ,62（10）,231,2015.11 月 4 日 , 長崎．

④新井智之,藤田博暁,菊池チトセ,	山路真佐子,西岡ひとみ,町田貴絵,内田久子,千田みゆき,諏訪絵美,佐藤真喜子,
本橋千恵美 , 大野洋一 , 柴崎智美 ,：埼玉医科大学健康づくりプロジェクト第 2 報 : ロコトレ介入の効果 , 第 74
回日本公衆衛生学会総会 ,62（10）,231,2015.11 月 4 日 , 長崎．

⑤諏訪絵美,柴崎智美,佐藤真喜子,本橋千恵美,大野洋一,新井智之,藤田博暁,菊池チトセ,山路真佐子,西岡ひとみ,
町田貴絵 , 内田久子 , 千田みゆき：埼玉医科大学健康づくりプロジェクト第 1 報 : 取り組みの概要 , 第 74 回日本
公衆衛生学会総会 ,	62（10）,231,2015.11 月 4 日 , 長崎．

⑥町田貴絵 , 大堀昇（2015）：ノロウイルス感染症アウトブレイク発生時の看護師の対処行動 , 日本看護学会学術
集会 , 第 34 回日本看護学会学術集会抄録集 ,166,2015.8 月 28-29 日 , 福島 .

⑦町田貴絵 , 大堀昇 , 湯澤八江（2015）：整形外科におけるノロウイルス感染症アウトブレイクへの感染管理の課
題―看護師へのインタビューよりー ,日本看護管理学会学術集会 ,	日本看護管理学会学術集会抄録集 ,180,2015.9
月 7-8 日 , 福岡 .

【総数：論文 2 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費：

平成 27 年度保健医療学部プロジェクト研究「埼玉県西部地域における地域連携型新卒訪問看護師育成システムの
構築」（西岡ひとみ , 千田みゆき , 町田貴絵）
6-3．受賞：	該当なし
6-4．特許，実用新案：	該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 7 回保健師活動研究会　平成 27 年度研修会「地域包括支援センターをめぐる看護職の役割」2016 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 11 月 ,12 月 ,2016 年 2 月 ,3 月（千田みゆき ,	菊池チトセ , 山路真
佐子 , 町田貴絵 , 内田久子）

③「こころも身体もリラックス 2015　こころの健康づくり教室」，2015 年 9 月（山路真佐子，千田みゆき，菊池
チトセ，内田久子）

7．自己点検・評価
　平成 27 年度は開学 10 年目であり 7 回生を送り出した．国家試験の結果は，新卒看護師では，昨年同様 97.7％の
合格率であり，全国平均 94.4％を上回った．新卒の保健師国家試験合格率は 95.8％であり，全国平均 92.6％を上回
ることができた．25 年度に看護師国家試験合格率 100%，26 年度に保健師国家試験合格率 100% を達成しているが，
この時の学生支援体制を振り返り，ノウハウを生かして次年度こそは看護師も保健師も国家試験合格率 100% を目指
す．全教員の協力のもと，国家試験対策委員会を中心に，ガイダンス，補講，模擬試験を実施し，担任会を中心に個
別指導をしており，支援体制は万全であると考えている．3 年生には，4 年生になる直前の春期休業前に問題集を購
入させるなどの具体的な動機づけをしっかり行っていく．
　27 年度は，24 年度改正カリキュラムで学んだ学生が，初めて卒業した．開始から 3 年を経て，実践応用の看護
学実習も軌道に乗り，各実習施設とも円滑に連携がとれるようになった．埼玉医科大学関連病院の実習生受け入れ体
制が変更になり，抗体価の調査，学生各人の誓約書が求められるとともに，国際医療センターで実習をする場合は
e-learning が必要となった．初めてのことでもあり，教員も事務も学生不慣れなうえに書類の提出期限が短く，非常
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に混乱したので，次年度は円滑に進めたい．通常，教育の実施にあたっては，具体的内容を学科教授会で討議し，全
体会議で全教員に周知，検討し，内容の充実を図っている．今年度は教員の欠員がほぼ解消したが，新任教員が多
く，教員の教育力の向上が課題であった．一方，学生については，24 年度改正カリキュラムの完成年度を迎える中で，
学生の学習能力および学習者としてのモラルの低下についての問題提起が複数の教員からされた．日々の講義，演習，
課題の取り組み状況から，特に，問題解決能力，コミュニケーション能力，読解や文章作成などの国語力，計算力に
ついての不十分さが討議された．そこで，入学の初期からこれらの力を強化する必修科目を配置するとともに，4 年
次後期には 4 年間の知識が科目を越えて統合できるような科目を配置することを目的に，28 年度はカリキュラムを
改正することとした．
　委員会活動は，それぞれの役割を果たし，委員会間の連携をとりつつ，学科の運営を円滑に行うことができた．
　看護学科担当の公開講座は，辻教授が講師となり「現場で活かせる看護師のためのフィジカルアセスメント」とい
うテーマで行ったが，約180名の参加者を得，大変好評であった．また，看護学科FDは看護学研究科と共催で行い，「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，文献クリティークと意見交換から各自の
研究活動上の課題を見いだすことができた．主として新任教員の研究マインドを育成するという目的でこのテーマを
設定しているが，このテーマとなって 4 年目になる．殆どの教員が参加しており，短時間の研修ではあるが，研究
的活動を行うとともに，教員間のコミュニケーションを促進する機会にもなっている．
　看護学科の特徴として，指定規則の関係から科目数が多く，全学年にわたって実習がある事があげられる．このた
め，教育，研究，地域貢献のバランスは，どうしても教育に偏る傾向があるが，これらのバランスをとり大学教員と
して充実した活動をするためには，組織体制やしくみ，方法の見直しをしながら常に改善するよう努める必要がある
と考える．
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2．臨床検査学科（旧健康医療科学科）

1．構成員
村田栄子（MURATA,	Eiko）：学科長，教育主任，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）：研究主任，教授：微生物学，医動物学：博士
鈴木正彦（SUZUKI,	Masahiko）：教授：薬理学，薬事関係法規，人体の構造と機能Ⅰ（生理学）：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，臨床血液学：博士
来住野修（KISHINO,	Osamu）：准教授：臨床生理学：学士
野寺　誠（NODERA,	Makoto）：准教授：衛生学，予防医学，産業保健学：博士
村本良三（MURAMOTO,	Yoshimi）：准教授：臨床化学：学士
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
上滝圭介（KAMITAKI,	Keisuke）	：講師：英文学：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〈6 月 17 日より産休・育休〉
宮嶋由佳（MIYAJIMA,	Yuka）：助教：修士〈11 月 1 日より産休・育休〉
山本晃司（YAMAMOTO,	Koji）：助教：修士
成清羊佳（NARIKIYO,	Mika）：助手：学士
細田裕貴（HOSODA,	Hiroki）：助手：学士
伊藤光輝（ITOU,	Koki）：実習指導補助員：学士（8 月より 3 月まで）

2．教育
2-1．目的・目標
　学科名称を 4 月より健康医療科学科から「臨床検査学科」に改称した．平成 26 年度入学生までは健康医療科学と
して卒業する．本学科は，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．2 つのコース「衛生・食品コース」と「臨床検査コース」で入学した学生の
最終年度となった．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が閉講されたが，臨床検査
技師・健康食品管理士の受験資格，第一種衛生管理者の申請に必要な科目は存続している．臨床検査技師の国試合格
率向上を目指し，1 年次前期から臨床検査系科目を配し，早期に臨床検査学の一部を体験させるなど時間割変更を段
階的に行っている．本学科で開講している科目は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）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．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
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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・Ⅱ・Ⅲと実習，検査機器総論，病理組織細胞検査学と実習，臨床血液学と実習，
臨床化学と実習，放射性同位元素検査学，臨床微生物学と実習，臨床免疫学と実習，輸血移植学と実習，遺伝子検査学，
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，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することを目標とする．
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），薬理学 ･30 時間（鈴木），人体の構造と機能Ⅰ ･8 時間（鈴
木），免疫学 ･18 時間（和合），臨床免疫学 ･18 時間（和合），輸血移植学 ･10 時間（和合），原書講読Ⅰ ･30 時間（和
合），血液学 ･30 時間（飯野），臨床血液学 ･30 時間（飯野），遺伝子検査学 ･30 時間（飯野），臨床生理学Ⅱ ･30 時
間（来住野），臨床生理学Ⅲ ･30 時間（来住野），検査情報処理科学 ･6 時間（来住野），医用工学概論 ･2 時間（来住
野），公衆衛生学 ･30 時間（野寺），環境保健学 ･20 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 ･24 時間（野寺），基礎臨床化学 ･28 時間（村本），臨床化学 ･18 時間（村本），病理学 ･30
時間（渡辺），病理組織細胞検査学 ･60 時間（渡辺），臨床病理学 ･28 時間（渡辺），臨床生理学Ⅰ ･28 時間（内田），
英語Ⅰ ･30 時間（上滝），英語Ⅱ ･28 時間（上滝），英会話 ･28 時間（上滝），医学英語 ･28 時間（上滝），臨床免疫
学 ･20 時間（木村），輸血移植学 ･16 時間（木村），免疫学 ･8 時間（木村），検体採取処理技術 ･6 時間（木村），人
体の構造と機能Ⅰ ･28 時間（小糸），臨床検査総論 ･28 時間（小峰），検体採取処理技術 ･18 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 ･14 時間（髙橋），
臨床微生物学 ･14 時間（髙橋），検査情報処理科学 ･16 時間（髙橋），人体の構造と機能Ⅱ A･30 時間（伴塲），人体
の構造と機能Ⅱ B･30 時間（伴塲），栄養学 ･28 時間（伴塲），臨床化学 ･10 時間（下垣），公衆衛生学 ･10 時間（宮
嶋），環境保健学 ･8 時間（宮嶋），免疫学 ･4 時間（山本），検査機器総論・60 時間（村田 , 村本 , 来住野 , 鈴木 , 野寺 ,
小峰 , 高橋 , 伴塲 , 小糸 , 下垣 , 山本 , 細田 , 成清），検査学特論 ･90 時間（村田 , 佐藤 , 和合 , 飯野 , 来住野 , 村本 , 渡辺 ,
野寺 , 内田 , 木村 , 小峰 , 周東 , 髙橋 , 伴塲）

【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 , 山本），卒業研究 ･50 時間（和合），卒業研究 180 時間（飯野），臨床生理学
Ⅰ実習 ･80 時間（来住野），臨床生理学Ⅱ実習 ･80 時間（来住野），臨床生理学Ⅲ実習 ･78 時間（来住野），卒業研
究 ･180 時間（来住野 , 内田），公衆衛生学実習 ･45 時間（野寺），公衆衛生学実習 ･30 時間（宮嶋），基礎臨床化学
実習 ･84 時間（村本 , 伴塲），臨床化学実習 ･84 時間（村本），卒業研究 ･100 時間（村本），臨床化学実習 ･36 時間（伴
塲），臨床化学実習 ･48 時間（下垣），卒業研究 ･180 時間（周東），臨床生理学Ⅰ実習 ･76 時間（内田），臨床生理
学Ⅱ実習 ･76 時間（内田），臨床生理学Ⅲ実習 ･64 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 , 山本），生物学実験 ･60 時間（宮嶋），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），臨床検査総論実習 ･92 時間（小峰 , 細田），臨床検査総論実習 ･78 時間（宮嶋），
臨床血液学実習 ･192 時間（飯野 , 小峰 , 細田），卒業研究・20 時間（小峰），病理組織細胞検査学実習・168 時間（渡辺 ,
周東 , 成清），病理細胞検査診断学・56 時間（渡辺 , 周東 , 成清），情報科学実習 ･48 時間（髙橋 , 市岡 , 成清），物理
学実験 ･84 時間（髙橋），医用工学実習 ･90 時間（髙橋），人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･92 時間（伴塲 , 村本），
卒業研究 ･90 時間（伴塲），企業実習（村田 , 村本），臨地実習

【他学科講義 ･ 実習等】
　人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）･20 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）･32 時間（村田），人体の構
造と機能Ⅲ（看護学科）･30 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）･32 時間（村田），人体の構造と機能構造系実習（理学療法学科）･45 時間（村田），ドイツ語（看護学科）
･30 時間（市岡），ドイツ語（医用生体工学科）・30 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），人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）･28 時間（鈴木），人体の構
造と機能Ⅱ（看護学科）･22 時間（鈴木），人体の構造と機能Ⅲ（看護学科）･20 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）･16 時間（野寺），
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公衆衛生学（理学療法学科）･20 時間（野寺），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），英語Ⅰ（看
護学科）･30 時間（上滝），英語Ⅱ（看護学科）･28 時間（上滝），英語Ⅲ（看護学科）･30 時間（上滝），英語Ⅰ（医
用生体工学科）･28 時間（上滝），英語Ⅱ（医用生体工学科）･28 時間（上滝），英会話（医用生体工学科）･28 時間（上滝），
英語Ⅰ（理学療法学科）･28 時間（上滝），英語Ⅱ（理学療法学科）･28 時間（上滝），免疫学（看護学科）･14 時間

（木村），人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）･12 時間（小糸），人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）･24 時間（小糸），人
体の構造と機能Ⅲ（看護学科）･30 時間（小糸），人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）･12 時間（周東），人体の構造と
機能Ⅱ（看護学科）･16 時間（周東），人体の構造と機能Ⅲ（看護学科）･16 時間（周東），人体の構造と機能Ⅱ（医
用生体工学科）･2 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）
･18 時間（髙橋 , 市岡），食物 ･ 栄養学Ⅰ（看護学科）･14 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）･16 時間（伴塲），公衆衛生学（医用生体工学科）･4 時間（宮嶋），公衆衛生学（看護学科）
･6 時間（宮嶋），公衆衛生学（理学療法学科）･6 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）･30 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）･10 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）	

【他大学等の講義 ･ 実習】
　ドイツ語中級総合 ･ 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 , Ⅱ（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），産業保健学（東京慈恵会医科大学）（野寺），環境保健学（早稲田大学）（野寺），解
剖生理学Ⅱ（秩父看護専門学校）（内田），英語（日本大学）（上滝），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），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），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）	
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
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．また，担当科目だけでなく教員は学生の諸
問題を身近に対応できる指導ができた．ただし，1 年生で 2 名（退学），2 年生 4 名（留年），3 年生で 1 名（退学），
4 年生で 4 名（留年）が進級及び卒業することができず，臨床検査技師国家試験を受験した新卒学生の合格が 87.3%
であった点は反省点である．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
　（人体の構造と機能の講義・構造系実習では学生の高い評価をもらい，概ね達成できた．企業実習は新しい方針で
企画し，概ね達成できた．）（ドイツ語では，辞書をひきながらドイツ語を読むことが目標であり，学生は概ねこの目
標に到達したしたと考える．また情報リテラシーの演習に関しては，昨年度の経験を生かして，教育効果は増したと
考える．（達成度 80％））（国家試験に必要なことについては，概ね周知させることができた．）（基礎病理学では，抽
象的概念的専門用語について教育しなければならないが，それを平易に解説することが未だ難しい．（達成度 75%））

（臨床血液学は概ねシラバスに沿って進めることが出来た．特に国家試験対策には心血を注ぎ，一定水準以上の成績
を収めることが出来た）（講義・実習・国家試験対策，いずれも相違工夫し学生のレベルアップに努めたため，一定
の達成感はある．）（社会医学系科目については，各学科ともに国家試験に対応した教育が行えた．）（シラバス記載の
科目の目標は概ね達成されたが，学生個々の習熟度にはばらつきがみられる．）（シラバスに沿って実施できた．）（免
疫学，臨床免疫学，輸血移植学では分かりやすい講義内容にするとともに講義内容をすぐに復習できるように配慮し
た．この資料が実習や国家試験対策にも生かせるようにしていきたい．国家試験対策では短時間で得点率を高められ
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るような内容に工夫し，一定の成果が得られた．）	（担当科目が変わって 2 年目となり，講義については自分なりのス
タイルで実施できたが，実習に関しては満足な内容の実習とはならなかった．）（シラバスに沿った授業内容および丁
寧な実習指導を遂行した．）（講義，実習ともに学生の目線に立ち，できるだけわかりやすい言葉を使うことを意識し
た．また，国家試験のガイドラインに沿って実施できた．）（生体内で生じている生体防御機構について，学生が興味
を抱ける様に講義及び実習で工夫した．概ねシラバスに沿って遂行することができた．）（講義・実習ともに概ね納得
できる達成度であったと思う．）	（時間割変更のため 2 年と 3 年に同じ科目の実習を行う一年であった．大学病院から
の技師派遣の援助により，授業実習はシラバス通りに達成された．）

【大学院教育】
　（教科書的なことについては，概ね周知させることができた．）（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，専門用語を多数用いた内容でも理解可能であり，円滑に講義できた．）
2-4．自己評価と次年度計画

【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a）	4 学科で解剖学見学や実習を含む講義・実習を分かりやすく講義することができた．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）埼玉医大の webclass を使用した情報リテラシーは，教材を更新して学習効果が上がったと考える．来年度はド

イツ語の授業も moodle から webclass に移行することを考えている．ちなみに，既卒の国家試験不合格者に対
して，模擬試験を webclass で自習できるような工夫も加えた．

c）国家試験の成績が思ったより振るわなかった．教え方も工夫し，対策をもう少し早めていきたい．
d）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・関心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．

e）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空欄書き込み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．また国家試験対策も短期決戦型の重要問題の分析と解説を徹底的に行い効果があった．

f）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的に読むこ
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．

g）血液学，臨床血液学では，要点が分かりやすいレジメを作製することを心掛け，前回の授業の内容が確認でき
るように，毎回小テストを実施し振り返りを随時行うよう工夫した．そうすることで，国家試験にも対応できる
だけの知識が蓄積されていくか，今後の学生の動向を見ながら授業内容を見直していきたい．

h）遺伝子検査学では，苦手意識を持たれないように，主に画像を使って視覚的に理解しやすいような授業の取り
組みを行った．しかし，学生の理解にも限界があるため，今後は実技や動画も取り入れていく必要があると考え
ている．

i）臨床血液学実習では，学生の習熟度をみるために実技試験を導入した．実習中にマイクロピペット，計算盤，
顕微鏡の取扱い，溶液の希釈などが十分に行えているかを評価することで，取りこぼしの無いように学生全体の
技能を上げることが出来ると考えている．

j）衛生管理者の必須科目については，内容をより実践的なものとし，本学独自の養成カリキュラムを確立するこ
とにより，「役に立つ衛生管理者」の育成を目指したい．

k）実習は臨床検査の現場で必要な内容に改変した．また，企業実習における病院見学先を 7 施設開拓し，初めて
の企画として，30 名の学生を見学に行かせた．学生にとっては良い経験になったと考えている．次年度は，引
き続き検査学特論講義内容の向上と，より分かり易い講義およびより実践的な実習を計画する．

l）2 年，3 年に対し，より臨床検査が身近なものになるように臨床波形や画像を多く見る機会を増やし，臨床生理
学の理解につながるようにした．

m）	4 年生については，国家試験に向けて全体的には検査学総論の補講を通して，成績不良者に対しては，個別指
導を行い国家試験合格に寄与できたと思われる．次年度はより多くの学生の合格率アップに工夫したい．

n）担当科目を通して低学年から国家試験につながる勉強をさせるように努めた．素直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．次年度は更に多くの学生が取り組めるように工夫を重ね
ていきたい．

o）講義は国家試験ガイドラインにある内容を網羅し，ポイントをおさえた分かりやすい内容にすることができた．
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講義で使用した資料が実習や国家試験対策にも生かせるようにさらに内容を検討していきたい．
p）実習はできるだけ実習当日にレポートを完成できるように待ち時間中にポイントの説明や質問に適宜対応した．

今後も学生の理解度アップにつながるよう工夫をしたい．国家試験対策については短時間で得点率や理解度を高
められるように指導内容や資料の充実に努めたい．

q）得意な学生と不得意な学生双方に対するフォローも大切だが，それよりもやはり中間層をしっかりと見極めた
うえで学習項目を設定し，授業を展開していけるようにしたいものである．

r）他学科の講義と実習を担当することになり，各学科の特徴を理解し，計画性をもって教えられるように努力し
たいと思っている．また，授業が理解できない，またはついていけない学生の声かけをして，勉強会などをして
理解してもらえるようにしていきたいと考えている．

s）パワーポイントおよび講義用メモ（レジメ）の利用が，講義内容のポイント伝達に有効であったと思う．今ま
での経験を参考に，これらをより効果的に利用できる様に工夫したい．特に実習などでは手技説明や結果の考察
時などに積極的に利用していくつもりである．

t）講義については的を絞って講義できたので学生の理解度も上がったが，実習に関しては内容を盛り込み過ぎた
ために学生の理解度が上がらなかったので内容を絞って実施したい．

u）シラバスに忠実に進め，国家試験内容を網羅した講義を行えた．学生が臨床化学に興味を持ち，積極的に授業
に臨める環境を整える．

v）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ち，わかりやすい言葉で伝えられるよう努めたい．

w）医用工学および情報科学系の講義・実習では，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．しかし，医用工学実習においては，レポートの負荷が多い
ため，今後，負荷軽減のために授業方針を改善していきたい．

x）短期留学制度でハンガリーの病理技術者の育成について調査研究する機会を得た．教育体制，設備，文化の違
いなど，得た情報を授業実習等に活かしていきたい．

y）基礎病理学で扱う抽象的概念的専門用語を，さらに平易な解説による教育ができるように努力したい．
z）基礎教養のボトムアップをし，国家試験に合格するだけで無く物事に対して論理的思考力を持った学生を育成

していきたい．
【大学院教育】

a）	H27 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講義を行った．
b）重複感染症，人畜共通感染症，新たに拡大し始めている感染症についても講義に加えていきたい．
c）研究テーマに沿って，論文の読み合わせなどを定期的に行ったことで，研究の進
め方などの理解が深まったと考えられる．今後は，研究の手法を確立し，データの解析が出来るように指導してい

きたい．
d）概ね達成できた．

【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
　厚労省「臨床検査技師等に関する法律施行令第 18 条第 3 号に定める厚生労働大臣の指定科目に係る告示改正に伴
う通知改正および協議について」の通達に基づき，講義・実習内容を変更した申請書を提出し認められた．よって平
成 28 年度からは一部内容を刷新した講義・実習が行われる．
　平成 27 年度は当学科設立 10 年目に当たり，2 名の教員が産休・育休を取ることとなり，この不足を補うため，
実習補助教員を採用していただくことができた．実習等の準備を滞りなく行うことができた．また，時間割変更も順
調に推移し，28 年度で終結する見込みとなった．なお，今年度 2 名の編入生を 2 年次に受け入れた．
　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す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．
前年度より新卒学生の国家試験合格率は上昇したが 87.3％が示すように，最後に実力を発揮できる体制がまだ不十
分であった．次年度は，国試合格率を向上させる対策を積極的に講じたい．既卒者に対し e- ラーニングを準備し開
始したが履修者は少なく，既卒者の国家試験合格者増とはならなかった．
　将来の就職の見地を広げるために，各学年にキャリアパスセミナーを開催，「企業実習」の内容の変更，3 年次 10
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月「就職スタートアップ講座」，2 月「履歴書の書き方講座」を開催した．卒業時の就職内定を 100% に達成できる
ようにしたい．
　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
　本年度から研究主任制度がとられた．臨床検査学科の研究の目的・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．）（質量分析装置（MALTI	TOF	MS）を使った細菌同定法の
改良．）（閉塞型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 GABA トランスポー
ターとの関連を解析する．）（臨床のデータを解析し，病態の変化をとらえる方法を検討する．）（「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．）（生体の機能に関わる自然現象の解明に貢献する．また検査機器の特性を把握し
適切な利用法を検討する．）	（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，その特異性
を明らかにする．）（誘電泳動法を利用した臨床微生物学分野での新しい検査法の開発を目的とし，特に薬剤感受性
試験の迅速化を目的として研究．）（細胞診断の精度向上に役立てる目的で細胞診材料の新たな FISH 法の条件検討
を行っている．）（炎症および発癌過程における栄養素の役割とプロスタグランジンの間には因果関係が認められる
か否かを検証する．）（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．）（肺癌で異常亢進
する形質膜シアリダーゼ NEU3 が如何に EGFR の活性化をもたらしているのか，また一方で，EGFR	変異が如何に
NEU3 の活性化に影響しているのかについて明らかにし，その生理的意義と分子機構の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）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】

（1）慢性間欠的低酸素負荷後の呼吸反射増強に対する GABA トランスポーターの関与（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）

（2）ウサギ横隔神経および舌下神経の自発性ならび反射性活動に対する dexmedetomidine の影響（鈴木，JA 熊谷
総合病院麻酔科との共同研究）

（3）誘導泳動を利用した質量分析装置（MALTI	TOF	MS）の前処理法の検討（佐藤）
（4）労働衛生向上のための労働衛生教育の確立（野寺，宮嶋，東京慈恵会医科大学等との共同研究）
（5）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）
（6）RNA の抽出法による品質評価の検討（飯野）
（7）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（木村，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）
（8）ニューロン－オリゴデンドロサイト相互作用におけるリン酸化タンパク質の同定（小糸：埼玉医科大学保健

医療学部プロジェクト研究）
（9）誘電泳動を利用した質量分析装置 MALDI	TOF	MS の前処理法の検討（髙橋，佐藤：埼玉医科大学保健医療学

部プロジェクト研究）
（10）プロスタグランジン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

動をアミノ酸分析にて検討する．（伴塲）
（11）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）
（12）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，和合：埼

玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
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（13）卒業研究指導の体制を整えるため，病理学教室の協力を得て研究プロジェクトを立ち上げた．（周東）
（14）卵巣癌の上皮と間質には相互性が認められるのかを遺伝子変異を解析し検討する．（成清，周東：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（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）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 GABA-GAT2 トランスポーターの機能亢進が関与することを GAT2 阻害薬・NNC	05-2090 を使
用して明らかにした．達成度：70%

（2）手術室において鎮静目的で使用される dexmedetomidine が，他の鎮静薬が舌下神経活動を主に抑制するのに
対し，舌下神経および横隔神経活動に対する抑制作用が弱く，その抑制が両神経で同程度であることを明らかに
した．達成度：70%

（3）質量分析装置（MALTI	TOF	MS）を使った細菌同定法．達成度：40%
（4）埼玉県の労働者を対象とした各種教育活動等を通じて，労働衛生の現状と動向と調べた．達成度：50%
（5）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

学会報告を行った（現在論文投稿中）．達成度：95％
（6）	AGPC 法，シリカメンブレン法を用いて RNA の回収量，品質を調べるためのバイオアナライザーを用いた

RIN 値を調べ，従来用いられている 260nm/280nm 比との比較を行った．AGPC 法により得られた RNA では，
260nm/280nm 比が 1.8 以上を示しても RNA の分解度の指標である RIN 値がメンブレン法に比較し低い傾向が
認められた．達成度：60％

（7）昨年度に引き続き，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．MFAP4 が認識
している微生物の存在が判明した．達成度：90％

（8）ニューロンとオリゴデンドロサイト培養時期のタイミングを合わせることが難しいことに加え，オリゴデン
ドロサイトの回収率が悪く，これらの問題を解決することに時間がかかっている．オリゴデンドロサイトの生育
に関する問題について早期解決を目指したい．また，マススペクトルによる同定だけではなく，予想されるシグ
ナル物質の抗体により実験を進めていきたい．達成度：75％

（9）質量分析装置 MALDI	TOF	MS は細菌のリボゾーム蛋白の種類によって同定を行うため，前処理として細菌を
破壊する必要がある．その前処理法として誘電泳動を用いて菌を捕捉し，パルス波にて細胞壁の崩壊を行った．
達成度：40％

（10）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ず，両者の間には因果関係が認められない可能性が示唆された．達成度：
60％

（11）①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%　②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%　③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％・抗腫瘍性生薬が癌細胞に対して増殖抑制・アポトーシス誘導を引き起こすか検討した．達成度：40%

（12）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：70％

（13）研究プロジェクトを始動したばかりで，データの集積がこれからである．達成度：10%
（14）卵巣癌の腫瘍において，卵巣癌に関連する複数の遺伝子変異の解析を進められた．達成度：60％
（15）マルチメディア独和辞書の校正を徐々に進めた．達成度：50%

3-4．自己評価と次年度計画
　学科教員は当学科のみならず他学科の講義を受け持つなど，非常に多くの授業を担当しているため，教育における
負担が大きいという過密な労働環境下にあった．しかし，大学および学部のプロジェクト研究を含む公的研究助成に
応募し，各教員の専門分野の研究テーマに取り組む努力をしたと概ね評価される．また，複数の教員同士が共同で研
究を推進するという連携もうまくとられていた．しかし，論文（4 件），学会発表（16 件）の結果からみて，学会へ
の積極的な参加を促したい．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
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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（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．来年度は，ドイツ語教材
を埼玉医大の webclass に載せることとする．）（質量分析装置（MALTI	TOF	MS）を使った細菌同定法の精度を上げ
るための新たな細菌処理法を検討していく予定である．新たにプロジェクト研究に申請し認可された，I型アレルギー
反応増悪化における好塩基球の関与について検討していく予定である．）（H27 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 GABA-GAT2 トランスポーターの機
能亢進が発現することを明らかにした．H28 年度は OSAS 患者においてうつ病症状が現れることから，本モデル動
物において同様の症状が発現するのか，それに GABA 神経機構の異常が関与するのかを明らかにすることを目標とし
ている．）（多忙な教育の中で，できる限り研究を実施していきたい．）（学会報告を行ったこともあり，自己評価は高い．
また現在，論文投稿中である．次年度は，さらに踏み込んだ研究，または別のテーマを企画したい．）（産業保健関係
については関係する諸機関と協調しながら，さらに研究を推進したい．）	（Ⅰ型アレルギー反応の増悪度における好塩
基球の関与に関する研究では，好塩基球の分離方法が確立次第，今後はアレルギー疾患を持つヒトの血液から好塩基
球を分離し，CD203c，IL-4 の解析を進めていく方向である．）（RNA の抽出法による品質評価の検討では，RIN 値に
より RNA の分解が疑われる検体を用いた際に，どの程度遺伝子学的解析に影響が出るのか今後検討する予定である．）

（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やオプソニン活性の有無について，さらに実験を進めていきたい．）（誘電泳動法で前処理した被
検菌を質量分析装置 MALDI	TOF	MS で同定したところ，同定可能であったが，従来法による前処理との差はみられ
なかった．原因として印加電圧不足が考えられるが，検討までには至らなかった．次年度は，今回の失敗の原因の追
究と同時進行で耐性菌判定の迅速化への DEPIM の応用を考えている．）（研究環境を整えることができたので，実験
を重ねていく．卒業研究指導と伴に進めて行きたい．）（仮説が成立できるような発展的な研究成果は得られなかった．
業務内容を考慮すると細胞を用いた研究は時間的な制約を受けるので，今後は新たな研究テーマを模索し，栄養生化
学的な研究に力を入れていきたい．）（長期休職の為，十分な研究を行えたとは言えない．次年度は新たなテーマも取
り入れ，研究活動に従事したい．）（現在の研究を引き続き進展出来るよう努力したい．学会への参加，学会発表や論
文作製をより積極的に行い，1 年の結果として目に見える形で残せるようにしたい．）（肺癌細胞では NEU3 によりチ
ロシンのリン酸化が亢進することはわかってきたが，EGFR との相互作用により生じているのか，或いは他の分子を
介した相互作用で生じているのか明らかとなっていない．今後は，EGFR を含め他の分子の選択的な阻害剤を用いた
場合に細胞内シグナルへの影響はどうなるのか検討していく予定である．）（腫瘍部分に認められた遺伝子変異と同様
の変異が上皮成分と間質成分にも認められるかの解析を進め，上皮と間質に相互性があるのかを検討していく．）

4．診療
　「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　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
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	

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，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
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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，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

飯野　望：関東甲信地区遺伝子染色体研究班世話人，第 17 回関東甲信地区遺伝子染色体セミナー実行委員，北里
大学同窓会栃木県支部主催公開講座運営委員，本学保健医療学部倫理委員会委員

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，日本超音波検査学会
･ 専門部会 ･ 体表領域委員，埼玉県呼吸器セミナー幹事，埼玉県臨床画像研究会幹事

野寺　誠：日本産業衛生学会代議員，日本産業衛生学会関東地方会幹事，日本衛生学会評議員，日本微量元素学会
評議員，日本臨床検査教育協議会国家試験問題検討委員，埼玉県労働基準協会連合会講師，日本産業・医療ガス
協会試験委員，本学医学研究センター（安全管理部門）廃液等環境分野担当委員，本学保健医療学部広報委員会
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
療学部自己点検評価委員会委員

渡辺宏志：本学保健医療学部自己点検評価委員会委員
内田康子：日本臨床検査学教育協議会評議員，本学保健医療学部広報委員会委員
上滝圭介：本学保健医療学部学務委員会委員
木村美智代：健康食品管理士会関東支部幹事，本学保健医療学部臨床検査学科診療情報管理士責任者，本学保健医

療学部臨床検査学科健康食品管理士責任者，本学保健医療学部臨床検査学科甲種危険物取扱者責任者
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　　員会委員
小峰伸一：本学保健医療学部学務委員会委員
周東真代：第 25 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，本学保健医療学部学生部委員会委員
山本晃司：本学保健医療学部防災訓練実施小委員会委員

5-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　6-5 に記載

6．業績
6-1．論文・学会発表

【代表的な当学科著書】（9）
①村田栄子（共著）：臨床工学技士　先手必勝　弱点克服完全ガイド .	見目恭一編集，P20-47，メジカルビュー社，

東京，2015 年 9 月
②鈴木正彦（共著）：臨床工学技士　先手必勝弱点克服完全ガイド，見目恭一編集，P14-15，メジカルビュー社，東京，

2015 年 9 月
③和合治久（単著）：粘膜力でぜんぶよくなる．ワニブックス，東京，2015 年 12 月
④来住野修（共著）：月刊 Medical	Technology　別冊超音波エキスパート 15 頸部エコーのスクリーニングとステッ

プアップガイド，医歯薬出版社，東京，2015 年 5 月
⑤村本良三（共著）：ひとりでも困らない！検査当直イエローページ．医学書院，東京，2015 年 10 月
⑥村本良三（共著）：最新	臨床検査学講座	臨床化学検査学．医歯薬出版，東京，2016 年 3 月
⑦内田康子（共著）：臨床工学技士　先手必勝弱点克服完全ガイド，メジカルビュー社，東京，2015 年 9 月
⑧上滝圭介（共著）: 英米文学の精神分析的考察	第 3 巻．113-127，サイコアナリティカル英文学会，熊本，

2016 年
⑨木村美智代（共著）：臨床工学技士　先手必勝弱点克服完全ガイド，メジカルビュー社，東京，2015 年 9 月

【代表的な当学科論文】（4）
①和合治久 .	心疾患と音楽療法 .	成人病と生活習慣　2016;	46（2）:265-268
②和合治久 .	臨床検査技師を養成する大学および大学院における現状と各種取り組みに関する調査報告 .		臨床検査
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学教育　2015;	7（2）:	230-251
③青柳絵里香，大森雅，加藤文音，小林恵穂，松下誠，村本良三．ビウレット法は真の血清総蛋白値を反映してい

ない－蛋白質に特異性の高いニッケル - ビウレット法を基準とした場合－．日本臨床検査自動化学会	2015;	40
（5）:590-595

④ Murata	S,	Warigaya	K,	Matsuzaki	I,	 Itonaga	M,	Shimizu	Y,	Shuto	M.	Microtubule-organi	-zing	center-mediated	
nuclear	polarity	in	various	normal	and	neoplastic	human	tissues.	Virchows	Arch.	2015	Jun;466（6）:625-35.

【代表的な当学科学会発表】
（A）基礎医学系　（5）

①村田栄子，松本幸子，周東真代，穐田真澄：2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）における小腸上皮幹細胞関
連マーカー Bmi-1 と mTORC1 の発現．第 47 回日本臨床分子形態学会．2015.09.	長崎

②村田栄子，松本幸子，周東真代，穐田真澄：幹細胞関連マーカー Bmi-1 の 2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）
小腸上皮における発現．第 121 回日本解剖学会総会．	2016.03.	郡山

③ Nakamura,	S.,	Suzuki,	M.,	Nishida,	M.,	Terayama,	K.,	 Ishihara,	Y.,	Kitaoka,	Y.,	Terao,	K.,	Arai,	T.,	Nagasaka,	H.,	
Kitamura,	A.	 :	Different	from	other	sedatives,	dexmedetomidine	retains	respiratory	carotid	reflex	and	induces	
balanced	inhibition	in	hypoglossal	and	phrenic	nerve	activity	 in	rabbits.	American	Society	of	Anesthesiologists	
2015	Annual	Meeting,	San	Diego,	CA,	U.S.A.,	2015,	10.	25.

④ Nakamura,	S.,	Suzuki,	M.,	Nishida,	M.,	Terayama,	K.,	Ando,	N.,	Nomi,	T.,	Sekiguchi,	A.,	Kitaoka,	Y.,	Kaneko,	
T.,	Arai,	T.,	Murakami,	Y.,	Ohara,	K.,	Kitamura,	A.,	Nagasaka,	H.,	Kimura,	M.	 :	Different	 from	other	Sedatives,	
dexmedetomidine	retains	respiratory	carotid	reflex	and	induces	balanced	inhibition	between	Hypoglossal	and	
phrenic	nerve	activities	in	rabbits.	Society	of	Anesthesia	and	Sleep	Medicine	2015,	San	Diego,	CA,	U.S.A.,	2015,	
10.	26.

