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序　　言

　平成 28 年度は，学内外で大きな出来事が続いた年であった．学内の出来事としては，本学の生みの親であり，育
ての親でもある丸木清浩名誉理事長が 11 月 25 日にご逝去され，教職員だけではなく，学外の方々にも大きな衝撃
を与えた．丸木名誉理事長は，20 年間という長きにわたり，学校法人埼玉医科大学の理事長としてリーダーシップ
を執られ，今日の埼玉医科大学を築き上げてこられた．ここに改めて，先生のご貢献に感謝し，ご冥福をお祈りしたい．
　学外の出来事としては，大方の予想に反してトランプ氏がアメリカ大統領に選出され，世界的なポピリュズムの流
れを実感させられた．国内的には，今上天皇から退位の意向が示され，天皇の生前退位が現実味を帯びてきた．さら
に，出生数が初めて 100 万人を割り込み，少子化高齢化社会の到来が一段と鮮明になった．
　数年前から「現代は歴史の転換点にある」と言われてきたが，平成 28 年度は，このことを，強い実感をもって意
識させられる一年であった．大学を取り巻く環境は大きく変わりつつあるが，教職員としては身近な課題に一つひと
つ丁寧に取り組んでいくことが重要であろう．
　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，個別の事項については，各組織からの報
告を参照願いたい．

1．学事の運営
　「教育等」，「研究等」，「大学院等」を担当する 3 名の副学長のもと，教育については医学教育センタ－（医学部）
および学務委員会（保健医療学部）を中心に，また研究については医学研究センタ－，大学院については研究科委員
会を中心に，企画，運営された．
　学事に関する重要事項は，大学運営会議における審議とともに，医学部では教員代表者会議，保健医療学部では教
授会で審議され，最終的に学長によって決定された．また，診療組織の運営については，各病院の診療部長会議で審
議が行われた．医学部教員代表者会議および保健医療学部教授会の構成員は前年と同様で，各教員が共通認識をもっ
て参加できるよう仕組みが整えられている．
　教授・教員総会は，第 1 回目は 7 月 23 日（通算 16 回）に，第 2 回目（通算 11 回）は，12 月 17 日に開催され，
教育，研究，診療の各組織からトピックスが取り上げられた．両総会では，例年どおり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った．理事長自身が全教員を対象に直接語りかける講話は，アンケート調査におい
ても高く評価されている．
　教員組織運営会議は，医学部では教育，研究，診療の各組織の代表者を構成員として，また保健医療学部では各学
科の代表者を構成員として，学事の基本方針を検討することを目的に，8 月を除き，毎月 1 回開催された．
　平成 29 年 4 月から学校教育法施行規則ならびに大学設置基準の一部改正が施行されることになった．前者に対応
するため，大学教育における 3 つのポリシ－（学位授与の方針，カリキュラム編成と実施の方針，入学者選抜の方針）
の改定に取り組んだ．後者については，「日本のメイヨークリニックを目指す会」の運動と併せて実施することとした．

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，
継続的に実施されている．平成 28 年度の教員任期制による再任判定については，該当者 130 名のうち，再任を希
望する者は 125 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●（問題あり）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 125 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 28 年度
もタイプ 1 から 4 までのすべてに申請を行った．27 年度までは「タイプ 4」を除く 3 つのタイプが採択されたが，
28 年度は「タイプ 4」に加えて「タイプ 2」でも不採択となり，「タイプ 1」と「タイプ 3」のみが採択された．「タ
イプ 4」の国際化については，医科系大学として対応困難な基準が多いのはやむを得ないが，今年初めて不採択となっ
た「タイプ 2」については，項目ひとつ一つについて内容を精査する必要がある．
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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 3 年目となる平成 28 年度は，6 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」は最終年度（5 年目）を迎えた．

5．市民公開講座
　一般市民を対象とした市民公開講座は 12 年目を迎えた．平成 28 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選択して 10 回開催し，延べ 1640 名の市民の方々にご参加いただ
いた．