⑤柳下聡介，淡路健雄，鈴木星也，飯田桂子，平田理子，鈴木正彦，丸山敬，平澤明 .	内在性タウのリン酸化亢進
モデルマウスのマイクロアレイ解析 .	（2016）	第 89 回日本薬理学会年会，横浜，2016 年 3 月 10 日

（B）臨床検査医学系　（7）
①来住野修．診断に役立つ超音波・症例未体験ゾーン・体表領域．第 126 回医用超音波講義講習会，横浜，2015

年 5 月 15 日
②八鍬安里菜，大美賀麻衣，西澤裕夢，湯浅麗奈，内田康子，来住野修．超音波検査における腫瘤体積算出方法

の検討～観察対象の設置角度の違いにおける影響について～．第 44 回埼玉県医学検査学会，埼玉，2015 年 12
月 6 日

③村本良三，下垣里河，佐々木真弓．改良 BCP 法における IFCC 血漿蛋白国際標準物質（ERM-DA470 ｋ /IFCC）
と患者血清の反応差の解析．第 47 回日本臨床検査自動化学会，横浜，2015 年 10 月 10 日

④村本良三 .	BNP 値をどのように解釈するか？臨床検査の立場から．第 52 回日本臨床生理学会総会，大宮，2015
年 11 月 1 日

⑤村本良三.	蛋白データの読み方と問題点．第10回生物試料分析学会	東北・北海道支部学術集会（特別講演），山形，
2015 年 12 月 12 日

⑥田平真由，小林美優，髙橋俊：誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）を用いた薬剤感受性検査，第 44 回埼
玉県医学検査学会，大宮，2015 年 12 月

⑦成清羊佳，加藤智美，細沼沙紀，鎌倉靖夫，周東真代，渡辺宏志，矢野友梨，小澤栄人，永田耕治，安田政実：
女性生殖器と外尿道口に同時に発生した粘液性腫瘍の一例 ,	第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会，名古屋，2015
年 11 月

（C）基礎教育・外国語系　（1）
①上滝圭介 :『楽園の喪失』試論―「楽園の東の門」に関する一考察―．欧米言語文化学会，東京，2016 年 3 月

【総数：著書	9 件，論文	4 件，学会発表	14 件】
6-2．獲得研究費

1．村田栄子，周東真代：平成 27 年度保健医療学部プロジェクト研究 ｢2 型糖尿病モデルラット（SDT ラット）に
おける小腸上皮幹細胞関連マーカーと mTORC1 の発現 ｣（40 万円）

2．鈴木正彦，小峰伸一，伴塲裕巳：平成 27 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
素負荷後の呼吸反射増強に対する GABA トランスポーターの関与 ｣（35 万円）

3．飯野望，和合治久，小峰伸一，細田裕貴：平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ｢UGT1A1
薬物代謝酵素遺伝子の多型に関する研究」（40 万円）
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4．木村美智代：平成 27 年度埼玉医科大学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」（30 万円）

5．小糸寿美，金子優子：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」（30 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，「誘電泳動を利用した質量分析装
置 MALDI	TOF	MS の前処理法の検討」（50 万円）

7．伴塲裕巳，高橋里河：平成 27 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」（期間延長）

8．山本晃司，和合治久：平成 27 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
　「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」（60 万円）
9．成清羊佳・周東真代：平成 27 年度保健医療学部プロジェクト研究「卵巣表層上皮性・間質性腫瘍の上皮細胞

と間質細胞の相互性の解析」（30 万円）
6-3．受賞

1．鈴木正彦：First	Place	Best	Pre-Clinical	Research	Presentation，Society	of	Anesthesia	and	Sleep	Medicine	2015，
2015,	10.	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

1．飯野望：北里大学同窓会栃木県支部公開講演会「東洋医学と漢方薬」，宇都宮市，2015 年 6 月 20 日
2．村田栄子，周東真代，小峰伸一，高橋俊，山本晃司，成清羊佳，細田裕貴：保健医療学部市民公開講座「小さ

いものをみる」2016 年 1 月 23 日
3．飯野望：第 17 回関東甲信地区遺伝子染色体セミナー「今後の遺伝子・染色体検査を考える～ S 標準化・臨床

支援～」，東京，2016 年 1 月 24 日
4．来住野修：腹部超音波実技講習．第 17 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座，日高，2016 年 3 月 8 日
5．臨床検査学科を会場に行われたセミナー

①埼玉県臨床細胞学会「第 25 回埼玉県細胞診ワークショップ・第 18 回細胞診基礎コース」2015 年 7 月 11 日
②埼玉県臨床検査技師会一般検査研究班「異型細胞の検出感度を上げる」2015 年 8 月 29 ～ 30 日
③埼玉県臨床検査技師会血液検査研究班「初心者・初級者形態セミナー」2015 年 9 月 6 日
④埼玉臨床検査技師会第 34 回埼臨技細胞診セミナー細胞診研究班「忘れちゃいけないこの細胞～実際に鏡検し

てみよう !! ～」2015 年 10 月 18 日
6．周東真代：「日本とハンガリーの病理細胞診断システムと臨床検査技師教育制度の違いについて」平成 27 年度

埼玉医科大学教員短期留学制度；ハンガリー共和国　センメルワイス大学　第 2 病理学教室，2015 年 8 月 2 日
～ 10 月 30 日

7．自己点検・評価（総括）
　学科名を「臨床検査学科」に改称し，一般入学試験科目を 3 科目から 2 科目にした．志願者数はやや増加し，入
学者は定員数をみたした．厚労省の臨床検査技師指定科目内容の追加に対応したカリキュラムを作成し，さらに早期
体験学習をとりいれ，時間割変更も段階的に進行している．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，他学科の授業担当等も含め，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必須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
な学外実習のうち臨地実習では学外実習先の拡充，企業実習ではインターンシップの一部が体験できる内容の改革を
より充実化させていくため，作業部会をさらに継続させたい．一方で卒業研究に関する作業部会も継続させて，中間
発表会の開催等その効果的あり方等を検討していきたい．
　学生の就職活動援助については，その準備のための講座を開始し，次年度には面接講座を行うなど種々の問題を緩
和できるように努めていきたい．
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　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は一部であり，さらな
る研鑽が必要である．なお，7 期生の卒業研究結果を「平成 27 年度生卒業研究論文集，Vol.7:2015」として公表で
きたことも成果であった．また，セミナーを代表して開催した教員がいたこと，埼玉医大海外短期留学制度を利用し，
留学を経験した教員がいたことは，今後の本学科と学生のために活かされるであろう．
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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）：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．	
　工学系基礎科目は，医用生体工学・臨床工学のエキスパートとなる上で要求される問題発見能力，解決能力を修養
するための科目群であり，多くの学生にとっての国家試験の難関領域であると同時に専門科目を学ぶ上で基盤となる
重要な領域である．高等学校において数学，物理等の履修を満足に行なっていない学生が相当数存在するのは例年通
りである．ここ数年は特に基礎学力が低い学生が多いように見受けられるため，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，1・2 年次から国家試験への意識を高
めること，3 年生では 4 年次進級時には既に合格しうる実力を備えること，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
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認識し，国家試験や就職活動に向けての目的意識の向上を目指した．生体工学実習は，単一分野の実習ではなく，こ
れまで学習してきた医用生体工学・臨床工学に関する事項全域を扱う総合的実習科目である．学生は 2 ～ 3 名の小
グループに分かれ，各グループに担当教員が配置されて個人指導を中心に実習を行った．卒業研究への橋渡しとて，
医用生体工学・臨床工学に関連する課題に対して自主的に取り組む姿勢を育むことを目標とした．4 年次の医用情報
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，カリキュラム外で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
験指導を今年度も実施した．
≪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），	
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臨床工学系実習科目： 
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
2-3．達成度
　学部教育については，カリキュラム等は支障なく予定通りに実施できた．低学力の学生の比率が上がっている傾向
にあるため，例年よりも各個人の成績情報の共有等に努め．国家試験対策にも例年以上に労力を費やした．時間と労
力をかけたという意味では，例年以上の達成度といえる．しかしながら最終結果というべき国試合格率において今年
度は全国平均を大きく下回ってしまったため，客観的にな到達度は過去最低と言わざるを得ず，達成感もない．
　3 年次では 1 名，2 年次で 2 名，1 年次で 1 名が留年者することとなった．ただし 1 年次の 1 名は療養のための
休学であった．留年者の数もほぼ例年通りであるが，2 年次，1 年次には留年予備軍といえる成績の学生が相当数存
在するため，この観点からも満足のいく達成度である結果とはいえなかった．なお，今年度は 5 名の退学者が出たが，
全員何かしらの問題を抱えており，退学せざるを得ない状況だったと判断している．ただし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．留年が危ぶまれるレベル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．学生の学習意欲向上については今後の大きな課題として残っている．
　大学院修士課程については，平成 27 年度は，生体医工学への修士入学者がいなかったため，主に 1 年時に行われ
る講義は実施されなかった．また，2年次の修士1名に加え，昨年度の長期履修生2名の3名が修士論文作成に向けて，
研究を進めた結果，研究は順調に履行し，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 73% で，全国平均の 81% を大きく下回った．全国平均自体が昨年度より
も 10% 以上下がっており，試験の難易度が高かったことは確かである．殆どの不合格者の成績は正答率 60% で合格
のところで 55% を上回っており，難易度が上がったことの影響をまともに受けた結果となっている．結果は数値的
に遺憾であるが，不合格者の顔ぶれを見た場合，	1 年次以来の定期試験等で再試験の常連という学生は軒並み不合格
となった．模擬試験の結果と照らし合わせても不自然な順位変動は無く，個々の学生の学力は把握できていたと考え
られ，その点は評価できる．	
　国家試験問題は徐々に複合的な問題が増えてくる等，過去問の丸暗記能力だけではなく多少の理解力・思考力が要
求されつつある．しかし応用というレベルではなく，再試験常連者が不合格になっていることからもむしろ基礎学力
の底上げが必要であると考えられる．
　次年度については，時間的に大掛りな新企画を取り入れる余裕はないので，基本的に今年度と同様の教育体制を維
持して各学年で基礎学力の底上げを図る．今年度の国試の結果とその原因分析を学生に明確に示し，	1・2 年次から
国家試験をはっきり意識して学業に取り組むこと，3 年次，また 4 年次には時間の許す限り，基礎事項を理解して体
系的に知識を整理できるように導く．3・4 年次の学生には過去問の丸暗記に終始しないよう普段の講義や国試対策
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演習で指導してきているが，研究室での個別指導の他に面談の機会を増やして細かく指導していく．ここ数年来の課
題の一つとして留年者の割合が高いことがあった．今年度は退学者も相当数でたため，逆に次年度の留年者数は抑え
られる見込みであるので退学・留年者数を半減させることを目指して，細かく学生の動向を掴んで対応できるよう
にしたい．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．これ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．また，国家試験浪人が総計で15名を超える状況になっ
た．近隣に住まいしている既卒者については個別に連絡を取って必要に応じて指導できる体制としたい．
　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，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とともに，埼玉医科だ学内の ME 関連部門とも協力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）多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術（小林，駒形，石川，篠田，文部科学省科学研究費補助金（新

学術領域研究（研究領域提案型）））
（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，埼玉医科大学大学病院病理部

との共同研究）
（3）遠隔医療の精度向上をめざしたユーザーインタフェース改善のための研究開発（小林，文部科学省研究費補

助金（基盤研究（C）））
（4）映像観視による自律神経活動指標と映像の動き諒との時系列的過形成に関するデータ集積（小林，石川，産

業総合研究所　受託研究）
（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）多元計算解剖学における形態情報統合の基盤技術（文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究	受託研究費），

小林直樹（分担者，埼玉医大），駒形英樹（連携研究者，埼玉医大），石川雅浩（連携研究者，埼玉医大），清水
昭伸（代表者，東京農工大学）

（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（駒形英樹，小林直樹））
（9）子宮頚部細胞診断支援のための核小体特徴量の算出と活用に関する研究　（駒形英樹，石川雅浩，平成 27 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メカニズムの探索
（戸井田，継続研究，H27 年度科研費挑戦的萌芽研究）
（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）
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（14）医療機器に使用される Ni-Cd 電池等の寿命試験機の開発（新栄電子計測器株式会社との共同研究）
（15）医療機器の遠隔一元管理システムの構築とその効果の検証（株式会社日立システムズとの共同研究）
（16）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 27 年度厚生労働科研 .　◎石

原美弥，櫛引俊宏，中島章夫，加納　隆，髙倉照彦，須田健二）
（17）光線力学的酸化処置による抗がん剤耐性獲得細胞の耐性低減化に関する研究（宮本，文部科学省科学研究費

補助金：基盤研究（C））
（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，
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究）

（19）単回使用医療機器（SUD）の再製造に関する研究（宮本，厚生労働科学研究　特別研究）
（20）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 27 年度	JST	ASTEP	

探索化タイプ）
（21）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 27 年度	JST	ASTEP	ハイリスク挑戦化タイプ）
（22）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 27 年度	科学研

究費助成事業　基盤研究（C））
（23）（1）画像解析による睡眠中のステージ判定と生体情報抽出の試み（加藤，来住野　保健医療学部プロジェク

ト研究）
（24）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）
（25）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）
（26）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）
（27）振動診断による医療機器の異常検知に関する研究　（川邊）　H27 年度保健医療学部プロジェクト研究
（28）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）
（29）FT-IR	を用いた皮膚拡散二酸化炭素濃度の測定の試み
（30）神経組織の作製に関する基礎的検討（脇田）

3-3．研究内容と達成度　（番号は 3-2 に対応）
（1）多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術（新学術領域研究）では，3 次元情報として再構成された

病理画像データと従来の計算解剖学で算出されたＭＲＩやＣＴからの 3 次元画像とレジストレーションを行い，
その形態的特徴と機能的特徴とをシームレスに診断可能とすることを目指している．今年度は，3 次元データの
構築にむけた形態解析方式およびマルチスペクトル画像解析方式について検討し，評価実験を行った．（国際会
議発表　3 件　国内発表　4 件）（達成度　85％）

（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，埼玉医科大学大学病院病理部とともに進め，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．（国内発表 1 件）（達成度　70％）

（3）遠隔医療の精度向上をめざしたユーザーインタフェース改善のための研究開発に関しては，基本的なシステ
ム検討を行った．（達成度　60％））

（4）映像観視による自律神経活動指標と映像の動き諒との時系列的過形成に関するデータ集積に関しては，産業
総合研究所からの委託を受け，福島大学と連携して進めている．（国際会議発表　1 件）（達成度　100％）

（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．（国際会議発表　2 件）（達成
度 85％）

（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．（国内発表 1 件，特許 1 件）	（達成度	100％）	

（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 70％）

（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
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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
の自動定量化を目的として検討している．（達成度 70％）

（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，半導体レーザー連続波照射 37℃制御
群と半導体レーザー変調波照射 37℃制御群との比較を行い，両群とコントロール群（レーザー照射なし保定のみ）
との間で腫瘍成長抑制率に，半導体レーザー変調波群＞半導体レーザー連続波群＞コントロール群の差があるこ
とを確認した．（達成度 90％）

（11）（株）エーティーエーとの共同研究として「CARS を応用した非侵襲血糖測定の開発」プロジェクトを進め，
システムの実用性の観点から，OPO2 波長励起 CARS 方式を考案し，その原理検証を進めた．OPO2 波長励起で
の CARS 信号を確認するも，非共鳴信号の抑圧が課題であることが判明した．これに対し周波数掃引 OPO2 波長
励起方式を考案した．（達成度 80％）

（12）2）へ注力のため H27 年度は実施せず
（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）医療機器に使用される Ni-Cd 電池等の寿命試験機の試作器が完成し，現在，試作器の評価を実施中である（達
成度：80％）．

（15）医療機器の遠隔一元管理システムがほぼ完成し，その検証を国際医療センターの臨床現場で検証中である（達
成度：70％）．

（16）医療機器保守管理のガイドラインの策定を行い，ガイドラインを公表した（達成度：100％）
（17）パクリタキセル及びシスプラチン等，実験検討に不可欠な抗がん剤に対する耐性獲得細胞を確立するととも

に，光線力学的処置用の励起レーザーシステムの構築を行った．これにより平成 28 度から本格的な検証実験を
開始することが可能となった．（達成度 100%）

（18）医薬品医療機器等法施行後の愛知県，静岡県，埼玉県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，アンケート調査および訪問調査を実施，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 29 回 QMS 講習会を通じて公表した．

平成27年度総括・分担研究報告書（http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201523025A）
（達成度 100%）
（19）国内における単回使用医療機器（SUD）再製造ニーズに関する医療機関調査および米欧先進各国における

SUD の再製造の実態について調査を行うにあたり，懸念される QMS 上の問題点のリストを作成した．
平成27年度総括・分担研究報告書　http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201504029A）

（達成度 100%）
（20）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た．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た．H27
年度はこの素子を用いた新たな偏光検出法を実証した．（達成度：100%）

（21）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 三次元工学会および（公）日産厚生会玉川病院の 6 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トータル三次元誘導システムとしての評価実験を各
研究機関と行った．（達成度：85%）

（22）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．今年度は
ベクトルビームの中でも縦電場などを生成することができる inphase のラジアル偏光を生成する取り組みをテラ
ヘルツ領域で行った．その偏光分布から inphase のラジアル偏光が生成できていることが確認された（達成度：
85%）

（23）（1）睡眠時の顔領域画像と脳波の同時計測を行い，画像から推定される心拍数の変動情報と脳波解析による
ステージ判定結果を比較する実験を行った．また，自動的に顔領域の検出し，顔領域の平均輝度値より脈拍数を
推定するプログラムを開発した．本プログラムにより推定した脈拍数変化と脳波解析による睡眠ステージとの比
較を行った結果，5 分間の平均脈拍数と睡眠ステージの相関が最も高いことが分かった．ただし，推定脈拍数と
計測された心拍数との相関は睡眠時間の経過とともに減少してしまうため，精度向上についてはさらなる改良が
必要である．（達成度 75％）．

（24）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
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体細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得るこ
とを目的としている．（達成度	70%）

（25）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	70%）

（26）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%）

（27）医療機器の早期異常発見を目的として，医療機器の振動診断を試みた．本研究では血液透析装置内部の透析
液ポンプを対象として，振動によるボルトの緩みを早期発見することとした．トルクドライバーを使用しボルト
の締め付けの程度を変化させ，加速度ピックアップを用いて振動を採取した．それをFFTによる周波数解析を行っ
た結果，締め付けが低下するほどポンプ回転周波数ｆの整数倍の周波数が強く現れる特徴が得られた．したがっ
て，振動診断により，ボルト緩みによる液漏れを早期発見することができる可能性がある．（達成度	80％）

（28）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％）

（29）呼気のみならず，皮膚から二酸化炭素が蒸散されている事実は以前より知られているが，それを具体的に測
定する技術は未だ確立されていない．FT-IR	は極めて簡単な測定法で，手指先端からの二酸化炭素を測定し，運
動後や食後にどのような変化がみられるかを検討中である．（達成度 50％）

（30）神経組織の作製を目指した基礎的研究として，embryonal	carcinoma	cell	から分化した神経細胞に伸展刺激
を加えた．その結果，神経細胞の配向を伸展刺激によって制御できることを明らかにした（達成度 90%）．	

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
の指導に充てざるを得ない．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．ま
た，学科開設以来十年を超え，開設時に導入された機器類は使用できない物が出て来ている．例えば研究器材では簡
易型フローメーターについてメーカーからも消耗部品の供給が無くなると通達が来ており，近い将来使用不能となる．
ハードウェアの面でも従来よりもさらに研究に関する状況は悪化している．必要機器の更新にご協力をいただきたい．
　取り巻く環境が悪化していく中で各教員が力を注ぎ，若干数字は昨年度よりも低くなっているものの多様な分野で
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．そのような状況でも，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，来先に述べたように，工学系の研究・器材の老朽化も進行している．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．

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，医療機関における電波利用推進部会委員（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）
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　2．加納隆，東京都臨床工学技士会誌（編集委員）
　3．小林直樹，画像電子学会（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．加藤綾子，ライフサポート（編集委員，論文査読委員）
　15．駒形英樹，画像電子学会査読委員，企画委員
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，「病院電気設備の設計・施工指針」改訂委員会委員（電気設備学会，委員長）
　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，快適映像基盤技術研究推進委員会生体影響計測分科会（委員）
　12．小林直樹，快適映像基盤技術研究推進委員会物理要因指標化分科会（委員）
　13．小林直樹，ISO/IEC	JTC1	SC29/WG1	国内委員会
　14．見目恭一，日本心臓血管麻酔学会（体外循環委員会委員）
　15．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）
　16．見目恭一，日本体外循環技術医学会（監事）
　17．見目恭一，埼玉県臨床工学技士会（監事）
　18．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
　19．戸井田昌宏，レーザ協会（理事）

20．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）

　21．山下芳久　埼玉県臨床工学技士会（副会長，他）
　22．山下芳久　日本急性血液浄化学会（理事，評議員，安全管理・倫理委員会副委員長）
　23．山下芳久　日本医工学治療学会（評議員）
　24．山下芳久　日本血液浄化技術学会（代議員，学術委員，他）
　25．山下芳久　日本集中治療医学会（臨床工学部会　監事）
　26．山下芳久　埼玉透析医学会（役員幹事）
　27．山下芳久　日本臨床工学技士連盟（監事）
　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，日本光学会（偏光計測研究会委員）
　30．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）
　31．加藤綾子，ライフサポート学会（評議員）
　32．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　6 件，学会発表　24 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　10 件，著書　1 件　学会発表　40 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，三輪泰之，見目恭一，奥村高広，宮本裕一，
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丸山直子，川邉学，辻美隆，西岡亮治，渡邊裕輔，前山昭彦，内田康子，和合治久，臨床工学技士先手必勝弱点
克服完全ガイド .	編集	見目恭一 , メジカルビュー社 .	2015.03.	単行本 ,	

【総数：著書　1 件】
6-2．獲得研究費

1．小林直樹（研究分担者）文部科学省科学研究費補助金（新学術領域研究（研究領域提案型）），平成 27 年度，
平成埼玉医科大学　分担金　195 万円

2．小林直樹（研究分担者）遠隔医療の精度向上をめざしたユーザーインタフェース改善のための研究開発，文部
科学省研究費補助金（基盤研究（C）），平成 27 年度，埼玉医科大学　分担金　15 万円

3．多元計算解剖学における形態情報統合の基盤技術（文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究	受託研究費），
小林直樹（分担者，埼玉医大），駒形英樹（連携研究者，埼玉医大），石川雅浩（連携研究者，埼玉医大），清水
昭伸（代表者，京農工大学）

4．戸井田昌宏（研究代表），H27 年度科学研究費補助金　挑戦的萌芽的研究，研究期間：H27 年 4 月～ H29 年 3
月，H27 年度直接経費：140 万円．

5. 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：H27 年 4 月～ H28 年 3 月，H27 年度直接経費：46 万円．	

6．宮本裕一（研究代表），文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）	「光線力学的細胞膜酸化による多剤排出ト
ランスポーターの機能破壊」，研究期間：平成 27 年度～ 29 年度，平成 27 年度直接経費：120 万円．

7．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 27 年度直接経費：275 万円．（研究代表者一括計上）

8．若山俊隆　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，平成 26 年度	JST	ASTEP	探索
化タイプ）平成 27 年度：88 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（平成 26 年度	科学研究費助成事業
　基盤研究（C））平成 27 年度：180 万円

10．石川雅浩（研究代表）,「移植腎病理診断におけるプレクリニカルな診断支援システムの開発」,（石川,文部科学省・
科学研究費助成金　若手研究（B））：230 万円

11．石川雅浩（研究代表）,	川邉学 ,	小林直樹 ,	「清浄化予測機能付き透析液管理システムの開発」,	（課題番号
AS262Z00924H）,	2014 年度　科学技術振興機構　研究成果最適展開支援事業（A-STEP）【FS ステージ（探索
タイプ）】,	2014 年 12 月～ 2015 年 11 月 .：65 万円

12．石川雅浩 ,	「スーパーピクセルを用いた病理画像中の構造認識法の開発」,	日本私立学校振興・共済事業団 :	平
成 27 年度　学術研究振興資金（若手研究者奨励金）：50 万円

13．川邊学，独立行政法人科学技術振興機構　受託研究　「清浄化予測機能付き透析液管理システムの開発」　
2014 年 12 月～ 2015 年 11 月

14．川邊学，新栄電子計測器株式会社　共同研究「医療機器に使われる Ni-Cd 電池等の寿命試験機の開発」　
2015 年 8 月～	2016 年 7 月

15．川邊学，株式会社立山科学ワイヤレステクノロジー　共同研究　「医療施設における微弱無線方式アクティブ
RFID アンテナの無線化による所在管理システム有効性の研究」2015 年 9 月～	2016 年 9 月

16．川邊学，株式会社日立システムズ　共同研究　「医療機器の遠隔一元監視システム構築とその効果の検証」
2016 年 1 月～	2016 年 7 月

6-3．受賞
1．バリアフリーシステム開発財団奨励賞　Fainalist，埼玉医科大学，佐藤雪乃（卒業生），平成 27 年 9 月 8 日
2．u-Healthcare	2015	Poster	Award，Relationship	Between	the	sleep	Rhythm	and	the	Pulse	rate	Estimated	from	a	

Facial	Vdeo，Ayako	Katoh,	Yukino	Sato,	Osamu	Kishino,	Yasuhiro	Fukui，November	30-December	2nd,	2015
3．第 44 回医療福祉設備学会　一般演題優秀発表賞　2015 年 11 月，川邊学，
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．特開 2015-154718　石川雅浩 , 川邉学 , 小林直樹 , 加納隆 , 駒形英樹　「コロニー数計数装置，コロニー数計数

方法，及びコロニー数計数プログ	ラム」　2015/08/27
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274回研究会，新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」，2015年 8月 31日，企画幹事．
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2．駒形英樹，画像電子学会第 276 回研究会，九州工業大学情報工学部（飯塚キャンパス），2016 年 3 月 3 日～
3 月 4 日，企画幹事．

7．自己点検・評価
　平成 27 年度は，第 7 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 91.2％から 73.0％と大幅に下がり，新卒で 10 名の不合格者を出してしまった．全国平均の 81.6% をさらに 10%
近くも下回ったことは遺憾である．今回の国家試験問題は，難易度は高かったが，内容として講義等で扱っていない
ようなものは数問程度のレベルであって，本来はここまで不合格者がでるようなものではなく，カリキュラムのレベ
ルとしては，特に欠点は見つかってはいない．毎年のことではあるが，カリキュラム外で各研究室において配属され
た学生個々人に研究時間を削って指導を行なっていることは評価していただきたい．そのようにして何とか保ってい
た合格率を今年は維持できなかったことは憂慮すべき事態である．留年者・退学者の増加の一因もそこにあると思わ
れるが，単に勉強が足りないというよりも記憶の仕方，物事の理解力，演繹的な思考力といった根本的なところに問
題があるように思われる学生の割合が増加してきている．ある意味では小学生以来というレベルの話であるので，即
効性のある解決法を見つけるのは難しい状態に成ってしまっている．	実感としては昨年度までほぼ 9 割の合格率を
保てていたことが僥倖であった，というところがある．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ないでいるが，
各教員がよく耐えているというのが妥当な評価であると考える．
　編入学制度は 5 年目を実施し，来年度も 1 名，高等専門学校の新卒者が入学することとなっている．2 年次在学
中の編入学生にたいしては時間割編成用で対処しながら大過なく学事を進行することができた．総合演習等で上位の
成績を残しており，編入制度が良い方向に機能していると考えている．今後も，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．本年
度，修士の入学者がいなかった点を教訓に，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，研究においは教員の努力による，論文のレベルを水準以上に保っているが，教員間での連携，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27年 3月には理学療法学科5期生を輩出することになった．
昨年度の卒業生の国家試験は 46 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．しかし，当学科の受験生は年々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に偏りを是正し，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 26 年には 3 期生を輩出し，大学院教育が軌道に乗ってきたが，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＞
　卒業生の国家試験は46名中43名が合格し合格率は93.4%となった．前年度の95.6%からは若干下回ることになっ
たが，埼玉県内では 10 ある養成校のうち第 2 位であり良好な結果であったと評価できた．
＜大学院教育＞
　理学療法分野を専攻した大学院生 7 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．
＜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
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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
に対して精力的に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・医療センターとの連携
し，健康づくりプロジェクト研究を行った．

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　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

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
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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
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
代表的な業績（10 編）

①乙戸崇寛，赤坂清和，澤田豊，大久保雄．前十字靭帯損傷者の術後理学療法効果 -Hopping および Jump パフォー
マンスの変化に着目したランダム化比較試験に対するシステマティックレビュー．徒手理学療法 15（2）；109-
115．2015
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②赤坂清和，大久保雄．Mulligan	Concept の実践．臨床スポーツ医学 32（10）；994-999．2015
③赤坂清和．運動器理学療法学における学習成果基盤型教育の考え方．理学療法学 42（8）：	．783-784，2015.	
④藤田博暁．骨粗鬆症リエゾンサービスとしての理学療法士の取り組み．理学療法学 42（8）683-684．2015
⑤丸谷康平，藤田博曉 ,	新井智之 ,	細井俊希 ,	旭竜馬 ,	森田泰裕 ,	石橋英．体脂肪率ならびに BMI を基に分類した体

格と運動機能およびロコモティブシンドロームとの関係．運動器リハビリテーション 26（4）：451-459，2015
⑥藤田博暁．地域におけるロコモ啓発の取り組み．整形外科看護 20（3）；86-90．2015
⑦高倉保幸，國澤洋介．理学療法研究のデザイン．理学療法ジャーナル 49（8）；739-744．2015
⑧大久保雄，金岡恒治．スポーツ障害の診断－体幹－．臨床スポーツ医学 32（8）734-739．2015
⑨ Imai	A,	Kaneoka	K,	Okubo	Y,	Shiraki	H．Immediate	Effects	of	Different	Trunk	Exercise	Programs	on	Jump	

Performance．Int	J	Sports	Med37（3）	197-201．2015
⑩ Yanagisawa	O,	Matsunaga	N,	Okubo	Y,	Kaneoka	K.	Noninvasive	Evaluation	of	Trunk	Muscle	Recruitment	after	

Trunk	Exercises	using	Diffusion-weighted	MR	Imaging．Magn	Reson	Med	Sci14（3）173-181．2015

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埼玉県内第 2 位

であったのは高く評価できると考えた．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
　米田竜馬（YONEDA,	Ryoma）：助教：博士
　上田奈緒美（UEDA,	Naomi）：助手
　崔　巍（SAYI,	Gi）：ポストドクトラルフェロー：博士
　関戸絵美佳（SEKIDO,	Emika）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　本年度も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，体験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と臨床医学への興味の橋渡しを目標にしている．これらをもって研究マインドを持った良
き臨床医の育成を進めていく．
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，医学部教育では，なるべく早期に臨床科目に触れさせることが大切と実感された．
　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．助教の米田が担当した．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．
　保健医療学部・臨床検査学科の卒業研究生 2 名を受け入れた．神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症関連変異
を有する RNA 結合タンパク質 TLS の性状を解析した．4 月には卒業研究発表会を無事終了し，現在，論文作成中で
ある．
2-3．達成度
　医学部 1 年生の臨床推論は，知識の習得よりもグループでの意見交換を通じて医学的な推論の技術を習得するこ
とが目的である．この科目を担当して数年になるが，ここ数年学生の質の向上が顕著である．ほとんどの学生が，論
議に積極的に参加する状況が嬉しい限りである．このような学習環境で，臨床推論では学生に科学的思考の基本を説
くことができたのは大きな成果と認識している．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
　すべての学生は少人数学習に興味を喚起したと自負している．今後の課題は医学的基礎知識を興味深く説明して，
臨床医学との関連を明確にしたいと考えている．さらに，疾患との関連で初学者にも理解しやすい説明を考えていき
たい．

3．研究
3-1．目的・目標
　真核生物における遺伝子発現制御機構の解明を，大きな目標として研究を進めている．遺伝子発現制御の異常と
疾患との関連を探索している．2008 年には，転写抑制に非コード RNA が重要な役割を果たす実験結果を Nature	

（454:126-130,2008）に発表し，RNA 依存性転写制御という新しい遺伝子発現機構を提唱した．ヒトゲノムの 9 割
が転写され，その多くは非コード RNA になる事実が明らかになり，この非コード RNA が転写制御を含む多くの生命
現象に重要な役割を果たすことも示されてきている．この非コード RNA とヒト疾患との関連は，今後の主要な研究
課題と考え，鋭意研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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　1）cyclin	D1 プロモーター非コード RNA の構造と機能の解析	（米田・崔・黒川）
　2）TLS と長鎖非コード RNA の結合解析	（黒川・米田・崔）
　3）TLS 複合体の精製と転写制御機能解析	（上田・黒川）
　4）筋萎縮性側索硬化症変異 TLS の解析と発症機構の解明	（上田・米田）
　5）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 12 年目を迎え，研究内容も充実してきた．2008 年には念願の 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 12 年を迎え，Nature 誌に発表した研究の発展の基礎を構築した．この研究は，非コード RNA
による転写制御という新たな研究分野開拓を導く斬新なものである．次は，この研究成果を発展させると共に，臨床
応用を目指したトランスレーショナル研究へ展開したいと考えている．実際，リウマチ膠原病科の三村教授との共同
研究が順調に進み，大学院生の学位論文に結実した．さらに，共同研究による大型予算の獲得に挑戦している．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な研究施設と
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．

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
　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：RNA	and	Transcription，BBA，OMICS	査読委員
　黒川理樹：RNA	and	Transcription　編集委員長	（Editor-in-Chief）
　　　　　　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 Kurokawa,R.,	Initiation	of	Transcription	Generates	Divergence	of	Long	Noncoding	RNAs.	Long	Noncoding	RNAs:	

Structures	and	Functions,	Chapter	5.	Springer-Japan,	Tokyo,	Japan:	p69-91（2015）
② Yoneda,R.,	Suzuki,S.,	Mashima,T.,	Kondo,K.,	Nagata,T.,	Katahira,M.,	Kurokawa,R.	The	Binding	Specificity	of	

Translocated	in	LipoSarcoma/FUsed	in	Sarcoma	with　lncRNA	Transcribed	from	the	Promoter	Region	of	Cyclin	
D1.	Cell	&	Bioscience		6:4（2016）.

③黒川理樹	細胞内の生理的な RNA 構造をゲノムワイドで解析する　実験医学 33：1757-1759（2015）
④米田竜馬，黒川理樹　ポストゲノム時代に同定された転写活性型 lncRNA 群―eRNA による転写活性化のメカニ

ズム　実験医学・増刊 33：3274-3275（2015）
⑤黒川理樹	アミロイド様凝集体は翻訳抑制により配偶子形成を制御していた　実験医学 34：69-71（2016）

［著書］
⑥ Kurokawa,R.,	Long	Noncoding	RNAs:	Structures	and	Functions	In:	Kurokawa,R.	（eds.）	Springer-Japan,	257	pages

［学会発表 / 講演］
⑦黒川理樹：第 38 回日本分子生物学会年会ワークショップ主催「特異的結合タンパク質の解析から長鎖非コード

RNA の機能を探索する」　兵庫県神戸市（2015/12/2）
【総数：論文		5 件，学会発表		1 件，講演		0 件】

6-2．獲得研究費
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　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：
330 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
　埼玉医科大学	医学教育センター	卒後教育委員会	主催	学術集会	（2015/9/14）
　ゲノムからエピゲノムへ―マクロファージ医学からの視点
　Christopher	K.	Glass（カリフォルニア大学　サンディエゴ校　医学部）
　ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会	（2016/1/21）

高速光クロスリンク反応を用いた新しい DNA 及び RNA 操作法の開発
藤本　健造（北陸先端科学技術大学院大学　マテリアルサイエンス研究科）

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 12 年目を迎え，27 年度 4 月に 10 周年記念誌を作成した．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．部門長黒川は，オープンアクセス学術誌 RNA	and	
Transcription を自ら立ち上げて，Editor-in-Chief として学術誌の運営を進めている．新たな学術活動を進めている．
　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・内分泌学・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・内分泌代謝学・腫瘍学：
　　　　　　　　　　　　　	博士
佐藤　航（SATO,	Wataru）：助手
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
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
長澤さや（NAGAI,	Saki）：特別研究学生
滑川剛史（NAMEKAWA,	Takeshi）：特別研究学生
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，がんや加齢疾患におけるステロイドホルモン受容体の応答遺伝子ネットワークや転
写制御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・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，1，2 年生へのキャリアデザイン演習での指導も行った．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，井上が研究の方向性についての提言を行い，堀江と池田が中心となって研究指導を行った．
学外における教育活動として，池田は，城西大学薬学部薬学科よりの要請を受け，大学院生対象の「先端医療薬学特
論」にて 2 時限の講義を行った．
2-3．達成度
　医学部学生の講義を通して，臨床医学における基礎的知識を習得させ，臨床医学における基礎医学の重要性への理
解を深めることができた．保健医療学部学生に対しては，生化学・ゲノム医学の知識および研究手法を体験してもらい，
興味を持って取り組むことができた．学位審査にあたっては，申請者の今後の研究活動にプラスすると考えられる的
確な質問を行い，公正な審査を心がけた．学外での講義についても，参加学生に対して基礎および臨床医学の基礎的
知識の提供と研究への関心を呼び起こすことができ，他学において本部門の研究成果を広く紹介することができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義では基礎的な知識の習得に重点を置きつつも医学的観点からも内容の理解を深めることができ，試験に関して
は基礎的知識の確認と応用を問う問題を作製できたと評価している．課外学習プログラムにおいては，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・博士を目指す学生の育成をしていきたい．当部門では，
本学大学院生，および他研究機関から複数の大学院生が特別研究学生として研究教育を man	to	man で受けており，
基礎研究・トランスレーショナル研究についての研鑽と学位取得を目標としている．週 1 回一流科学雑誌を中心と
した輪読会を開催し，大学院生およびポストドクターらの読解力・データ分析力を向上させる取り込みを行っており，
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日常の研究指導に加えて，定期的に研究内容を部門内でプレゼンテーションする発表の機会を設けることにより，大
学院生・ポストドクターが国内外の学会や Peer	Review の科学雑誌において発表を行えるレベルに到達しつつあると
評価している．当部門のポストドクターとして研究を行った複数名が，現在，他大学で助教・講師の教職に就いてお
り，また博士号取得後に海外へ留学した大学院生もおり，当部門が若手研究者のキャリアパスに貢献していると評価
している．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，遺伝子情報の制御に関してホルモン作用機構の解明を目指し研究を進めている．特に骨粗鬆症や加齢
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（池田，佐藤，奥村，太田，杉谷，川端，長澤，滑川，堀江，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（池田，柴，堀江，井上）
3）リングフィンガー蛋白質の疾患における役割の解析（池田，佐藤，杉谷，川端，堀江，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，柴，長井，長澤，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，長澤，堀江，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・アンドロゲンとその標的因子と関連転写因子，ビタミン K とその関連因
子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行い，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進めている．子宮内膜がん・卵巣がんについても，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．臨床検体を用いた解析については，国際医療センターの乳腺腫瘍科および婦人科腫瘍科との共同研究として行っ
ている．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．大学病院眼科との共同研究として，黄斑変性疾患に関するトランスレーショ
ナルリサーチを行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
　エストロゲン・アンドロゲン受容体に関連する転写制御ネットワークの解析として，特に受容体下流標的遺伝子
の探索とその機能解析，受容体関連の転写因子と非コード RNA 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，がん・加齢性疾患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，
ホルモン依存性がんや骨・筋肉の疾患・病態，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の確立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，日本人に多い病型の加齢性疾患の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，臨
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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．
　28 年度においては，特にホルモン依存性がんの病態の進行にかかわる非コード RNA と RNA 結合タンパクの機能
に注目し，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，子宮内膜がん・
卵巣がんの臨床検体における遺伝子発現にも注目し，次世代シーケンス解析により新規の標的遺伝子の同定と機能解
析を進めていく．筋・骨格系研究においては，組織特異的遺伝子改変マウスを用いて機能解析を進めていく．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進め，会冷静疾患の病態進展にかか
わる遺伝子変異の同定を行っていく．各プロジェクトにおいて，知的財産の確保を目指す．

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員　

堀江公仁子：科学研究費委員会専門委員
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，日本内分泌学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表

①Azuma	K,	Shiba	S,	Hasegawa	T,	Ikeda	K,	Urano	T,	Horie-Inoue	K,	Ouchi	Y,	Amizuka	N,	Inoue	S:	Osteoblast-specific	
γ -glutamyl	carboxylase-deficient	mice	display	enhanced	bone	formation	with	aberrant	mineralization.	J	Bone	
Miner	Res	30,	1245-1254,	2015.	

② 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	5,	
13170,	2015.

③ Takayama	K,	Misawa	A,	Suzuki	T,	Takagi	K,	Hayashizaki	Y,	Fujimura	T,	Homma	Y,	Takahashi	S,	Urano	T,	Inoue	
S:	TET2	repression	by	androgen	hormone	regulates	global	hydroxymethylation　status	and	prostate	cancer	
progression.	Nat	Commun	6,	8219,	2015.

④ Miyazaki	T,	Ikeda	K,	Sato	W,	Horie-Inoue	K,	Okamoto	K,	Inoue	S:	MicroRNA	library-based	functional	screening	
identified	androgen-sensitive	miR-216a	as	a	player	in	bicalutamide	resistance	in	prostate	cancer.	J	Clin	Med	4,	
1853-1865,	2015.	

⑤ Fujimura	T,	Takahashi	S,	Kume	H,	Urano	T,	Takayama	K,	Yamada	Y,	Suzuki	M,	Fukuhara	H,	Nakagawa	T,	Inoue	S,	
Homma	Y:	Toremifene,	a	selective	estrogen	receptor	modulator,	significantly	improved	biochemical	recurrence	
in	bone	metastatic	prostate	cancer:	a	randomized	controlled	phase	II	a	trial.	BMC	Cancer	15,	836,	2015.

⑥ Zhang	P,	Elabd	S,	Hammer	S,	Solozobova	V,	Yan	H,	Barte	F,	Inoue	S,	Heinrich	T,	Wittbrodt	J,	Loosli	F,	Davidson	G,	
Blattner	C:	TRIM25	has	a	dual	function	in	the	p53/Mdm2	circuit.	Oncogene	34,	5729-5738,	2015.

⑦Matsushita	S,	Suzuki	K,	Ogino	Y,	Hino	S,	Sato	T,	Suyama	M,	Matsumoto	T,	Omori	A,	Inoue	S,	Yamada	G:	Androgen	
regulates	Mafb	expression	through	its	3’ UTR	during	mouse	urethral	masculinization.	Endocrinology	157,	844-
857,	2016.	

⑧ Inoue	S:	 [Symposium]	Regulation	of	bone	and	glucose	metabolism	by	vitamin	K-dependent	gamma-glutamil	
carboxylase,	GGCX.	（2015.7.12-17）	FASEB,	Molocular,	structural	&	clinical	aspects	of	vitamin	K	&	vitamin	
K-dependent	proteins,	Chicago,	IL,	USA.	Oral

⑨堀江公仁子，池田和博，井上聡：[ ワークショップ ]	ホルモン依存性がんにおける長鎖非コード RNA の役割	
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（2015.12.1-4）	第 38 回日本分子生物学会年会（神戸）神戸国際会議場
⑩池田和博，堀江公仁子，井上聡：[ ワークショップ ]	Functional	screening	of	signaling	molecules	associated	with	

endocrine	therapy	resistance	in	hormone-dependent	cancers（機能的スクリーニングを用いたホルモン依存性が
んの内分泌療法耐性に関わるシグナル分子の解明）（2015.12.1-4）	第 38 回日本分子生物学会年会（神戸）神戸
国際会議場

【総計［論文］12 編　［学会発表］28 題】
6-2．獲得研究費
井上　聡（分担）

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）（代表：岡
﨑康司）

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：481 万円（内，間接経費 111 万円）

池田和博（代表）
科学研究費補助金　挑戦的萌芽研究「ミトコンドリア呼吸鎖超複合体の細胞，生態，病態におけ		る作用メカニズ
ムの解明」配分額：260 万円（内，間接経費 60 万円）
日本老年医学会・ノバルティス老化および老年医学研究基金「エストロゲンのサルコぺニアにおける役割の解明と
その臨床応用」助成金額：125 万円
三井住友海上福祉財団研究助成「要介護リスクを高める骨粗鬆症に対するミトコンドリア呼吸鎖を標的とした診断・
治療・予防法の開発」助成金額：90 万円

6-3．受賞
Takayama	K,	Horie-Inoue	K,	Katayama	S,	Suzuki	T,	Tsutsumi	S,	Ikeda	K,	Urano	T,	Fujimura	T,	Takagi	K,	Takahashi	

S,	Homma	Y,	Ouchi	Y,	Aburatani	H,	Hayashizaki	Y,	Inoue	S:	[ 学術奨励賞（基礎部門）]	Androgen-responsive	long	
noncoding	RNA	CTBP1-AS	promotes	prostate	cancer	（2015.6.26-27）	日本アンドロロジー学会第 34 回学術大会（福
岡）福岡市
6-4．特許，実用新案

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」，国際出願番号：PCT/
JP2015/067054，国際出願日：2015 年 6 月 12 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
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

第 232 回ゲノム医学研究センター承認学術集会	清水宣明博士（東京大学医科学研究所）	“Mechano-Metabo カッ
プリング～骨格筋グルココルチコイドレセプターが全身のエネルギー貯蔵物質の消費バランスを制御する機構”　
2016.3.4　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

7．自己点検・評価
　教育面では，医学部学生に対して，学習内容の理解とともに，自ら学ぶ姿勢を持って講義に取り組み，基礎医学へ
の興味を覚えてもらうことができたと評価している．保健医療学部学生の研究体験では，実験を通して医学研究に触
れ，理解を深めることができた．また複数の大学院生・特別研究学生の演習・実習を担当し，直接的個別指導に精力
を注いでおり，学位取得に向けての研究指導を行った．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，転写調節ネットワーク
の解明と核内受容体の標的遺伝子の同定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，非コード RNA を介するエピゲノム作用等の様々な新しい知見
を得ており，国内外における学会・論文発表と知財確保を行っている．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．ビタミンKシグナル関連因子の骨格系・
生殖系やエストロゲンの筋骨格系における機能の解析を進めており，加齢性疾患については疾患関連遺伝子の解析を
行っており，新しい診断・治療法の開発への応用が期待される．基礎医学研究，トランスレーショナル研究を進め，
臨床医学への応用を目標に，国内外において注目され，知財化を目指した研究成果をあげていきたい．
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3．発生・分化・再生部門

1．構成員
　奥田晶彦（OKUDA,	Akihiko）：教授：研究副主任：教育主任：代表指導教員（大学院）幹細胞：博士
　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
　私たちの研究室においては，奥田以外のスタッフにとっては，保健医療学部の卒業研究指導と夏期に行われる課外
学習プログラムが学部学生と接する唯一の機会であるので，それら 2 つのプログラムについて今まで以上に洗練化
させ，学生にとって魅力あるプログラムにしていきたいと考えている．また，研究室の長である奥田も現状では学部
学生に対する系統講義は担当しておらず，唯一，担当しているのは，平成 26 年度に発足した選択必修の中の 1 つで
ある研究医養成プログラムに伴った「研究室紹介」の授業のみである．この授業は，いわゆる通常の授業とは異なり，
自分たちが日々行っている研究活動について紹介するものなので，授業内容に制約がなく，それ故，自分達がどういっ
た目標をもって研究を行っており，実際，どのような成果を世界に発信してきたか，さらには，今後，自分たちがど
のように研究を展開しようと考えているかについて，学生の興味を掻き立てることができるような授業にしていきた
いと考えている．また，大学院生への教育としては，毎年，最新医学特別講義の中の 1 コマを担当させていただき，
現在の iPS 細胞研究について紹介しているが，この分野は，いわゆる生き馬の目を抜くといったような，極めて競争
の激しい分野であり，それ故，極めて重要な新知見が次々報告される分野であるので，常に情報収集に努め，iPS 細
胞研究について最新の情報をわかりやすく提供するように心掛けたいと考えている．
2-2．教育内容（奥田，平崎，鈴木，片野）
　平成 27 年度で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）課外学習プログラム（夏期），3）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，2011 年に Cell 姉妹誌（Cell	Stem	Cell）に報告した，ES 細胞での
c-Myc に関する新知見を発見し，産経新聞等，多くのメディアに取り上げられた研究と，その研究を行っている過
程で c-Myc に対するパートナー因子として知られている Max が生殖細胞における減数分裂調節因子であるというこ
とを見出し，Nature 姉妹誌（Nature	Communications）に報告した経緯を紹介させていただいた．また，3）の課外
学習プログラムでは，2 人の医学部 1 年生に参加していただいた．3 日間の実習では，いわゆる分化した体細胞から
iPS 細胞を作ることはできないので，partial	iPS 細胞からの真の iPS 細胞への変換という，iPS 細胞誘導の中の一部分
を観察してもらい，その細胞の性質の変換を規定している遺伝子発現の変化を解析してもらった．
2-3．達成度
　当該年度，上記に挙げた当部門が担当すべき 3 つの項目に関して問題なく達成できたと考えている．なお，大学
院に対する講義である iPS 細胞研究の最前線という講義を行うに先立って，iPS 細胞研究の世界の動向などを把握す
るのに相当な時間を費やして情報収集し，それによって得た莫大な情報を取捨選択し，かつ，わかりやすい講義にす
る為にも相当量の時間を使ったので，かなり質の高い，意味のある授業ができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育に関して当該年度も予定されている項目について問題なく達成できたと考えている．但し，基礎研究室紹介の
授業を聞いた学生の幾人かは私たちの研究室に訪問してくれて，さらに詳細な内容であるとか，授業で紹介した発見
に至った経緯などを説明させていただいたが，学生とのやり取りから，彼らには授業で話した内容が不十分にしか伝
わっていないことを実感させられた．学生にも理解できるように話すように心掛けたつもりだったが，それでも，専
門的すぎたのであろうと考えられるので，来年度は，その点についてさらに留意して授業に臨みたいと考えている．
なお，平成 28 年度には，久しぶりに保健医療学部から卒業研究を行う学生を迎えることになったので，その研究を
原著論文発表につなげることができるか否かはわからないが，それを目標にしっかりした指導を行いたいと考えてい
る．



817

発生・分化・再生部門

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，ES 細胞が持つ，分化多能性とその分化多能性を維持しつつ無限に増殖できるという特筆すべき 2 つ
性質を規定している分子メカニズムを解明することを目標に研究している．また，2006 年の iPS 細胞の誕生からは，
その iPS 細胞が作製される分子基盤の解明を目標とした研究も行っている．なお，私たちは，2013 年において，ES
細胞における c-Myc 転写因子の機能を解析している過程で，偶然，c-Myc のパートナー因子として認知されている
Max タンパク質が減数分裂の開始を決定する重要な分子であると発見したが，それ以降は，その発見を土台に減数
分裂開始の仕組みの解明に関しても精力的に取り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．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
5．3 種類存在する Mbd3 アイソフォーム間における機能の違いについての研究
6．Max 遺伝子発現抑制による減数分裂開始機構の解明

3-3．研究内容と達成度
　研究項目 1 の ES 細胞における c-Myc の機能に関する研究は，私たちが最も精力的に研究を行っている研究テーマ
であり，2011 年の CELL	STEM	CELL 誌への発表を筆頭に，権威のある国際誌に発表し続けることができている研究
テーマである．但し，2015 年度に関しては，ChIP-sequence という技術の習得に終始したため，原著論文としての
発表がなかった．但し，この技術の習得は，未来における数多くの研究成果の輩出につながると考えているので，焦
らず，じっくりと研究を進めていきたいと考えている．研究項目 2 については，ES 細胞は，Nanog 遺伝子を過剰発
現させると Nucleostemin が無くても ES 細胞としての特徴を維持できるという事実を見出し，STEM	CELLS に報告
することができた．但し，何故，Nanong が Nucleostemin 遺伝子の欠失に伴って示す致死的なフェノタイプを消失
させることができるのかという点については全くわかっておらず，今後の課題である．研究項目 3 及び 4 に関して
は当該年度は目立った進展が得られず，来年度以降に期待するところである．5 つ目の研究項目は，NuRD 複合体の
中の最も重要なコンポーネントである Mbd3 に関する研究で，3 種類存在するアイソフォームの機能解析の過程で極
めてインパクトのあるデータが得られた．従って，本研究課題に関しては 2017 年もしくは 2018 年での超一流誌へ
の論文の掲載を目指して研究を進めていきたいと考えている．なお，本研究に関しても ChIP-sequence による解析が
必須なので，その技術をいち早く習得する必要がある．6 つ目の研究項目は，当該年度，最も明確に世間にその成果
を公表できた研究テーマである．本研究は，ES 細胞が生殖細胞と同様に減数分裂を開始する潜在能力を有しており，
その ES 細胞が持つその潜在能力は，Max タンパク質が抑制しているという全く予想していなかった発見をきっかけ
として始めた研究であり，その驚きの発見以降，その現象について様々な角度からの検証を行い，明確な事実として
証拠を固めた結果，発表できた論文である．本研究からの成果は 2016 年 3 月に Nature	Communications に発表し
たが，本研究は，これに留まることなく，この新知見を土台にますます研究を発展できると考えており，その予想を
翻さないようにしっかり研究を行っていきたいと考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
　2011 年に CELL	STEM	CELL に論文を発表から 5 年ぶりに Nature	Communications という impact	factor	10 点以
上の論文を発表できたことが研究面においては最も特筆すべき出来事であった．なお，本研究に関してはマウス個体
を用いた解析を行うことでさらに impact のある研究へと発展できる可能性があると考えており，研究室自体は，マ
ウス個体の解析について得意としているわけではないが，全身全霊を掛けて，本研究項目の更なる発展の為に頑張り
たいと考えている．また，研究項目 5 の Mbd3 の研究に関しても，当該年度において論文発表はできているわけで
はないが，かなりインパクトのある研究結果が得られたので，その研究結果を土台にさらに研究を発展させ，最終的
には一流誌への発表を目指したい．その為には ChIP-Sequence の技術をマスターする必要があり，まずは，できる
だけ早い時期にその技術の習得を目指したいと考えている．その他の研究項目に関しても全く進展がなかった研究項
目はないので，それらの研究についても辛抱強く研究を行い，着実に発展させていきたいと考えている．
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4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
「該当なし」

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　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 Katano	M,	Ema	M,	Nakachi	Y,	Mizuno	Y,	Hirasaki	M,	Suzuki	A,	Ueda	A,	Nishimoto	M,	Takahashi	S,	Okazaki,	
Okuda	A.	Forced	expression	of	Nanog	or	Esrrb	preserves	 the	ESC	status	 in	 the	absence	of	nucleostemin	
expression.	Stem	Cells	33,	1089-1101,	2015.

② Inoue	D,	Aihara	H,	Sato	T,	Mizusaki	H,	Doiguchi	M,	Higashi	M,	Imamura	Y,	Yoneda	M,	Miyanishi	T,	Fujii	S,	Okuda	
A,	Nakagawa	T,	Ito	T.	Dzip3	regulates	developmental	genes	in	mouse	embryonic	stem	cells	by	reorganizing	3D	
chromatin	conformation.	Sci	Rep.	5,	16567,	2015.

③ Iseki	H,	Nakachi	Y,	Hishida	T,	Yamashita-Sugawara	Y,	Hirasaki	M,	Ueda	A,	Tanimoto	Y,	 Iijima	S,	Sugiyama	F,	
Yagami	K,	Takahashi	S,	Okuda	A,	Okazaki	Y.	Combined	overexpression	of	Jarid2,	Prdm14,	Esrrb,	and	Sall4A	
dramatically	improves	efficiency	and	kinetics	of	reporgramming	to	induced	pluripotent	stem	cell.	Stem	Cells	34,	
322-333,	2016.

④ Kohda	M,	Tokuzawa	Y,	Kishita	Y,	Nyuzuki	H,	Moriyama	Y,	Mizuno	Y,	Hirata	T,	Yatsuka	Y,	Yamashita-Sugahara	
Y,	Nakachi	Y,	Kato	H,	Okuda	A,	Tamaru	S,	Borna	NN,	Banshoya	K,	Aigaki	T,	Sato-Miyata	Y,	Ohnuma	K,	Suzuki	T,	
Nagao	A,	Maehata	H,	Matsuda	F,	Higasa	K,	Nagasaki	M,	Yasuda	J,	Yamamoto	M,	Fushimi	T,	Shimura	M,	Kaiho-
Ichimoto	K,	Harashima	H,	Yamazaki	T,	Mori	M,	Murayama	K,	Ohtake	A,	Okazaki	Y.	A	comprehensive	genomic	
analysis	 reveals	 the	genetic	 landscape	of	mitochondrial	 respiratory	chain	deficiency.	PLoS	Genetics.	12,	
e1005679,	2016

⑤Suzuki	A,	Hirasaki	M,	Hishida	T,	Okamura	D,	Wu	J,	Ueda	A,	Nishimoto	M,	Nakachi	Y,	Mizuno	Y,	Okazaki	Y,	Matsui	Y,	
*Izpisua	Belmonte	JC,	Okuda	A.	Loss	of	MAX	results	 in	meiotic	entry	in	mouse	embryonic	and	germline	stem	
cells.	Nature	Communications.	7,	11056,	2016.

⑥ Akihiko	Okuda,	Ayumu	Suzuki,	Masataka	Hirasaki,	Atsushi	Ueda	Max	known	as	a	Myc	indispensable	partner	
protein	functions	as	a	molecular	blockade	of	meiotic	entry 第 38 回日本分子生物学会　第 88 回日本生化学会大
会　合同大会	ワークショップでの口頭発表　兵庫県神戸市ポートアイランド 2015.12.1

⑦鈴木　歩，平崎正孝，上田　篤，松居靖久，奥田晶彦	マウス ES 細胞における減数分裂抑制機構の発見	第 38
回日本分子生物学会　第 88 回日本生化学会大会　合同大会　一般口頭発表兵庫県神戸市ポートアイランド
2015.12.4

⑧西本正純，奥田晶彦，大西芳秋 Casein	kinase と Jmjd3 の真獣類発生過程における細胞での概日リズム形成にお
ける役割	第 38 回日本分子生物学会　第 88 回日本生化学会大会　合同大会一般口頭発表	兵庫県神戸市ポートア
イランド	2015.12.4

【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
配分額　2,600	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
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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 27 年度において最も特筆すべき事項は，Max タンパク質が減数分裂の開始を調節しているという，2 ～ 3 年

前に発見した現象に対して様々な実験による検証を行った後に，その結果として Nature	Communications に発表で
きたことであり，研究室としては5年ぶりに impact	factor10以上の論文を発表できたことになる．なお，この研究は，
論文を一つ発表できたということに留まらず，今後の研究室の大きな発展を可能にする研究成果であると感じており，
数年後に振り返って，実際，そうであったといえるよう，日々精進していきたいと考えている．その他の研究に関し
ても程度の差はあるが，全ての研究について前進させることができており，当部門の研究面における未来は明るいと
感じている．なお，教育に関しても，研究室のスタッフ全員が貢献したいという気持ちは十分に持っており，来年度
からは，義務として割与えられたことを無難に熟すというのに留まらず，魅力ある課外学習プログラムを新たに考え
出すであるとか，積極的に教育の機会を見出していきたいと考えている．
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4．病態生理部門

1．構成員
部門長　片桐	岳信（KATAGIRI,	Takenobu）：教授：研究副主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：生理的お

　　　よび病的骨形成の分子レベルにおける解明に関する研究：博士
　大手　聡（Ohte,	Satoshi）：助教：研究員：教育員：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
　倉谷　舞（KURATANI,	Mai）：リサーチフェロー：博士
　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，および大学院を通して，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，本学の医学部，保健医療学部学生，および
連携する他大学学部生を対象とした課外学習プログラム等の研究を通し，基礎研究の意義と面白さを自分の体験から
説明できるように取り組む．夏期休暇プログラムでは，全学部，大学院の全学年，および女子栄養大学の学部生を対
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 3 年生を対象とした基礎研究室
紹介の講義，および大学院講義の祭祀に学特別講義を担当した．博士課程の大学院生 1 名と特別研究学生 1 名につ
いては，毎日，研究計画の立案，実施，結果の解釈についてディスカッションを行い，さらに，毎週，論文抄読会に
よる勉強，研究データの報告会，毎月の月例報告会で指導した（片桐，大手）．さらに，海外を含む学会発表を積極
的に経験させ学位取得へ向けて着実に実績を積み重ねた．保健医療学部からの卒業研究生 1 名（4 年生）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，無事に卒業論文を作成し終えた．課外学習プログラムには，女子
栄養大学の 1 年生 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，大手，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（町谷）は，研究成果を国内外の学会で発表するとともに，その一部を筆頭著者として論文投稿準備中であ
る．特に町谷は，シアトルで開催された骨代謝領域最大の学会であるアメリカ骨代謝学会 2015 において，Young	
Investigator	Award を受賞した．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
果に続き，さらに生理的な昨日解析実験に取り組んで興味ある実験結果を得ている．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．
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
チフェローの研究を充実させる必要がある．次年度も，今年度と同様に研究を通した教育を充実させる計画である．

3．研究
3-1．目的・目標
　病態生理部門では，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
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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．その 1 つとして，国内の J-FOP 患者家族会が
主催した研究報告会・交流会において，特別講演として最新の国内外の研究状況などを話した．片桐は，これまでの
BMP や FOP に関わる研究業績から，第 33 回日本骨代謝学会において学術賞を受賞した．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記のように，今年度の研究も世界に通用する成果を挙げていると考える．次年度も発展的に FOP 研究を進め，
運動器全般を視野に入れた発症機序の解明と，それに基づいた治療法確立に向けた研究を推進したい．また，これら
の研究過程・成果をさらに教育と連携させることを重視したい．

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　「該当無し」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　片桐岳信：
　Journal	of	Bone	and	Mineral	Metabolism	（Board	member）
　Scientific	Reports	（Board	Member）
　英語学術論文等の査読：57 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：
　歯科基礎医学会代議員
　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 Kotani	M,	Matsuda	M,	Murakami	A,	Takahashi	 I,	Katagiri	T,	Hirata	M.	 Involvement	of	PRIP	（Phospholipase	
C-Related	But	Catalytically	Inactive	Protein）	in	BMP-Induced	Smad	Signaling	in	Osteoblast	Differentiation.	J	Cell	
Biochem.	2015	Dec;116（12）:2814-23.	

② Nakahara	Y,	Suzuki	R,	Katagiri	T,	Toguchida	J,	Haga	N.	Phenotypic	differences	of	patients	with	fibrodysplasia	
ossificans	progressive	due	to	p.Arg258Ser	variants	of	ACVR1.	Hum	Genome	Var.	2015	Dec	10;2:15055.

③Katagiri	T.	A	Door	Opens	for	Fibrodysplasia	Ossificans	Progressiva.	Trends	Biochem	Sci.	2016	Feb;41（2）:119-21.
④ Katagiri	T,	Osawa	K,	Tsukamoto	S,	Fujimoto	M,	Miyamoto	A,	Mizuta	T.	（2015）	Bone	morphogenetic	protein-

induced	heterotopic	bone	formation:	What	have	we	learned	from	the	history	of	a	half	century?	Jpn	Dent	Sci	Rev	
51:42-50.

⑤ Katagiri	T,	Tsukamoto	S,	Osawa	K,	and	Kokabu	S.	（2015）	Ligand-receptor	interactions	and	their	 implications	
in	delivering	certain	signaling	for	bone	regeneration.	In	A	Tissue	Regeneration	Approach	to	Bone	and	Cartilage	
Repair,	Mechanical	Engineering	Series,	Zreiqat	H,	Rosen	V	and	Dunstan	C,	editors.	Springer,	London,	pp1-15.

⑥ Katagiri	T:	Recent	 topics	on	fibrodysplasia	ossificans	progressiva.	Seminar	（Sapienza	University	of	Rome）	
2015.6.	Rome（イタリア）招待講演

⑦片桐岳信：BMP と骨形成 .	第 33 回日本骨代謝学会学術集会	学術賞受賞講演 .	2015.7.	東京，招待講演
⑧片桐岳信：生理的および病的骨形成のメカニズム .	第 33 回日本骨代謝学会学術集会	Meet	the	Expert	6.	2015.7.	

東京，招待講演
⑨片桐岳信：	FOP の最前線 .	J-FOP 患者家族会交流会 ,	2015.9.	東京，招待講演
⑩片桐岳信：	骨格筋組織における異所性骨形成 .	九州大学口腔細胞工学セミナー ,	2015.	12．福岡，招待講演

【総数：論文	5	件，学会発表	16 件，講演	7	件】
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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：458 万円

　片桐	岳信（代表）
　文科省科学研究費　挑戦的萌芽研究：
　「進行性骨化性線維異形成症の新規病態モデルの開発」
　配分額：364 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：39 万円

　片桐	岳信（分担）（代表：上條	竜太郎）
　文科省科学研究費　基盤研究（B）：
　「新規情報伝達物質 8- ニトロ環状グアノシンによる硬組織代謝制御機構の解明」
　配分額：26 万円

　片桐	岳信（代表）
　第一三共株式会社　共同研究
　配分額：1,500 万円

　塚本	翔（代表）
　文科省科学研究費　若手（B）：
　「転写共役 195 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 27 年 5 月 22 日（金）16：00 ～ 17：30
　「蛍光イメージングと計測で見る脊椎動物ボディプランと骨代謝調節の新規メカニズム」
　愛媛大学プロテオサイエンスセンター・バイオイメージング部門学術支援センター病態昨日解析部門　教授
　飯村　忠浩　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 9 月 2 日（金）16：00 ～ 17：30
　「骨格発生におけるシグナリングとエピジェネティック制御の相互作用」
　Harvard	Medical	School　Assistant	Professor　小林　竜也　先生

7．自己点検・評価
　今年度も，病態生理部門が中心となって，FOP の新しい発症メカニズムの解明と治療薬となり得る物質の開発な
どを進めた．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む所存である．また，これらの研究を教
育に反映させることを強く意識しており，普段の講義や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も行っており，今後も引き続き学会・講演会での発表など，さまざまな方法
を検討する．
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5．ゲノム科学部門

1．構成員
部門長　岡﨑康司（OKAZAKI,	Yasushi）：教授：教育副主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：ゲノム科学・循
　　　　　　　　　　　　　　　　　　		環器病学・分子生物学・分子遺伝学：博士
須田立雄（SUDA,	Tatsuo）：客員教授：博士
豊島秀男（TOYOSHIMA,	Hideo）：客員准教授：博士
松本征仁（MATSUMOTO,	Masahito）：講師：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）：特任研究員：博士
菅原（山下）泉（YAMASHITA_SUGAHARA,	Yzumi）：研究員：博士
木下善仁（KISHITA,	Yoshihito）：研究員：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）：大学院生
佐藤　毅（SATO,	Tsuyoshi）：共同研究員：博士
清水千春（SHIMIZU,	Chiharu）：特任研究補助員
石田道子（ISHIDA,	Michiko）：特任研究補助員
大久保桃絵（OKUBO,	Momoe）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　当部門の学生指導では，ゲノム全体の構造や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
とを意識しつつ指導に当たっている．また，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
している．学生教育では自らが積極的に生命機能や各種の遺伝子疾患について調査・研究を行えるように指導してい
る．同時に，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 3 年生を対象にヒトの疾患と原因遺伝子についての講義を行った．また，医学部 2 年生を対象とした基礎
医学研究室紹介においてはゲノム医学研究センターの紹介講義を行った（岡﨑）．
　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）．課外プログラムでは，例年同様，（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，江口，八塚，平田，岡﨑）．前者では保健医療学部より 5 名，医学研究科よ
り 1 名，合計 6 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て各自血液から抽出したゲノム
ＤＮＡの配列解析を行い，遺伝子型の違いによって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
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では保健医療学部より 1 名，医学研究科より 1 名，計 2 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学び，自分でも爪や毛根などの微量サンプルから個人識
別が出来ることを体験してもらった．
　大学院教育では，当研究室で受け入れている博士課程 1 名（Nurun），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）．田丸は原著論文が受理され，学位審査会を経て博士の学位を取得するに至った．松本は学内所属大学院生の
大学院学位論文審査で副査を努めた．Nurun と入月（特別研究学生：新潟大学大学院）については，「ミトコンドリ
ア病の原因遺伝子機能の解析」をテーマに指導を行った（水野洋，木下，岡﨑）．Nurun と入月らの研究成果は，神
田（TR 部門），徳澤，木下らが筆頭著者となった論文報告に大きく寄与した．
　保健医療学部 4 年生 3 名に対して，卒業論文のための実験指導，論文作成指導を行った（小野塚について，水野洋，
八塚，岡﨑；　大川・今野について，神田，平田	（TR 部門助手），岡﨑）．小野塚については，「骨芽細胞分化関連転
写因子 Dlx5 が制御する遺伝子の解析」というテーマのもと，Dlx5 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た．保健医療学部 3 年生 2 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	（藤澤について，水野洋，八塚，岡﨑；　小島について，松本，八塚，岡﨑）．藤澤については「脂肪細胞
の分化を制御するマイクロ RNA の標的遺伝子の探索」をテーマとし，細胞実験と発現アレイ解析実験を行った．小
島は，「糖尿病治療を目指す再生医学の研究　-再生遺伝子の検査と評価-」のテーマに参画し，重要な発見に貢献した．	
2-3．達成度
　課外プログラムを当初の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
については，効果的な実習・講義・指導を行うことができた．大学院生については，原著論文の作成のために必要な
指導を行い，1 名については学位の取得に至った．これらのことから当初の教育活動目標を十分達成できたと考えて
いる．
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．また，
留学生（大学院生）と特別研究学生に対しても，適切な研究指導を行い，研究の成果を残すことができた．課外プロ
グラムでは今年度は延べ 8 名の学生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 2 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指導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，ミトコンドリア病の原因遺伝子とその機能の解明を行う．また，糖尿病，
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，ペルオキシソームの機能異常に起因する疾患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，八塚，岡﨑）
2）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）
3）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）
4）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）
5）CAGE 法を用いた脂肪細胞分化および骨芽細胞分化におけるアンチセンス RNA 解析（仲地，水野洋，徳澤，岡﨑）
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6）ペルオキシソームプロセッシングタンパク質の機能解析（水野由（TR 部門），水野洋，仲地，岡﨑）
7）ミトコンドリア病の原因遺伝子の解析（徳澤，木下，入月，Nurun，山下，八塚，水野洋，神田，仲地，平田（TR

部門），岡﨑）
8）ミトコンドリア病患者由来の皮膚線維芽細胞を用いた 5- アミノレブリン酸のミトコンドリア呼吸鎖活性に対す

る効果の検討（徳澤，木下，八塚，岡﨑）
9）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）
10）絨毛外絨毛細胞による脱落膜浸潤におけるマイクロ RNA の機能解析（田丸，水野洋，岡﨑）

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 遺伝子産物の構造解析を進
め，得られた情報から合成ペプチドを作製し，その活性を評価した．その結果，この合成ペプチドにおいても，in	
vivo，in	vitro の両面で活性を持つ事を強く示唆する結果を得，更なる検討を行っている．
　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
細胞株などの独自に開発した研究材料を活用し，網羅的なゲノム医学的解析によって，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．この因子はあらゆる体細胞からインスリン産生細胞を変換することが可能であること，
さらにマウスのみならずヒト体細胞からも誘導できることが示され，糖尿病の再生医療の実現化に寄与することが期
待される．実際，これらの成果が評価され研究助成金の獲得実績に至ったこと，特に I 型糖尿病 NPO 団体である日
本 IDDM ネットワークより助成対象となったことは特筆すべき点である．
　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，RNA シーケンス等を用いた網羅的発現解析実験により得られたデータを解析した．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 を新規に同定し，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した．これまでに骨芽細胞分化・脂肪細胞分化との関連
性が報告されていない非コード RNA の発現変動が既知の mRNA と高相関を示すものがあり，これらの転写物の中に
分化を制御する新たな非コード RNA や転写物バリアントが含まれていると考えられ，現在さらに検証実験を進めて
いる．CAGE（Cap	analysis	of	gene	expression）法と超並列シーケンサーを組み合わせた 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．
　骨代謝ネットワークの制御因子 Pax6 の生体内生理機能の解析を行うため，破骨細胞特異的 Pax6 遺伝子欠損マウ
スを作製し，形態計測や試験管内培養を実施し，従来のモデルを支持する一定の成果が得られた．今後は必要なマウ
ス個体数を確保し検証を行っていく．間葉系幹細胞由来 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 マイクロアレイ解析の結果，DNA メチル化を介する過程において幾つかの興味深い標的遺伝子を同
定した．
　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呈する．本年度
は，Tysnd1 欠損マウスへの精子形態改善効果のあるバチルアルコール投与が妊孕性にも効果があるかどうかの検討
を行った．さらに，脳の表現型の解析も行ったところ，自閉症と関連する可能性のある知見が得られた．
　診断方法の向上，治療法の創出また創薬を見据え，ミトコンドリア病の原因遺伝子の同定とその機能解析を昨年
度より引き続き継続してきた．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ミトコンドリア
病患者検体について，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，エクソーム解析，ミトコ
ンドリア全周シーケンス及び 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ミトコン
ドリア病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 QRSL1 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
NDUFB11 の個体レベルでの影響を解析した．結果的に 35% の症例において何らかの原因因子を特定し，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ミトコンドリア病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を実施している．
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　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 に関する成果についてデータ準備等
を行い，論文を投稿した．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
著論文を投稿して受理に至った．
3-4．自己評価と次年度計画
　今年度は，ミトコンドリア病の原因遺伝子の同定と機能解析を進めている中で，ECHS1,SLC25A26 の新規原因
遺伝子を同定した．これらの各原因遺伝子について，欧州のグループと共同で論文を報告することができた．ま
た，ミトコンドリア病 142 検体についての遺伝子解析を実施し，TR 部門や臨床グループとの連携により，MRPS23,	
QRSL1,	PNPLA4 などの新規原因遺伝子を発見し，論文報告した．細胞内小器官ペルオキシソームに関しては，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たほか，ペルオキシソームの機
能低下が自閉症の発症に関連している可能性を示す知見が得られたため，今後，自閉症についても解析を進めていき
たい．産婦人科との共同研究で，ヒト子宮内膜脱落膜化に関与するマイクロ RNA に関する成果についても，論文提
出することに貢献した．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，糖尿病，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．

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

岡﨑康司：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
岡﨑康司：ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会
岡﨑康司：遺伝子組換え実験安全委員会
岡﨑康司：「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」解析拠点・情報拠点合同課題選定協議会

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡﨑康司：International	Journal	of	Oral	Scicence 査読
岡﨑康司：DNA	Research 査読
岡﨑康司：Protein	&	Cell	査読

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：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
岡﨑康司：The	13th	ASMRM	&	the	16th	J-mit プログラム委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【英文原著】
①Imai	A,	Fujita	S,	Kishita	Y,	Kohda	M,	Tokuzawa	Y,	Hirata	T,	Mizuno	Y,	Harashima	H,	Nakaya	A,	Sakata	Y,	Takeda	A,	

Mori	M,	Murayama	K,	Ohtake	A	and	Okazaki	Y.	Rapidly	progressive	infantile	cardiomyopathy	with	mitochondrial	
respiratory	 chain	complex	V	deficiency	due	 to	 loss	of	ATPase	6	and	8	protein.	 International	 Journal	of	
Cardiology.	207:203-205	（2016）

② Kohda	M,	Tokuzawa	Y,	Kishita	Y	Nyuzuki	H,	Moriyama	Y,	Mizuno	Y,	Hirata	T,	Yatsuka	Y,	Yamashita-Sugahara	
Y,	Nakachi	Y,	Kato	H,	Okuda	A,	Tamaru	S,	Borna	NN,	Banshoya	K,	Aigaki	T,	Sato-Miyata	Y,	Ohnuma	K,	Suzuki	T,	
Nagao	A,	Maehata	H,	Matsuda	F,	Higasa	K,	Nagasaki	M,	Yasuda	J,	Yamamoto	M,	Fushimi	T,	Shimura	M,	Kaiho-
Ichimoto	K,	Harashima	H,	Yamazaki	T,	Mori	M,	Murayama	K,	Ohtake	A	and	Okazaki	Y.	A	comprehensive	genomic	
analysis	reveals	the	genetic	 landscape	of	mitochondrial	respiratory	chain	complex	deficiencies.	PLOS	Genetics.	
12（1）	（2016）

③ Kishita	Y,	Pajak	A,	Bolar	N.A.,	Marobbio	C.M.T.,	Maffezzini	C,	Miniero	D.V.,	Monne´M,	Kohda	M,	Stranneheim	H,	
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Murayama	K,	Naess	K,	Lesko	N,	Bruhn	H,	Mourier	A,	Wibom	R,	Nennesmo	I,	Jespers	A,	Govaert	P,	Ohtake	A,	Laer	
L.V.,	Loeys	B.L.,	Freyer	C,	Palmieri	F,	Wredenberg	A,	Okazaki	Y,	and	Wedell	A.	Intra-mitochondrial	Methylation	
Deficiency　Due	to	Mutations	in	SLC25A26.	The	American	Journal	of	Human	Genetics.	97（5）:761-8	（2015）

④ Iseki	H,	Nakachi	Y,	Hishida	T,	Yamashita-Sugahara	Y,	Hirasaki	M,	Ueda	A,	Tanimoto	Y,	 Iijima	S,	Sugiyama	F,	
Yagami	K-I,	Takahashi	S,	Okuda	A	and	Okazaki	Y.	Combined	Overexpression	of	JARID2,	PRDM14,	ESRRB,	and	
SALL4A	Dramatically	Improves	Efficiency	and	Kinetics	of	Reprogramming	to	Induced	Pluripotent	Stem	Cells.	
Stem	Cells.	34（2）:322-33	（2016）

⑤ Sato	T,	Enoki	Y,	Sakamoto	Y,	Yokota	K,	Okubo	M,	Matsumoto	M,	Hayashi	N,	Usui	M,	Kokabu	S,	Mimura	T,	
Nakazato	Y,	Araki	N,	Fukuda	T,	Okazaki	Y,	Suda	T,	Takeda	S,	and	Yoda	T.	Donepezil	prevents	RANK-induced	bone	
loss	via	inhibition	of	osteoclast	differentiation	by	downregulating	acetylcholinesterase.	Heliyon.	21;1（1）:e00013	

（2015）
⑥ Tamaru	S,	Mizuno	Y,	Tochigi	H,	Kajihara	T,	Okazaki	Y,	Okagaki	R,	Kamei	Y,	Ishihara	O	and	Itakura	A.	MicroRNA-

135b	suppresses	extravillous	 trophoblast-derived	HTR-8/SVneo	cell	 invasion	by	directly	down	regulating	
CXCL12	under	 low	oxygen	conditions.	Biochemical	and	Biophysical	Research	Communications	 .	461（2）:	
421-6	（2015）

【和文総説】
⑦神田将和 ,	岡﨑康司：ミトコンドリア呼吸鎖異常症のゲノム解析 ,	バイオサイエンスとインダストリー　Vol.74
（2016）

⑧大竹明 ,	岡﨑康司：「ミトコンドリア病の治療と予防」　機能性アミノ酸 5- アミノレブリン酸の科学と医学応用 -
がんの診断・治療を中心に -　ポルフィリン -ALA 学会編　現代科学・増刊	45　東京化学同人（2015）

【招待講演】
⑨岡﨑康司：第 15 回日本ミトコンドリア学会年会「次世代シーケンサーを用いたミトコンドリア病の原因遺伝子

解析」（招待講演）（2015/11/20）	福井県福井市
⑩岡﨑康司：第 1 回ミトコンドリア病研究患者公開フォーラム「次世代シーケンサーを用いたミトコンドリア病

の原因遺伝子解析」（招待講演）（2016/1/23）東京都品川区
【総数 :	論文	16 件，学会発表	55	件，講演 10	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 :	80 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）
日本医療研究開発機構研究費　創薬基盤研究推進事業「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」
配分額 :	300 万円

岡﨑康司（分担）（代表 :	村山圭）
日本医療研究開発機構研究費　難治性疾患等克服研究事業「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 :380 万円

岡﨑康司（分担）（代表 :	大竹明）
日本医療研究開発機構研究費　難治性疾患実用化研究事業「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」

（研究代表者一括計上）
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豊島秀男（代表）
科学研究費補助金	基盤研究（C）「消化管ホルモン IBCAP の膵 β 細胞機能調節と生理的意義の解明」
配分額 :	120 万円

松本征仁（代表）
科学研究費補助金	挑戦的萌芽研究「I 型糖尿病根治を目指した膵 β 細胞再生への直接変換系の再編成」
配分額：100 万円

八塚由紀子（代表）
科学研究費補助金	挑戦的萌芽研究「人工制限酵素を用いたミトコンドリア DNA への変異導入法の開発と確定診
断への応用」
配分額：90 万円

水野洋介（代表）
科学研究費補助金	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：140 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

菅原泉（代表）
科学研究費補助金	若手研究（B）	「単一細胞解析によるhiPSCからβ細胞への分化　メカニズムと分化効率向上化」
配分類：150万

6-3．受賞
該当なし

6-4．特許，実用新案
特許（特許公開）

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，岡﨑康司
出願人；学校法人　埼玉医科大学	
出願番号：特願 2014-162011
公開番号；特開 2016-37473
出願日：2014 年 8 月 8 日
特許公開日；2016/3/22

特許（出願）
名称 :	膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
発明者；松本征仁，岡﨑康司，菅原泉
出願人；学校法人	埼玉医科大学
出願番号；特願 2014-137719，PCT/JP2015/069296
出願日；H27 年 7 月 3 日（PCT）

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
　研究面では，まずミトコンドリア病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ミトコンド
リア病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，原著論文として発表することができた．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，今後もミトコンドリア病原因遺伝子の個々の
機能とミトコンドリア病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，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，糖尿病・生活習慣病・骨粗鬆症などの疾患病態また細胞内小器官・幹細胞・癌細胞の機能の解析を
効率良く進めることができた．教育面では，大学院教育について，1 名が原著論文の受理および学位の取得に至り，
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他の 1 名も原著論文の投稿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．学
部学生や専攻生に対しては，課外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，ミトコンドリア病と遺伝子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．
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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
太田尚志（OHTA,	Naoyuki）：助教：研究員：博士　
早乙女彩（SAOTOME,	Aya）：助手
二橋　望（NIHASHI,	Nozomu）：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「研究室紹介」とを通して，基礎医学の重要さと面白さを伝える．保健
医療学部学生に，卒業研究の指導をする．

「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，本学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についての最先端の知識と技術とを提供する．
2-2．教育内容（担当者）

「卒前教育」
　「細胞生物学」（医学部 1 年生）の講義と「研究室紹介」（医学部 2 年生）を担当した（三谷）．また，医学部 1 年
生のアドバイザーを務めた．保健医療学部の 3 年生 4 名に，卒業研究の指導を行っている．
　「卒後教育」本年度は学術集会を企画しなかった．
　「大学院教育」総合医療センター腎・高血圧内科	社会人大学院生の実習を担当し，週に 1 回実験を指導した．
2-3．達成度

「卒前教育」
「細胞生物学」など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．卒業研究の学生達も，

順調に結果を出した．
「卒後教育」該当なし
「大学院教育」腎前駆細胞に誘導されると蛍光を発するヒト iPS 細胞を樹立した．

2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
　平成 28 年度も引き続き，学部生に対する講義等の機会には積極的に関わっていきたい．

「卒後教育」
　国内外の優秀な研究者を招待した学術集会を企画し，リサーチマインドの向上に貢献したい．

「大学院教育」
　最先端の研究技術などを大学院生に紹介することにより，リサーチマインドの向上に貢献したい．

3．研究
3-1．目的・目標

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．この概念を将来に向けてより広い範
囲の応用へと可能にするためには，幹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
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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．この問題を克服するため
に，染色体上の標的部位特異的に安全に遺伝子を挿入する技術の開発が必要である．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ゲノム編集に
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・遺伝子修復法の開発
　太田尚志，早乙女彩，岩長ゆずる，栗原佳絵，二橋望，三谷幸之介
ヒト疾患モデルマーモセットを用いたゲノム編集による遺伝子修復治療技術の開発
　早乙女彩，岩長ゆずる，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
ヒト iPS	細胞を利用した遺伝病の遺伝子修復治療への治療応用を目指し，細胞操作過程で生じる染色体への変異の

蓄積等を最低限にするために，ヘルパー依存型アデノウイルスベクター（HDAdV）を用いた高頻度相同組換え法を
用いて，ヒト iPS	細胞の誘導と誘導された iPS	細胞からの相同組換え体の樹立を短期間で可能にする方法論を確立す
るために実験をおこなった．特に，IL2受容体γ鎖異常によって起こる重度免疫不全症を標的として，実験をおこなっ
た．これにより，約 40 日程度の短期間で，遺伝子修復されたヒト iPS 細胞を作製することに成功した．現在，論文
を準備中である．

ヒト iPS	細胞を利用した遺伝病の遺伝子修復治療の臨床応用を目指し，霊長類モデルであるマーモセットを利用し
て，遺伝子修復治療の効率，安全性の改良およびそれを用いた実用性の評価をおこなった．マーモセット胚性幹細胞
を利用して，その遺伝子修復に最適な方法を検討するために，種々のウイルスベクターおよび人工制限酵素を用いた
方法におけるゲノム編集効率の評価をおこなった．

バングラデッシュの小児下痢症患者から分離された新規血清型アデノウイルス 65 型（Ad65）の解析を進めた．
アデノウイルス 5 型を基に作製した GFP 発現ベクターから Ad65 型のファイバーを搭載したファイバー置換型アデ
ノウイルスベクターを作製し，Ad65 が細胞感染の際に利用する細胞受容体の同定を試みた．
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．本方法論を確立したので論文報告のため準備を進めている．また，ウイルスベク
ターを用いる相同組換え法および人工制限酵素を用いる方法を用いて，マーモセット胚性幹細胞におけるゲノム編集
技術の開発を試みている．次年度は，本研究の遂行に尽力したい．

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　学術誌査読　Human	Gene	Therapy,	Current	Cancer	Therapy	Review
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）
　日本遺伝子細胞治療学会（理事）
　日本ウイルス学会
　日本分子生物学会
　米国遺伝子細胞治療学会
　国際幹細胞学会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Yamamoto	H,Ishimura	M,Ochiai	M,	Takada	H,	Kusuhara	K,	Nakatsu	Y,	Tsuzuki	T,	Mitani	K,	Hara	T.	“BTK	gene	
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targeting	by	homologous	recombination	using	a	helper-dependent	adenovirus/adeno-associated	virus	hybrid	
vector”	Gene	Ther.	2015	Aug	17.	doi:10.1038/gt.2015.91.