6．医学研究の振興および支援
　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28年度の科学研究費は，新規採択件数43件，継続採択89件，合計137件，助成金額は208,490千円であった．
　12 月 2，3 日に，本学が当番校となり第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議をウエスタ川越で開催した．この
会議を通じて，研究倫理の遵守，研究費の獲得と適正な使用，利益相反の管理について，両学部と 3 病院を含めた，
全学的な体制整備の必要性が改めて認識させられた．
　慶應大学を中心とする首都圏コンソーシアム（MARC）が発足し，本学も参加することとした．

7．国際交流
　医学部の交換留学プログラムは 22 年目を迎えた．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 22 人，保健医療学部生 8 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．
　28 年 11 月 26 日，今回で 3 度目となるダライラマ法王の来学が実現した．創立 30 周年記念講堂において，特別
講演「医学の進歩と温かい心」が行われ，両学部の学生を始めとする多数の参加者に大きな感銘を与えた．
　Tomson…&…Reuter 社の運営する Times…Higher…Education に初めて申請し，800+ にランクインした．

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：病院長の交代（金澤教授から織田教授へ），東館のロビーに「Happiness 像」が設置．
・総合医療センター：病棟の改修が進められた．
・国際医療センター：タイの Rangsit 大学から，インドネシアの Ukrida 大学から訪問団が来学した．

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
　28 年度の日本のメイヨークリニックを目指す会の全体集会は，3 回開催された．

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．第 3 次長期総合計画「誇り」
は昨年終了し，その成果の検証を踏まえて策定された第 4 次長期総合計画「飛翔」が開始された．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 つを柱とした内容となっている．

11．教員人事
　平成 28 年度の教授採用は 10 名で，学内から昇格した教授は 11 名であり，退職した教授は 18 名であった．
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12．総括
　平成 28 年度は，創立 50 周年を見据えて策定された第 4 次長期総合計画の最初の年度であった．本計画は故丸木
清浩名誉理事長を中心に，本学の叡知によって策定されたものである．名誉理事長は逝去されたが，残された教職員
一人ひとりが，計画の実現に丁寧に取り組んでいくことが重要である．
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総論

1．沿　　革

1．沿革
　埼玉医科大学の歴史は，母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼる．
　大学の前身である毛呂病院は，明治 25（1892）年に院長…丸木…清太郎の下，毛呂地区に診療所として創立された．
その後，大正 8（1919）年に第 2 代院長…丸木…清に代わり，さらに昭和 25（1950）年には第 3 代院長…丸木…清美
に引き継がれた．その後，病院となり戦後の昭和 27（1952）年より社会福祉法人に改組し，「限りなき愛」を基
本理念に地域医療と福祉を連携させて運営してきた．昭和 39（1964）年からは，社会福祉法人毛呂病院を総合病
院として発展し，整備された．
　そして昭和 47（1972）年に，社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が設立された．大学設
立後 44 年を経た，この平成 28（2016）年度までの沿革並びに主な出来事を以下に記す．