②三谷幸之介 . “ゲノム編集の臨床応用に向けた展望”　血液フロンティア（医薬ジャーナル社）	26 巻	pp.	106-109,	
2016.　（査読なし）

【総数：論文	2	件，学会発表	6	件，講演	2	件】
6-2．獲得研究費

三谷幸之介（分担）（代表：岡崎康司）
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応
用への総合研究拠点」
配分額：1000 万円

三谷幸之介（分担）（代表：吉田哲）
文部科学省科研費（基盤 C）

「アデノウイルスベクター及び CRISPR を用いた受精卵における遺伝子組換えの効率化」（平成 27 ～ 29 年度）
配分額：20 万円

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デルを用いた評価」（平成 26 ～ 28 年度）
配分額：10 万円

太田尚志（代表）
文部科学省科研費（研究活動スタート支援）

「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」（平成26～ 27年度）
配分額：100 万円

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

7．自己点検・評価
現在準備中の論文を早く書き上げるよう，努力する．
研究については，更に共同研究などを進め，ヒト細胞におけるゲノム編集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（国際医療センター　乳腺腫瘍科兼担）
　　　　：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）：客員准授教
　　　　：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
　平田智子（HIRATA,	Tomoko）：助手：修士
　加門啓子（KAMON,	Keiko）：研究員：博士
　船山静香（FUNAYAMA,	Shizuka）：研究員：修士	
　田夛祐喜（TADA,	Yuhki）：ポストドクター：博士
　鈴木聡美（SUZUKI,	Satomi）：技術員
　椙田恵理子（SUGITA,	Eriko）：特任研究補助員
　川田由美子（KAWATA,	Yumiko）：非常勤医師，共同研究員 :	博士
　寺本由紀子（TERAMOTO,	Yukiko）：助教，共同研究員
　水野由美（MIZUNO,	Yumi）：共同研究員：博士
　村田敏夫（MURATA,	Toshio）：共同研究員
　加藤ゆかり（KATO,	Yukari）	：研究補助員
　竹越	大輔（TAKEKOSHI,	Daisuke）特別研究学生

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＞
講義（岡﨑）
　医学部 3 年生を対象にヒトの疾患と原因遺伝子についての講義を行った．
　また，医学部 2 年生を対象とした基礎医学研究室紹介においてはゲノム医学研究センターの紹介講義を行った．
　課外学習プログラム（平田，神田，江口，仲地）
　ゲノム科学部門と共同で「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」（8/3-5，
参加者計 5 名，平田・神田・江口・仲地）を実施した．
卒業研究
　該当なし
試験監督（仲地，江口，平田，神田）
　医学部一般入学試験（前期）1 次試験（前期：仲地，江口　1/24，後期：神田，仲地	2/14），大学入試センター試験（平
田 1/16,	神田 1/17）の試験監督に従事した．
　医学部一般入試面接試験　（江口　2/21）
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学生アドバイザー　（江口）
　2 年次学生を担当した．
＜卒後教育＞
　該当なし
＜大学院教育＞　（江口）
　がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　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」講義担当
　大学院生（がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン）の学位研究の指導
　（婦人科腫瘍科　新谷	大輔）
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．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．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．

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）ペルオキシソームプロセッシングタンパク質の機能解析	（水野	由美，仲地	豊，水野	洋介（ゲノム科学部門），
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・熊本大学との共同研究）
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・実験動物施設との共同研究）
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・

実験動物施設との共同研究）
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±
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Bevacizumab および FOLFIRI ± Bevacizumab －（江口	英孝 ;	群馬大学ならびに総合医療センター・消化管一般外
科等国内医療機関との共同研究）

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）日本人悪性黒色腫における体細胞遺伝子変異と臨床病理学的因子との関連に関する研究（江口	英孝 ;	国際医
療センター・皮膚腫瘍科との共同研究）

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った論文が受理された．
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（熊本大学）
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（2015 年 4 月）されたほか，第 35 回日本性科学会学術講演会（埼
玉県さいたま市，2015 年 10 月 10 日）および GID（性同一性障害）学会	第 18 回研究大会（東京都千代田区	
2016 年 3 月 19 日）にて口頭発表をおこなった．また BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会・第 88 回日
本生化学会大会合同大会）にてポスター発表をおこなった．各阻害剤を添加した条件および時系列条件による発
現解析も並行して現在進めている．

6）担当者転出のためプロジェクトを中断した．
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 18 回研究大会（東
京都千代田区	2016 年 3 月 19 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および全ゲノムシーケンス解析を進めている．

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．今年度は RNA シー
クエンスから見つかる特有なバリアント探索を進めた．またエクソーム解析の検証も行った．

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および副作用の出現
や治療奏功性の関連に関する英語論文の作製準備を進めている．

11）登録症例数が予定症例数に満たないため，研究中止となった．
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
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り検討した．第 2 相臨床試験は継続中である．
13）日本人悪性黒色腫のホルマリン固定パラフィン包埋組織より腫瘍部位をマニュアル / レーザーマイクロダイ

セクションにより選択的に回収し，DNA の抽出を行った．
14）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，国内の他のコー

ホート研究との連携を進めている．
15）低酸素誘導転写因子である EPAS1 の遺伝子多型と肺癌の予後との関連についての論文が受理された．
16）原爆被爆者で発生した甲状腺がんで見つかった EML4-ALK 融合遺伝子についてヒト甲状腺不死化細胞への放

射線照射実験により線量依存的に誘導遺伝子が産生されることを検討した．
17）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ことを原著論文にまとめ，受理された．

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た原著論文が受理された他，派生論文，共同

研究からの論文が作成された．次年度は検体数を増やすとともに関連論文の受理を目指す．
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および時系列条件での発現解析を進める予定である．
6）担当者転出のためプロジェクトを中断した．
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）今後より大規模での前向き研究を行うため，共同研究機関である島根大学・広島大学と計画について検討中

である．
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ることが出来たので，今後は検体を拡大していく予定である．

4．診療　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫
理審査委員会
遺伝子組換え実験安全委員会

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」解析拠点・情報拠点合同課題選定協議会
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

岡﨑康司：
International	Journal	of	Oral	Science 査読
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DNA	Research 査読
Protein	&	Cell	査読

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：

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
The	13th	ASMRM	&	the	16th	J-mit プログラム委員

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
特定非営利活動法人 ASrid	正会員

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
【論文】
①Suzuki	A,	Hirasaki	M,	Hishida	T,	Wu	J,	Okamura	D,	Ueda	A,	Nishimoto	M,	Nakachi	Y,	Mizuno	Y,	Okazaki	Y,	Matsui	Y,	

Izpisua	Belmonte	JC,	Okuda	A.	Loss	of	MAX	results	in	meiotic	entry	in	mouse	embryonic	and	germline	stem	cells.	
Nat	Commun.	2016	Mar	30;7:11056.	doi:	10.1038/ncomms11056

② Kohda	M,	Kumamoto	K,	Eguchi	H,	Hirata	T,	Tada	Y,	Tanakaya	K,	Akagi	K,	Takenoshita	S,	 Iwama	T,	 Ishida	H,	
Okazaki	Y.	Rapid	detection	of	germline	mutations	 for	hereditary	gastrointestinal	polyposis/cancers	using	
HaloPlex	 target	enrichment	and	high-throughput	sequencing	 technologies.	Familial	Cancer.	doi:	10.1007/
s10689-016-9872-x	（2016）

③ Kohda	M,	Tokuzawa	Y,	Kishita	Y	（Equally	first	author）,	et	al,	Okazaki	Y.	A	comprehensive	genomic	analysis	
reveals	the	genetic	landscape	of	mitochondrial	respiratory	chain	complex	deficiencies.	PLOS	Genet.	12（1）	（2016）	

④ Eguchi	H,	Kumamoto	K,	Suzuki	O,	Kohda	M,	Tada	Y,	Okazaki	Y,	 Ishida	H.	 Identification	of	a	Japanese	Lynch	
syndrome	patient	with	large	deletion	in	the	3'	region	of	the	EPCAM	gene.	Japanese	Journal	of	Clinical	Oncology.	
46（2）:178-84（2016）

⑤ 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.	12（4）:887-96（2015）

⑥ Kato	H,	Hiraki-Kamon	K,	Eitoku	M,	Kiyosawa	H,	Neeley	C,	Okazaki	Y.	Exploring	standards	for	 industrializing	
human	induced	pluripotent	stem	cells.	Pharmaceutical	Bioprocessing.	3（3）:199-213	（2015）

【著書】
⑦神田将和 ,	岡﨑	康司：ミトコンドリア呼吸鎖異常症のゲノム解析 ,	バイオサイエンスとインダストリー 2016　

Vol.74（2016）
⑧神田将和：「疾患ゲノム解析」細胞工学別冊	次世代シークエンサーＤＲＹ解析教本，秀潤社（2015）

【学会発表】
⑨（口頭発表）	超並列高速シーケンサーによる性同一性障害当事者ゲノムDNAをもちいた全エクソーム解析	GID（性
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同一性障害）学会	第18回研究大会	日本教育会館（東京千代田区）仲地	豊，金沢徹文，康	純，岡﨑	康司	（2016.3.19）
【招待講演】
⑩（招待講演）ミトコンドリア呼吸鎖異常症とそれを引き起こす様々な遺伝子群	日本分子生物学会 2015	（兵庫県

神戸市）	岡﨑	康司	（2015.12.2）
【総数：論文	16	件，著書 5 件，学会発表	17	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

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 :	104 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）
日本医療研究開発機構研究費　創薬基盤研究推進事業「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」
配分額 :	300 万円岡﨑	康司（分担）（代表 :	村山	圭）
日本医療研究開発機構研究費　難治性疾患等克服研究事業「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 :380万円

岡﨑康司（分担）（代表 :	大竹	明）
日本医療研究開発機構研究費　難治性疾患実用化研究事業「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」

（研究代表者一括計上）
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	浩三，2015 年度）
配分額：400 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 万，2015 年度）
配分額：0 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，2015 年度）
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）
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配分額：25 万円
仲地　豊（代表）：

文科省科学研究費挑戦的萌芽研究「性同一性障害当事者の全エクソーム解析によるバイオマーカー開発の基盤構
築」（2015 ～ 2016 年度）配分額：180 万円

6-3．受賞
神田将和 :

ベストプレゼンテーション賞	（2015 年　日本ミトコンドリア学会　第 15 回年会 ,	2015 年 11 月 19-20 日）「A	
comprehensive	genomic	analyses	of	mitochondrial	disorder」

6-4．特許，実用新案
　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；TW103118204
　出願日；H26 年 5 月 23 日特許（出願）

　特許（出願）
　名称；膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
　発明者；岡﨑	康司，松本	征仁，菅原	泉
　出願人；学校法人　埼玉医科大学
　出願番号：PCT/JP2015/069296
　出願日：H27 年 7 月 3 日

　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	，岡﨑	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：H26 年 8 月 8 日特許（出願）

　特許（出願）
　名称 :	膵内分泌細胞の製造方法，及び分化転換剤
　発明者；岡﨑	康司，松本	征仁，菅原	泉
　出願人；学校法人	埼玉医科大学
　出願番号；特願 2015-212563
　出願日：H27 年 10 月 29 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　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
に関しては，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が受理された．
本プロジェクトは継続しており，派生論文が引き続き出版されていくことが期待される．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化できただけでなく，当事者サンプルをもちいたゲノム解析研究を進めている．また癌
研究においても総合医療センター消化管一般外科および県立がんセンターとの共同プロジェクトの論文が受理され，
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 27 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：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 1 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（平成 28 年 1 月 1 日中央研究施設	実験動物部門	配置転換）

2．教育
　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．

3．研究
3-1．目的・目標
　実験動物施設は，ゲノム医学研究センターの共同利用施設として，SPF	（Specific	Pathogen	Free:	指定された病原性
微生物が存在しない）レベルを維持する特殊な動物飼育施設であり，国内外の	SPF	レベルと同等の管理状況を維持
することを目標にしている．
　生命科学の研究において動物実験は必要不可欠で，動物実験から信頼できるデータを得るためには実験動物が安定
した環境で良く管理されていることが必要である . また，人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場からルールに
基づいた実験を行うことが求められる . そのため，ゲノム医学研究センター実験動物施設では，動物の愛護及び管理
に関する法律 , なかでも 3R の原則に基づき施設の飼育管理を行い , 利用希望者に対する教育訓練を実施する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　該当なし
3-3．研究内容と達成度
　当施設では ,	利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教
育訓練《監修：横尾	友隆，担当：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 27 年度には，施設利用者 8 名の利用者説明会を行い，基本技術・感染防止・関連法規及び機
関内規程・動物福祉に関する教育を実施した．
　さらに , 微生物モニタリング（内部検査	3	回，外部検査	1	回［実験動物中央研究所：ICLAS］）に関連して，衛生管理・
安全管理に関する業務を実施し施設管理・環境保全を実施した.微生物モニタリングでは,本施設で定義された微生物・
ウイルス等は検出されず , 基準以上の安全な管理環境が維持され , 目標は達成された .
　平成27年度における実験計画書の遂行実験数は，マウス	26	件（左記の実験のうち組換えDNA実験該当数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 27 年度の利用実績は , 動物使用数 5,944 匹，維持管理数 1 日平均 777 ケージ , 年間延べ飼育数 967,366
匹であった．搬入・搬出実績に関しては，筑波大学からマウスの搬入・搬出を実施した．
3-4．自己評価と次年度計画
　本施設利用者およびスタッフの実験環境及び飼育環境に対する衛生管理に関する指導及び教育は，微生物モニタリ
ングの結果からも徹底されており，今後も感染防止の観点から適正に本施設が維持できるよう施設管理を継続する．

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 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	Apr;12（4）:887-96.	doi:	10.1111/jsm.12802.
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② BMB2015（第 38 回日本分子生物学会年会，第 88 回日本生化学会大会	合同大会）,	性別違和（性同一性障害）
関連遺伝子の探索：マウス発現解析とヒトエクソーム解析によるアプローチ :	仲地豊，金沢徹文，伊関美緒子，
横尾友隆，水野洋介，康純，米田博，岡崎康司 ,	（2015/12/2）	兵庫県神戸市

③第 35 回日本性科学学会学術集会 ,	新生児雌マウス脳での遺伝子発現解析による性別違和（性同一性障害）関連
遺伝子の探索 :	仲地豊，伊関美緒子，横尾友隆，水野洋介，岡崎康司 ,	（2015/10/11）	埼玉県さいたま市

④第 58 回	日本糖尿病学会年次学術集会 ,	Betagenin,	a	novel	 intestinal	hormone,	 increases	β-cell	and	alleviates	
diabetes.:	Hideo	Toyoshima,	Tomotaka	Yokoo.	（2015/05/23）	山口県下関市

⑤大正製薬株式会社　社内講演会 ,	メタボとロコモの接点から骨粗鬆症治療薬の将来を考える :	横尾友隆 ,	
（2015/9/18）埼玉県さいたま市

【総数 :	論文	1	件，学会発表	5	件，講演	1	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
　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
　当施設は，共同利用の研究施設で感染事故に対し最も注意を払って施設運営を行っており，今年度は特に問題も
無く維持管理ができた . これからも現状に慢心することなく , 共同利用研究施設として，適正な動物実験実施の実施，
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（RI）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ている．従って運営にあたり法令遵守
を前提としており，違反が判明した場合，利用の一時停止，許可取り消しといった罰則を受ける場合がある．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，新規利用希
望者，及び既登録者に対する教育訓練の実施が法令により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，研究を利用目的とした新規登録希望者（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）研究を志す大学院生・研究生に対し，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．

「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 27 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行くとともに，管理者として法律の遵守
に努めていきたい．

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

研究は実質的に西本が兼担している，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．
また山中 4 因子が iPS 誘導の過程でどのような働きをしているかを明らかとする．このことにより iPS 誘導の効率を
上げることに連なるものと考えている，
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）	ES 細胞，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

まず 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，形質転換の重要な指標である，細胞接触増殖阻害の解除において，proto-oncogene	
Yap の異常により，Akt の活性化が起こると考えられているが，ES 細胞では，この Yap と Akt とのリンクが切れ
ている可能性が示唆され，つまり Akt の恒常的な活性化には別の分子機構が存在すると予想された．従って Sox2，
Oct4，Nanog により，いかにしてこの Akt の恒常的な活性化が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，導入された Sox2 は iPS 誘導の初期において重要な機能をしていることが明らかとされた．
3-4．自己評価と次年度計画

昨年度よりスタートさせた先に述べた 2 つのテーマについて，それぞれ最終的な目標達成に至るための端緒とな
るようなデータは得られ始めている．

4．診療　該当なし

5．その他　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Katano	M;	Ema	M;	Nakachi	Y;	Mizuno	Y;	Hirasaki	M;	Suzuki	A;	Ueda	A;	Nishimoto	M;	Takahashi	S;	Okazaki	Y;	
Okuda	A.	Stem	Cells.	33:1089-101,	2015

②西本正純，奥田晶彦，大西芳秋　日本分子生物学会　2015 年　一般発表　
【総数：論文	1 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・セミナー・研究会開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
1）施設の運営
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RI 実験施設登録者数：平成 27 年度，32 名：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

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
　　　　　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
　　　　　堀川直史（HORIKAWA,	Naoshi）：総合医療センター神経精神科教授
　　　　　間嶋　満（MAJIMA,	Mitsuru）：リハビリテーション科教授
　　　　　倉持　朗（KURAMOCHI,	Akira）：皮膚科教授
　　　　　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
　　　　　伊藤彰紀（ITOH,	Akinori）：耳鼻咽喉科教授
　　　　　内野　晃（UCHINO,	Akira）：国際医療センター放射線科教授

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：病態生化学：博士
川村勇樹	（KAWAMURA,	Yuuki）：H27年6月1日助教から講師に昇格：教育員・研究員：生物学，微細形態学：博士

＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI,	Chihiro）：講師：教育員・研究員：第二言語習得論・学習要因論：博士
Chad	Godfrey：	講師：教育員・研究員
種田佳紀	（OIDA,	Yoshiki）：H27 年 4 月 1 日講師に着任：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA,	Yoshihito）：H27年 4月 1日助教に着任：教育員・研究員：談話分析・コーパス言語学：修士
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

＜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，医学生の基本的能力や素養として，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，などが重要との認識のもとに，導入教育において，少人数，積極的自主参加型グループ学習などにも柔軟に
対応でき，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を発揮することを目指して，2013
年 4 月，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．その後も，「医
学教育の質保証改革」方針に根ざしたカリキュラム改革の先陣として，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教員となるべく日々邁進している．
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　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」「医学英語」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目標として
いる .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 4 技能バランスよく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 年度から開始した，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」ユニットを，平成 27 年度は 1 年次（基礎科学系・基礎医学系教員との共同），3 年次（臨床医学系教員
との共同）へと拡大し，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的とした授業
を他の科目との共同で実践している .　
＜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．活動報告
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）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）力学
医学の物理学 2（西脇，赤間，勝浦）連続体，電磁気
医学の物理学 3（鈴木，向田，赤羽，勝浦）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］	
　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）
パソコン超入門 1,2（向田）
身につくコンピューターの基礎（鈴木）
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［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	（向田，鈴木，西脇，赤間，勝浦）解析学，コンピューター利用
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（向田，鈴木，西脇，赤間，勝浦）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（鈴木，向田）チューター
臨床推論（向田，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）
　2015 年 5 月 ,	2016 年 1,2 月に行われた OSCE の運営に携わった．
＜化学＞

［人体の科学入門 1］（1	年，吉田・森口・土田担当）
　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）
　履修者なし．

［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，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った .	
「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）」
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，2	時間，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 .

［1 年生	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．
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［1 年生　選択必修］（1 年，8 時間，土田担当）
　選択必修「ユニット折り紙で作る分子模型」を担当した．分子模型を組み立てることで分子の形と性質を理解する
ことを目的とする．フラーレン・ダイヤモンド結晶・DNA などの分子を題材に結合とは何か , 該当構造であることの
利点について講義・実習を行った．	

［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・17 章と複数章のまとめ，大間が 19 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，大間が担当した．
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，生物，化学のうちから
学生が入学試験で選択していない科目を指定して 4 月に集中的に 13 時限の授業を行った．生物学では，高校生物学
用の図録を用いて，講義と演習を行った．
3）「医学英語」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　山崎，大間は，1 年生の「医学英語」の授業の一部を担当した．川村は 2 ～ 4 年生の「医学英語」の UD 補佐を務めた．
4）「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，9 月～ 12 月まで指導を行った．
5）「良医への道 1 コース，選択必修ユニット」（担当者：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．
6）「人体の科学入門 1」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹）
　山崎が 1 班（2 日間）を，川村が 2 班（4 日間）の指導を担当した．
7）「人体の科学入門 2（医学セミナー）」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　山崎，川村，大間が，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 年生のオリエンテーション，山崎，大間が ｢ 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「起源」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」の UD 補佐を
務めた．また，川村，大間は 4 ～ 6 年生の OSCE 試験業務にも協力した．
＜英語＞

（1）1 年次「医学の基礎コース（英語ユニット）」
　平成 27 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 ,	Reading,	CLIL	（Content	
and	Language	Integrated	Learning）（医療系の内容を英語で学ぶ）,	Academic	Writing の 3 つのサブユニットに分け
て実施した．これらサブユニットは，英語 4 技能の領域における重点技能を明確にするとともに，内容的に相互に
関連づけることで，総合的な英語運用力の育成を目指している．また，各サブユニットにまとめ役をおき，担当者の



教養教育部門

850

主導のもとに，効率よく運営した．各学期の授業時数は 1 学期（英語 1）42 時間，2 学期（英語 2）32 時間，3 学
期（英語 3）41 時間で年間の合計は 118 時間であった．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．

・Academic	Writing：担当者　伊澤宜仁，藤森千尋，種田佳紀，Chad	Godfrey 他外国人非常勤講
　学年を大きく半分に分け，更に 3 分割したクラスで，日本人教員 1 名と外国人講師 2 名によるティーム・ティー

チングの授業を行った．この授業では，論理的に筋道の通ったパラグラフ構成でまとまった文章を英語で書くこ
とを目的とし，各自が選んだトピックで実際に文章を書いた草稿にフィード・バックを与える活動を行った．

・Reading	: 担当者		種田佳紀，伊澤宜仁　他斉藤 , 飯塚各非常勤講師
　医療に関係する現代的なトピックを扱った教材を TIME 誌などより選び，扱った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，クリティカル・リーディングを行った．また，担当の種田はオフィ
スアワーでの補習を年間 30 時間程度実施した．

・CLIL：	Chad	Godfrey 他 Gilroy,	Woodall,	O’ Toole,	Gleeson,	Santos 各非常勤講師
　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，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

・藤森は	1 年の「良医の道コース」の「医学英語」，及び 2 年と 3 年の「医学英語」に携わった．「医学英語」ユニッ
トは，医学系専門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ユニットである．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・技能の修得に向けて指導にあたった．

・種田は 3 年の「医学英語」に携わったほか，「医学セミナー」のテューターを担当し，課外プロジェクトとして「映
画から考える生命倫理」も開講した．

・また，当教室の専任教員（藤森 ,Godfrey，種田，伊澤）は，「良医への道コース」の PBL・臨床入門のユニットに，
テューターとして参加した．また ,OSCE（4 年～ 6 年）の設営及び試験監督業務にも携わった .

＜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
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「情報系」ユニットディレクター補佐および，
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，「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を担当し
た．本年度の講義について，平成 27 年度ベストティーチャー賞 1 年生の部を得た．
　米岡は，1 年生では，「医学概論」中の講義「コミュニケーションとは」，及び「臨床入門実習」の UD 補佐として，
事前のオリエンテーション，小中学校体験実習の企画・運営，実習のまとめを行った．また「臨床推論 ｣ のテュータ，

「臨床入門」で 1，2 年生合同のキャリアデザインのまとめを担当した．臨床入門実習のまとめにおいては，学生全
員が発表と報告の機会を得るように，回遊型のポスターセッションを実施した．3 年生では「医学概論」で「IPE と
IPW」の講義の実施及び城西大学，埼玉県立大学，日本工業大学との合同での IPW 演習のファシリテータを担当した．
4 年生では，「地域社会と健康ユニット」の「地域医療実習」において，教員ファシリテータを担当した．課外プロ
では「傾聴・アサーショントレーニング」を開講し，医学部生 1 名，大学院生 1 名，女子栄養大学学生 1 名，保健
医療学部教員 2 名が参加した．（2 回開催，各回 2 時間）
　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．また，OSCEの設営及び試験の進行に携わっ
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．
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＜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 81.5 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思われる．

2）「自然科学の基礎（生物学）」:	受講態度とテストにより成績を決定した．授業の最後に行ったテストの平均点は
86.1 点（100 点満点）で昨年度よりも 2.9 点上昇した．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思われる．

3）「課外プロ」：参加した学生は成績が優秀で満足できる結果となった．
＜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，総合的な英語基礎学力と運用能力の
育成を図ることを前年同様に目標とした．専任教員が 4 名となり，非常に充実した指導を行うことができた．
　1 年次の英語においては，各サブユニットにおいて英語 4 技能の重点項目を明確にすることで，全体としてバラン
ス良く英語運用能力の向上をさせることができた．専任教員が増え，各サブユニットのまとめ役を分担することで，
効率よく，質の高いプログラムが計画できた．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 の題材として扱う学年
内のサブユニットの横の連携の他，医学英語基礎読解の 1 年から 3 年までの縦の連携も見通すことができた．また，
各担当教員のきめ細かい指導により，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
た．各学年の学習内容やコマ数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，今年度も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．中平が担当した「機
能系実習」において昨年度よりレポートの提出・評価・添削のオンライン化を進めており，今年度は全実習項目へと
摘要を拡大したが，その過程でいくつかの反省・改善点を得た．今後，他の演習・実習プログラムへの応用していき
たい．その他の科目においても，演習・実習の充実化を進めており，目的を達成できたと考える．
　臨床入門実習のまとめの回に行ったアンケートでは，今後発表する機会には回遊型のポスターセッション形式を希
望する者が半数を超え，発表やまとめへの参加度，内容の理解もできたという記述があり，内容だけでなく，学習の
方法に関する学びが発生したと考える．課外プロでは，少人数の中でセッションを行うことで，単なる技術だけでは
ない，考え方や哲学的背景についても理解を深めることができた．
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，27 年度も「医学の化学 1」，「医学の化学 2」，「医学の化学 3」の 3 ユニット構成で行い，ユニッ
トごとに別々の教員が講義を担当するスタイルをとった．また，「医学の化学 3」では，化合物の構造式や命名をノー
トに描かせるため板書中心の講義スタイルであったが，さらに理解を深めるため，プリント資料の配布，分子運動の
コンピュータシミュレーション，分子模型を用いたプレゼンテーションも行った．次年度はカリキュラムが変更され，
人体の基礎科学 1 および 2 において，実習を中心とした教育を行う予定である．
＜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，昨年度に引き続いて体験学習を加えた．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，ユニットを分担して担当した他
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．
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3）「医学英語」:1 年生の「医学英語」では「細胞生物学 1」の教科書原著を題材として英文読解を指導した．学生
は医学英語に馴染むことができたと同時に英語によって細胞生物学の復習ができたと思われる．

4）「課外プロ」：今年度受講を希望した学生はやる気のある学生だったので，指導を行いやすかった．
5）「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．
6）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ている．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，毎回の授
業のワークシートや，Writing では実際に書かれたプロダクト（作品）により評価を行った．
　また，学年末に実施した TOEFL-ITP の結果や，各学期の授業アンケート調査は，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，2 年 ,3 年次の医学英語の連携をより強め，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＞
　「医科学への道すじ」「医学概論」「臨床入門」等における改善努力によって，大学での学びへの適応と学びを支え
る基礎的技能の涵養について，当初の目的をおおむね達成できたと考えている．一方，本年度は平成 28 年度から予
定されている 1 年次のカリキュラム改革の準備を進めており，導入教育である「医科学への道すじ」コースについ
てもより高い目的に対応するための検討をおこなった．まず，「人体の科学入門 1」については拡大再編成の予定で
ある．また，新しく日本語のリテラシーに関連するユニットを導入する予定であり，平成 28 年度からの新ユニット
実施に向けた準備を行った．次年度はそれらのカリキュラム改変を実施し，よりよい初年次教育プログラムを作り上
げていく予定である．
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．
＜ 1 年生オリエンテーション＞
　1 年生オリエンテーションの準備および業務を分担して担当した．
＜試験監督＞
　部門員で分担して卒業試験 2 回，6 年実力試験 27 回，2 年総合試験 6 回の試験監督業務を行った．
＜関連学部等授業＞
保健医療学部および関連学校等の教養教育の授業を担当した．以下に担当した授業を列挙する．

・保健医療学部
　臨床検査学科　1 年前期「数学」「化学 I」「化学実験」「生物学」「生物学実験」「物理学実験」
　　　1 年後期「化学 II」
　理学療法学科　1 年前期「物理学」「細胞生物学」「英語Ⅰ」
　　　　　　　　1 年後期「「化学」「物理学実験」「英語Ⅱ」
・埼玉医科大学短期大学　
　看護学科　1 年前期「英語 2」，1 年後期「英語	2」「生物学」

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 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
副部門長：	渡辺修一（WATANABE,	Shu-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,	Shu-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
	 中元秀友（NAKAMOTO,	Hidetomo）	 兼担（毛呂）総合診療内科，教授	 同上
	 森　茂久（MORI,	Shigehisa）	 専任，教授	 同上
	 辻　美隆（TSUJI,	Yoshitaka）	 兼担　保健医療学部　看護学科，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，講師	 同上
	 川村　勇樹（KAWAMURA,	Yuki）	 兼担（基礎）教養教育，講師	 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
室　員：	 辻　美隆	 	 	 同上
	 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
	 有田和恵（ARITA,	Kazue）	 専任，准教授	 同上
	 加藤　仁（KATOH,	Hitoshi）	 選任，准教授	 同上
	 難波　聡（NAMBA,	Akira）	 兼担（毛呂）産科・婦人科，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
室　員：	 岡田浩一（OKADA,	Hirokazu	）	 兼担（毛呂）総合診療内科，教授	 同上
	 森　茂久	 	 	 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
	 加藤　仁	 	 	 同上



卒前医学教育部門

854

	 石橋敬一郎（ISHIBASHI,	Keiichiro）	 兼担（川越）消化管外科・一般外科，准教授	 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：	 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
	 加藤　仁	 	 	 同上
	 森口武史	 	 	 同上
	 髙野和敬（TAKANO,	Kazuhiro）	 兼担（基礎）解剖学，講師	 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」と「医学教育センター運営会議」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．
一方，医学教育センター運営会議は医学教育センター長，卒前医学教育部門長，各室長，副室長および医学教育セン
ター長が必要とする教員によって構成され，卒前医学教育懇談会で特に問題となった事項を中心に，方向性を決定し
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 27 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 28 年
度の方針を検討した．医学教育センタ－の専任教員，兼担教員でこれら業務を分担し，月 1 回の定例会議を開催し
て進捗状況を共有するとともに，問題点を整理し，カリキュラム室全体での意志統一を図っている

①シラバス，講義日程の作成：平成 27 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，1 年生の「良医への
道」コースを「医学英語」ユニットを新設したことである．また，「シラバス作成の手引き」と 6 年生に関して

「シラバス作成の流れ」を作成して，教員間でのシラバス記載内容の統一を図った．シラバスの記載内容は，CD
に担当以外のコースを分担して，問題点の抽出を依頼した．その結果は各 CD に連絡し，平成 28 年度のシラバ
スの反映させるようにした．一方，平成 28 年度は 1 年生のカリキュラムを大きく変えることにした．「医学の
基礎」コースを「人体の基礎科学」コースとして，物理，化学，数学などのユニットは統合して，「人体の基礎
科学 -1」，「同 -2」ユニットとする．同コースの「英語」ユニットは，「良医への道」コースの「医学英語」ユニッ
トに併合した．「良医への道」コースには「行動科学と医学倫理」，「キャリアデザイン」ユニットを新設し，「医
科学の道すじ」コースは「医科学入門」，「科学思想と表現」，「自然科学の基礎」，「医科学の探索」ユニットに
改編する．また，4 年生の「社会と医学」コースは，「疾病の予防と対策」，「地域社会と健康」，「社会医学実習」
ユニットに改編する．平成 28 年度は研究医養成コースを開設することになり，4~6 年生のシラバスに概要を記
載することにした．

②オリエンテ－ション：平成 27 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．全学年の 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．なお，1 学期は 2~4 年生は合同で特待生を表彰し，校歌を斉唱した．2 学期のオ
リエンテーションでは 1~4 年生が合同で，研究発表を表彰し，校歌を斉唱した．また，平成 28 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 135 課題の応募があり，約 200 人の学生
が参加した．また，女子栄養大学の学生 5 名が 8 プログラムに参加し，今後提携を拡充することを検討した．

④授業を担当する教員にオフィスアワーの設定を依頼した．
3-2．臨床実習推進室
　平成 27 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 28 年度の臨床実習の方針を確定した．学生に到達目標をチェックすることを指導し，臨床実習懇談会で教員の
そのことを周知した．

① 5 年生の臨床実習では平成 26 年以降，学生に貸与した iPad	mini をログブックとして活用している．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との記載と到達目標達成度の確認を依頼した．
Web	Class でチェックする到達目標が 100 項目以上あったが，これを各診療科に該当する項目のみを表示して，
簡素化することを検討した．iPad	miniの学内無線LANへの接続箇所は，大学病院と総合医療センターで増設した．
また，6 年生を対象に平成 26 年度 CC に関して，各診療科の評価を意見を求めるアンケート調査を実施した．

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 9 日，日高キャンパスは 7 月 10
日に開催し，ログブック用 iPad	mini の運用，医行為水準と同意書の導入に関して説明した．2 回臨床実習懇談
会は 3 月 2 日，3 日，4 日に 3 キャンパスで実施した．また，5 年生には 10 月 10 日に「前期総合試験の結果
を踏まえ後期に向けての講演会」を実施した．

③ 6 年生の advanced	CC は指定学外施設を 9 カ所増加し，計 33 施設になった．これに伴って，平成 28 年度は 6
年生全員が，1 回は学外施設で実習することにした．また，5 年生 CC も併せて，4 クールのうち少なくとも 1
回は内科系診療科での実習を義務付けることにした．

④ 6 年生の advanced	CC を学外で実施する要件として，今年度から ｢ 地域医療を学べるプログラム ｣ であること
明記したが，平成 28 年度は「訪問看護」，「訪問診察」，「一般初診外来」も追記することにした．

⑤指定学外施設との懇談会を 7 月 18 日に実施した．
⑥ 4 年生の臨床入門まとめを 2 月 6 日 ~19 日に実施した．また，6 年生の advanced	CC のオリエンテーションは

第 1 回実力試験 2 日目終了後に実施した．
⑦平成 28 年 4 月 2 日のスチューデントドクター認定式は，慶應義塾大学整形外科の中村雅也教授に特別講演を依

頼し，センメルワイス大学のセール総長と交換留学コーディネーターのシャンドール教授も参加することになっ
た．
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⑧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
を前年度より継続して検討した．国際医療センターは JCI 受審に伴って，包括的同意，個別同意ともに文書で得
ることを開始した．大学病院は包括的同意に関しては入院案内に掲示し，個別同意のみを文書で得ることを開始
した．総合医療センターは導入に向けて検討を継続した．

⑨大学病院ニュースに「Student・Doctor」の紹介記事を掲載した．
⑩医行為水準表を電子カルテに掲載した．また，学生用のプログレスノートに指導医が記載する Supervisor	

Review の欄を追加した．
⑪流行性核膜炎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
　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 27 年度は，総合成績を当該学年の全学生が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予定であった．また，共用試験 CBT，2 年生総合試験，5 年生総合
試験は合格基準を 65 点以上として，2 年生と 5 年生の総合試験は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再試験の受験を認めることにした．しかし，3 年生は総合成績の（平均－
1.5SD）が 62 点と低く，この基準では大量の留年生が発生することになったため，急遽，この規則は改訂し，
全学年で「65 点との高い点数以上」との記載は削除した．この結果，当該学年の（平均－ 1.5SD）以上であれ
ば条件付き進級ないし再試験受験を認めることになった．平成 28 年度も同様に運用することを決定した．

② 6 年生の「総合学習 B」ユニットは 1 月 13 日に定期試験を実施することを決定し，同試験は医師国家試験の過
去問題を微修正した問題を出題することにした．卒業試験に合格して，卒業が仮内定した場合でも，同試験で
65 点未満の場合は，仮内定を取り消すことになった．

③5年生の前期総合試験は，平成26年度までは1学期にBSLで回った診療科に応じて，異なる問題を作成していた．
しかし，平成 27 年度からは全診療科で学習する共通事項を出題することで，全学生が同一問題を受験するよう
にした．

④ FD 部門との共催で，5 月 9 日と 5 月 23 日に「試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ（初級編）」を
開催した．また，6 月 2 日に試験問題の作成に関わる教員を対象として，「第 109 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．

⑤スマートウォッチの普及に伴い，試験の受験心得に腕時計の扱いに関する事項を追加した．
⑥追試験の回数に制限を設けることした．具体的な規定は平成 28 年 4 月までに決定することにした，

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学生生活実態調査を全学年で実施した．
②平成 26 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．
③平成 26 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．また，平成 27 年度からは 5 年生，6 年生の CC における活動も，教育実績に登録することになった．
④医学部ベストティーチャー賞，ベストエフォート賞を新設した．当該年度に 3 回以上講義を担当した教員の授

業評価の平均値を用いて選考した．
⑤ 9 月以降の講義は，クリッカーでなく，終了後に簡単な筆記試験を実施することによって，出欠を確認するこ

とにした．しかし，平成 28 年度は講義終了時にクリッカーで出欠を確認するが，講義の途中にもクリッカーで
達成度を評価する MCQ 試験を実施し，これにも回答した場合に出席と見なすこととすることを決定した．

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
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席調査による問題学生の早期発見と対応，学生一人ひとりの意見を聞き取り満足度の高い学生生活を実現するための
学生意見箱の管理運営などが主な業務である．月に 1	回，学生支援室活動会議を開き，室全体の意志統一を図りな
がら業務を遂行した．

①各学年の小委員会は原則的に月 1 回開催し，その内容は卒前教育合同会議で報告され，学生間で持ち上がって
いる問題点を教員が共有できるようにした．なお，1 年生は「全体の会」を 2 回，「5 分の 1 の会」を 5 回開催し，
学生全員の意見を確認する場を設けた．

② 6 年生は前年度までと同様に学生の希望を優先してグループ分けを行い，それぞれのアドバイザーを決定し，
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．

③ 1 から 4 年生は前年度までと同様に学生支援室がグループ分けし，5 年生は BSL の組に応じたグループとして，
夫々のアドバイザーを決定した．また，各学年でアドバイザーとの顔合わせ会を実施した．

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．
3-6．OSCE 委員会

① 5 月 30 日に 6 年生の卒業時 OSCE，1 月 8 日に 5 年生の BSL 終了後 OSCE，2 月 24 日に 4 年生の共用試験
OSCE を実施した．共用試験 OSCE には SP 会 20 名に協力いただいた．また，学生スタッフとして前年度試験に
合格した 5 年生 43 名が協力した．

②共用試験 OSCE 評価者認定講習会は 10 月 11 日に東京慈恵会医科大学，10 月 25 日に帝京大学で開催され，本
学からは計 20 名が参加した．本学の認定評価者は延べ 145 名で，重複を除くと 120 名になった．学内評価者
の講習会は 2 月に 3 キャンパスで開催した．

③ 9 月 16 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．
④他大学で実施される共用試験 OSCE に外部部評価者を派遣した．
⑤共用試験 OSCE に向けて，SP 研修会を開催した．
⑥ 7 月 24 日，25 日に開催された日本医学教育学会で本学医学部における臨床実習後 OSCE の実際について発表

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医学教育センターのホームページにシミュレーション部門を追加し，スキルスラボで現有している物品一覧およ

び講習会，研修会などの情報などを掲載した．
③岐阜大学医学教育開発研究センター主催による「第 56 回医学教育セミナーとワークショップ	in	埼玉医大」を 6

月 6 日，7 日に開催し，「デブリーフィングで振り返るシナリオベースドトレーニング・シナリオを作成し，トレー
ニングを実体験する」を実施した．

④医療人育成支援センターと共催で，消化器内科・肝臓内科の協力を得て「シミュレーターを用いた腹部超音波検
査・内視鏡を使用した実践セミナー」を開催した．

⑤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を継続することが課題である．特に平成28年度の1年生は全面的にカリキュ
ラムは改編され，2 年以降のカリキュラムを検討することになる．

（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，更に拡充することを目指す必要がある．また，3，4 年
生の講義もBSLなどの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．
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（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 と卒業時 OSCE を統合し，臨床実習後 OSCE として，全国の動向に一致させることも求められる．

（7）スキルスラボ運営委員会：備品の拡充と整備を行い，学生のみならず，研修医，教員の利用を活性化するこ
とが課題である．
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4．卒後医学教育部門

1．構成員
部門長　三村俊英（MIMURA,	Toshihide）：
　　　　　　　　埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H26.4.1 ～ 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（ISHIHARA,	Shoichiro）：
　　　　　　　　国際医療センター科脳血管内治療科：教授	
　　　　　根本　学（NEMOUTO,	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：教授	
　　　　　村松俊裕（MURAMATSU,	Toshihiro）：
　　　　　　　　国際医療センター心臓内科：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

2．目的
　既設の卒後教育委員会，研修管理委員会と連携を取りながら，卒後臨床研修，中・後期の臨床研修，生涯教育，そ
の他卒後医学教育に関する業務を行う．
　以下　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）：保健医療学部看護学科，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：教授（任期：H30.3.31）
副部門長　山田泰子（YAMADA,	Yasuko）：医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
部門員　森　茂久（MORI,	Shigehisa）：医学教育センター：教授
　　　　岡　政志（OKA,	Masasi）：総合医療センター消化器肝臓内科：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
　　　　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 27 年 4 月 22 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（出席者 3 名　欠席者 5 名）を兼ねる．議事：平成 26 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 26 年度の物品取得ならびに修理・整備状況の報告．平成
27年度活動計画の検討．講習会・研修会の開催予定，シミュレーション教育部門のホームページ（以下HPと略す）
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 27 年 5 月 25 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（4～5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（以下腹部超音波セミナーと略す）開催日程の調整依頼．HP 作成についての
意見交換．PICC シミュレータを用いた研修会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 27 年 6 月 26 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 ～ 5 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．腹

部超音波・内視鏡実践セミナー開催日程の決定．スキルスラボの夏季休業期間の決定．岐阜大学医学教育開発研
究センター共催「第 56 回医学教育セミナーとワークショップ	in	埼玉医大」の報告．議事録有．

④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 7 月 29 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席4名　欠席4名．議事：利用状況等の報告（4～6月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．

HP公開に向けての打ち合わせの報告．スキルスラボ管理者・スペシャリスト確保に向けての意見交換．議事録有．
⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 9 月 28 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～ 8月）．物品取得・整備の報告・審議．腹部超音波セミナー

の開催内容の確認．HP テスト版に対する検討．議事録有．
⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 10 月 28 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～ 9月）．物品取得・整備の報告．第1回腹部超音波セミナー

実施の報告．HP に関する意見交換．議事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 11 月 24 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．

PICC シミュレータを用いた研修会についての意見交換．HP に関する報告・意見交換．議事録有．
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⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 27 年 12 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（4～11月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．

HP 公開に向けて掲載内容の検討．PICC シミュレータを用いた研修会ての報告．次年度研修医オリエンテーショ
ン日程の調整．議事録有．

⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 1 月 26 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 5 名　欠席 3 名　議事：利用状況等の報告（4 ～ 12 月）．物品取得・整備の報告．1 月から公開された HP

の追加・修正内容の検討．今後，必要な機器・備品についてリストアップの依頼．次年度 BLS･ICLS 講習会開催
候補日申出の依頼．議事録有．

⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 3 月 15 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．川越・日高キャンパスにおけるスキルスラボ開設等に関する報告．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 27 年度のスキルスラボ利用状況報告
①利用日数は 207 日であり，年間を通じて 57％の稼働であった．
②利用者総数は 6386 名，その内学内利用者 5825 名，学外利用者 561 名で，平成 26 年度より若干減少した．
③利用件数の総数 359 件，その内授業等の年間予約の利用 84 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 225 件，物品の貸出は 50 件であった．
④卒前医学教育における利用は181件（授業・OSCE51件，臨床実習103件，自主練習・他27件），学生数3054名，

指導者・スタッフ 788 名，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 23 件，研修医 88 名，指導者・スタッフ 34 名で，平成 26 年度より，件

数・利用者数とも減少している．
⑥看護師等の医療職者による各種研修での利用は 18 件，受講者 368 名，指導者・スタッフ 204 名と，平成 26

年度より件数はやや減少した．
講習会等の開催

・BLS講習会 :開催件数36件，受講者524名（学内406名，学外118名），指導者・スタッフは324名（学内281名，
学外 43 名）であった．

・小児 BLS 講習会 : 開催件数 9 件，受講者 61 名（学内 59 名，学外 2 名），指導者・スタッフは 48 名（学内 45 名，
学外 3 名）であった．

・AHA	BLS 講習会 : 開催件数 1 件，受講者 3 名（学内），指導者・スタッフは 2 名（学内 1 名，学外 1 名）であっ
た．開催日：平成 27 年 10 月 31 日．

・ICLS 講習会 : 開催件数 4 件，受講者数 140 名（学内 124 名，学外 16 名），指導者・スタッフ 185 名（学内 144 名，
学外 41 名）であった．開催日：平成 27 年 6 月 21 日，9 月 12 日，12 月 20 日，平成 27 年 3 月 12 日．

・新生児蘇生法（A）講習会 : 開催件数 3 件，受講者数 62 名（学内 44 名，学外 18 名），指導者・スタッフ 18 名
（学内 17 名，学外 1 名）であった．開催日：平成 27 年 10 月 10 日，平成 28 年 1 月 17 日，2 月 27 日．

・ICLS 指導者養成ワークショップ：開催件数 2 件，受講者数 35 名（学内者 21 名，学外者 14 名），指導者・スタッ
フ 36 名（学内 27 名，学外 9 名）であった．開催日平成 27 年 8 月 1 日，12 月 19 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13名（学内13名，学外0名），指導者・
スタッフ 22 名（学内 16 名，学外 6 名）であった．開催日平成 27 年 8 月 2 日，平成 28 年 1 月 17 日．

・医療人育成支援センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が計 2 回
開催され，受講者は 12 名（3 病院の初期研修医），指導者は 12 名であった．開催日：平成 27 年 10 月 17 日，
11 月 7 日

・AHA	PALS 講習会：開催件数 1 件，受講者数 8 名（学内 6 名，学外 2 名），指導者・スタッフ 5 名（学内 2 名，
学外 3 名）であった．開催日平成 27 年 7 月 11，12 日．

4．評価と次年度目標
評価

1）平成 27 年度のスキルスラボ利用状況は，利用日数・利用件数とも横ばいであった．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．大学病院医療職者による各種研修開催は看
護部は横ばいだが，他職種では減少した．

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
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急 ICLS 講習会（JMECC）が分散して開催されるように，年度初めに開催予定日程を調整した結果，概ね予定通
りに開催された．

3）卒前・卒後医学教育並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計
画的に利用することが徐々に浸透してきたと考えられる．

4）平成 28 年 1 月より医学教育センターホームページ内にシミュレーション教育部門を開設した．掲載内容は利
用規程，所有機器・備品一覧，利用者数の変遷，等である．

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）研修医の利用に向けて，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，継続して働きかける．
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を継続する．
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・取扱いに注意し，更新の時期を諮る．
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．
7）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継続して推進する．
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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 38 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
　　第 14 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
　　第 1 回，第 2 回教授・教員総会
　　第 5 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：H28.3.31）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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：H28.3.31）
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）：保健医療学部：教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医学教育センター兼担，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：教授
　　　　　　有田和恵（ARITA,	Kazue）：医学教育センター：准教授
　　　　　　加藤　仁（KATO,	hitoshi）：医学教育センター：准教授
　　　　　　魚住尚紀（UOZUMI,	naonori）：生化学
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 2 回入試の在り方 WS
　開催日時：平成 27 年 4 月 18 日（土）10 時 00 分～ 16 時 00 分
　主催：入試実施委員会，共催：FD 部門
　開催場所：丸木記念館 6 階同窓会講堂
　参加者：27 名
②第 36 回医学教育ワークショップ
　開催日時：平成 27 年 7 月 31 日（金）～ 8 月 1 日（土）	2 日間
　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 28 名，スタッフ 25 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
③第 14 回臨床研修指導医講習会
　開催日時	平成 27 年 11 月 28 日（土）-29 日（日）2 日間
　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	川越第一ホテル）
　参加者 28 名，スタッフ 48 名
　タスクフォース	4 名（畑尾正彦・中島宏昭・森茂久・辻美隆）

講演会
①医学部新任教員ならびに講師昇格教員を対象とした研修会
　開催日時：平成 27 年 6 月 17 日（水）	16 時 30 分～ 18 時 00 分
　開催場所：本部棟 1 階第 3 講堂，（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
　共催：FD 部門，医療人育成支援センター，大学院
　参加者：40 名
②第 109 回医師国家試験報告会ー卒業試験問題作成のポイントを考えるー
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　開催日時：平成 27 年 6 月 2 日（火）16：30 ～ 17：30
　開催場所：本部棟 1 階第 3 講堂，（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
　共催：試験管理室，FD 部門
　参加者：45 名
③第 5 回医学教育フォーラム
　開催日時：平成 27 年 9 月 19 日（土）	午後 2 時 00 分	～	午後 5 時 00 分
　開催場所：本部棟 1 階第 3 講堂，（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
　参加者 103 名
　内容
　第 1 部	本学の臨床実習と OSCE の現状と展望
　臨床実習（臨床実習推進室，医学教育の質保証 WG3,4,5 年担当からの報告）
　現状
　BSL（間嶋	満）
　CC（難波	聡）
　Advanced	CC（森　茂久）
　　改革案（岡田浩一）
　　OSCE（OSCE 委員会からの報告）
　　現状
　　概要と共用試験 OSCE（辻	美隆）
　　5 年次 BSL 後 OSCE（荒関かやの）
　　6 年次卒業時 OSCE（加藤　仁）
　第 2 部：国際認証・情報爆発時代における日本の国情を生かした理想的医師育成教育・臨床実習・卒業 OSCE の

エッセンス
　－ OSCE	30 ステーション／ 6 年間：パフォーマンスレベル向上を目指した 1 年次医療面接・臨床推論 OSCE か

らはじまる教養教育～基礎・臨床医学と各医療機関の統合－
　秋田大学大学院	医学系研究科	医学教育学講座	教授
　秋田大学医学部附属病院	総合臨床教育研修センター長	長谷川	仁志	先生

研修会・その他
①試験問題作成 FD
　開催日時：平成 27 年 5 月 9 日，23 日 9：00 ～ 12：00　計 2 回開催
　開催場所：毛呂山キャンパスオルコスホール
　共催：試験管理室，FD 部門
　参加者：74 名
②臨床実習指定学外施設懇談会
　開催日時：平成 27 年 7 月 18 日
　開催場所：毛呂山キャンパス本部棟 2 階会議室
　共催：臨床実習推進室，FD 部門
　参加者：72 名
③ 1 年生臨床推論新規テュータ講習会
　開催日時：平成 27 年 5 月 1 日，18 日	1 回 1 時間	計 2 回開催
　開催場所	学内（毛呂山キャンパス）
　主催者	卒前医学教育部門カリキュラム室，FD 部門，共催
　企画立案者	1 年臨床推論ユニットディレクター補佐
　参加者計 5 名
④ 3 年生臨床推論新規テュータ講習会
　開催日時	平成 27 年 10 月 26 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 19 名



867

Faculty	Development 部門

⑤ 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 28 年 2 月 9 日～，1 回 1 時間 30 分，計 8 回開催
　開催場所	学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
　主催者	医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門，共催
　参加者計 34 名

（4）FD 部門会議
第 1 回　平成 27 年 5 月 8 日（金）17:30 ～ 19:00，出席者：森，側島，辻，村松，加藤，魚住，大久根，大塚
第 2 回　平成 27 年 7 月 17 日（金）17:30 ～ 18:00，出席者：森，側島，辻，有田，加藤，魚住，大久根，大塚
第 3 回　平成 27 年 10 月 7 日（水）17:00 ～ 18:00，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，平
成 25 年まで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）に代わり，昨年度より

「入試の在り方」ワークショップが開催された．第 2 回目の今年度は，医学部入学試験の在り方の検討，特に 1 次試
験で行われる MCQ 試験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 5 回医学部医学教育フォーラムは，第 1 部では「医学教育の質保証」ワーキンググループ 3，4，5 年担当，
臨床実習推進室，OSCE 委員会からの「臨床実習と OSCE の現状と展望報告」が行われ，第 2 部では本邦でも最も進
んでいる秋田大学の「臨床実習・卒業時 OSCE」について秋田大学の長谷川仁志先生による特別講演を開催した．
　臨床研修指導医講習会は，実質的に埼玉医科大学病院群主催に移行して 3 年目となり，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，今年度は国際医療センターを中心となり，3 病院の研修
管理委員会の事務方が協力して担当した．
　その他に例年行われている FD 活動については，一定の成果をあげていると考えている．
　今後は医学教育分野別認証評価に向けて医学教育の質保証 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して計 21 病院となった．今年度よ
り臨床実習推進室主催，FD 部門共催により臨床実習指定学外施設懇談会が初めて開催された．今後も継続して学外
実習の充実化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．
　これまでワークショップや講習会でコーデイネータとして協力していた加藤准教授，魚住尚紀講師が今年度から正
式に FD 部門員となった．さらに将来の FD 部門の活動を担う若い世代の教員を見つけ出し，自主性を尊重しながら，
FD 部門員として養成を計る方針である．また少しでも活動に興味のある教員に対しては，積極的に勧誘を継続する．
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，業務の効率化と能力養成を図るとともに，今後も
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 ～ H28.3.31）
部門員　内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部：副部長
　　　　岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部：教務課長

村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：大学事務部：次長　兼　学生課：課長（H27.6.30 まで）
村田正樹（MURATA,	Masaki）：総合医療センター看護専門学校事務室：室長（H27.6.30 まで）：大学事務部：
　　　　　　　　　　　　　		学生課長（H27.7.1 ～）
武久秀夫（TAKEHISA,	Hideo）：国際医療センター総務課：課長
新井博志（ARAI,	Hiroshi）：大学事務部教務課
福田幸二（FUKUDA,	Koji）：大学事務部学生課（H27.7.1 ～）
近藤有寛（KONDO,	Arihiro）：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
鳥海佳代（TORIUMI,	Kayo）：大学事務部教務課
河村陽子（KAWAMURA,	Yoko）：大学事務部学生課
松浦直樹（MATSUURA,	Naoki）：大学事務部教務課
小鷹徳子（ODAKA,	Noriko）：大学事務部教務課
馬場菜穂（BABA,	Nao）：大学事務部学生課
大塚奈緒子（OTSUKA,	Naoko）：大学事務部教務課
新井菜緒（ARAI,	Nao）：大学事務部学生課
渡邊春香（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
森　勇樹（MORI,	Yuki）：大学事務部学生課
前田彩花（MAEDA,	Ayaka）：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果的かつ効率的な事務業務遂行を主たる目的とする．また，市民
公開講座の所管部署としての役割を認識し，本学の教育研究の成果を広く多くの一般市民に還元できるよう公開講座
の運営に努める．

3．活動報告
①医学教育センターの各部門会議の開催に協力した．
②市民公開講座を 10 回開催した（会場は全て川越ビル）．
	「糖尿病と栄養のはなし」4 月 18 日
	「肝臓を守るには」5 月 16 日
	「機能性消化管障害」6 月 13 日
	「腎臓の病気」7 月 11 日
	「咽頭がん・喉頭がん治療の最前線と緩和医療」9 月 19 日
	「心臓の病気」10 月 17 日
	「脳卒中の話」11 月 21 日
	「血管の病気」12 月 12 日
	「頭痛のはなし」1 月 16 日
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	「アンチエイジング～皮膚の健康と栄養～」3 月 19 日
※ 3 月 19 日の「アンチエイジング～皮膚の健康と栄養～」おいて，女子栄養大学，香川靖雄副学長が「新しい栄

養学で皮膚の若さを保つ」と題した講演を行った．
③医学教育センターニュースを定期的に発行した（第 55 号～ 60 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 1628 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，大学機関別認証
評価受審（平成 32 年度），医学教育分野別認証評価受審（平成 33 年度）への準備も含め，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：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：28.3.31）
　　　　　岡﨑康司（OKAZAKI,	Yasushi）：ゲノム医学研究センター長：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）
　　　　　下岡聡行（SHIMOOKA,	Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科：教授（任期：H28.3.31）
部門員　　町田早苗（Machida,	Sanae）：医学研究センター：助教

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）学内グラント受賞者成果発表会

1）第 11 回学内グラント受賞者成果発表会，
　日時：平成 27 年 7 月 24 日（金曜日）17：00 ～ 19：45
　場所：毛呂山キャンパス本部棟第 3 講堂
　　　　川越キャンパス ･ 管理棟 2 階第一会議室（テレビシステム中継）
　　　　日高キャンパス ･C 棟 2 階会議室（テレビシステム中継）
　一部は研修管理委員会との合同で行われ，学内グラント成果発表は 3 題の発表であった．
　1 部：特別講演 17:05 ～ 18:05
　　慶応義塾大学　生理学教室　岡野　栄之　先生
　　｢iPS 細胞技術の医療への応用 ｣
　　司会：別所　学長
　2 部：18:10 ～ 19：45
（1）小林　直樹（保健医療学部，医用生体学科）
　　　「3 次元形態統合型定量病理画像診断の研究」

（2）鈴木　将之	（医学部，大学病院　眼科，寄付講座）
　「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」

（3）池田　和博	（ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門）
　「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」
　総合司会：総合司会：大学病院　依田哲也
　座長：保健医療学部，医用生体学科　下岡聡行，　生理学　渡辺修一，ゲノム医学研究センター　岡崎康司
　開会の辞：別所正美学長　　閉会の辞：松下祥　医学研究センター長
　総参加数：130 名（内大学院生 23 名）
　　　　　　毛呂山キャンパス 111 名　（内大学院生　14 名）
　　　　　　日高キャンパス　8 名　（内大学院生　5 名）
　　　　　　川越キャンパス　11 名　（内大学院生 4 名）

2）第 12 回学内グラント受賞者成果発表会
　日時：平成 28 年 2 月 26 日（金曜日）17：00 ～ 19：40
　場所：毛呂山キャンパス・本部棟第 3 講堂
　　　　日高キャンパス ･ 管理棟 3 階大会議室（テレビシステム中継）
　演題・発表者：（敬称略）
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（1）柳下聡介　（医学部薬理学）
　　「PICK1 を介した長期抑制制御機構の解明」

（2）石田真弓　（医学部国際医療センター精神腫瘍科）
　　「進行・再発がん患者の精神的健康状態の改善を目的にした治療法の確立と普及」

（3）西本　正純　（医学部ゲノム医学研究センター）
　　「胚性幹細胞特異的遺伝子の異所姓発現による形質転換の分子機構解明」

（4）梶原　健　（医学部大学病院産婦人科）
　　「子宮内膜機能異常関連疾患に関する基礎的研究とその応用」
総合司会：大学病院　依田哲也
座長：生化学　小谷典弘，　大学病院精神神経科　太田敏男，国際医療センター　海老原康博
　開会の辞：別所正美学長　　閉会の辞：松下祥　医学研究センター長
　参加者数：合計 43 名（大学院生　12 名）
　　　　　　毛呂山キャンパス　35 名（大学院生　6 名）
　　　　　　日高キャンパス	　　8 名（大学院生　6 名）

（2）研究室紹介ホームページの拡張
　埼玉医科大学雑誌に掲載された「研究室紹介」記事を，そのまま医学研究センターの研究室紹介コーナーへ転載さ
せていただく活動を継続している．今年度は 7 研究室の紹介記事が閲覧できるようになり，平成 23 年からスタート
して現在までに 43 研究室が閲覧できるようになった．

（3）e ラーニング支援の取り組み
　副部門長の岡崎先生が監修された「ラボノートの書き方」から重要な事項を抜粋し，解説文と問題集をセットにし
た e ラーニングを準備した．

4．評価と次年度目標
　これまで同様に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 10 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た．
しかし，今年度は成果発表の辞退者が多かったことから，授賞式の際に成果発表の予定を確約することで次年度の成
果発表の際，辞退者がないことを期待したい．
　ラーニングシステムについては，28 年度より研究者に利用していただきたいと考えている．また個々の研究者や
研究リーダーが熟知しておかないといけない事項，例えば，実験試料を別の研究施設へ譲渡する際のマテリアルトラ
ンスファーのルール，COI 自己申告のルール，などを解説する e ラーニングも公開できるよう計画している．
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2．共同利用施設運営部門

1．構成員
部門長：坂本　安（SAKAMOTO,	Yasushi）：中央研究施設・機能部門：教授：任期：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27（2015）
年度は，生化学，薬理学，呼吸器内科学，皮膚科学，消化器一般外科，脳神経外科，薬剤部，内分泌・糖尿病内科学，
歯科・口腔外科学，医学研究センター，中央研究施設機能部門の各基本学科により有効利用された．また，CO2インキュ
ベーターが更新された．

【研究機器・設備の整備等】
　①平成 27 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業（タイプ 1）」に「リアルタイム PCR システム」を申請，
採択された．当該システムを用いて，病気と遺伝子発現，塩基の置換等に関する近代的実験の導入と実践的教育の
展開することを目的として導入された．また，同活性化設備整備事業（タイプ 3）に「KEYENCE 社製オールインワ
ン蛍光顕微鏡『BZ シリーズ』」が整備され，大学間共同研究推進の一翼を担うことに期待が寄せられており，12 月
より共同利用が開始された．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「中央研究施設・基礎，臨
床研究支援システム」申請，採択された．当該システムは，中央研究施設・RI 部門で使用される「PerkinElmer 社
製ハーベスターシステム・C961961J」，形態部門で使用される「アストロン社製画像比較，検証用ソフトウエア・
AZblend」，機能部門で使用される「BioRad 社製，トランスブロット・Turbo	w/RTA	PVDF」で構成されており，培
養細胞への RI の取り込み，組織顕微鏡画像の解析，蛋白等の電気泳動後の生体試料の転写等を目的として研究遂行
を支援する．③平成 26 年 9 月より，東館と本館を結ぶ基礎棟の連絡通路の整備が完了し，これ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設され，関連工事が完了したため，27 年度 4 月
より通常業務が再開された．また，26 年度 5 月から，基礎棟 2 階の連絡通路に含まれる機能部門のエリアの工事が
始まるため不要物品の廃棄作業が遂行された．また，利用を停止出来ない装置の移動・仮設置低温室，空調用機械室
等の改装等を行ったが，27 年 4 月主要部分については完了したため業務が再開された．

【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 2015/5/27：基礎医学棟 3F カンファ，「生
体分子間相互作用解析装置，日本電波工業」② 2015/9/15：基礎医学棟 3F カンファ「プロテインシンプル社　全
自動ウェスタンシステム　のご紹介」③ 2015/9/30：基礎医学棟 3F カンファ「電気化学発光法を用いた高感度イ
ムノアッセイシステムのご案内」④ 2015/11/18：本部棟第 3 講堂，TV 中継「画像不正と疑われないための画像処
理・アドビエデュケーション事務局」⑤ 2016/1/26：基礎医学棟 3F カンファ「癌バイオマーカー開発のための最
新ソリューション」⑥ 2016/1/28：基礎医学棟 3F カンファ「リアルタイム PCR	QuantStudio	12K	の取扱説明会開
催お知らせ（1 回目）」⑦ 2016/2/12「基礎医学棟 3F カンファ「島津製作所が取り組む質量分析イメージング技術」
⑧ 2016/3/17：基礎医学棟 3F カンファ「QCM バイオセンサ "NAPiCos	Lite"	」
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【委員会等】
（1）中央研究施設運営委員会
　①第 60 回中央研究施設運営委員会議：平成 27 年 5 月 1 日（金）～平成 27 年 6 月 19 日（金），メールリストに
よる会議により以下を審議した．1）前年度設置希望機器申請の採択状況と設置場所（報告）2）新規設置・買換希
望機器リストについて（報告）3）各種工事に伴う，中央研究施設の関与と工事進行状況（報告）4）各部門の運営
報告等（報告）②第 61 回中央研究施設運営委員会議：平成 27 年 11 月 20 日（金）～平成 27 年 11 月 27 日（金），
メールリストによる会議で以下を審議した．1）中央研究施設各部門経理報告（承認）2）私立大学等教育研究活性
化設備整備事業への申請機器に関して（報告）3）中央研究施設関連業績集について（報告）③第 62 回中央研究施
設運営委員会議事録：平成 28 年 2 月 9 日（火）～平成 28 年 2 月 12 日（金），メール会議により以下を審議した．1）
中央研究施設運営委員会規則変更について（承認）2）次期運営委員の継続について（報告）

（2）毛呂山キャンパス動物実験小委員会
　委員長（坂本教授），委員（仁科准教授），オブザーバー（冨永助教）が審議に参加した．平成26年 4月：第57～ 60回，
5 月：61 ～ 63 回，6 月：64 ～ 66 回，7 月：67 回，8 月：68，69 回，9 月：70 ～ 73 回，10 月：74 回，11 月：
75 ～ 78 回，12 月：79，80 回，平成 27 年 1 月：81，82 回，2 月：83 ～ 87 回，3 月：88 回動物実験小委員会．
計 83 件の動物実験計画書の審議が行われた．

【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・機能部門の間で共同研究契約書（平成 27 年 4
月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）を取り交わし，研究課題「カーボン，シリカナノ粒子のドラッグデリバリーへの応用」
について共同研究を遂行した．また，城西大学薬学部・薬品製造化学との共同研究の可能性について協議を行い，双
方の施設見学等も行った

4．評価と次年度目標
　本年度は，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してきたが，工事関連の事後処理等が多
く，頓挫した部分があるが，装置の予約方法等を全てに統一して行く点等を検討し，次年度からホームページの改修
等を含めて取り組むこととなった．
　実験動物施設における感染対策に関しては，概ね良好な結果が得られた．一部肝炎ウイルスが検出されているが 1
飼育室に集約されており，最終的な撲滅方法について検討を始めた．
　文部科学省・私学助成金申請等に関する変遷のため共同利用施設運営部門として事務部門とタイアップし，共同利
用研究機器購入経費獲得のためのポイントの獲得に関して積極的に参加する．



875

医学研究センター

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　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．学外セミナーの開催
■さいしんビジネスフェア	2015	
　埼玉縣信用金庫が主催した県内企業との商談会に参加し , 企業との産学官連携活動を行いました .	
　開催日 :	平成	27	年	6	月	10	日（水）		10:00	～ 18:00
　開催場所：さいたまスーパーアリーナ	展示ホール
　出展規模：250 団体・企業	
　来場者数：14,955 人
■医療機器研修会
　本学と埼玉県産業振興公社とで共催して「医療機器研修会」を開催しました．
本学と埼玉県産業振興公社は，医療機器分野に進出しようとしている県内の中小企業を対象に , 企業の人達が医療機
器を見学する機会はあるものの , 実際に触り内部を見る事はほとんどできない現状から , 講義と実習をまじえて実施
しました .
　セミナー終了後の参加企業との懇談会では , 非常に参考になった , 是非今後も続けて欲しいとの強い要望がありま
した．
　開催日：平成	27	年	11	月	28	日（土）9:00 分～ 16:00
　開催場所：埼玉医科大学	保健医療学部	医用生体工学実習室
　参加企業：18 社，27 名
　講演・実習テーマ／講師：

1．代謝機能代行機器（人工透析器など）／	保健医療学部　川邊助教・三輪助教・丸山助教
2．呼吸機能代行機器（人工呼吸器など）／	保健医療学部　三輪助教・川邊助教・丸山助教
3．循環機能代行機器（人工心肺装置など）／保健医療学部　奥村講師・丸山助教
4．診断／治療機器（ペースメーカ，除細動器，電気メス，輸液ポンプ，患者モニターなど）
　／奥村講師・三輪助教・川邊助教・丸山助教

■彩の国ビジネスアリーナ 2016 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，今回は埼玉県の補助金を獲得
しているテーマを埼玉県産業振興公社と協力して下記の 4 演題を試作機とパネル展示で紹介しました．
　開催日：平成	28	年	1	月	27，28	日
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　開催場所 :	さいたまスーパーアリーナ　展示ホール
　出展小間数：750
　来場者数：15,000 人

① 3D スキャナを搭載した人工膝関節手術ナビゲーションの製品化（保健医療学部，若山俊隆）
② iPS 細胞分化誘導培養装置の開発と製品化（ゲノム医学研究センター，加藤英政）
③心筋梗塞リスク検査装置の開発　（大学病院，井上郁夫）
④熱中症・脱水症予防対策用検査機器の開発（大学病院，依田哲也）	

■先進医療施設見学会
　埼玉県とさいたま市が共同で企業や大学 , 研究機関で構成する産学医のプラットフォーム「医療イノベーション埼
玉ネットワーク」に本学も参画しています . その活動の一環として「先進医療施設見学会」を実施していますが , 今
回は本学の総合医療センターで開催しました .
　活発な質疑応答があり , 各部門から紹介があったマッチング可能なテーマを今後企業と個別に面談し , 進展させて
いく事にしました .
　開催日：平成	28	年	3	月	7	日（月）	13:30 ～ 16:00
　開催場所：埼玉医科大学	総合医療センター	大講堂
　参加者：40 名

1　挨　拶　埼玉県産業振興公社　新産業振興部長　　関根　厚
　埼玉医科大学総合医療センター　病院長　堤　晴彦
2　センター概要説明
　埼玉医科大学総合医療センター　副院長　木崎　昌弘
3　講　演
　埼玉医科大学の研究ニーズ紹介

① ME サービス部門：臨床工学技士の業務と現場で困っている事
　　　　　　　　　演者：谷口　淳	臨床工学技士
②中央放射線部門：放射線検査の効率化を目指して
　　　　　　　　　演者：大根田　純	診療放射線技師
③看護部門：看護部門が要望したい医療機器や機材
　　　　　　　　　演者：鈴木　美弥子	中央手術部看護師長
④医師部門：その他

4　施設見学
病院施設・救命救急新棟等の施設見学
高度救命救急センターセンター長　杉山　聡
埼玉医科大学総合医療センター　副院長　輿水健治

3-2．特許出願状況：35 件出願
　14/439,037	 分化多能性幹細胞の製造方法
　14/763,618	 脱髄疾患治療薬
　14/771,465	 MUC4 遺伝子多型を検出することを含む , 抗癌剤療法の副作用の発症リスクを判定する方法
　62/245,713	 ［非公開］
　14/893,730	 新規ペプチド及びその用途
　EP13851495.5	 分化多能性幹細胞の製造方法
　EP14743161.3	 脱髄疾患治療薬
　EP14756429.8	 MUC4 遺伝子多型を検出することを含む , 抗癌剤療法の副作用の発症リスクを判定する方
法
　EP14801460.8	 新規ペプチド及びその用途
　CN201380068995.9	 分化多能性幹細胞の製造方法
　CN201480011722.5	 MUC4 遺伝子多型を検出することを含む , 抗癌剤療法の副作用の発症リスクを判定する方
法
　TW 第 105102791 号	［非公開］
　PCT/JP2015/067054	 二本鎖核酸分子 ,DNA, ベクター , 癌細胞増殖抑制剤 , 癌細胞移動抑制剤 , 及び医薬
　PCT/JP2015/069296	 膵内分泌細胞及びその製造方法 , 並びに分化転換剤
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　PCT/JP2015/085435	［非公開］
　PCT/JP2016/052602	［非公開］	
　PCT/JP2015/076214	 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
　KR10-2015-7014259	 分化多能性幹細胞の製造方法
　特願 2015-79160	 ［非公開］
　特願 2015-212563	 膵内分泌細胞の製造方法 , 及び分化転換剤
　特願 2015-246912	 抗膵ポリペプチドモノクローナル抗体
　特願 2015-234206	 ［非公開］
　特願 2015-251349	 骨代謝阻害活性を有する新規化合物及びその製造方法
　特願 2015-255012	 ［非公開］
　特願 2014-544531	 分化多能性幹細胞の製造方法
　特願 2014-558647	 脱髄疾患治療薬
　特願 2015-506816	 二本鎖核酸分子 ,DNA, ベクター , 癌細胞増殖抑制剤 , 及び医薬
　特願 2015-519965	 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 2015-503002	 MUC4 遺伝子多型を検出することを含む , 抗癌剤療法の副作用の発症リスクを判定する方
法
　特願 2015-518298	 新規ペプチド及びその用途
　特許権成立：11 件
　特許第 5721150 号（日本）	 加齢黄班変性症の発症リスクの予測方法
　特許第 5725469 号（日本）	 骨分化阻害剤およびその製造方法
　特許第 5771602 号（日本）	 生体組織牽引用高分子成形体 , それを用いた医療用牽引部材及び医療用牽引具
　2184352（欧州）	 子宮癌 , 乳癌 , 及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子 , 癌細胞増殖抑制剤 , 並
びに医薬
　ZL200980147542.9（中国）	 鳥インフルエンザワクチン
　特許第 5823299 号（日本）	 糖代謝 , 脂質代謝 , 肥満 , 及び寿命の少なくともいずれかを制御する作用を有する
物質のインビトロでのスクリーニング方法
　特許第 5674128 号（日本）	 鳥インフルエンザワクチン
　特許第 5843111 号（日本）	 人工多能性幹細胞の製造方法
　2360173（欧州）	 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 5859310 号（日本）	 母乳または飲食品がアトピー性皮膚炎の発症を誘導する危険性を評価する方法 ,
およびアトピー性皮膚炎の発症を誘導する危険性が減少された母乳または飲食品
　特許第 5901346 号（日本）	 計測装置及び計測方法
3-3．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 .

・有体成果物譲渡に係る契約 1 件 216 千円
・特許を受ける権利譲渡に係る契約 2 件 216 千円
・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 5 件 12,799 千円
本年度は，総計 13,231 千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 1,323 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）副部門長　准教授　実験動物施設（任期：H28.3.31）
　　　　　杉山聡宏（SUGIYAMA,	Toshihiro）副部門長　講師　大学病院　整形外科（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 27 年度は学内グラントに 42 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 2 件），一般 28 件（応募 34 件），新規に開始された関口記念枠 0 件（応
募 2 件），計 29 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 27 年度は 23 件の報告を受けた．
　研究論文の作成投稿に関する不正を防止する目的でコピー検出プログラムの導入について検討した．アシストマイ
クロ社「iThenticate」システムは外国語文献には適するが，日本語文献には弱く，「コピペルナー」はその逆であり，
引き続き今後の検討を要する．
3）科学研究費獲得状況の把握
　平成 27 年度の科研費採択結果は申請 214 件（申請率 16.9％）に対し新規採択 45 件（採択率 21.0％），採択総額
179,250 千円であった．申請数・率，採択率いずれも多少の増減はあるもののほぼ安定した状態であり，採択総額
は平成 24 年度とほぼ同額であるが，平成 25，26 年度（2 億 3 千万円台）には遠く及ばないので，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に対し側面からの支援を行いたい．また，大学教員全体の研
究マインド向上にも努めたい．

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毎回の学内グラント研究発表会の内容も非常に充実したものとなってい
る．残念ながら本年度は関口記念特別賞に該当者が出なかった．今後さらにこれらの啓蒙，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
　研究倫理の管理・監査の学内責任体制の整備が行われたことを受け研究倫理講習会も開催された．我々研究支援管
理部門もこれらと連携を保ちさらに大学全体の研究倫理維持に努めたい．
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，また学内全体，特に病院部門に対しても研究マインドの意識啓
蒙に努めるなどにより，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）
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：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）
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）
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：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）
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：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）：RA センター：教授（任期：H28.3.31）
部門員　荒木智之（ARAKI,	Tomoyuki）：生化学：講師（任期：H28.3.31）
部門員　小野　啓（ONO,	Hiraku）：中央研究施設	RI	部門：講師（任期：H28.3.31）
部門員　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）
部門員　長谷川幸清（HASEGAWA,	Kosei）：国際医療センター：准教授（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	医用生体工学科 : 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：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）
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部門員　小糸寿美（KOITO,	Hisami）	保健医療臨床検査学：講師（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．

感染分野
例年通り，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より，「病原性微生物等の保管・管

理の徹底」についての注意喚起と「病原微生物等の保有状況等の調査報告書の提出」を求める書面が本学に届いたの
で，感染分野，病原性微生物等管理委員会委員が，A）	調査対象の病原微生物等の保有状況と，B）	BSL2,	3	実験室の
保有状況について調査を行い，事務部庶務課から文科省へ調査報告書が提出された．また，安全管理部門 DNA 分野，
及び，病原性微生物等管理委員会と連携して，本学内 BSL2,	BSL2A	実験施設の査察を行った．審議の結果，申請さ
れた 8 件のうち 7 件が基準に適合と判定され，学長印が捺印された「指定実験室使用承認書」が交付された．残り
1 件に関しては，基準に達せず申請が取り下げられた．
廃液等環境分野

診療科や研究室なので生ずる実験廃液は，毛呂山・日高・川越の三キャンパス毎に専門業者に委託し，処分されて
いる排水基準の管理については，毛呂山キャンパスでは施設部が，川越キャンパスでは事務部施設課が主体となり水
質検査が行われている，さらに，市町村の下水道課，専門業者などによる定期的な水質検査も行われている．法令に
遵守した排水基準を保っていることを確認している．日高キャンパスのゲノム医学研究センターにおいては，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おり，研究に使用する様々な試薬の取扱について，特定の試薬の使
用不可を含めて，しかるべき判断が速やかに行える体制を整えている．日高キャンパスの国際医療センター・保健医
療学部では，教員研究棟の研究室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，事務部総務課
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．なお，平成 28 年 3 月末現在において廃液等，当該分
野に関して全学レベルで全く問題は起きておらず，適正に管理できている．
DNA 分野

学内にて実施される全ての組換え DNA 使用実験は，組換え DNA 実験安全委員会により審査・承認が行われている．
平成 27 年 4 月から平成 28 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 55 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 48 件（内，大臣確認申
請 1 件）である．また，内容変更承認願いは 22 件，譲渡関係書類提出数は 6 件，実験施設設置申請は 17 件であった．
これまでは，審査終了した申請書に対しその都度承認書を発行していた．今後は，月間スケジュールに基づき，委員
から議事録（案）の承認を得た申請については，	翌月 1 日付で学長印付の承認書を発行することとした．一方，使用
中または使用予定のすべての P2,	P2A 実験施設について査察を行い，17 件を承認した．その過程で，10 年以上も整
備されていない安全キャビネットが多数存在することが明らかとなった．研究者の安全を確保するために，今後，研
究マインド支援グラントなどを利用して，順次整備することとした．	
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 27 年度，各キャンパスから提出された動物
実験計画書 226 件	[ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：76 件，P2A 実験：15 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：24 件）]，
動物実験中間報告書・自己点検票 198 件，動物実験結果報告書・自己点検票 28 件，動物実験計画（変更・追加）承
認申請書 80 件，動物実験（終了・中止）報告書 28 件，実験室設置承認申請書 30 件について審査を行い承認した．
さらに，随時メール審査を開催し，円滑に動物実験計画書，動物実験計画（変更・追加）承認申請書，実験室設置
承認申請書の審査を行い承認した．新たに，様式 8 動物実験の自己点検票，様式 9 飼養保管状況の点検票を追加し，
平成 27 年度の動物実験そして飼養保管状況の自己点検を行った．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，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に行った．

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
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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，様式 8 動物実験の自己点
検票，様式 9 飼養保管状況の点検票）

薬物分野
麻薬申請の申請窓口が薬理学教室となり，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て

いる．平成 27 年度は 5 件の麻薬譲渡／研究者免許の申請があった．麻薬管理を含めて薬物管理の重要性が増してお
り，事務作業の研究者兼担は効率や正確性の担保が難しく，前年度に引き続き研究センターの事務部門の拡充を要請
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）
が急務である．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ため，本年度は特にセキュリティ確保を強
く要望した．労働安全衛生法改正により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た．研究センターだけではなく，大学／大学病院を包括する課題である．慎重に検
討を継続して，平成 28 年度に確立することを目指している．平成 28 年度より，安全管理部門発足時から担当して
いた丸山副部門長は退任し，後任は淡路副部門長（薬理学・准教授）となる．国際医療センターは心臓内科の村松教
授に変更となる．新副部門長を中心として，新たな観点から，より積極的な薬物管理を行う体制を整えていく．
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，7 月に第三研究棟 RI 研究施設において行った．参加者は，
それぞれ 5 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．2 月には 10 年ぶりとなる原子力規
制庁による放射性同位元素等に係る立入検査が行われた．放射線施設や書類の整備状況について確認がなされ，結果
は「指摘・指導なし」との評価であったが，放射線施設も老朽化してきており，安全性の確保のために点検を細かく
実施していくこととした．

4．評価と次年度目標
本年度も各副部門は各キャンパス（または研究施設）において順調に管理活動ができている．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
教員以外の非常勤研究者の経済的・身分的支援について協議し答申する．