昭和 47（1972）年… 4 月… 埼玉医科大学医学部開学（入学定員 80 名）
… … 学長　落合　京一郎，理事長　栗原　浩，専務理事　丸木　清美
… … 常務理事　丸木　清浩
… 8 月… 埼玉医科大学附属病院開設　病院長　大島　良雄
昭和 51（1976）年… 1 月… 神経精神科センター開設
… 4 月… 入学定員 80 名より 100 名に変更（入学定員 100 名）
昭和 53（1978）年… 4 月… 埼玉医科大学大学院医学研究科博士課程開設（入学定員 50 名）
… 8 月… 理事長　丸木　清美
昭和 57（1982）年… 8 月… 専務理事　丸木　清浩
昭和 58（1983）年… 6 月… 病院長　宮川　正
昭和 60（1985）年… 3 月… 埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
… … 所長　坂元　正一
平成元（1989）年… 5 月… 病院長　東　博彦
… 10 月… 学長代行　宮川　正
平成 02（1990）年… 8 月… 学長　石田　正統
平成 06（1994）年… 4 月… 理事長　丸木　清浩
… … 総合医療センター　所長　遠山　博
平成 09（1997）年… 8 月… 学長　東　博彦，名誉学長　石田　正統，病院長　尾本　良三
平成 10（1998）年… 7 月… 専務理事　濱口　勝彦
平成 11（1999）年… 4 月… 総合医療センター　所長　安倍　達
平成 12（2000）年… 4 月… キャンパス呼称変更（毛呂山キャンパス，川角キャンパス）
平成 13（2001）年… 1 月… 総合医療センター　センター長　濱口　勝彦（専務理事）
… 6 月… 埼玉医科大学ゲノム医学研究センターを日高市山根地区に開設
… … 所長　村松　正實
… … 第 1 次長期総合計画「夢」（平成 13（2001）年度～平成 17（2005）年度）
平成 14（2002）年… 1 月… 総合医療センター　センター長　小川　雄之亮
… 6 月… 埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会
… 9 月… 総合医療センター　センター長　飯沼　壽孝
平成 15（2003）年… 5 月… 常務理事　丸木　清之，尾本　良三，藤森　貞夫
… 8 月… 医学教育センター設立　センター長　山内　俊雄
平成 16（2004）年… 7 月… 埼玉医科大学かわごえクリニック開設　院長　川添　太郎
… 8 月… 学長　山内　俊雄，名誉学長　東　博彦，大学病院長　横手　祐二
… … 埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
… 9 月… 総合医療センター　センター長　吉本　信雄
平成 17（2005）年… 2 月… 日高キャンパス地鎮祭
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平成 17（2005）年… 8 月… 総合医療センターセンター長を病院長と改称
… … 医学研究センター設立　センター長　山内　俊雄
… … 国際交流センター設立　センター長　野村　正彦
… … 医学教育センター　センター長　別所　正美
… 12 月… 埼玉医科大学保健医療学部　認可
平成 18（2006）年… 3 月… 埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂竣工
… 4 月… 埼玉医科大学保健医療学部開設　学部長　大野　良三
… … （入学定員：看護学科 80 名・健康医療科学科 80 名・医用生体工学科 40 名）
… … 医学部教員組織の変革
… … 第 2 次長期総合計画「飛躍」（平成 18（2006）年度～平成 22（2010）年度）
… 7 月… 副理事長　濱口　勝彦，専務理事　丸木　清之，専務理事　尾本　良三，
… … 常務理事・事務局長　堀口　一夫
… 8 月… 地域医学 ･ 医療センター設立　センター長　横手　祐二
平成 19（2007）年… 3 月… 大学機関別認証評価　適合認定
… … 医学部（1 年次）を川角キャンパスから毛呂山キャンパスに移設
… 4 月… 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設
… … 病院長　松谷　雅生
… … 保健医療学部　理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員 40 名）
… … （看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
… 8 月… アドミッションセンター設立　センター長　山内　俊雄
… … 医学研究センター　センター長　松下　祥
平成 20（2008）年… 4 月… ゲノム医学研究センター　所長　岡﨑　康司
… … 保健医療学部　入学定員の変更
… … 看護学科入学定員 80 名（入学定員 80 名）
… … 健康医療科学科入学定員 80 名より 70 名に変更（入学定員 70 名）
… … 医用生体工学科 40 名（入学定員 40 名）
… … 理学療法学科入学定員 40 名より 50 名に変更（入学定員 50 名）
… 8 月… 大学病院　病院長　片山　茂裕，名誉病院長　横手　祐二
… … 地域医学 ･ 医療センター　センター長　鈴木　洋通
平成 21（2009）年… 4 月… 医学部医学科入学定員 100 名より 110 名に変更（入学定員 110 名）
… … アレルギーセンター設立　センター長　永田　真
… … 東洋医学センター設立　センター長　三村　俊英
… … 教職員・学生健康推進センター設立　センター長　今井　康雄
… … 情報技術支援推進センター設立　センター長　椎橋　実智男
… … ゲノム医学研究センター　名誉所長　村松　正實
平成 22（2010）年… 4 月… 医学部　学部長　別所　正美
… … 医療人育成支援センター設立　センター長　西村　重敬
… … 先端医療開発センター設立　センター長　西山　正彦
… … 国際交流センター　センター長　松本　万夫