3．活動報告
A．部門会議

随時メール会議による迅速な対応を行った．
①第 1 回　部門会議（平成 27 年 10 月 1 日（木）～平成 27 年 10 月 9 日（金）：メール会議）
　　　　　　出席 8 人	欠席 0 人
　議事：平成 28 年度「私費外国人留学生等奨学生」募集につい（議事録無，運営会議報告）
②第 2 回　平成 27 年 10 月 23 日（金）～平成 27 年 10 月 29 日（水）：メール会議
　　　　　　出席 8 人	欠席 0 人
　議事：「私費外国人留学生等奨学生」の応募資格確認（議事録有，運営会議報告）
③第 3 回　平成 27 年 11 月 20 日（金）～平成 27 年 11 月 26 日（木）：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，別所学長）
　議事：平成 26 年度「私費外国人留学生等奨学生」の選考（議事録有，運営会議報告）
④第 4 回　平成 28 年 2 月 1 日（月）～平成 28 年 2 月 24 日（水）：メール会議
　議事：平成 28 年度部門長／副部門長／部門員の検討（議事録無，運営会議報告）
　出席 8 人	欠席 0 人
⑤第 5 回　部門会議（平成 28 年 2 月 25 日（木）7pm ～ 9pm）
　出席 7 人	欠席 1 人（名越）　オブザーバー（齋藤｛旧部門員｝，村松教授，淡路准教授｛平成 28 年度部門員｝）（前

後のメール会議は全員出席）
　議事：平成 27 年度の総括と平成 28 年度の展望（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 27 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
　H28 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 27 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．平成 28 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した（外国人継続 2 名，新規 1 名，日本人 1 名）．
E．平成 28 年度からの部門員について
　丸山部門長／片桐副部門長から片桐部門長／髙田副部門長となる．また，丸山は部門員も退任し，その後任として
淡路健夫薬理学准教授が部門員となる．木村部門員が退任となり，その後任として村松俊裕教授（国際医療センター・
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心臓内科）が選考された．

4．評価と次年度目標
平成 27 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 28 年度

も同様の方針を継続する．部門長の交代により，さらなる充実が期待される．
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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：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

3-4．研究活動実績登録システム
・研究業績データベースシステムのカスタマイズ
・データの集積と登録

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．平成 28 年度から，研究活動実績を人事考課で用いることが計画されている．これに向けたシステムの動
作確認と環境整備を行う．
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1．統括支援部門

1．構成員
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：H28.3.31）
部門員　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：H28.3.31）
部門員　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　諏訪絵美（SUWA,	Emi）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　佐藤真喜子（SATOH,	Makiko）：地域医学 ･ 医療センター：助手（任期：H28.3.31）

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
度の高い地域医療教育・衛生学に関する教育を推進した．
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，担当者と連携を蜜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．
⑦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
バーひとりひとり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，次年度以降もその役割を医療人育成
支援センター地域医学推進センターへ移し，医療以外の地域連携を含めて進めていく予定である．
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2．教育研修部門

1．構成員
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：H28.3.31）
部門員　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：H28.3.31）
部門員　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）: 地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　諏訪絵美（SUWA,	Emi）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　佐藤真喜子（SATOH,	Makiko）：地域医学 ･ 医療センター：助手（任期：H28.3.31）

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して実施していく．
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3．地域保健部門

1．構成員
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：H28.3.31）
部門員　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：H28.3.31）
部門員　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　諏訪絵美（SUWA,	Emi）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　佐藤真喜子（SATOH,	Makiko）：地域医学 ･ 医療センター：助手（任期：H28.3.31）

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　別所正美（BESSHO,	Masami）：地域医学 ･ 医療センター：センター長（任期：H28.3.31）
部門員　柴﨑智美（SHIBAZAKI,	Satomi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　大野洋一（OHNO,	Yoichi）：地域医学 ･ 医療センター：准教授（任期：H28.3.31）
部門員　本橋千恵美（MOTOHASHI,	Chiemi）：地域医学 ･ 医療センター：特任准教授（任期：H28.3.31）
部門員　荒木隆一郎（ARAKI,	Ryuichirou）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　宮﨑　孝（MIYAZAKI,	Takashi）：地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　高橋幸子（TAKAHASHI,	Sachiko）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　諏訪絵美（SUWA,	Emi）:	地域医学 ･ 医療センター：助教（任期：H28.3.31）
部門員　佐藤真喜子（SATOH,	Makiko）：地域医学 ･ 医療センター：助手（任期：H28.3.31）

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．
　次年度は，毛呂山町の取り組みを一部近隣の市町においても実施し，地域の健康増進活動に寄与すべく活動してい
く予定である．地域のニーズをききだ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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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）
副センター長　橋本正良	（HASHIMOTO,	Masayoshi）:	総合診療内科：教授（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）
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）：ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ：教授（兼担）
辻美隆（TSUJI,	Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授（兼担）
松本万夫（MATSUMOTO,	Kazuo）: 国際医療センター心臓内科：教授（兼担）
種田佳紀	（OIDA,	Yoshiki）: 教養教育：講師（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18名の留学生の受入れを行った．留学生壮行歓迎会，セミナー
（越生／河口湖）の開催，帰国報告会などを実施した．本年度より帰国報告会は従来の 9 月から 11 月に変更して開
催された．また，留学予定者を対象とした英会話レッスン English	Cafe が 4 月から 10 月の土曜日に 8 回実施された．
3-2．「春季語学研修制度 English	for	Health	Science	Purposes」

新規の語学研修先を検討したが，ただちに実施する事は難しかった為，本年度は研修先をアメリカ・ロサンゼル
スの 1 ヶ所に絞ることとした．本研修は平成 28 年 3 月 6 日から 21 日に実施され，医学部 12 名，保健医療学部 18
名が参加した．（引率：教養教育　種田佳紀講師）
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，11 月には昨年度の留学者による帰国報告会も実施された．
3-4．「English	Café」
　全学生を対象とした英会話レッスンとして全 24 回開催され，のべ参加者数は 287 名となった．本年も取り組み
として「課外プロ」に登録され，年末には丸木記念館においてクリスマスパーティーを開催し，親睦を深めた．
3-5．「IETC	News」
　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 7 号，8 号を刊行
した．
3-6．「オープンキャンパス」

7 月にオルコスホールにて行なわれたオープンキャンパスにて参加者に向けて本センターの活動についての説明を
行なった．また主要事業についてのポスターを作成し掲示をした．
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3-7．「その他」
　4 月にハンガリー・ペーチ大学の国際交流事務局長が来日した．

学生相互交換留学制度　交換留学生一覧
Linkoping	University 鴨田　千咲 古味　優季
Charite	University	Medicine	Berlin 徳山　仁美 横山　大輔

加藤　佳子 椎名　梨佳
University	of	Liverpool 田村　早希 髙山　瑠衣
University	of	Manitoba 橋元　由紀子 中目　絢子
University	of	Bochum 金子　舞 大高　真
Albert	Einstein	College	of	Medicine 安武　れい 室井　貴子
Johns	Hopkins	University 中津　賢 永沼　謙
Chang	Gung	University 小川　尋海 松本　佳祐
Semmelweis	University 山本　晃子 中島　真理恵
University	of	Pecs 岡本　茉樹 七五三　美智留

Linkoping	University Anna	Bohman Emmy	Lillieberg
Charite	University	Medicine	Berlin Ramona	Geisler Konstantin	Rehm
University	of	Liverpool Kirsty	Nweze Ningyu	Chai
University	of	Manitoba Connor	Sommerfeld Mike	Zdan
University	of	Bochum Burak	Oezdemir Miriam	Weiser
Albert	Einstein	College	of	Medicine Yohei	Denawa Yang	Zhang
Chang	Gung	University Po-Yen	Kuo Chia-Wei	Lu
Semmelweis	University Szilvia	Boros Dorottya	More
University	of	Pecs Melania	Chikhi Dalma	Szabo

教員短期留学制度　留学者一覧
堀内　大 微生物学 助教 テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター

（アメリカ，ダラス）
周東　真代 保健医療学部

健康医療科学科
講師 センメルワイス大学

（ハンガリー，ブダペスト）
丹野　修宏 国際医療センター

小児腫瘍科
助教 シックチルドレン病院

（カナダ，トロント）
印東　雅大 総合医療センター

脳神経外科
講師 ヘルシンキ大学

（フィンランド，ヘルシンキ）
杉　桂紀 国際医療センター

心臓内科
助教 Case	Western	Reserve	University

（アメリカ，クリーブランド）

Klara	Magyar ペーチ大学
（ハンガリー共和国）

国際医療センター心臓内科

Rita	Padanyi センメルワイス大学
（ハンガリー共和国）

ゲノム医学研究センター
遺伝子情報制御部門

4．評価と次年度目標
21 年目となった「学生相互交換留学制度」，10 年目となった「春季語学研修制度」，また 7 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．アドミッションセンター

1．構成員等
別所正美（BESSHO,	Masami）センター長，学長，医学部長	 （任期：平成 28 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 28 年 3 月 31 日）
土田哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）副センター長	 任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
椎橋美智男（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）

（土田哲也）（TSUCHIDA，Tetsuya）入試問題統括部門長	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
丸木清之（MARUKI,	Kiyoyuki）広報部門長，理事長	 （任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）

（別所正美）（BESSYO,	Masami）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）保健医療学部ブランチ長　　　　（任期：平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日）
所ミヨコ（TOKORO,	Miyoko）短期大学副学長	 （任期：平成 28 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 28 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 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日）
笹島　茂（SASAJIMA,	Shigeru）英語	 （任期 : 平成 27 年 3 月まで	）
藤森千尋（FUJIMORI,	Chihiro）英語	 （任期 : 平成 27 年 4 月より平成 28 年 3 月 31 日）
山崎芳仁（YAMAZAKI,	Yoshihito）生物	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
勝浦一雄（KATSUURA,	Kazuo）数学	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）

（吉田喜太郎）（YOSHIDA,	Kitarou）化学	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
向田寿光（MUKAIDA,	Toshimitsu）物理	 （任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）
戸井田昌宏（TOIDA,	Masahiro）	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
和合治久（WAGOO,	Haruhisa）	 （任期 : 平成 28 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 28 年 3 月 31 日）
長戸康孝（NAGATO,	Yasuyuki）特任講師・小論文	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
池田　豊（IKEDA,	Yutaka）特任講師・化学	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
齋藤直樹（SAITOU,	Naoki）特任講師・英語	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
丸山光夫（MARUYAMA,	Mitsuo）特任講師・数学	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）
杉山　崇（SUGIYAMA,	Takashi）特任講師・物理	 （任期 : 平成 28 年 3 月 31 日）

	【事務局】
村嶌隆義（MURASHIMA,	Takayoshi）：大学事務部次長	 （任期 : 平成 27 年 6 月 30 日）
村田正樹（MURATA,	Masaki）　　	：大学事務部医学部事務室学生課　課長
	 （任期 : 平成 27 年 7 月より平成 28 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
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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．

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 27 年 4 月 28 日（火），アドミッションセンター運営委員会を開催した．構成員の他に，学長指名の各学校・
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平成 27 年度入試状況について説明があった．次いで，入学者受入方針に留意しつつ，
遺漏無いよう平成 28 年度入試に向けて入試業務を遂行するよう指示があった．

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女子栄養大学との共同実施
に伴い，試験監督者及び運営要員の派遣人数の調整を行い，運営要員説明会及び試験監督者説明会にて情報共有を図
り，連携して公正で公平な入試の実施に向けて取り組んだ．
　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，将来的な課題と
して，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の一元管理も含め，より
効率的で効果的な取り組みも今後検討していきたい．
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1．教職員・学生健康推進センター

1．構成員
［教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）］

丸山義明	（MARUYAMA,	Yoshiaki）	センター長，健康推進センター教授	（～平成28年1月31日）　健康管理センター
　　　　　　　　　　　　　　　		教授　兼担	（平成 28 年 2 月 1 日）
富谷智明	（TOMIYA,	Tomoaki）　副センター長，健康推進センター教授	（～平成 28 年 1 月 31 日）
　　　　　　　　　　　　　	　センター長	（平成 28 年 2 月 1 日～）

＜毛呂山キャンパス＞
丸山義明	（MARUYAMA,	Yoshiaki）
富谷智明	（TOMIYA,	Tomoaki）
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
・教職員健康推進室

吉田千春	（YOSHIDA,	Chiharu）	保健師
松本麻理	（MATSUMOTO,	Mari）	保健師
武者鮎子（MUSHA,	Ayuko）	保健師（～平成 27 年 9 月 30 日）
福田孝雄	（MUSHA,	Ayuko）	事務員

・医学部学生健康推進室
鈴木栄子	（SUZUKI,	Eiko）	看護師
菊地せつ子	（KIKUCHI,	Setsuko）	看護師
星子智志	（HOSHIKO,	Satoshi）	臨床心理士

・保健医療学部学生健康推進室（含川角キャンパス）
大室和子	（OHMURO,	Kazuko）	看護師
幸　玲子	（YUKI,	Reiko）	看護師
村上磨理子	（MURAKAMI,	Mariko）	看護師

＜川越キャンパス＞
・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　兼担
宮島育子	（MIYAJIMA,	Ikuko）	保健師
上原友維	（UEHARA,	Yui）	保健師（～平成 28 年 3 月 7 日）
内田里美	（UCHIDA,	Satomi）	保健師（平成 28 年 1 月 1 日～）
畠山智子	（HATAKEYAMA,	Tomoko）	事務員

＜日高キャンパス＞
・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　兼担
中島淑江	（NAKAJIMA,	Yoshie）	副室長　国際医療センター心臓内科准教授　兼担
佐藤綾乃	（SATO,	Ayano）	保健師（～平成 27 年 8 月 31 日）
小嶋由佳	（KOJIMA,	Yuka）	保健師
相庭かおり	（AIBA,	Kaori）	保健師（平成 28 年 3 月 8 日），
内山　恵	（UCHIYAMA,	Megumi）	看護師（～平成 28 年 3 月 24 日），
佐藤綾子	（SATO,	Ayako）	事務員

2．目的
埼玉医科大学の全教職員，全学生の健康管理，health	promotionを行う．担当等に関しては総論の章を参照されたい．
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3．活動報告
教職員健康推進室（毛呂山キャンパス）

1　健康診断
　1）雇入れ健康診断　受診者	244 名
　2）前期健康診断（定期）平成 27 年 6 月 29 日～ 7 月 7 日　受診者	2165 名
　3）後期健康診断（特定業務従事者）平成 28 年 2 月 1 日 ?2 月 5 日　受診者	874 名
　各健康診断事後フォロー面談実施
2　メンタルヘルス対策
　1）メンタル相談（産業医，保健師，心理士が担当）
　　相談延べ件数	138 件　実人数	79 名
　2）管理者研修　平成 28 年 3 月 17 日　参加者	191 名
　「第 3 回管理者対象メンタルヘルスケア研修～ストレスチェック制度について～」　
　　講師：健康推進センター　産業医　丸山　義明
3　疲労蓄積度調査
　1）2015 年度雇入れ職員	256 名　　
　必要なものに事後措置を実施
4　過重労働対策
　45 時間以上の時間外労働報告者のなかで，必要な者に対して産業医面談を実施
5　感染症対策
　1）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者	386 名　
　2）インフルエンザワクチン接種　平成 27 年 10 月 26 日～ 30 日　接種者	2378 名
　3）感染症発症報告書作成　インフルエンザ，胃腸炎，その他の感染症につき
　4）教職員健康カードの配布
　　2015 年度新入職者のうち，「入職時抗体価検査及びワクチン接種歴報告書」提出者
　　および 2015 年度 B 型肝炎抗体価検査実施者に配布　配布者	451 名
6　啓発活動
　1）「健康推進センター便り」　年 5 回発行
　2）ポスター（熱中症関連）　年 1 回発行
　3）セルフケア用パンフレット
　（肥満，喫煙，血圧，視力，肝機能，貧血，糖，脂質，尿酸，腎機能）　年 1 回発行
7　連絡会議
　1）3 キャンパス健康推進室連絡会議（3 キャンパス持ち回りで，情報交換）
　　開催日：平成 27 年 6 月 8 日，平成 27 年 9 月 14 日，平成 28 年 2 月 15 日
　2）教職員・学生健康推進センター連絡会議（学長，病院長，事務局長等に活動報告）
　　開催日：平成 27 年 6 月 11 日，平成 28 年 3 月 23 日

総合医療センター健康推進室
1　健康診断
　1）雇い入れ健康診断　受診者	570 名
　2）前期健康診断（定期）平成 27 年 6 月 16 日～ 7 月 3 日　受診者	1907 名
　3）後期健康診断（特定業務従事者）平成 28 年 1 月 26 日～ 29 日　受診者	1308 名
　　各健康診断事後フォロー面談実施
　4）郵送がん検診　平成 27 年 10 月 5 日～ 10 月 16 日　申し込み者数	136 名
2　メンタルヘルス対策
　メンタル相談（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）
3　過重労働対策　
　45 時間以上の時間外労働報告者のなかで，必要な者に対して産業医面談を実施
4　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 HBs 抗体検査　実施者	224 名
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　（2）B 型肝炎ワクチン接種　接種者	102 名
　（3）ワクチン接種後の HBs 抗体確認検査　実施者	105 名
　2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者	286 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 種抗体検査実施者　麻疹 184 名　風疹 174 名
　　　　　　　　　　　　　水痘 186 名　流行性耳下腺炎 200 名
　（2）4 種ワクチン接種者　麻疹ワクチン 108 名　風疹ワクチン 53 名　
　　　　　　　　　　　　　水痘ワクチン 11 名　　流行性耳下腺炎ワクチン 89 名
　4）インフルエンザワクチン接種　平成 27 年 11 月 2，4，9 日　接種者	2426 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
5　啓発活動
　1）健康 SMC21　平成 27 年 10 月 1 日～ 10 月 31 日　申込者	22 名　参加者	15 名
　2）健康まつり　平成 27 年 11 月 17，18 日　参加者	45 名

国際医療センター健康推進室
1　健康診断
　1）雇い入れ健康診断　受診者	326 名
　2）前期健康診断（定期）平成 27 年 6 月 29 日～ 7 月 3 日　受診者	1564 名
　3）後期健康診断（特定業務従事者）平成 28 年 2 月 1 日～ 5 日　受診者	866 名
2　メンタルヘルス対策
　メンタル相談（産業医が面談）相談者総数	32 名
3　過重労働対策
　45 時間以上の時間外労働報告者のなかで，必要な者に対して産業医面談を実施
4　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	340 名
　（2）B 型肝炎ワクチン接種　接種者	171 名
　（3）ワクチン接種後の HBs 抗体確認検査　実施者	151 名
　2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査　実施者	543 名
　3）インフルエンザワクチン接種　平成 27 年 10 月 23 日～ 11 月 6 日　接種者	2132 名
　4）教職員健康カード配布
　　2015 年度新入職者のうち，「入職時抗体価検査及びワクチン接種歴報告書」提出者
　　およびＢ型肝炎抗体価陽性者，ワクチン接種終了者に配布　配布者	570 名
5　啓発活動
　1）「健康推進室便り」
　　　9 月 8 日発行：元気玉新聞…食事について
　　　9 月 25 日発行：元気玉新聞…運動について
　　　10 月 16 日発行：元気玉新聞…休養について
　2）講演会・研修会
　　（1）禁煙講演会　平成 27 年 6 月 23 日　参加者	167 名
　　　第 1 部「当院における禁煙治療の実際－成功の秘訣とは？－」
　　　講師　総合診療・地域医療科　古屋　大典
　　　第 2 部「医療従事者の心得－ “たばこ” を正しく知りましょう－」
　　　講師　呼吸器外科　坂口　浩三
　　（2）管理職メンタルヘルス研修会　平成 28 年 3 月 10 日　参加者	109 名
　　　「スタッフの心の健康を保つため，知っておきたいこと」
　　　講師　精神腫瘍科　大西　秀樹
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医学部学生健康推進室
1　定期健康診断
　平成 27 年 3 月 27 日　5 年生　125 名
　平成 27 年 4 月 7 日　	1 年生　135 名
　　平成 27 年 4 月 10 日　2 年生　126 名
　平成 27 年 4 月 16 日　3 年生　141 名
　平成 27 年 4 月 17 日　4 年生　125 名
　平成 27 年 6 月 12 日　6 年生　128 名
　　健康診断事後措置実施
　　1 年生 62 名，2 年生 13 名，3 年生 16 名，4 年生 26 名，5 年生 21 名，6 年生 28 名に指導
2　予防接種
　1）4 種（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）ワクチン接種　
　（1）1 年生　平成 27 年 5 月 8，11，13，15 日，6 月 5，12 日，7 月 10 日，9 月 4 日接種延べ人数　78 名
　（2）4 年生　平成 27 年 11 月 27 日，12 月 4，21，28 日，平成 28 年 1 月 7，29 日
　　　接種延べ人数　49 名
　2）B 型肝炎ワクチン接種　
　　　1 回目：平成 27 年 9 月 4，9，11，14，16，18 日
　　　2 回目：平成 27 年 10 月 16，19 日，11 月 11 日
　　　3 回目：平成 28 年 2 月 5，12，17，19，24，25 日
　　　接種者　1，2，4 年生　146 名
　3）インフルエンザワクチン接種　平成 27 年 11 月 13，14，20，25，26，27 日，
　　　12 月 4，28 日　
　　　接種者　1 ～ 6 年生　325 名
3　学生健康推進室利用
　1）利用者延べ人数　1433 名　（内ベッド利用　17 名）
　2）他科紹介数　129 名
　3）メンタル相談
　　　精神科医師面談　相談者延べ人数　3 名
　　　臨床心理士面談　相談者延べ人数　54 名
4　診断書発行　292 通
5　意見書発行　337 通
6「学生健康カード」配布
　　ウイルス抗体価とワクチン接種歴を記載　配布対象者　5 年生　125 名

保健医療学部学生健康推進室
1　定期健康診断
　平成 27 年 3 月 31 日　　	2 年生　229 名
　平成 27 年 4 月 1，2 日　	3 年生　252 名
　平成 27 年 4 月 3 日　				4 年生　247 名
　平成 27 年 4 月 8，9 日　	1 年生　257 名
　　健康診断事後措置実施
　　看護学科 13 名，臨検・健康医療科学科 17 名，医用生体工学科 8 名，
　　理学療法学科 11 名に指導
2　予防接種
　1）4 種（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）ワクチン接種
　　　平成 27 年 5 月 28 日，7 月 2，9 日，8 月 27 日，9 月 17，24 日，10 月 22 日，
　　　11 月 19 日，12 月 7，14 日，平成 28 年 1 月 18，21 日，2 月 15 日，3 月 14 日
　　　接種延べ人数　看護学科 44 名　健康医療科学科 31 名　医用生体工学科 20 名
　　　　　　　　　　理学療法学科 35 名
　2）B 型肝炎ワクチン接種　
　　　1 回目：平成 27 年 5 月 11，21，22 日，8 月 27 日，9 月 17 日



897

教職員・学生健康推進センター部門

　　　2 回目：平成 27 年 6 月 8，18，19 日，7 月 9 日
　　　3 回目：平成 27 年 10 月 5，15，22 日，11 月 9，26 日，平成 28 年 3 月 14 日
　　　接種者　4 学科　2・3 年生　101 名
　3）インフルエンザワクチン接種　
　　　平成 27 年 11 月 5，9，12，14，16，19，26 日，12 月 7 日
　　　接種者　4 学科　1 ～ 4 年生　655 名
3　学生健康推進室利用状況
　1）利用者数　1080 名
　2）メンタル相談
　　臨床心理士相談　相談者延べ人数　73 名
4　診断書発行　369 通

4．評価と次年度目標
　平成 27 年度の教職員・学生健康推進センターの業務は，ほぼ滞りなく，また事故もなく終了した．各健康推進室
の業務を振り返り，次年度は更に内容の充実を目指している．また次年度の新規案件として，労働安全衛生法の改正
に伴うストレスチェック制度の導入が必須である．化学物質のリスクアセスメント，職場における腰痛対策なども差
し迫った課題である．これらを念頭に置き，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より一
層推進するのが次年度の目標である．　（文責　富谷智明）
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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）：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
鈴木康文（SUZUKI,	Yasufumi）：助教
吉田幸生（YOSHIDA,	Yukio）：助手
向田寿光（MUKAIDA,	Hisamitsu）准教授：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%
椎橋は医学部 1 年生の部で平成 27 年度のベストエフォート賞を受賞した．
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）
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．
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
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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）
日本医学教育学会倫理特別委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会医学教育専門家制度 WG 委員（椎橋）
日本医学教育学会理事（椎橋）
日本医学教育学会代議員（椎橋）
全国医学部長病院長会議広報委員会副委員長（椎橋）
日本医学教育評価機構調査・解析委員会委員長（椎橋）
日本医学教育評価機構評価委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　論文

① Ryoji	Nishioka,	Shunsuke	Kinoshita,	Michio	Shiibashi,	Tomokazu	Shimazu,	Yoshihiko	Nakazato,	Toshimasa	
Yamamoto,	Naotoshi	Tamura,	Nobuo	Araki.	Evaluation	of	the	Differences	in	the	Effects	of	Antihypertensive	Drugs	
on	Blood	Pressure	Variability	by	24-Hour	Ambulatory	Blood	Pressure	Monitoring	in	Chronic	Cerebrovascular	
Disease.	Journal	of	Stroke	and	Cerebrovascular	Diseases	2015;	24（8）:	1848-54.

② Hirohito	Tanaka,	Keisuke	Watarai,	 Iichiro	Osawa,	Michio	Shiibashi,	Yoon	Taek	Kim,	Hiromi	Oda	and	Hirohiko	
Azuma.	Focal	 concavity	of	posterior	 superior	acetabulum	and	 its	 relation	with	acetabular	dysplasia	and	
retroversion	in	adults	without	advanced	hip	osteoarthritis.	BMC	Musculoskeletal	Disorders	2015;	16:330.

　学会発表
①鈴木康文 ,	吉田幸生 ,	紫藤秀文 ,	岸野亨 ,	名越澄子 ,	椎橋実智男 .	当院における e ラーニングシステム運営の実際 ,	
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第 35 回医療情報学連合大会（第 16 回日本医療情報学会学術大会）,	沖縄 ,	2015
②中平健祐 ,	椎橋実智男 ,	菅理江 ,	渡辺修一 .	e-learning システムを用いた生理学実習の効率化と質向上の検討 ,	第

47 回日本医学教育学会大会 ,	新潟 ,	2015
③鈴木智 ,	山田泰子 ,	佐藤義文 ,	高橋美穂 ,	吉田幸生 ,	大西京子 ,	齋藤恵 ,	荒関かやの ,	辻美隆 ,	間嶋満 ,	森茂久 ,	椎

橋実智男 ,	荒木信夫 .	学生による臨床実習評価のデータ解析　-e ポートフォリオ導入の観点から -,	第 47 回日本
医学教育学会大会 ,	新潟 ,	2015

④荒関かやの,	大西京子,	齋藤恵,	神吉泰三郎,	辻美隆,	椎橋実智男,	岡田浩一,	森茂久,	茅野秀一,	持田智,	荒木信夫.	
改変して再出題された多選択肢式問題の事後評価 ,	第 47 回日本医学教育学会大会 ,	新潟 ,	2015

著書
①日本生理学会教育委員会編.	解剖生理クリアブック－第2版－.	2015	医学書院,	東京.（分担執筆：椎橋実智男「第

5 章　呼吸とその調節」）
②日本生理学会教育委員会編 .	生理学問題集（CBT 準拠）.	2015	文光堂 ,	東京 .（分担執筆，分担編集：椎橋実智男）
講演
　該当なし

【総数：論文	2	件，学会発表	8	件，著書	2	件，講演	0	件】
6-2．獲得研究費

平成 27 年度日本医療開発機構研究費「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」研究実施者
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
　椎橋実智男 ,	菅沼太陽 ,	大西弘高 ,	丹羽雅之 .	第 56 回医学教育セミナーとワークショップ ,	WS-1	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）,	埼玉医科大学 ,	2015

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

・9 号館ゼミ室収録・配信システムの整備（文部科学省助成金）
・基礎医学棟 2 階実習室への AV 機器の整備（文部科学省助成金）
・共用試験 CBT の支援
・医学教育ワークショップ，教授・教員総会等の支援
・学内・学外ホームページのコンテンツ管理
・各種ネットワークサーバーの運用管理
・学生用コンピュータの運用管理

7-2．当センターの利用状況（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日）
・利用登録者数　教職員：3,426 名 ,	学　生：2,181 名
・施設内機器の利用
　延べ利用者数：980 名 ,	　延べ利用時間：724 時間
　大型ポスター印刷枚数：1,670 枚
・SMSNET の利用
　電子メール利用数：24,001,995 通
　WWW 接続回数：2,927,529,456 回（ファイルの転送回数）
　接続端末台数　約 3,700 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．





903

医療人育成支援センター

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：H28.3.31）
部門員

○　間嶋満（埼玉医科大学病院　リハビリテーション科）
○　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（埼玉医科大学総合医療センター　臨床検査医学）
○　金子公一（埼玉医科大学国際医療センター　呼吸器外科）
荒木信夫（埼玉医科大学病院　神経内科・脳卒中内科）
山本啓二（埼玉医科大学病院　心臓内科）
柴﨑智美（埼玉医科大学病院　地域医学・医療センター）

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）埼玉県地域枠奨学金および大学地域枠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 26 年度に引き続き，平成 27 年度も，12 月 12 日に埼玉県地域枠奨学金受給学生および埼玉県庁医療整備
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，質疑応答の集会，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
　平成 27 年度の春期休暇より，埼玉県地域枠学生を対象に埼玉県特定地域内の指定病院群の病院見学の枠組みを
作り，5 年生が 3 病院に見学に行った．平成 27 年度夏期休暇中にも 5 年生が熊谷総合病院，東松山市民病院の見
学を実施した．平成 27 年度春期休暇は 5 年生だけでなく 4 年生も対象として病院見学を実施し，年 2 回のペー
スで実施する形ができた．
③自治医科大学学生主催の夏期セミナーへの参加
　医療整備課からの提案により，自治医大学生が中心となり企画・実施する夏期セミナーに本学の埼玉県地域枠の
3 年生 1 名が初めて参加した．④地域医療に関する講演会
　埼玉県地域枠奨学金受給学生および大学地域枠奨学金受給学生 9 月 15 日に自治医科大学出身で町立小鹿野中央
病院・総合診療科の加藤寿先生による講演会を開催した．
④埼玉県地域枠奨学金受給者テュータ
　3 病院から 5	名ずつ病院長の推薦を受け，埼玉県地域枠奨学金受給者担当の計 15 名のテュータが決定した．

（2）学生へのキャリア・デザインに関する情報提供
　平成 27 年 6 月 20 日に 6 年生の集会を開催し，キャリア・デザイン，初期研修マッチングに関する講演を行った．
10 月 10 日に開催された「5 年生前期総合試験を終えて後期臨床実習に向けて」の集会で，キャリア・デザインに
関する講演も行われた．

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3回目の開催となり，定着したと言える．来年度も引き続き開催の予定である．
昨年度春期休暇中から開始した埼玉県特定地域内指定病院群の見学は，今年度も続けて夏期休暇中にも実施され，年
2 回のペースで実施する形ができた．病院見学は学生からの評判も良好であった．また懸案であった埼玉県地域枠奨
学金受給学生および大学地域枠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を実施することができた．埼玉県地域枠奨学金受給者担当のテュータ 15 名が決定したので，今
後は奨学生との顔合わせ会，説明会を予定している．
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　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．
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2．初期臨床研修部門

1．構成員
部門長	 中元秀友	 （NAKAMOTO,	Hidetomo）	 大学病院総合診療内科
部門員	 屋嘉比康治	（YAKABI,	Koji）	 総合医療センター消化器・肝臓内科
	 鈴木孝明	 （SUZUKI,	Takaaki）	 国際医療センター小児心臓科
　本部門は，大学病院	研修医委員会と国際医療センター研修運営会議，総合医療センター研修管理委員会にてそ
れぞれ活動を行っている．
大学病院
委員長	 中元秀友	 （NAKAMOTO,	Hidetomo）	 総合診療内科
副委員長	 織田弘美	 （ODA,	Hiromi）	 整形外科・脊椎外科
副委員長	 三村俊英	 （MIMURA,	Toshihide）	 リウマチ膠原病科
委　　員	 石原　理	 （ISHIHARA,	Osamu）	 産科・婦人科
	 間嶋　満	 （MAJIMA,	Mitsuru）	 リハビリテーション科
	 永田　真	 （NAGATA,	Makoto）	 呼吸器内科
	 太田洋充	 （OHTA,	Hiromitsu）	 呼吸器内科
	 古村　眞	 （KOMURA,	Makoto）	 小児外科
	 土田哲也	 （TSUCHIDA,	Tetsuya）	 皮膚科
	 太田敏男	 （OOTA,	Toshio）	 神経精神科・心療内科
	 篠塚　望	 （SHINOZUKA,	Nozomu）	 消化器・一般外科
	 荒木信夫	 （ARAKI,	Nobuo）	 神経内科，医学教育センター長
	 山元敏正	 （YAMAMOTO,	Toshimasa）	神経内科
	 山内秀雄	 （YAMANOUCHI,	Hideo）	 小児科
	 加瀬康弘	 （KASE,	Yasuhiro）	 耳鼻咽喉科
	 岡垣竜吾	 （OKAGAKI,	Ryugo）	 産科・婦人科
	 依田哲也	 （YODA,	Tetsuya）	 歯科・口腔外科
	 茅野秀一	 （KAYANO,	Hidekazu）	 中央病理診断部
	 柴﨑智美	 （SHIBAZAKI,	Satomi）	 地域医学・医療センター
	 井上快児	 （INOUE,	Kaiji）	 放射線科
	 藤巻高光	 （FUJIMAKI,	Takamitsu）	 脳神経外科
	 栗原　進	 （KURIHARA,	Susumu）	 内分泌内科・糖尿病内科
	 今井幸紀	 （IMAI,	Yukinori）	 消化器内科・肝臓内科
	 友利浩司	 （TOMORI,	Kouji）	 腎臓内科
	 中平洋子	 （NAKAHIRA,	Yoko）	 泌尿器科
	 前山昭彦	 （MAEYAMA,	Akihiko）	 麻酔科
	 山口敏行	 （YAMAGUCHI,	Toshiyuki）	 感染症科・感染制御科
	 板谷正紀	 （HANGAI,	Masanori）	 眼科
	 簗由一郎	 （YANA,	Yuichiro）	 形成外科・美容外科
	 脇本直樹	 （WAKIMOTO,	Naoki）	 血液内科
	 芳賀佳之	 （HAGA,	Yoshiyuki）	 急患センター ER
	 森吉美穂	 （MORIYOSHI,	Miho）	 中央検査部
	 会田かおる	（AIDA,	Kaoru）	 医務部
	 田中律子	 （TANAKA,	Ritsuko）	 総務部（2015.6 まで）
	 内野　敏	 （UCHINO,	Satoshi）	 総務部（2015.7 から）
	 鈴木美香	 （SUZUKI,	Mika）	 看護部
	 椎橋実智男	（SHIIBASHI,	Michio）	 情報技術支援推進センター
	 下田裕子	 （YUKO,	Shimoda）	 臨床研修センター事務室
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国際医療センター
委	員	長	 棚橋紀夫	 （TANAHASHI,	Norio）	 脳卒中内科
副委員長	 岩永史郎	 （IWANAGA,	Shirou）	 心臓内科
副委員長	 坂口浩三	 （SAKAGUCHI,	Hirozou）	 呼吸器外科
委　　員	 松田　晃	 （MATSUDA,	Akira）	 造血器腫瘍科
	 鈴木孝明	 （SUZUKI,	Takaaki）	 小児心臓外科
	 大西秀樹	 （ONISHI,	Hideki）	 精神腫瘍科
	 磨田　裕	 （USUDA,	Yutaka）	 集中治療科
	 菅澤　正	 （SUGASAWA,	Tadashi）	 頭頸部腫瘍科
	 北村　晶	 （KITAMURA,	Akira）	 麻酔科
	 高橋秀寿	 （TAKAHASHI,	Hidetoshi）	 運動・呼吸器リハビリテーション科
	 小山政史	 （OYAMA,	Masafumi）	 泌尿器腫瘍科
	 大崎昭彦	 （OSAKI,	Akihiko）	 乳腺腫瘍科
	 畝川芳彦	 （SEGAWA,	Yoshihiko）	 腫瘍内科
	 古屋大典	 （FURUYA,	Daisuke）	 総合診療・地域医療科
	 古田島太	 （KOTAJIMA,	Futosi）	 集中治療科
	 岡本光順	 （OKAMOTO,	Kojun）	 消化器外科
	 林　健	 （HAYASHI,	Takeshi）	 脳卒中内科
	 長谷川幸清	（HASEGAWA,	Kousei）	 婦人科腫瘍科
	 真下由美	 （MASHIMO,	Yumi）	 消化器内科
	 中埜信太郎	（NAKANO,	Shintaro）	 心臓内科
	 永田耕治	 （NAGATA,	Koji）	 病理診断科
	 吉川雄一郎	（Kikkawa,	Yuichiro）	 脳神経外科
	 山口　央	 （YAMAGUCHI,	Ou）	 呼吸器内科
	 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
	 滝本磨理香	（TAKIMOTO,	Marika）	 臨床研修センター
	 佐伯豪士	 （SAEKI,	Tuyoshi）	 臨床研修センター
	 北川　舞	 （KITAGAWA,	Mai）	 臨床研修センター
	 大日向秀志	（OHINATA,	Hideshi）	 臨床研修センター事務室
総合医療センター
委員長	 屋嘉比康治	（YAKABI,	Koji）	 消化器・肝臓内科
副委員長	 杉山　聡	 （SUGIYAMA,	Satoru）	 高度救命救急センター
副委員長	 名越澄子	 （NAGOSHI,	Sumiko）	 消化器・肝臓内科
副委員長	 加藤　仁	 （KATO,	Hitoshi）	 医学教育センター（腎・高血圧内科兼担）
	 輿水健治	 （KOSHIMIZU,	Kenji）	 救急科（ER）
	 髙橋健夫	 （TAKAHASHI,	Takeo）	 放射線腫瘍科
	 石田秀行	 （ISHIDA,	Hideyuki）	 消化管外科・一般外科
	 野村恭一	 （NOMURA,	Kyoichi）	 神経内科
	 側島久典	 （SOBAJIMA,	Hisanori）	 新生児科
	 小山　薫	 （KOYAMA,	Kaoru）	 麻酔科
	 齋藤正博	 （SAITO,	Masahiro）	 産科
	 澤野　誠	 （SAWANO,	Makoto）	 高度救命救急センター
	 叶澤孝一	 （KANOZAWA,	Koichi）	 腎・高血圧内科
	 内田美恵子	（UCHIDA,	Mieko）	 看護部
	 諸田一雄	 （MOROTA,	Kazuo）	 事務部
	 田島契司	 （TAJIMA,	Keiji）	 事務部医務課（臨床研修センター兼担）
	 川俣栄希	 （KAWAMATA,	Eiki）	 臨床研修センター事務室
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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かん養し，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．
総合医療センター
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学総合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ある「医師としての人格の涵養，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
対応できるような基本的な診療能力の習得」に則り，2 年間で到達目標を達成できるよう支援する．
　具体的には，臨床研修プログラム・カリキュラムに関すること，研修医の募集，面接及び採用に関すること，指導
医の育成に関すること，研修医教育に関すること，研修医の評価並びに臨床研修の中断，休止及び修了に関すること，
研修病院群に関すること，その他臨床研修の充実に関すること全般について検討，活動を行う．

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 132 回研修医委員会：平成 27 年 4 月 14 日（報告 ･ 承認事項 10 件）
規定外のローテーション変更について，採用研修医代表者について，研修医委員会，指導医名簿，採用研修医名簿，

顔写真，研修医ローテーションについて，保険医登録完了までの医行為について（導入研修時の医行為），ランチョ
ンセミナー時の診療科紹介について，症例レポートの書式変更について，夏のオープンホスピタルバス見学ツアーに
ついて，レジナビフェア for シニアレジデント in 東京参加について，ヒヤリ・ハット報告について，ローテーショ
ン変更申請について，	など

（2）第 133 回研修医委員会：平成 27 年 5 月 12 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
研修医の修了判定について，研修医からの診療科および指導医評価表の集計について，6 年生対象プログラム説明

会について，後期，初期レジナビフェア参加について，研修医ＥＲ当直について，夏休み取得について，学会出張に
ついて，ローテーション診療科変更申請について，ヒヤリ・ハットについて，など

（3）第 134 回研修医委員会：平成 27 年 6 月 16 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
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　1 年目研修医の規定外のローテーション変更，当直に対する申請について，プログラム責任者面談会について，指
導医講習会受講者について，初期研修医採用試験について，研修医夏季休暇希望調査について，6 年生対象研修プロ
グラム説明会開催報告について，レジナビフェア（シニア）参加報告について，臨床研修センター	Facebook におけ
る診療科紹介について，ローテーション診療科変更申請について，ヒヤリ・ハットについて，など

（4）第 135 回研修医委員会：平成 27 年 7 月 14 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
　1 年目研修医の当直免除申請について，委員の変更について，プログラム責任者面談会開催について，バス見学ツ
アーについて，初期研修医採用試験応募状況について，研修医激励会について，指導医講習会コーディネータについ
て，ローテーション診療科変更申請について，ヒヤリ・ハットについてなど