… … 医学部医学科入学定員 110 名より 115 名に変更（入学定員 115 名）
… … 埼玉医科大学大学院修士課程開設
… … 医学研究科医科学専攻（入学定員 8 名）
… … 看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 名）
… 6 月… かわごえクリニック　院長　佐々木　望，名誉院長　川添　太郎
平成 23（2011）年… 3 月… 講義棟 15 号館　オルコスホール竣工
… 4 月… 医学部医学科入学定員 115 名より 120 名に変更（入学定員 120 名）
… … 医学教育センター　センター長　荒木　信夫
… … 国際医療センター　病院長　小山　勇
… … 国際医療センター　名誉病院長　松谷　雅生
… … 第 3 次長期総合計画「誇り ｣（平成 23（2011）年度～平成 27（2015）年度）
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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
… 6 月… 事務局長　田島　賢司
… 9 月… 総合医療センター　病院長　堤　晴彦
… … 総合医療センター　名誉病院長　吉本　信雄
平成 25（2013）年… 3 月… 学生ホール 16 号館　落合ホール竣工
… … 学習棟開設
… 4 月… 医学部医学科入学定員 120 名より 121 名に変更（入学定員 121 名）
… 10 月… 大学機関別認証評価　実地調査
平成 26（2014）年… 1 月… 教職員 ･ 学生推進センター　センター長　丸山　義明
… 3 月… 大学機関別認証評価　適合認定
… 4 月… 医学部医学科入学定員 121 名より 125 名に変更（入学定員 125 名）
… … 国際交流センター　センター長　田中　淳司
… 5 月… 理事長　丸木　清之
… … 名誉理事長　丸木　清浩
… … アレルギーセンター　病院組織へ移管
… 8 月… 大学病院　病院長　金澤　實
… … かわごえクリニック　院長　片山　茂裕
… … 地域医学 ･ 医療センター　センター長　別所　正美　
平成 27（2015）年… 3 月… 副理事長　吉本　信雄，専務理事　棚橋　紀夫…
… 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
平成 28（2016）年… 4 月… 医学部医学科入学定員 126 名より 127 名に変更（入学定員 127 名）
… … 医学教育センター　センター長　土田　哲也
… … 国際交流センター　センター長　藤巻　高光
… … 教職員 ･ 学生推進センター　センター長　富谷　智明
… … 地域医学 ･ 推進センター設立　センター長　柴崎　智美
… … 地域医学 ･ 医療センター　廃止
… … 第 4 次長期総合計画「飛翔 ｣（平成 28（2016）年度～平成 34（2022）年度）
… 5 月… 常務理事　茂木　明
… 6 月… 事務局長　茂木　明
… 8 月… 大学病院　病院長　織田　弘美
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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
　　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 Mayo…Clinic を目標とすることが示され，「日本の Mayo…Clinic 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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組織
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組織
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組織
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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 28 年度大学院志願者… 28…名… （一般選抜 2 名、社会人特別選抜 26 名、外国人特別選抜 0 名）
… 合格者… 28…名… （一般選抜 2 名、社会人特別選抜 26 名、外国人特別選抜 0 名）
… 入学者… 28…名… （一般選抜 2 名、社会人特別選抜 26 名、外国人特別選抜 0 名）
　（医学研究科修士課程）
　・医科学専攻
　平成 28 年度大学院志願者… 5…名… （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 4 名）
… 合格者… 5…名… （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 4 名）
… 入学者… 5…名… （一般選抜 1 名、社会人特別選抜 4 名）
　（看護学研究科修士課程）
　・看護学専攻
　平成 28 年度大学院志願者… 6…名… （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 6 名）
… 合格者… 6…名… （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 6 名）
… 入学者… 6…名… （一般選抜 0 名、社会人特別選抜 6 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 3(3) 1(0) 0 1(0) 2(1) 0 1(0) 1(0) 9(4)
社会医学研究系専攻 16 4 　 　 　 　 　 　 　 　 0
臨床医学研究系専攻 144 36 18(18) 3(2) 10(9) 5(3) 13(12) 4(4) 25(22) 9(6) 87(76)

計 200 50 21(21) 4(2) 10(9) 6(3) 15(13) 4(4) 26(22) 10(6) 96(80)

　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 4(4) 1(1) 6(6) 1(1) 0(0） 0(0) 12(12)
看 護 学 専 攻 20 10 2(2) 4(4) 0(0) 3(3) 0(0） 0(0) 9(9)

計 36 18 6(6) 5(5) 6(6) 4(4) 0(0) 0(0) 21(21)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）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… 8…名…（男 4 名，女 4 名）
　　協力研究員… 12…名…（男 11 名，女 1 名）
　　博士課程研究生… 47…名…（男 33 名，女 14 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… 1314… 田中　　是… 急性喉頭蓋炎 285 例の臨床的研究
2… 乙… 1315… 望月　　徹… 減圧ストレスと疲労の関係
3… 乙… 1316… 緒方　　大… Usefulness… of… sentinel… lymph…node…biopsy… for… prognostic… prediction… in…

extramammary…Paget’ s…disease…
4… 乙… 1317… 川村　祐介… Effects…of…Alcohol…Consumption…on…Hepatocarcinogenesis…in…Japanese…Patients…

With…Fatty…Liver…Disease.
5… 乙… 1318… 江良　澄子… Usefulness…of…shock…indicators…for…determining…the…need…for…blood…transfusion…

after…massive…obstetric…hemorrhage
6… 乙… 1319… 三枝　　勉… Genome-wide…association… study… identifies… candidate… loci… associated…with…

postoperative…fentanyl…requirements…after…laparoscopic-assisted…colectomy
7… 乙… 1320… 福岡　講平… Human…chorionic…gonadotropin…detection… in…cerebrospinal… fluid…of…patients…

with…a…germinoma…and…its…prognostic…significance:…assessment…by…using…a…highly…
sensitive…enzyme…immunoassay

8… 甲… 1321… 古賀　健史… …sefulness…of…modified…Pulmonary…Index…Score…(mPIS)…as…a…quantitative…tool…for…
the…evaluation…of…severe…acute…exacerbation…in…asthmatic…children

9… 甲… 1322… 宮野　恭平… Inhibitory…effect…of…a…histamine…4…receptor……antagonist…on…CCL17…and…CCL22…
production…by…monocyte-derived…Langerhans…cells… in…patients…with…atopic…
dermatitis

10… 乙… 1323… 小島　拓朗… Usefulness…of…the…Red…Blood…Cell…Distribution…Width…to…Predict…Heart…Failure…in…
Patients…With…a…Fontan…Circulation

11… 乙… 1324… 安田　貴昭… プライマリケアでのうつ病診療における協同的ケアの有用性の検討
12… 乙… 1325… 田代　　浄… 結腸癌および直腸 S 状部癌における腹腔鏡手術の手術時間短縮に関する研究－

多孔式と単孔式腹腔鏡手術のビデオ分析を用いた比較検討－
13… 乙… 1326… 中村　喜次… Tailoring…graft…strategy…to…calcification…severity…of…aorta…in…off-pump…coronary…

artery…bypass…grafting
14… 乙… 1327… 王子　　聡… Quotient…of…cerebrospinal…fluid/serum…immunoglobulin…G…as…a…predictive…factor…

for…non-responders… to… intravenous…methylprednisolone… therapy… in…patients…
with…relapsing…neuromyelitis…optica…spectrum…disorder:… Implication…for…early…
initiation…of…plasmapheresis

15… 乙… 1328… 今西　淳悟… Atypical… and…malignant… granular… cell… tumors… in… Japan:… a… Japanese…
Musculoskeletal…Oncology…Group…study

16… 乙… 1329… 菅野　勇樹… Computed…tomographic…evaluation…of…novel…custom-made…artificial…bones,…“CT-
bone” ,…applied…for…maxillofacial…reconstruction.