（5）第 136 回研修医委員会：平成 27 年 9 月 8 日（報告 ･ 承認事項 14 件／採用判定）
　研修医採用試験結果について（医科・歯科），プログラム責任者面談会報告について，初期研修中断者の採用につ
いて（1 年目），毛呂山後援会への研修医教育助成金収支報告および予算案について，埼玉県医学会総会「研修医・
医学生」の演題募集について，基本的臨床能力評価試験について，診療科受け入れ調査について，麻酔科研修中の歯
科研修医の麻薬免許申請について，指導医講習会における研修医委員会委員の参加について，駐車場料金の免除につ
いて，臨床研修ＷＧからの報告について，ヒヤリ・ハット報告について，ローテーション診療科変更申請について，
研修医激励会への医学部 5 年生の参加についてなど

（6）第 137 回研修医委員会：平成 27 年 10 月 13 日（報告 ･ 承認事項 10 件）
　研修医の病気休暇について，10 月採用の 1 年目研修医のローテーションについて，マッチング中間公表，研修管
理委員会メール会議開催について，基本的臨床能力評価試験官について，当院 2 年目研修医，内科ローテ 4 年目進
路調査について，シニアレジデント採用試験官について，研修 WG の報告事項について，ヒヤリ・ハット報告について，
ローテーション変更申請について，など

（7）第 138 回研修医委員会：平成 27 年 11 月 10 日（報告 ･ 承認事項 8 件）
　医科，歯科マッチング結果について，研修ＷＧ報告について，プログラム責任者講習会受講について，来年度の広
報活動について，3 月のバスツアーについて，病院要覧について，ヒヤリ・ハット報告について，ローテーション変
更申請について	など

（8）第 139 回研修医委員会：平成 27 年 12 月 8 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
　指導医名簿について，採用状況について（初期・後期），研修医手帳の改訂について，初期レジナビフェアについて，
プログラム責任者面談会実施について，臨床研修ＷＧについて，研修管理委員会について（医科，歯科），ヒヤリ・ハッ
ト報告について，ローテーション変更申請について，研修医指導医激励会（新年会）について，研修修了式について
など

（9）第 140 回研修医委員会：平成 28 年 1 月 12 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
　大学病院所属研修医の進路調査について，ランチョンセミナーについて，オープンホスピタルバスツアーについて，
臨床研修 WG 活動報告について，医科初期臨床研修プログラム，定員について，研修医，シニアレジデント採用時
オリエンテーションについて，CPC カンファの出席カウントについて，ローテーション変更申請について，ヒヤリ・
ハット報告についてなど

（10）第 141 回研修医委員会：平成 28 年 2 月 9 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
　修了判定について，プログラム責任者面談会報告について，研修管理委員会報告，議事録の確認について（医科部
会・歯科部会），臨床研修 WG 活動報告について，研修医進路について，来年度 2 年次ローテーションについて，ラ
ンチョンセミナーについて，ローテーション変更締切日について，ヒヤリ・ハット報告について，など

（11）第 142 回研修医委員会：平成 28 年 3 月 8 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
修了判定について，優秀者表彰について，病院見学者への交通費の補助開始について，2016 年度研修医委員会開催日，
採用試験等予定について，2016 年度オリエンテーションプログラムについて，診療科別ローテーション人数一覧に
ついて，基本的臨床能力評価試験結果について，ランチョンセミナーにおける診療科紹介追加募集について，ヒヤリ・
ハット報告について，など
国際医療センター
　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 48 回（平成 27 年 4 月 15 日（水）開催）
・	研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率，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，
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，メディゲート掲載診療科，Advanced	CC 学生との懇談会開催予定，卒前教育合同会議出欠状況の報告
第 49 回（平成 27 年 5 月 20 日（水）開催）
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①専門医認定支援事業計画書（総合診療専門医）申請の検討
②採用試験監督，平成 27 年度プログラム責任者養成講習会参加候補者の選考
③病院見学詳細，臨床研修病院合同説明会参加，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，研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率，卒前教育合同会議出
欠状況の報告

第 50 回（平成 27 年 6 月 24 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
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，

臨床研修病院合同説明会参加予定，シニアレジデントプログラム冊子発送予定，研修医カルテ記載に伴う上級医
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，卒前教育合同会議出欠状況の報告

第 51 回（平成 27 年 7 月 22 日（水）開催）
①ローテーション変更の審議
②平成 28 年度研修医応募状況，採用試験日並びに試験官，研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談実

施予定，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，研修医カルテ記載に伴う上級医指
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，
臨床研修プログラム冊子完成の報告

第 52 回（平成 27 年 8 月 19 日（水）メール報告）
・平成 28 年度研修医採用試験受験状況の報告

第 53 回（平成 27 年 9 月 16 日（水）開催）
①平成 28 年度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，ローテーション変更の審議
②平成 28 年度毛呂山後援会研修医教育助成金の申請内容の検討
③研修実施責任者並びにプログラム責任者面談実施，平成 27 年度毛呂山後援会研修医教育助成金使用状況，病院

機能評価受審，研修管理委員会（メール会議）開催予定，緩和ケア研修会開催予定，埼玉県医学会総会参加予定，
研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率，ヒヤリ・ハット，病院見学総括，卒前教育合同会議出欠状況の報告

第 54 回（平成 27 年 10 月 21 日（水）開催）
①病院機能評価受審結果指摘事項の検討
②職員満足度調査内容の見直し
③ローテーション変更の審議
④平成 28 年度研修医マッチング中間公表結果，満足度調査結果，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，基本的臨床能力評価試験受験予定，ヒヤリ・ハット，
卒前教育合同会議出欠状況の報告

第 55 回（平成 27 年 11 月 18 日（水）開催）
①研修プログラムの内容・定員変更，ローテーション変更の審議
②平成 28 年度研修医マッチング結果，救命当直料の変更，研修医寮の増室，他職種による研修医への指導開始，

臨床研修病院合同説明会参加予定，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，
基本的臨床能力評価試験受験予定の報告

第 56 回（平成 27 年 12 月 16 日（水）開催）
①平成 28 年度研修医採用試験（2 次）受験者の合否，ローテーション変更の審議
②臨床研修協力施設，研修医手帳の見直し
③オープンホスピタルバスツアー開催の検討
④平成 28 年度研修医採用予定，臨床研修指導医講習会開催，新規登録保険医集団指導実施，クリニカル・クラー

クシップの学生との懇談会予定，研修管理委員会開催予定，臨床研修修了認定式開催予定，研修医・シニアレジ
デント歓迎会開催予定，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，ヒヤリ・ハット，卒前教育合同会議出欠
状況の報告

第 57 回（平成 28 年 1 月 20 日（水）開催）
①平成 27 年度採用研修医ローテーションの審議
②研修医の医行為，臨床研修医募集ホームページの見直し
③メディゲート掲載，オリジナルトートバッグ作成の検討
④シニアレジデント応募状況，臨床研修協力施設の追加，臨床研修病院合同説明会参加予定，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，卒前教育合同会議出欠状況
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の報告
第 58 回（平成 28 年 2 月 24 日（水）開催）

①研修プログラムの内容の審議
②研修医ローテーション結果報告書の見直し
③シニアレジデント応募状況，メディゲート掲載予定，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

同会議出欠状況の報告
第 59 回（平成 28 年 3 月 16 日（水）開催）

①平成 26 年度採用研修医の研修修了，平成 28 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の報告

総合医療センター
　本年度は全5回の委員会を開催し，審議内容等は診療部長会議に報告した．なお，すべての議事録は整備されている．

①第 92 回（平成 27 年 9 月 8 日（火）開催）
　1）平成 28 年度採用研修医マッチング順位登録について（平成 27 年 9 月 25 日（金）メール報告）
　2）他職種からの研修医評価について
　3）研修協力施設について
　4）臨床研修指導医講習会について
②第 93 回（平成 27 年 12 月 1 日（火）開催）
　1）マッチング結果を受けて今後の対策について
　2）研修医カルテ記載に対する指導医の記載について
　3）関東信越厚生局	歯科医師臨床研修施設に対する意見交換会（実地調査）について
③第 94 回（平成 28 年 1 月 19 日（火）開催）
　1）研修医サポート小委員会等について
　2）研修管理委員会規則改定について
　3）今後の行事予定について
④第 95 回（平成 28 年 2 月 23 日（火）開催）
　1）平成 27 年度研修医 2 年次ローテーションについて
　2）総合医療センター研修医の動向（採用者，修了者報告）
　3）地域医療・地域保健研修における研修医の感想
　4）年次報告について
　5）意見交換および質疑応答
⑤第 96 回（平成 28 年 3 月 8 日（火）開催）
　1）平成 26 年度研修医の修了認定

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 OPEN	HOSPITAL	
BUS	TOUR を 3 病院共催で夏（参加者 9 名）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
京ビックサイトで開催されたレジナビフェア（ブース来訪者：初期・7 月 86 名，3 月 58 名，後期 6 月 21 名）に参
加し，他大学の医学生および後期研修医獲得に向けた当院ＰＲを行った．また，26年 12月より開始した，研修WG（埼
玉医科大学卒業生中心）による学内の医大生への活動，病院見学者への交通費支給（医学生，臨床研修医）開始，研
修医の駐車場料金（小田谷，阿須訪）の無料化等研修医室の整備等もあり，27 年度臨床研修医 21 名および臨床研
修歯科医 2 名が入職した．引き続き次年度も広報活動等を積極的に行い，学内はもとより他大学出身者の研修医確
保と研修環境の整備に努めて行く．
国際医療センター
　研修医により良い臨床研修を提供するべく，臨床研修プログラムを見直し，専門プログラムを廃止し，プログラム
ごとの募集定員を変更，さらに臨床研修協力施設の追加申請を行った．さらに，医師以外の他職種（看護師・薬剤師）
の指導者を明確にすることで，研修医が質問しやすい環境を整備した．
　また，当院は「がん診療拠点病院」であることから，緩和ケアについて正しく理解し実践できるよう，緩和ケア研
修を必修化とした．
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　学内外からより多くの研修医を獲得すべく，本学 5-6 年生対象プログラム説明会や懇談会を開催し，他大学医学部
生対象 OPEN	HOSPITAL	BUS	TOUR（3 病院共催）の開催，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，病院見学に繋げるべく，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．
　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いつつ，研修環境の整備にも力を注いでいく所存である．
総合医療センター
　本年度は，研修管理委員会規則を改定し，歯科臨床研修に関する事項を明確化した．各診療科研修内容の充実を図
るため本委員会の小委員会設置に向けて検討を進めることにした．
　広報活動については，他大学医学生を対象とした夏の OPEN	HOSPITAL	BUS	TOUR を 3 病院共催で開催した他，
例年どおり春夏 2 回の初期レジナビフェア，夏 1 回の後期レジナビフェアへの出展に加え，　福岡で開催された春の
初期レジナビフェアに出展するなど新たな試みを行った．
　施設面では，念願であった個人用デスクを備えた研修医室が完成，更衣室・当直室も整備され，福利厚生の充実を
図ることができた．
　次年度は，小委員会立ち上げに向けての検討，広報活動の拡充を主たる目標とする．
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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
輿水健治（KOSHIMIZU,	Kenji）
岩永史郎（IWANAGA,	Shiro）
坂口浩三（SAKAGUCHI,	Hirozo）
中元秀友（NAKAMOTO,	Hidetomo）
名越澄子（NAGOSHI,	Sumiko）
金子公一（KANEKO,	Koichi）

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 病院群の新規専門医研修体制の準備を推進する．
3）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．
4）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）埼玉県地域枠奨学金貸与制度説明会・意見交換会開催
4）UpToDate 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推進

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．来年度は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	）：埼玉医科大学病院内分泌・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）：埼玉医科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，
今年度実施した内容は，
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．
　また，産業医の取得あるいは更新のための単位が取得出来た．
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
　今年度においても，部門内の連携，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：H28.3.31）
医　員	 木村文子（KIMURA,	Fumiko）：国際医療センター放射線科：教授（任期：H28.3.31）
	 高田栄子（TAKADA,	Eiko）：総合医療センター小児科：講師（任期：H28.3.31）

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 27 年度は 3 病院いずれにおいても相談件数は 0 であった．
　学外の卒業生の利用を促すために，女性医師就業継続支援窓口のお知らせを同窓会広報誌に同封することを計画

中である．
3）女性医師の専門医取得を本学が支援していることを内科専門医研修プログラム（総合医療センター）に明示した．

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
作成にさらに積極的に関わり，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）：保健医療学部看護学科，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：教授（任期：H30.3.31）
部門員　北脇丈博（KITAWAKI,	Takehiro）：医療人育成支援センター川越ブランチ：助教

2．目的
　医療の現場での技能習得は，もっぱら指導者・先輩の技能を観て真似することで習得する旧来の職人教育からシ
ミュレータを用いた学習者・研修者主体の能動的なものへと変化しており，本学でも，新臨床研修制度発足に合わせ
2004 年，スキルスラボが開設され，卒前・卒後の技能教育に活用されてきた．
　医療人育成支援センター　シミュレーション教育部門は，各種シミュレータを活用した，初期研修，後期研修，チー
ム医療，復職支援等における各種講習会，実践セミナー等を医学教育センター	シミュレーション教育部門と協力し，
企画，実施・運営する．	

3．活動報告
①大学病院・国際医療センター初期臨床研修医の導入研修の一環としてオリエンテーション時にシミュレーション

トレーニングを実施した．平成 27 年 4 月 3 日，於：9 号館 2 階スキルスラボ
②医学教育センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が計 2 回開催され，

受講者は 12 名（3 病院の初期研修医），指導者は 12 名であった．開催日：平成 27 年 10 月 17 日，11 月 7 日
③その他の講習会：BLS 講習会 : 開催件数 36件，小児 BLS 講習会 : 開催件数 9件，AHA	BLS 講習会 : 開催件数 1件，

ICLS 講習会 : 開催件数 4 件，新生児蘇生法（A）講習会 : 開催件数 3 件，ICLS 指導者養成ワークショップ：開催
件数2件，AHA	PALS 講習会：開催件数1件，日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）：開催件数2件

4．評価と次年度目標
　評価

1）初期臨床研修医の導入研修の一環としてのシミュレーショントレーニングは，大学病院・国際医療センターの
指導医の指導のもと効果的に実施された．

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，JMECC が分散して開催さ
れるように，年度初めに開催予定日程を調整した結果，概ね予定通りに開催された．

3）卒前・卒後教育並びに多職種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活用することが
徐々に浸透してきたと考えられる．

　次年度目標
　1）生涯教育部門，女性医師部門と協力し，復職支援トレーニング等を企画する．
　2）学内・外を対象とした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を継続する．





917

リサーチアドミニストレーションセンター

1．リサーチアドミニストレーションセンター

1．構成員
センター長	 吉本信雄（YOSHIMOTO,	Nobuo）：副理事長（任期：H29.3.31）
副センター長	 松下祥（MATSUSHITA,	Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H29.3.31）
	 千本松孝明（SENBONMATSU,	Takaaki）：教授（任期：H29.3.31）
	 加藤英政（KATO,	Hidemasa）：客員准教授（任期：H29.3.31）
	 佐藤勝茂（SATO,	Katsushige）：課長
	 仲村由紀子（NAKAMURA,	Yukiko）：主任
	 竹村公一（TAKEMURA,	Kouichi）: 主任
兼務者	 高沢信也（TAKAZAWA,	Shinya）：経理課長
兼務者	 内田和利（UCHIDA,	Kazutoshi）：大学事務部長
兼務者	 松尾有裕（MATSUO,	Arihiro）：大学事務部庶務課長
兼務者	 岩澤昌人（IWASAWA,	Masato）：大学事務部教務課長
兼務者	 小野寺晴美（ONODERA,	Harumi）：大学事務部庶務課係長
兼務者	 井上紗貴（INOUE,	Saki）：大学事務部庶務課員

2．目的
　リサーチアドミニストレーションセンターは，国が定める「公的研究費の管理・監査のガイドライン」「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」が求める研究費適正使用・不正使用防止，研究不正行為防止対
策の取組み，研究倫理教育・コンプライアンス推進責任体制の整備と研究活動の推進を目的に，平成 27 年 4 月に法
人部門の組織として設置された．
その活動は，学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程	第 2 条に定める次の業務を所管
する．
（1）医学研究に係る諸規程等の整備，その他の医学研究の管理に関すること
（2）大学倫理審査委員会に関すること
（3）大学 COI 管理委員会に関すること
（4）研究不正の防止に関すること
（5）研究費の適正使用に関すること
（6）研究費の獲得に関すること
（7）医学研究に係る診療組織との連携に関すること
（8）医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること
（9）「外国為替及び外国貿易法」の適用を受ける研究用貨物や技術に関すること
（10）前各号に掲げるもののほか，医学研究等の推進及び管理に関すること

3．活動報告
1）RA センター運営
（1）平成 27 年 4 月，法人本部のもとに本学の研究活動全般を管理する目的で，リサーチアドミニストレーション

センター（以下，「RA センター」）が設置された．
（2）RA センターが担当する喫緊の課題，運営方針，年間スケジュールの確認を行い，情報収集として
　他大学訪問，セミナー等参加した．

（3）RA センター運営会議（8 月休会）を毎月開催し，研究不正防止に取り組んだ．
（4）RA センター学内ホームページを作成し，周知活動を行った．
（5）研究部門として，第 4 次長期総合計画の策定作業に参画した．

2）研究公正の取組み
学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程に定める所管業務について，次の通り活動し

た．
（1）諸規程の整備
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　次の規程・規則の策定，改正をおこなった．
　・学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理審査委員会
　・病院ＩＲＢの組織及び運営に関する規則（新規	H27.9.15）
　・学校法人埼玉医科大学研究費取扱規程（H27.10.19）
　・学校法人埼玉医科大学公的研究費の管理・監査体制要領（H27.10.19）
　・埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会規則（新規 H27.11.20）
　・埼玉医科大学研究支援管理ｅラーニング運営規則（新規 H27.11.20）
　・埼玉医科大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程（H27.11.28）

（2）大学倫理審査委員会事務局業務
　・大学倫理審査委員会の申請案件について，予備審査業務を支援した．

・倫理審査委員会認定制度構築事業受審のため，大学および病院の倫理審査基準，申請書式の標準化を支援．倫理
審査委員会協議会を開催した．

　・審査委員会事務局担当者の質向上のため勉強会を開催した．
　・平成 28 年 12 月に開催する第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議の主管校となり準備を開始した．
3）大学 COI 管理委員会に関すること
　・大学 COI 管理委員会事務局業務を引き継いだ．平成 28 年度から業務を開始する．
4）研究不正の防止

・「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」に基づき，研究倫理向上研修会を平成 28 年 9
月に開催，以降 DVD 講習を随時対応し延べ 1032 名が受講した．

5）研究費の適正使用
　・第 2 回　研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会拡大会議を開催（H27.7 月）

・公的研究に関する説明会（H27.6月）を各キャンパスのコンプライアンス推進責任者，副責任者と連携し開催した．
延べ 303 名が参加した．

　・「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき，次の事項を実施した．
①購買課協力により機器備品の機関発注を開始（H27.7 ～）
②不正防止計画の策定，学外へ公開
③理解度確認 e ラーニングを情報システム部，各病院の e ラーニング支援室の協力により
　実施（H28.2 月）総受講者 652 名
④業務監査室と連携しリスクアプローチ監査を実施した．
⑤米国研究公正局へ本学の研究不正防止体制を報告した．

　・日本医療研究開発機構（AMED）の中間実地検査を受検した．（H28.1 月）
　・公的研究費の Q ＆ A を作成，学内公開した．
6）研究費の獲得
　・AMED 公募情報を研究者に周知，新規申請 17 件に対応した．
7）研究に係る診療組織との連携
　・再生医療法に基づき，特定認定再生医療等委員会の設置準備を行った．
　・向精神薬試験研究施設の年間報告業務を，大学病院医務課から引き継いだ．
　・救急医療人材育成寄附研究部門運営委員会事務局業務を担当した．
8）研究に係る教育とモニタリング

・研究に関わる教育を支援するため，医学研究センターと連携し，研究支援 e ラーニング管理委員会を設置，事務
局業務を担当した．第 1 回委員会を平成 28 年 2 月に開催した．

　・ヒトゲノム・遺伝子解析研究指針に基づく実地調査への対応
9）外国為替及び外国貿易法への対応

・経済産業省および文部科学省が進める安全保障貿易管理体制の構築のため，「埼玉医科大学における安全保障管
理」を作成（H27.9 月），教員代表者会議で資料として配付した．

10）その他研究の推進と管理に係ること
　・組換えＤＮＡ実験安全委員会事務局業務を引き継ぐこととし，平成 28 年度から担当する．

4．評価と次年度目標
　本センターは，「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」，「研究活動における不正行為への対
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応等に関するガイドライン」などが求める事項など喫緊の課題について対応策を協議・実行し，設立初年度の目標は
概ね達成した．次年度は次の事項を関連部署と連携し推進していく．
1）公的研究費の獲得と適正使用について

（1）公的研究費の獲得について
　科学研究費に代表される公的研究費は，本学の研究マインドを活性化するために必要な外部資金の一つである．資
金獲得のため，次の事業を行う．
　①公的研究費の採択率向上

　医学研究センター研究支援管理部門と連携し，公的研究費の採択率向上のため，若手研究者へ効果的な応募申請
の指導や助言を行う．

　②間接経費を活用した研究環境の整備
　文部科学省をはじめ公的機関は，間接経費の有効活用を求めており，また使途の公表など資金使途の透明化を求
めている．研究者の研究マインドの向上のため，間接経費の一部を財源とし，研究者からの要望が強い共同利用を
目的とした研究施設設備，研究活動を支援する体制を整備していく．

（2）研究費の適正使用に関する事項
　文部科学省制定の「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」に則した「学校法人埼玉医科大学	
公的研究費の不正使用・不適切使用防止計画」に基づき，研究費の適正使用を推進していく．
　①公的研究費に関わる説明会の開催し，不正使用・不適切使用防止の取り組みを周知する．
　②研究費適正使用に関する理解度を確認するため，e ラーニングによる教育を実施する．

③経理部購買課の協力による設備備品機関発注を継続していく．また発注業務の透明化を目的にオンライン発注シ
ステム導入について情報収集を行う．

　④業務監査室と連携し，内部監査およびモニタリングを実施する．
2）健全な研究活動の保持について

（1）倫理審査委員会の開催と支援
　大学倫理審査委員会および 3 病院の倫理審査委員会の倫理審査に関する事務作業を支援するため，
　冬季医学系大学倫理委員会連絡会議の開催支援，学内の倫理審査基準の均質化および改善に協力していく．統一申
請書を電子化するなどの申請支援も検討する．

（2）研究倫理教育の充実
①「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」に則した研究倫理教育を実施していく．教育コ

ンテンツの拡充および研究者への周知と理解度の向上を図るため，e- ラーニングシステムを利用した教育を実
施する．

②「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則した研究倫理教育については，医学研究センターおよび各
病院の臨床研究支援センターとの連携を検討する．

③平成 28 年 12 月開催の冬季医学系大学倫理委員会連絡会議の事務局業務を支援する．
（3）利益相反状態等の把握・管理支援
　利益相反および責務相反について，COI 管理委員会により研究活動における公正かつ適正な判断が確保されている
か，また職務遂行に支障がないか適切に審査を行っていくにあたり，事務局として支援する体制を構築していく．ま
た研究者の利益相反状態等に関する周知と理解を深めるため，必要な教育を実施していく．

（4）安全保障輸出管理の周知と体制整備
　経済産業省および文部科学省は，研究機関に対して，「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理を求
めている．本学の安全保障輸出管理について，研究者へ対象となる物品および技術，行為を周知するため，ガイドラ
インの作成，周知活動を行う．関係部署と連携し必要な管理体制を構築していく．
3）研究活動の活性化の取組み

（1）特定認定再生医療等委員会の運営
　診療組織との連携として，特定認定再生医療等委員会などを関係部署と連携し運営していく．また各病院の臨床試
験支援センターと連携し，研究活動の活性化および健全性を保持していく．

（2）研究部門におけるｅラーニング教育支援
　研究部門におけるｅラーニング教育支援として，医学研究センター研究主任部門と連携し研究支援管理 e ラーニン
グ委員会の運営にあたっていく．

（3）寄附研究部門の設置・運営
　寄附研究部門の設置・運営について審査する寄附研究部門設置委員会を関係部署と連携し運営していく．
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（4）研究国際化に向けた方策
　研究の国際化が進み，国外研究機関との事務手続きや交渉などの研究管理業務が増加しつつある．国際化への対応
は法人の方針でもあり，研究活動を支える事務部門の機能強化として，多様な人材の育成と確保を進めていく．
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資料

1．人　　　事

教員異動（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
採　用 昇　格 退　職

基
礎
医
学
部
門

教 	 授
千本松孝明（RA センター） 吉田喜太郎（教養教育）

永井正規（公衆衛生学）
赤塚俊隆（微生物学）

准教授
加藤仁（医学教育センター）
加藤英政（RA センター）
有田和恵（医学教育センター）

加藤英政（RA センター）

講 	 師
種田佳紀（教養教育）
周防諭（薬理学）

川野雅章（免疫学）
川村勇樹（教養教育）
吉川圭介（薬理学）

高橋識志（法医学）

助 教 2 1
助 手

医
学
教
育
セ
ン
タ
ー
他

教 授 鈴木　勝（医学研究センター）
准教授 有田和恵（医学教育センター）
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 3
助 手 2 1

大
学
病
院

教 	 授

松成一朗（放射線科（核医学診療科）
橋本正良（総合診療内科）
上條吉人（救急科）
野田光彦（内分泌内科・糖尿病内科）
島田　朗（内分泌内科・糖尿病内科）

小林正人（脳神経外科）
仲村秀俊（呼吸器内科）
矢内原仁（泌尿器科）

森　圭介（眼科）
秋山雄次（リウマチ膠原病科）
松本延幸（麻酔科）

准教授

一色政志（内分泌内科・糖尿病内科）
舟久保ゆう（リウマチ膠原病科）
秋岡祐子（小児科）

今井謙一郎（歯科・口腔外科）
田中伸哉（整形外科・脊椎外科）
杣　知行（呼吸器内科）

大久保毅（神経内科）

講 師

星島宏（麻酔科） 小宮山謙一郎（呼吸器内科）
山口剛史（呼吸器内科）
荒木靖人（リウマチ膠原病科）
横田和浩（リウマチ膠原病科）

杉﨑一樹（耳鼻咽喉科）
三木明徳（産科・婦人科）
太田洋充（呼吸器内科）
髙根裕史（腎臓内科）
鈴木元晴（産科・婦人科）
牛見尚史（放射線科）

助 教 11 18
助教（フェ）
助教（シ） 34 14
助 手
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採　用 昇　格 退　職

総	

合	

医	

療	

セ	

ン	

タ	

ー

教 授

矢形　寛（乳腺腫瘍科）
税田和夫（整形外科）
山本晃士（輸血部（輸血細胞医療部）
田坂大象（輸血部（細胞移植療法部）
加部一彦（小児科（総合周産期母子
医療センター新生児科）

森　隆（研究部） 加藤稲子（小児科）
伊崎誠一（皮膚科）

准教授

傳法倫久（神経内科） 熊井戸邦佳（高度救命救急センター）
中田一之（高度救命救急センター）
金子貴広（歯科・口腔外科）
井上成一朗（肝胆膵外科・小児外科）

松田昭彦（腎・高血圧内科）
平岡久忠（整形外科）

講 師

藤本浩司（乳腺腫瘍科）
奈倉道明（小児科）
野村　務（耳鼻咽喉科）

田山陽資（腎・高血圧内科）
大竹啓之（内分泌・糖尿病内科）
那須大介（歯科・口腔外科）
三井隆男（神経内科）
石畝　亨（消化管外科・一般外科）
山本龍一（消化器・肝臓内科）
高林英日己（消化器・肝臓内科）

大野志乃（消化器・肝臓内科）
堀越嗣博（産婦人科）
淺井聖子（高度救命救急センター）
田山陽資（腎・高血圧内科）

助 教 32 32
助教（フェ） 2 2
助教（シ） 42 25
助 手

国	

際	

医	

療	
セ	
ン	
タ	

ー

教 授
市川智章（放射線科（画像診断科））
各務　博（呼吸器内科）

古田島太（麻酔科（集中治療科）
林健（神経内科・脳卒中内科）
岡本光順（消化器外科）

新津望（造血器腫瘍科）
石原正一郎（脳神経外科（脳血管内治療科））
宮澤光男（消化器外科）

准教授
海老原康博（臨床検査医学）
鳥越知明（整形外科（骨・軟部腫瘍科）

枡岡　歩（小児心臓科（小児（心臓外科））
吉川雄一郎（脳神経外科（脳卒中外科））
鈴木智成（脳神経外科（脳脊髄腫瘍科））

講 師

大平雅之（神経内科・脳卒中内科）
小山忠昭（整形外科（骨・軟部腫瘍科）
中島弘之（脳神経外科（脳卒中内科）
佐野勝廣（放射線科（画像診断科））
竹田理々子（脳神経外科（脳卒中外科）

上田重人（乳腺腫瘍科） 岡野哲也（呼吸器内科）
古平喜一郎（泌尿器科）
池田俊貴（脳神経外科（脳卒中外科））
田巻倫明（放射線科（放射線腫瘍科））
上宮奈穂子（脳神経外科（脳血管内治療科）
宇野吉雅（小児心臓科）

助 教 10 20
助教（フェ） 14 15
助教（シ） 30 18
助 手 1

か
わ
ご
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

教 授
准教授

講 師

助 教 1
助 手

合		計
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平成 27 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 永井正規（公衆衛生学） 21 年 21 年

大学病院

赤塚俊隆（微生物学） 19 年 19 年
吉田喜太郎（教養教育） 8 年 9 ヶ月 8 年 9 ヶ月
松本延幸（麻酔科） 19 年 1 ヶ月 13 年

森　圭介（眼科） 21 年 3 ヶ月
教　授　	1 年 10 ヶ月
准教授　10 年	9 ヶ月
講　師　	6 年	1 ヶ月

秋山雄次（リウマチ膠原病科） 24 年 3 ヶ月
教　授　　　4 ヶ月
准教授　9 年 6 ヶ月
講　師　7 年 5 ヶ月

総合医療センター
伊崎誠一（皮膚科） 20 年 5 ヶ月 14 年 3 ヶ月
加藤稲子（小児科） 3 年 3 ヶ月 3 年 3 ヶ月

国際医療センター

新津　望（造血器腫瘍科） 11 年
教　授　8 年 9 ヶ月
准教授　2 年 3 ヶ月

石原正一郎（（脳神経外科（脳血管内治療科）） 11 年 4 ヶ月
教　授　6 年 8 ヶ月
准教授　4 年 8 ヶ月

宮澤光男（消化器外科） 14 年 11 ヶ月
教　授　7 年 11 ヶ月
准教授　2 年	4 ヶ月
講　師　4 年	8 ヶ月

教員異動（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

採			用 昇			格 退			職

保
健
医
療
学
部

教 	 授

野田智子（看護学科） 辻　美隆（看護学科）
大森智美（看護学科）
田邊一郎（医用生体工学科）

准教授 鶴田晴美（看護学科） 鶴田晴美（看護学科）

講 	 師

大森美保（看護学科）
髙橋公子（看護学科）
新井敏子（看護学科）
上滝圭介（臨床検査学科）

藤沼小智子（看護学科）

助 教 3 2 1
助 手 1

合　計

平成 27 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 該当なし
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教職員名簿
【学　長　別所　正美】
【副学長　土田　哲也　　松下　祥　　木崎　昌弘】

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
赤　羽　　　明（客） 向　田　寿　光 Chad	L.Godfrey

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
川　村　勇　樹
種　田　佳　紀

計 1（1） 3 10 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

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 淡　路　健　雄 周　防　　　諭 1
吉　川　圭　介

病 理 学 佐々木　　　惇 茅　野　秀　一 石　澤　圭　介 3
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
川　野　雅　章

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）
齋　藤　一　之（客）

計 11（5） 7 16 12
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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 有　田　和　恵 荒　関　かやの 1
山　田　泰　子 加　藤　　　仁
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） 4 1 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 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 3 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 鋤　柄　　　稔（客） 柴　﨑　智　美 4

大　野　洋　一
計 （1） 2 4

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

富　谷　智　明

計 1

リサーチアドミニストレ－ションセンター
【センター長　吉本　信雄】

部　　　門 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
リサーチアドミニスト
レ－		ションセンター

千本松　孝　明

計 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 8 8

一　瀬　雅　夫（客） 中　山　伸　朗
稲　生　実　枝

心 臓 内 科 山　本　啓　二
呼 吸 器 内 科 金　澤　　　實 杣　知行 中込　一之 5 3

永　田　　　真 臼井　裕 ( 客 ) 太田　洋充
仲　村　俊　秀 小宮山　謙一郎
萩　原　弘　一（客）
沼　崎　宗　夫（客）
臼　井　　　裕（客）

内分泌内科・糖尿病内科 野　田　光　彦 井　上　郁　夫 野　口　雄　一 3 6
島　田　　　朗 一　色　政　志 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 2 2
山　元　敏　正 佐々木　貴　浩
髙　橋　一　司
細　川　　　武（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）
神 経 内 科 川　井　　　充（客）

丸　木　雄　一（客）
坂　井　文　彦（客）

リウマチ膠原病科 三　村　俊　英 佐　藤　浩二郎 荒　木　靖　人 4 1
秋　山　雄　次（客） 舟久保　ゆ　う 横　田　和　浩

腎 臓 内 科 岡　田　浩　一 井　上　　　勉 髙　根　裕　史 2 3
菅　原　壯　一（客） 友　利　浩　司

感染症科・感染制御科 前　﨑　繁　文 山　口　敏　行
樽　本　憲　人

総 合 診 療 内 科 中　元　秀　友 井　上　清　彰 4 4
今　枝　博　之 大　庫　秀　樹
宮　川　義　隆 小　林　威　仁
橋　本　正　良
日　比　紀　文（客）

消 化 器 ･ 一 般 外 科 篠　塚　　　望 淺　野　　　博 5 5
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 1

小　室　広　昭（客）
髙　橋　茂　樹（客）

整形外科・脊椎外科 織　田　弘　美 宮　島　　　剛 吉　岡　浩　之 10 1
高　橋　啓　介 田　中　伸　哉 河　野　慎次郎
立　花　陽　明 釘　宮　典　孝
金　　　潤　澤 坂　口　勝　信

杉　山　聡　宏
脳 神 経 外 科 藤　巻　高　光 脇　谷　健　司 3 1

小　林　正　人
形成外科 ･ 美容外科 中　塚　貴　志 時　岡　一　幸 4 4

市　岡　　　滋
小 児 科 大　竹　　　明 秋　岡　祐　子 阿　部　裕　一 9 9

山　内　秀　雄 山　崎　太　郎
德　山　研　一
國　方　徹　也
菊　池　　　透
雨　宮　　　伸（特）
澁　谷　　　温（客）
森　野　正　明（客）
宮　路　　　太（客）
髙　柳　正　樹（客）

皮 膚 科 土　田　哲　也 3 10
倉　持　　　朗
中　村　晃一郎

泌 尿 器 科 朝　倉　博　孝 中　平　洋　子 1 4
矢内原　　　仁



資料

928

基　本　学　科
眼 科 板　谷　正　紀 加　藤　直　子 樺　澤　　　昌 5 3

米　谷　　　伸（特） 木村　至 庄司　拓平
八　子　恵　子（客）
新　家　　　眞（客）
村　山　耕一郎（客）
石　川　　　弘（客）
星　合　　　繁 ( 客）
小　島　孚　允 ( 客）

耳鼻咽喉科（神経耳科） 加　瀨　康　弘 上　條　　　篤 中　嶋　正　人 3 4
伊　藤　彰　紀 新　藤　　　晋
池　園　哲　郎 柴　﨑　　　修
水　野　正　浩（客）
善　浪　弘　善（客）

産 科・ 婦 人 科 石　原　　　理 梶　原　　　健 難　波　　　聡 7 6
亀　井　良　政 鈴　木　元　晴
岡　垣　竜　吾 木　村　真智子
永　田　一　郎（客）
小　林　浩　一（客）
板　倉　敦　夫（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 依　田　哲　也 佐　藤　　　毅 1 3
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 2 3

岩　瀬　良　範 前　山　昭　彦 西　澤　秀　哉
長　坂　　　浩 星　島　　　宏
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）
中　島　　　丘（客）

救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 芳　賀　佳　之 松　木　盛　行 中　谷　宣　章
上　條　吉　人

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 牛　見　尚　史 2 2
（放射線科・放射線腫 新　津　　　守
瘍科・核医学診療科） 松　成　一　朗

渡　邊　　　環 ( 客）
神経精神科・心療内科 太　田　敏　男 横　山　富士男 12 4

加　澤　鉄　士 小田垣　雄　二
関　口　隆　一（客）
長　尾　眞理子（客）

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
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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）
健康管理センター 丸　山　義　明 倉　光　　　薫 武　永　　　強 1

足　立　雅　樹
内科ローテ（後期研修） 1
外科ローテ（後期研修）
眼科 寄附研究部門 黒　田　寛　人 鈴　木　将　之

計 63（41） 31（1） 48 98 0 89

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 山　本　龍　一 12 5

名　越　澄　子 高　林　英日己
岡　　　政　志
高　山　清　茂（客）

心 臓 内 科 西　岡　利　彦 佐々木　　　修 10 1
羽　田　勝　征（客）

呼 吸 器 内 科 植　松　和　嗣 4 2
内分泌・糖尿病内科 松　田　昌　文 秋　山　義　隆 1 2

大　村　栄　治（客） 森　田　智　子
和　田　誠　基（客） 大　竹　啓　之

血 液 内 科 木　嵜　昌　弘 渡　部　玲　子 多　林　孝　之 2 2
得　平　道　英 佐　川　森　彦

神 経 内 科 野　村　恭　一 深　浦　彦　彰 三　井　隆　男 9 4
傳　法　倫　久

リウマチ・膠原病内科 天　野　宏　一 5 1 1
竹　内　　　勤（客）

腎・ 高 血 圧 内 科 長谷川　　　元 松　田　昭　彦 叶　澤　孝　一 3 11
（ 人 工 腎 臓 部 ） 松　村　　　治（客） 田　山　陽　資

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 8 3

持　木　彫　人 熊　谷　洋　一 石　畝　　　亨
岩　間　毅　夫（客）

肝胆膵外科・小児外科 別　宮　好　文 小　澤　文　明 牧　　　　　章 5 1
小　髙　明　雄 井　上　成一郎

血 管 外 科 佐　藤　　　紀 出　口　順　夫 3
乳 腺・ 内 分 泌 外 科 矢　形　　　寛 藤　本　浩　司

黒　住　昌　史（客）
呼 吸 器 外 科 中　山　光　男 儀　賀　理　暁 泉　　　陽太郎 3 1

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 平　岡　久　忠 星　川　淳　人 7 4

税　田　和　夫
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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）
脳 神 経 外 科 松　居　　　徹 大　宅　宗　一 印　東　雅　大 5 2

張　　　漢　秀
形成外科・美容外科 三　鍋　俊　春 大　西　文　夫 2 2
小 児 科 田　村　正　徳 森　脇　浩　一 荒　川　　　浩 6 5

先　﨑　秀　明 増　谷　　　聡 髙　田　栄　子
櫻　井　淑　男 石　戸　博　隆

山　﨑　崇　志
田　中　理　砂
北　岡　照一郎
奈　倉　道　明

総合周産期母子 側　島　久　典 石　黒　秋　生 12 1
医療C新生児科 加　部　一　彦 難　波　文　彦

皮 膚 科 伊　崎　誠　一 寺　木　祐　一 人　見　勝　博 2 2
須　山　孝　雪

泌 尿 器 科 山　田　拓　己 諸　角　誠　人 岡　田　洋　平 1 4
川　上　　　理 矢　野　晶　大

眼 科 櫻　井　真　彦 河　井　信一郎 1 4
耳 鼻 咽 喉 科 菊　地　　　茂 大　畑　　　敦 大　木　雅　文 3 4

渡　邊　建　介（客） 野　村　　　務
産 婦 人 科 髙　井　　　泰 長　井　智　則 1

竹　田　　　省（客） 松　永　茂　剛
髙　木　健次郎（客）

総合周産期母子 關　　　博　之 小　野　義　久 8 7
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 那　須　大　介 6

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 小　山　　　薫 丸　尾　俊　彦 13 9

宮　尾　秀　樹（客） 鈴　木　俊　成
川　﨑　　　潤（客）

産 科 麻 酔 科 照　井　克　生 3 1 2
救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 輿　水　健　治 大　貫　　　学 5 2

安　藤　陽　児
高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤　　　晴　彦 間　藤　　　卓 井　口　浩　一 14 4

杉　山　　　聡 澤　野　　　誠 福　島　憲　治
中　田　一　之 大河原　健　人
熊井戸　邦　佳 山　口　　　充

大　饗　和　憲
放 射 線 科 本　田　憲　業 長　田　久　人 阿　部　　　敦 3

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 3

神 経 精 神 科 吉　益　晴　夫 3 3
仙　波　純　一（客）
深　津　　　亮（客）

中 央 検 査 部 三　橋　知　明
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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）
病 理 部 田　丸　淳　一 東　　　守　洋 阿　部　佳　子 3 3