17… 乙… 1330… 手塚　敦子… Outcomes…of… labor…epidural…analgesia…among…women…aged…over…40:…A…single-
institution…retrospective…study

18… 乙… 1331… 近　　範泰… Prevalence…of…Lynch…syndrome…and…Lynch-like…syndrome…among…patients…with…
colorectal…cancer…in…a…Japanese…hospital-based…population

19… 甲… 1332… 髙橋　知子… コラーゲン・ゲル培養下における骨格筋の組織片からの血管新生と，交感神経
β刺激薬（α - イソプロテレノール），低周波電気刺激の影響について

20… 甲… 1333… 武者　育麻… 短期血糖管理指標としてのグリコアルブミン /HbA1c 比の意義
21… 甲… 1334… 塚本　　翔… Smad9… is…a…new… type…of… transcriptional… regulator… in…bone…morphogenetic…

protein…signaling
22… 甲… 1335… 松枝　秀世… 樹状細胞由来アセチルコリンによる Th1 分化誘導
23… 甲… 1336… 髙橋　正洋… Utility…of…Histogram…Analysis…of…Apparent…Diffusion…Coefficient…Maps…Obtained…

Using…3.0T…MRI…for…Distinguishing…Uterine…Carcinosarcoma…From…Endometrial…
Carcinoma

24… 甲… 1337… 杉山　迪子… Grading…system…for…blood…vessel…tumor…emboli…of…invasive…ductal…carcinoma…of…
the…breast
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25… 甲… 1338… 深津　真弓… Diagnosis…and…potential…management…of…gestational…diabetes…mellitus…using…the…
International…Association…of…Diabetes…and…Pregnancy…Study…Groups…criteria

26… 甲… 1339… 酒井　豪太… Akt 基質の肝臓糖代謝における役割
27… 甲… 1340… 野口　　哲… ペリオスチンは好酸球エフェクター機能を亢進させる
28… 甲… 1341… 今泉　英子… Aquaporin…1…expression…is…associated…with…response…to…adjuvant…chemotherapy…

in…stage…II…and…III…colorectal…cancer.
29… 甲… 1342… 栃木　秀乃… Loss…of…miR-542-3p…enhances… IGFBP-1…expression… in…decidualizing…human…

endometrial…stromal…cells.
30… 甲… 1343… 花岡　立也… Correlation…Between…Tumor…Mesothelin…Expression…and…Serum…Mesothelin… in…

Patients…with…Epithelial…Ovarian…Carcinoma:…A…Potential…Noninvasive…Biomarker…
for…Mesothelin-targeted…Therapy

31… 甲… 1344… 髙橋　康之… TOPK を標的とした多発性骨髄腫に対する新たな治療法確立を目指した基礎的
解析

32… 甲… 1345… 長谷川早紀… Effect…of…cardiovascular… risk… factors…and… time…of…hospital…presentation…on…
mortality… of…maintenance… hemodialysis… patients… presenting…with… acute…
pulmonary…edema

33… 甲… 1346… 細見英里子… 食欲および胃排出能に対するペプチド YY とコレシストキニンの相互作用につ
いて

34… 甲… 1347… 山口菜緒美… 食欲と胃排出能に対するコレシストキニン（CCK）とストレスの相互作用につ
いて

35… 甲… 1348… 山野　貴史… 再発・転移性腫瘍に対する緩和的放射線治療が、患者の生活の質ならびに精神
心理面に及ぼす影響について

36… 乙… 1349… 成田　達哉… Placental… (pro)renin… receptor… expression… and…plasma… soluble… (pro)renin…
receptor…levels…in…preeclampsia