糸　山　進　次（客） 百　瀬　修　二
秋　草　文四郎（客）
堀　江　　　弘（客）

輸 血・ 細 胞 移 植 部 山　本　晃　士
輸血細胞医療部	 田　坂　大　象
細胞移植療法部 前　田　平　生 (客）

健 康 管 理 科 伊　藤　博　之
研 究 部 森　　　　　隆

浅　野　孝　雄（客）
計 52（25） 32 51 168 2 92

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 3 2

良　沢　昭　銘 権　田　憲　士
後藤田　卓　志（客） 岩　野　博　俊

心 臓 内 科 西　村　重　敬 中　島　淑　江 中　埜　信太郎 5 11
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 2 1
各　務　　　博
萩　原　弘　一（客）

内分泌内科・糖尿病内科 栗　原　　　進 1 1
造 血 器 腫 瘍 科 松　田　　　晃 川　井　信　孝 前　田　智　也 3

麻　生　範　雄 高　橋　直　樹
陣　内　逸　郎（客）

神経内科・脳卒中内科 棚　橋　紀　夫 出　口　一　郎 1 1 3
髙　尾　昌　樹 福　岡　卓　也
林　　　　　健 丸　山　　　元

大　平　雅　之
腎 臓 内 科 渡　邊　裕　輔
腫 瘍 内 科 畝　川　芳　彦

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 佐　藤　　　弘 石　井　利　昌 7 5 1

山　口　茂　樹 合　川　公　康
宮　澤　光　男
櫻　本　信　一
岡　本　光　順
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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）
乳 腺 腫 瘍 科 佐　伯　俊　昭 上　田　重　人 2 2

大　﨑　昭　彦
戸　井　雅　和（客）
大　内　　　徹（客）

呼 吸 器 外 科 金　子　公　一 石　田　博　徳 坂　口　浩　三 3 1
呉　屋　朝　幸（客）

心 臓 血 管 外 科 新　浪　　　博 朝　倉　利　久 上　部　一　彦 5 3
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 鳥　越　知　明 小　山　忠　昭 1 1
脳 神 経 外 科 西　川　　　亮 山　根　文　孝 竹　田　理々子 2 5 6

栗　田　浩　樹 安　達　淳　一 中　島　弘　之
三　島　一　彦 神　山　信　也
柳　澤　隆　昭 (客） 吉　川　雄一朗

鈴　木　智　成
形 成 外 科 横　川　秀　樹 1 1
小 児 心 臓 科 小　林　俊　樹 5 1

住　友　直　方
小児心臓外科 鈴　木　孝　明 枡　岡　　　歩 宇　野　吉　雅 1 1

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 2 1
泌 尿 器 科 小　山　政　史 城　武　　　卓 2 3
耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅　澤　　　正 中　平　光　彦 小　柏　靖　直 3 3

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 3 1
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 8 6

磨　田　　　裕 古　市　昌　之
西　部　伸　一
古田島　　　太
林　田　眞　和（客）
武　居　哲　洋（客）

救 急 医 学 科 根　本　　　学 松　岡　孝　裕 8 1 5
古　屋　大　典 髙　平　修　二
小井土　雄　一（客） 鳥　尾　哲　矢

龍　神　秀　穂



933

資料

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 2 1 3

画 像 診 断 科 酒　井　文　和 中　澤　　　賢
岡　田　吉　隆 佐　野　勝　廣
内　野　　　晃
市　川　智　章

核 医 学 科 久　慈　一　英 山　根　登茂彦 瀬　戸　　　陽
松　田　博　史（客）
樋　口　隆　弘（客）

放射線腫瘍科 加　藤　眞　吾 熊　﨑　　　祐 2 2
鹿　間　直　人

精神科（精神腫瘍科） 大　西　秀　樹 1
臨 床 検 査 医 学 小　林　正　幸（客） 海老原　康　博 1
病 理 診 断 科 安　田　政　実 藤　野　　　節 永　田　耕　治 1

長谷部　孝　裕 榊　　　美　佳
新　井　栄　一

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 59（22） 28 43 75 22 54

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 1
堀　川　直　史（客）

計 1（1） 1 1

　	 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　加藤木　利行】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
看 護 学 科 加藤木　利　行 菊　池　チトセ 藤　沼　小智子 17

千　田　みゆき 浅　川　典　子 大　澤　優　子
冨　田　幸　江 山　路　真佐子 藤　村　博　恵
佐久間　　　肇 堀　内　仁　美 金　子　優　子
辻　　　美　隆 大　賀　淳　子 西　岡　ひとみ
大　森　智　美 鶴　田　晴　美 大　森　美　保
野　田　智　子 髙　橋　公　子
佐　鹿　孝　子（客） 新　井　敏　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 来住野　　　修 内　田　康　子
村　田　栄　子 村　本　良　三 木　村　美智子
佐　藤　正　夫 飯　野　　　望 周　東　真　代

高　橋　　　俊
小　糸　寿　美
上　滝　圭　介

医 用 生 体 工 学 科 下　岡　聡　行 宮　本　裕　一 中　島　孔　志 4
加　納　　　隆 山　下　芳　久 脇　田　政　嘉
小　林　直　樹 若　山　俊　隆 加　藤　綾　子
戸井田　昌　宏 奥　村　高　広
田　邊　一　郎 駒　形　英　樹
見　目　恭　一（特）

理 学 療 法 学 科 赤　坂　清　和 福　田　敏　幸 西　岡　亮　治 4
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

國　澤　佳　恵
細　井　俊　希
新　井　智　之

計 21（2） 17 28 28

	 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　　　　　　　　　津久井　一　浩
　　課長補佐　　　　　　　　井　上　誠　人

《広　報　室》
　　室　長　　　　　　　　　齋　藤　喜　博

《秘　書　室》
　　課　長　　　　　　　　　西　宮　富士雄

《業務監査室》
　　室　長　　　　　　　　　山　川　修一郎（兼）
２．大学事務局　　　　　　　　　　　　　　　　
　　事務局長　　　　　　　　田　島　賢　司

《総　務　部》　　　　　　　　　　　　　
　　部長代行　　　　　　　　内　田　尚　男
　　次　長　　　　　　　　　笠　間　　　忍
　　人事課長　　　　　　　　原　　　静　江
　　総務課長　　　　　　　　笠　間　　　忍（兼）
　　人事課長補佐　　　　　　内　野　　　敏
　　人事課長補佐　　　　　　山　下　陽　子
　　人事課長補佐　　　　　　上　　　貴　幸

《施　設　部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　堀　川　好　則
　　　次　長　　　　　　　　高　橋　秀　夫
　　建設企画課課長　　　　　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

《経　理　部》　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　池和田　忠　幸
　　次　長　　　　　　　　　和　田　　　実　　　
　　経理課長　　　　　　　　高　沢　信　也
　　経理課長　　　　　　　　大　野　由紀夫
　　ＲＡセンター課長補佐　　佐　藤　勝　茂
　　購買課長　　　　　　　　馬　場　賢　治
　　購買課長補佐　　　　　　岩　沢　憲　次

《情報システム部》　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　田　島　賢　司（兼）
　　次　長　　　　　　　　　堀　江　　　稔
　　課　長　　　　　　　　　松　井　裕　行
　　課　長　　　　　　　　　紫　藤　秀　文
　　課長補佐　　　　　　　　田　中　義　明

《大学事務部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部長（学校群統括部長）　		小　室　秀　樹
　　副部長　　　　　　　　　内　田　和　利
　　次　長　　　　　　　　　村　嶌　隆　義
　　教務課長　　　　　　　　岩　澤　昌　人
　　学生課長　　　　　　　　村　田　正　樹
　　庶務課長　　　　　　　　松　尾　有　裕
　　教務課課長補佐　　　　　新　井　博　志
　　保健医療学部事務室長　　山　川　修一郎
　　保健医療学部事務室副室長
　　　　　　　　　　　　　　村　嶌　隆　義
　　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
　　医務課長　　　　　　　　皆　川　　　勉（兼）
　　医務課長　　　　　　　　松　井　幹　代
　　医務課長　　　　　　　　内　野　夏　江
　　診療情報管理室課長　　　関　口　　　勤
　　医務課長補佐　　　　　　宮　本　　　豊

《病院群臨床研修管理センター》
　　室　長　　　　　　　　　下　田　裕　子
４．附属図書館
　　事務長　　　　　　　　　小　室　秀　樹
　　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　　　　　　　　　堀　江　正　人
　　次　長　　　　　　　　　上　原　　　修
　　次　長　　　　　　　　　田　島　契　司
　　医務課長　　　　　　　　田　島　契　司（兼）
　　医務課長　　　　　　　　雨　間　　　昇
　　医務課長補佐　　　　　　大日向　秀　志
　　医務課長補佐　　　　　　小　川　睦　己
　　医務課長補佐　　　　　　永　島　松　男
　　総務課長　　　　　　　　堀　江　正　人（兼）
　　総務課長補佐　　　　　　浅　見　文　子
　　経理購買課長　　　　　　吉　野　稔　夫
　　施設課長　　　　　　　　上　原　　　修（兼）
　　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
　　看護専門学校事務室室長　田　中　律　子
６．川越ビル事務所事務室
　　室　長　　　　　　　　　井　上　隆一郎（兼）
７．かわごえクリニック
　　事務長（次長待遇）　　　		井　上　隆一郎
８．国際医療センター事務部
　　部長　　　　　　　　　　池　澤　敏　幸
　　総務課長　　　　　　　　山　田　　　勉
　　総務課長　　　　　　　　武　久　秀　夫
　　総務課長補佐　　　　　　安　井　千　里
　　医務課長　　　　　　　　吉　元　一　彰
　　医務課長補佐　　　　　　河　原　和　弘
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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 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件 1 件

基盤研究（B） 2 件 1 件 1 件 0 件 1 件 4 件 0 件 9 件

基盤研究（C） 16 件 0 件 23 件 13 件 20 件 4 件 3 件 79 件

挑戦的萌芽研究 2 件 1 件 3 件 0 件 1 件 6 件 2 件 15 件

若手研究（B） 6 件 0 件 7 件 3 件 6 件 3 件 3 件 28 件

研究活動スタート支援 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 0 件 3 件

奨励研究 1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件

合　　　計 28 件 2 件 34 件 16 件 28 件 20 件 8 件 136 件

研究種目 部　門 所　属 部局・資格 氏　名 研究課題名 期間 	平成27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	

基盤研究（B）

国際医療センター 呼吸器内科 医学部・教授 各務　博 癌幹細胞化を阻止する画期的分子標的治療薬の開発 26-28 	¥3,900,000	 H27.11.1 転入：
新潟大学

ゲノム医学研究
センター

遺伝子情報制御
部門 医学部・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 	¥3,700,000	

共通部門 RAセンター 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 	¥3,400,000	

大学病院 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 	¥3,300,000	

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 	¥2,900,000	

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 	¥3,200,000	

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 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 	¥2,600,000	

基盤研究（C）

保健医療学部 医用生体工学科 保健医療学部・
准教授 宮本　裕一 光線力学的酸化処置による抗がん剤耐性獲得細胞の耐性低

減化に関する研究 27-29 	¥1,200,000	

大学病院 眼科（寄附研究
部門） 医学部・准教授 鈴木　将之 分子構造分析を目指したファイバーレーザー励起中赤外光

によるリアルタイム分光 27-29 	¥1,600,000	

基礎医学部門 生化学 医学部・准教授 小谷　典弘 腫瘍細胞膜上分子会合体情報を用いた分子標的薬併用効果
の検討 27-29 	¥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 低酸素関連因子の核内移行とその抑制効果の検討：治療的
視野からみた個別化 27-29 	¥1,200,000	

総合医療センター 病理部 医学部・准教授 東　守洋 リツキシマブ細胞傷害におけるLR11の分子機構の解明 27-29 	¥1,700,000	

国際医療センター 病理部 医学部・講師 永田　耕治 膵癌先駆病変の悪性度と細胞分化，形態変化の網羅的解析
―臨床診断への応用に向けて 27-29 	¥1,200,000	

大学病院 神経内科 医学部・教授 高橋　一司 パーキンソン病における網膜イメージングの有用性に関す
る基盤研究 27-29 	¥1,600,000	

大学病院 呼吸器内科 医学部・准教授 杣　知行 好中球関連アレルギー性気道炎症をきたす喘息へのプリン
作動性シグナル伝達作用の研究 27-29 	¥700,000	
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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27年度	
	直接経費	 備　考

基盤研究（C）

大学病院 呼吸器内科 医学部・講師 中込　一之 喘息増悪の予防及び治療を目指す研究 27-29 	¥1,500,000	

大学病院 内分泌・糖尿病
内科 医学部・講師 小野　啓 視床下部Aktの摂食と糖代謝における役割の解明 27-29 	¥700,000	

総合医療センター 血液内科 医学部・教授 木崎　昌弘 活性酸素による前駆細胞を標的とした多発性骨髄腫に対す
る治療法開発のための基盤研究 27-29 	¥1,300,000	

大学病院 小児科 医学部・教授 徳山　研一 思春期における気管支喘息の寛解あるいは発作持続に果た
す神経原性炎症の役割の解明 27-29 	¥2,600,000	

総合医療センター 小児科 医学部・講師 石黒　秋生 複合的組織循環同時モニタリングシステム構築及び同シス
テムによる脳循環管理法確立 27-30 	¥900,000	

国際医療センター 放射線科 医学部・准教授 山根　登茂彦 低酸素PETによる膵癌の治療ストラテジー構築 27-29 	¥1,400,000	
国際医療センター 小児心臓科 医学部・教授 鈴木　孝明 ヒト iPS細胞を用いたファロー四徴症発生分化異常の解明 27-29 	¥1,400,000	

国際医療センター 脳神経外科 医学部・准教授 安達　淳一 髄液中腫瘍由来 free	DNA による小児～若年者脳幹グリオー
マの遺伝子異常の検索 27-29 	¥900,000	

大学病院 脳神経外科 医学部・教授 小林　正人 顔面けいれんの分析による脳神経の脆弱性予測および脳神
経機能障害の治療法の開発 27-29 	¥1,500,000	

大学病院 リウマチ膠原病
科 医学部・准教授 佐藤　浩二郎 キメラ培養系を利用したヒト破骨細胞共存培養分化系確立

の試みと分化メカニズムの解析 27-29 	¥1,500,000	

大学病院 眼科 医学部・教授 板谷　正紀 光干渉断層計アンギオグラフィーによる網膜微小循環障害
の研究基盤形成 27-29 	¥1,200,000	

総合医療センター 肝胆膵外科・小
児外科 医学部・准教授 井上　成一朗 Chemoimmunotherapy を応用した神経芽腫の新しい細胞治

療の開発 27-29 	¥1,400,000	

大学病院 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 	¥700,000	

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 	¥500,000	

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 	¥800,000	

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 	¥1,400,000	

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 	¥1,300,000	

総合医療センター 研究部 医学部・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 	¥1,400,000	

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 	¥1,600,000	

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 	¥1,300,000	

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 	¥1,200,000	

大学病院 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 	¥1,200,000	

国際医療センター 神経内科・脳卒
中内科 医学部・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	

大学病院 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 	¥900,000	

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 	¥1,000,000	

大学病院 産科・婦人科 医学部・客員講
師 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 	¥1,100,000	

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 	¥1,300,000	

総合医療センター 乳腺腫瘍科 医学部・講師 藤本　浩司 乳癌進展における脂肪組織環境の果たす役割の解明 26-28 	¥1,200,000	 H27.4.1転入
：千葉大学

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・准教授 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 	¥1,100,000	

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 	¥1,400,000	

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 	¥900,000	
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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27年度	
	直接経費	 備　考

基盤研究（C）

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 	¥1,300,000	

大学病院 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 	¥1,100,000	

大学病院 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 	¥1,200,000	

大学病院 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 	¥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 	¥600,000	

大学病院 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	

大学病院 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	

大学病院 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 	¥200,000	

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	

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	

大学病院 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 	¥800,000	

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	

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 	¥900,000	

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 	¥700,000	

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 	¥500,000	

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	

大学病院 リウマチ膠原病科 医学部・講師 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 	¥800,000	
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 	¥800,000	

大学病院 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 	¥1,200,000	

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 	¥1,000,000	

大学病院 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 	¥1,100,000	

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 	¥700,000	

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 	¥800,000	

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 	¥1,100,000	

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 24-27 	期間延長	

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 24-27 	期間延長	

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 24-27 	期間延長	

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 24-27 	期間延長	

総合医療センター 輸血部 医学部・教授 山本　晃士 老化にともなう血栓傾向および血液流動性維持破綻機構の
解明 24-27 	期間延長	 H27.4.1 転 入：

名古屋大学

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 24-27 	期間延長	
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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27年度	
	直接経費	 備　考

挑戦的萌芽研究

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 レーザー光照射が担癌マウスに及ぼす抗腫瘍効果のメカニ

ズムの解明 27-28 	¥1,400,000	

ゲノム医学研究
センター

遺伝子情報制御
部門 医学部・講師 池田　和博 ミトコンドリア呼吸鎖超複合体の細胞、生体、病態におけ

る作用メカニズムの解明 27-28 	¥2,000,000	

基礎医学部門 免疫学 医学部・教授 松下　祥 ロドデノール誘発性白斑症における隠蔽自己抗原の解析と
その応用 27-28 	¥1,700,000	

大学病院 小児科 医学部・教授 山内　秀雄 新生児HIE に対する再生医療的アプローチを探索するため
の霊長類モデル作製 27-28 	¥1,700,000	

ゲノム医学研究
センター TR部門 医学部・助教 仲地　豊 性同一性障害当事者の全エクソーム解析によるバイオマー

カー開発の基盤構築 27-28 	¥1,800,000	

共通部門 RAセンター 医学部・教授 千本松　孝明 ヒト	iPS細胞における（プロ）レニン受容体の機能解析 27-28 	¥1,600,000	
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 進行性骨化性線維異形成症の新規病態モデルの開発 27 	¥2,800,000	

大学病院 眼科 医学部・准教授 木村　至 プロスタサイクリン受容体異常性緑内障の病態解明と新規
治療法の開発 27-28 	¥1,900,000	 H27.4.1転入

：順天堂大学

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 	¥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 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 	¥1,400,000	

国際医療センター 呼吸器内科 医学部・教授 各務　博 小細胞肺癌の循環腫瘍細胞を根絶する新規抗腫瘍免疫療法
の開発 26-27 	¥1,200,000	 H27.11.1転入

：新潟大学
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	

大学病院 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 	¥1,000,000	

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 	¥900,000	

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 24-27 	期間延長	

若手研究（B）

国際医療センター 精神科・精神腫
瘍科 医学部・助教 石田　真弓 治癒不能がん患者における心的外傷後成長を目指した心理

支援プログラムの開発 27-29 	¥1,000,000	

国際医療センター 放射線科 医学部・講師 熊崎　祐 HDR画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究 27-28 	¥1,200,000	

大学病院 呼吸器内科 医学部・助教 嶺崎　祥平 定量的PCR 法を用いたCOPD 患者の増悪と肺炎発症メカニ
ズムの検討 27-28 	¥1,800,000	

国際医療センター 消化器外科 医学部・助教 渡邉　幸博 生体適合性接着剤を用いた膵瘻予防法の開発 27-28 	¥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 転写共役因子Smad4による運動器制御機構の解明 27-28 	¥1,500,000	

大学病院 産科・婦人科 医学部・助教 田丸　俊輔 マイクロＲＮＡによる胎盤内鉄代謝の制御機構に関する研
究 27-29 	¥1,300,000	

大学病院 歯科・口腔外科 医学部・助教 榎木　祐一郎 DSCAMおよびnetrin-1の骨代謝における機能の解明 27-29 	¥1,200,000	

保健医療学部 理学療法学科 保健医療学部・
講師 新井　智之 高齢者に対するロコモーショントレーニングの長期効果の

検証 27-29 	¥1,300,000	

ゲノム医学研究
センター ゲノム科学部門 医学部・研究員 菅原　泉 単一細胞解析によるhiPSC からβ細胞への分化メカニズム

の解明と分化効率向上化 27-29 	¥1,500,000	

総合医療センター 小児科 医学部・助教 小林　信吾 高濃度酸素暴露されたマウス肺における転写因子Bach1の
重要性に関する研究 27-28 	¥1,700,000	

大学病院 眼科 医学部・講師 庄司　拓平 長波長広帯域光源を用いた光干渉断層計の臨床応用と緑内
障構造変化の解明 27-29 	¥1,500,000	

保健医療学部 医用生体工学科 保健医療学部・
助教 石川　雅浩 移植腎病理診断におけるプレクリニカルな診断支援システ

ムの開発 27-28 	¥1,300,000	

基礎医学部門 免疫学 医学部・講師 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	

大学病院 総合診療内科 医学部・講師 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 	¥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 	¥500,000	

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 	¥800,000	

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	

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 26-29 	¥1,900,000	

大学病院 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 	¥1,400,000	

基礎医学部門 薬理学 医学部・講師 周防　諭 神経系による動物の成長速度の制御 26-27 	¥1,700,000	 H27.4.1転入
：東京大学

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 	¥1,200,000	
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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

若手研究（B）

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	

大学病院 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 	¥800,000	

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 	¥900,000	

国際医療センター 乳腺腫瘍科 医学部・講師 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	

基礎医学部門 薬理学 医学部・講師 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 	¥900,000	

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 25-28 	¥-	

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 	¥500,000	

研究活動	
スタート支援

ゲノム医学研究
センター 病態生理部門 医学部・助教 大手　聡 II型BMP受容体BMPR-IIの生理的機能の解析 27-28 	¥1,200,000	

ゲノム医学研究
センター 遺伝子治療部門 医学部・助教 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 25-28 	¥566,703	

奨励研究 基礎医学部門 生理学 医学部・非常勤
講師 長根　光男 休養・睡眠の自己調節プログラム構築のための日中短時間

睡眠の生活実践的活用 27 	¥600,000	

※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

基盤研究 (C) 大学病院 眼科 医学部・教授 森　圭介 次世代シーケンサーを用いた加齢黄斑変性類縁疾患の疾患
感受性遺伝子の同定 27-29 	¥1,800,000	 H27.4.30転出：

国際医療福祉大学

若手研究 (B) 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 	¥500,000	 H27.11.30転出：

産業医科大学

若手研究 (B) 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 	¥600,000	 H27.11.30転出：

福島県立医科大学
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4．年　譜

4 月
	 1 日	 ・	医学部入学定員 125 名→ 126 名
	 	1 日	 ・	保健医療学部　学科名変更　健康医療科学科→臨床検査学科
	 1 日	 ・	新任式（創立 30 周年記念講堂）
	 1 日	 ・	リサーチアドミニストレーションセンター設置
	 1 日	 ・	附属図書館　土曜日の開館時間を 20 時まで延長
	 1 日	 ・	附属図書館　臨床支援ツール UpToDate を提供開始
	 1 日	 ・	総合医療センター　e ラーニングシステム稼動
	 6 日	 ・	入学式（医学部第 44 回，保健医療学部第 10 回）（創立 30 周年記念講堂）
	 6 日	 ・	大学院入学式（保健医療学部棟）
	 15 日	 ・	国際医療センター　第 67 回地域医療連携懇話会
	 16 日	 ・	医学部　消防防災訓練
	 18 日	 ・	第 114 回埼玉医科大学市民公開講座『糖尿病と栄養のはなし』（川越ビル）
	 18 日	 ・	医学部　入試のあり方ワークショップ
	 25-26 日	 ・	保健医療学部　第 16 回医療人教育者のためのワークショップ（カリキュラムプランニング）
	 28 日	 ・	国際医療センター　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
	 29 日	 ・	第 109 回医師国家試験合格祝賀・壮行会（パレスホテル東京）

5 月
	 8 日	 ・	丸木清浩名誉理事長が旭日重光章受章「平成 27 年春の叙勲重光章勲章伝達式」にて勲章と勲記を

伝達された
	 	9 日	 ・	医学部　試験問題作成ワークショップ
		 9 日	 ・	国際医療センター　第 59 回フォワイエコンサート
	 12-13 日	 ・	総合医療センター　病院機能評価受審
	 15 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　常任理事会
	 16 日	 ・	第 13 回 ｢ 日本の Mayo	Clinic を目指す会 ｣ 全体集会開催
	 16 日	 ・	第 115 回埼玉医科大学市民公開講座『肝臓を守るには』（川越ビル）
	 23 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
	 23 日	 ・	医学部　試験問題作成ワークショップ
	 24 日	 ・	医学部　オープンキャンパス
	 29 日	 ・	総合医療センター　管理棟新築工事引渡し
	 30 日	 ・	丸木清浩名誉理事長旭日重光章受章祝賀会（帝国ホテル東京）

6 月
	 2 日	 ・	医学部　第 109 回医師国家試験報告会
	 2 日	 ・	理事長宛て自由提案制度運用開始
	 3 日	 ・	第 31 回埼玉医科大学・連携施設懇談会（川越プリンスホテル）
	 6-7 日	 ・	 MEDC「第 56 回医学教育セミナーとワークショップ in 埼玉医大」
	 12 日	 ・	総合医療センター　前期消防訓練
	 13 日	 ・	第 116 回埼玉医科大学市民公開講座『機能性消化管障害』（川越ビル）
	 15 日	 ・	公的研究費に係わる学内説明会（川越キャンパス）
	 16 日	 ・	公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
	 16 日	 ・	大学病院　e ラーニングシステム稼動
	 17 日	 ・	公的研究費に係わる学内説明会（日高キャンパス）
	 17 日	 ・	医学部　新任教員ならびに講師昇格教員を対象とした研修会
	 19 日	 ・	国際医療センター　施設基準等に係る適時調査受審
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	 20 日	 ・	国際医療センター　JCI 認定披露の会（パレスホテル東京）
	 21 日	 ・	保健医療学部　オープンキャンパス
	 25 日	 ・	埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会開講式
	 26 日	 ・	第 4 次長期総合計画策定委員会
	 27 日	 ・	国際医療センター　第 60 回フォワイエコンサート

7 月
	 4 日	 ・	総合医療センター　サマーコンサート
	 4 日	 ・	第 6 回国際医療センター市民公開講座「こんな時は心臓病かも」（創立 30 周年記念講堂）
	 9 日	 ・	医学部　交換留学生壮行歓迎会
	 9 日	 ・	かわごえクリニック　消防訓練
	 10 日	 ・	医学部　高大連携講座　秀明高校（オルコスホール）
	 10 日	 ・	総合医療センター　管理棟竣工式，健康レストラン鴨田オープン記念祝賀会
	 11 日	 ・	丸木清浩名誉理事長旭日重光章受章祝賀会（川越プリンスホテル）
	 11 日	 ・	第 117 回埼玉医科大学市民公開講座『腎臓の病気』（川越ビル）
	 15 日	 ・	大学病院　特定機能病院集中立入検査
	 15 日	 ・	国際医療センター　第 68 回地域医療連携懇話会
	 17 日	 ・	総合医療センター　交通安全講習会
	 17-18 日	 ・	病院群臨床研修センター　他大学医学生対象 3 病院合同オープンホスピタルバス見学ツアー
	 18 日	 ・	医学部　指定学外施設臨床実習懇談会
	 18 日	 ・	国際医療センター　第 61 回フォワイエコンサート
	 20 日	 ・	医学部　オープンキャンパス
	 25 日	 ・	医学部　教授・教員総会，名誉教授称号証授与式（創立 30 周年記念講堂）
	 25 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）
	 26 日	 ・	保健医療学部　オープンキャンパス
	 27 日	 ・	医学部　高大連携講座　西武学園文理高校（オルコスホール）
	 31 日
	 -8 月 1 日	

・	第 36 回医学教育ワークショップ（川越ビル）

8 月
	 1 日	 ・	国際医療センター　スタッフポートフォリオシステム稼動
	 2-30 日	 ・	医学部　交換留学制度（本学学生 20 名海外 9 大学へ留学）
	 2 日	 ・	保健医療学部　オープンキャンパス
	 8 日	 ・	国際医療センター　第 62 回フォワイエコンサート
	 18-19 日	 ・	国際医療センター　病院機能評価受審
	 22 日	 ・	総合医療センター　第 7 回地域がん診療連携拠点病院市民公開講座（川越ビル）
	 22-23 日	 ・	保健医療学部　オープンキャンパス
	 31 日	 ・	保健医療学部（川角キャンパス）　防災訓練

9 月
	 1 日	 ・	総合医療センター，国際医療センター　平成 27 年度大規模地震時医療活動訓練参加
	 3 日	 ・	保健医療学部　第 17 回医療人教育者のためのワークショップ（アドバンスト・コース）
	 4 日	 ・	規程管理システム導入
	 4 日	 ・	納骨慰霊式（会場：妙玄寺）
	 5 日	 ・	平成 27 年度大学院博士課程（医学研究科）後期入試，平成 28 年度大学院博士課程（医学研究科）

前期第 1 回入学試験，第 67 回大学院医学研究科語学試験（会場：本部棟 1 階第 3 講堂）
	 5 日	 ・	平成 28 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 回入試（会場：

保健医療学部）
	 5 日	 ・	国際医療センター　第 63 回フォワイエコンサート
	 7 日	 ・	創立 50 周年記念事業実行委員会
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	 9 日	 ・	大学病院　医療法第 25 条に基づく立入検査
	 12 日	 ・	第 14 回 ｢ 日本の Mayo	Clinic を目指す会 ｣ 全体集会開催
	 13 日	 ・	大学病院　毛呂山町防災訓練参加
	 15 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　臨時常任理事会
	 16 日	 ・	平成 27 年度倫理審査委員会認定申請送付（3 キャンパス統一申請）
	 16 日	 ・	国際医療センター　第 69 回地域医療連携懇話会
	 17 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　臨時常任理事会
	 19 日	 ・	第 118 回埼玉医科大学市民公開講座『咽頭がん・喉頭がん治療の最前線と緩和医療』（川越ビル）
	 19 日	 ・	第 5 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム（本部棟第 3 講堂）
	 26 日	 ・	総合医療センター　オータムコンサート
	 27 日	 ・	保健医療学部　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（会場：保健医療学部）
	 28 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　臨時常任理事会，臨時評議員会，臨時理事会

10 月
	 3 日	 ・	保健医療学部　看護学科　平成 27 年度領域別実習要件認定式（戴帽式）（創立 30 周年記念講堂）
	 4 日	 ・	保健医療学部　一般入試プレテスト＆問題解説（オープンキャンパス特別版）
	 6 日	 ・	大学病院　理事長・病院長講演会（本部棟第 3，4，5 講堂）
	 6 日	 ・	国際医療センター第 13 回屋内消火栓操作大会出場
	 10 日	 ・	国際医療センター　第 9 回市民公開がん医療講座「乳がんに負けない	晴れやかに生きよう」（創立

30 周年記念講堂）
	 11 日	 ・	国際医療センター　「高校生の志」養成事業
	 14 日	 ・	第 32 回埼玉医科大学・連携施設懇談会（川越プリンスホテル）
	 17 日	 ・	第 119 回埼玉医科大学市民公開講座『心臓の病気』（川越ビル）
	 20 日	 ・	総合医療センター　第 30 回自衛消防隊消防操法競技大会参加
	 23 日	 ・	保健医療学部（日高キャンパス）　防災訓練
	 24-25 日	 ・	大学祭　第 8 回越華祭「AWESOME」（医学部，保健医療学部合同開催（日高キャンパス））
	 25 日	 ・	第 2 回国際医療センター運動会
	 30 日	 ・	医学部　平成 28 年度入学定員増認可（126 名→ 127 名）
	 30 日	 ・	大学病院　病・病連携の会
	 30 日	 ・	総合医療センター　第 2 研究棟新築工事引渡し
	 30-31 日	 ・	ゲノム医学研究センター　第 13 回 RCGM フロンティアシンポジウム『ゲノム医学が拓く疾患研

究の新境地』（創立 30 周年記念講堂）
	 31 日	 ・	国際医療センター　第 64 回フォワイエコンサート

11 月
	 1 日	 ・	かわごえクリニック　通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業開始
	 2 日	 ・	国際医療センター　病院長による方針説明会
	 6 日	 ・	大学病院　東館新築工事引渡し
	 7 日	 ・	平成 27 年度（第 43 回）解剖体慰霊祭（創立 30 周年記念講堂）
	 8 日	 ・	保健医療学部　推薦入学試験（会場：保健医療学部）
	 11 日	 ・	留学帰国報告会
	 12 日	 ・	総合医療センター　医療法第 25 条に基づく立入検査
	 13 日	 ・	国際医療センター　私立医科大学医療安全相互ラウンド（東海大学八王子病院で実施）
	 15 日	 ・	医学部　推薦入試（会場：短期大学）
	 15 日	 ・	保健医療学部　オープンキャンパス
	 18 日	 ・	国際医療センター　第 70 回地域医療連携懇話会（症例報告会）
	 20 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　常任理事会
	 21 日	 ・	第 120 回埼玉医科大学市民公開講座『脳卒中の話』（川越ビル）
	 21 日	 ・	第 7 回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Ⅲ」（創立 30 周年記念講堂）
	 26 日	 ・	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開講式
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	 26 日	 ・	ゆずの会（医学部女子学生の会）
	 26 日	 ・	総合医療センター　第 2 研究棟竣工式
	 26-27 日	 ・	平成 27 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する外部有識者による実地調査
	 27 日	 ・	大学病院　平成 27 年度第 2 回防災訓練
	 28 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
	 28 日	 ・	国際医療センター　第 65 回フォワイエコンサート
	 28-29 日	 ・	第 13 回臨床研修指導医講習会（川越ビル）
	 30 日	 ・	総合医療センター　歯科関係立入調査（関東信越厚生局）

12 月
	 4 日	 ・	総合医療センター　後期消防訓練
	 5 日	 ・	総合医療センター　クリスマスコンサート
	 9-10 日	 ・	国際医療センター　医療法第 25 条に基づく立入検査
	 12 日	 ・	第 121 回埼玉医科大学市民公開講座『血管の病気』（川越ビル）
	 12 日	 ・	埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会閉講式
	 13 日	 ・	保健医療学部　AO 入学試験（臨床検査学科，医用生体工学科）（会場：保健医療学部）
	 16 日	 ・	国際医療センター　第 71 回地域医療連携懇話会
	 19 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）
	 19 日	 ・	平成 27 年度学内グラント授与式，平成 27 年度医学会奨励賞授与式（創立 30 周年記念講堂）
	 19 日	 ・	平成 27 年度第 2 回教授・教員総会（創立 30 周年記念講堂）
	 19 日	 ・	国際医療センター　第 66 回フォワイエコンサート
	 21 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　臨時常任理事会
	 26 日	 ・	国際医療センター　第 67 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
	 	9 日	 ・	平成 28 年度大学院博士課程（医学研究科）前期第 2 回入学試験，第 68 回大学院医学研究科語学

試験（会場：本部棟地下 1 階第 4 講堂）
	 10 日	 ・	チベット亡命政府ロブサン・センゲ主席大臣表敬訪問
	 12 日	 ・	新健診車「すこやか号」披露式（納車式）
	 15 日	 ・	総合医療センター　第 8 回九都県市合同防災訓練 ･ 図上訓練参加
	 15 日	 ・	総合医療センター　青少年夢の配達便事業　小学校ドクターヘリ体験会（上尾市立中央小学校）
	 16 日	 ・	平成 28 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（会場：

保健医療学部）
	 16 日	 ・	第 122 回埼玉医科大学市民公開講座『頭痛のはなし』（川越ビル）
	 16-17 日	 ・	医学部　センター試験利用入試一次試験
	 21 日	 ・	大学病院　災害拠点病院指定
	 	21 日	 ・	日高キャンパス教育研究棟　地鎮祭
	 	23 日	 ・	総合医療センター　高度救命救急センター新棟竣工式・小児救命救急センター認定証授与式
	 23 日	 ・	第 11 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
	 24 日	 ・	医学部　一般入試前期一次試験（会場：TOC ビル）
	 27 日	 ・	保健医療学部　一般入試前期一次試験（会場：保健医療学部）
	 29 日	 ・	保健医療学部　一般入試前期二次試験（会場：保健医療学部）
	 31 日	 ・	医学部　一般入試前期二次試験（会場：短大校舎及び 9 号館）

2 月
	 1 日	 ・	総合医療センター　青少年夢の配達便事業　小学校ドクターヘリ体験会（行田市立北河原小学校）
	 2 日	 ・	医師国家試験壮行会
	 4 日	 ・	丸木清浩名誉理事長が第 14 回「渋沢栄一賞」を受賞（ソニックシティにて表彰式）
	 5 日	 ・	総合医療センター　埼玉県トラック協会寄贈車輌贈呈式
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	 6 日	 ・	学生相互交換留学制度選考会
	 6 日	 ・	大学病院　東館竣工記念式典・内覧会・祝賀会
	 10 日	 ・	総合医療センター　青少年夢の配達便事業　小学校ドクターヘリ体験会（春日部市立武里西小学校）
	 13 日	 ・	大学病院　市民公開講座・東館内覧会
	 14 日	 ・	医学部　一般入試後期一次試験（会場：TOC ビル）
	 19 日	 ・	国際医療センター　大規模火災訓練
	 20 日	 ・	大学病院　市民公開講座・東館内覧会
	 21 日	 ・	医学部　一般入試後期二次試験（会場：16 号館落合ホール及び学習棟）
	 24 日	 ・	学生相互交換留学制度内定者発表，説明会
	 24 日	 ・	保健医療学部　一般入試後期（会場：保健医療学部）
	 27 日	 ・	総合医療センター　開設 30 周年記念式典・祝賀会（川越プリンスホテル）
	 28 日	 ・	医学部　センター試験利用入試二次試験（会場：オルコスホール及び学習棟）

3 月
	 1 日	 ・	総合医療センター　小児救命救急センター指定
	 5-6 日	 ・	総合医療センター　緩和ケア研修会
	 6-21 日	 ・	医学部・保健医療学部　春季語学研修（米国ロサンゼルス）
	 7 日	 ・	大学病院　東館オープン
	 7 日	 ・	総合医療センター　埼玉県主催による先進医療施設見学会
	 9 日	 ・	国際医療センター　病院長による方針説明会
	 10 日	 ・	大学病院　連携施設事務長会
	 10 日	 ・	大学病院　第 8 回紹介患者報告会（シンフォニー）
	 12 日	 ・	医学部第 39 回卒業式　113 名（創立 30 周年記念講堂），医学部卒業謝恩会（川越プリンスホテル）
	 12 日	 ・	保健医療学部第7回卒業式　245名（看護学科91名，健康医療科学科71名，医用生体工学科37名，

理学療法学科 46 名）（創立 30 周年記念講堂），保健医療学部卒業謝恩会（川越プリンスホテル）
	 15 日	 ・	大学院修士課程　第 5 回学位記授与式　18 名（医学研究科 11 名，看護学研究科 7 名）（本部棟 1

階第 3 講堂）
	 18 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　常任理事会
	 18 日	 ・	第 110 回医師国家試験結果（本学新卒 94.7％，全体 92.7％（新卒・既卒含む））
	 18 日	 ・	総合医療センター　川越救命救急センター運営委員会
	 19 日	 ・	第 123 回埼玉医科大学市民公開講座『アンチエイジング～皮膚の健康と栄養～』（川越ビル）
	 19 日	 ・	第 8 回国際医療センター市民公開講座「こんな時こそ 119 番」（創立 30 周年記念講堂）
	 22-24 日	 ・	医学部　交換留学制度越生セミナー
	 25 日	 ・	保健医療学部　第 105 回看護師国家試験結果　合格率 97.7％（新卒），第 102 回保健師国家試験

結果　合格率 95.8％（新卒）
	 26 日	 ・	学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
	 26 日	 ・	大学病院　市民公開講座・東館内覧会
	 28 日	 ・	保健医療学部　第 29 回臨床工学技士国家試験結果　合格率 73.0％（新卒）
	 29 日	 ・	保健医療学部　第 62 回臨床検査技師国家試験結果　合格率 87.3％（新卒）
	 29 日	 ・	保健医療学部　第 51 回理学療法士国家試験結果　合格率 95.6％（新卒）
	 29 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
	 31 日	 ・	附属図書館　図書館システム LIMEDIO 運用開始





編　集　後　記

本年度（平成 27 年度）は本学の国際医療センターが国際的医療施設評価機関である JCI（Joint	
Commission	International）の認定を大学病院として初めて取得した年度でした．それに代表されるように，
本学においては，弛まない内部質保証の努力が続けられています．本学では平成 13 年度から 5 年ごとに長
期総合計画を策定してまいりましたが，本年度で第 3 次長期総合計画（平成 23 ～ 27 年度）が終了し，そ
の検証を行った上で，平成 28 年度からの第 4 次長期総合計画が新たに策定されました．

PDCA（plan-do-check-action	cycle）サイクルを回す上では，こういった組織としての長期計画に基づく
自己点検・評価，実行に加えて，年度毎の自己点検・評価も重要です．その中核となるのが，この年報です．
さらに言えば，個人レベルでの自己点検・評価が人事考課であり，本学ではこれも毎年度実施されています．

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．
今後は，この立派に編集された自己点検・評価書である年報が PDCA サイクルを回すためにさらに有効に

活用されることを願っています．
最後になりましたが，関係各位のご協力と庶務課の皆様の大変なご尽力に深く感謝いたします．

土田　哲也
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