37… 乙… 1350… 神田　将和… Rapid… detection… of… germline…mutations… for… hereditary… gastrointestinal…
polyposis/cancers…using…HaloPlex… target…enrichment…and…high-throughput…
sequencing…technologies

38… 乙… 1351… 杉山　　円… Cantilever 型腸骨移植による唇裂鼻変形修正術に関する検討
39… 乙… 1352… 鳥尾　哲矢… Short…segment…pedicle…screw…fixation…by…using…additional…screws…at…the…fracture…

level…-for…the…fixation…of…thoracolumbar…burst…fractures-

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 52 号… 岩﨑　寛之… エクササイズ・ノートの満足度と問題点…
2… 修医第 53 号… 鈴木　翔太… 急性期病院を退院した高齢脳卒中患者の健康状態と生活像
3… 修医第 54 号… 鈴本　和基… 慢性血栓寒栓性肺高血圧症患者に対する運動時低酸素血症を予測する指標の検

討
4… 修医第 55 号… 成清　羊佳… 卵巣上皮性腫瘍における上皮と間質の相互性解析…
5… 修医第 56 号… 服部　　寛… 高校硬式野球選手の反復投球における肘装具の効果
6… 修医第 57 号… 細田　裕貴… 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
7… 修医第 58 号… 松本　幸大… リハビリテーション科入院患者の入院時の栄養状態が退院時歩行能力と転帰に

及ぼす影響

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 43 号… 齋藤　美和… 看護専門学校 1 年生における社会人基礎力とその関連要因
2… 修看第 44 号… 前川　智子… 緩和ケア病棟に勤務する看護師の職業性ストレスとその関連要因
3… 修看第 45 号… 吉新　典子… 認知症患者へのかかわりにおける看護師の共感とその関連要因
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6．1）医　学　部

　平成 28 年度の本学医学部で最も重大な出来事は，医師国家試験の結果が不振で，新卒の合格率が 80% に達せず，
全国で最も低い数値となったことである．詳細は 5 に記すが，学生の学力低下が原因にある可能性があり，原因の
分析と改善のための早急な対策が求められる．
　以下に平成 28 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，部門等からの報告も参照
願いたい．

1．入学試験および入学定員
　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36名で，合格者は14名であった．一般入試の志願者は4,763名（前期2,208名，後期2,555名）
で，合格者は 117 名（前期 68 名，後期 49 名）であった．センター試験利用入試の志願者は 497 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 6,090 名を 794 名下回り 5,296 名となった．
　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，平成 29 年度
128 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 28 年度は埼玉県地域枠医学生奨学金については 21 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，16 名の奨学生を決定した．また，地域枠学生二期生 10 名が卒業したが，全員が医師
国家試験に合格し，県内の研修病院で 8 名（うち 7 名は本学附属の病院），県外の研修病院で 2 名が臨床研修を開始
した．
　埼玉医科大学医学部地域医療奨学金については，2 年生より 2 名，4 年生より 1 名の応募があり，応募者のなかか
ら 2 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の運用は，研究医枠運営委員会のもとに設けられた研究医養成
ワーキンググループが担当している．平成 29 年度については，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．

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
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．
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　平成 28 年度も，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 年度の 1 年生から新カリキュラムが導入された．

5．医師国家試験
　第111回の医師国家試験は，平成29年2月11日から13日の3日間で実施された．全国の新卒者と既卒者は合わせ，
総受験者 9,618 人，合格者 8,533 人，合格率 88.7% であった．
　本学は，新卒者 124 名が受験し，99 名が合格した（合格率 79.8%）．既卒者は 9 名が受験し，7 名が合格した（合
格率 77.8％）．全体としては，133 名が受験し，106 名が合格した（合格率 79.7%）．合格率でみると，新卒合格率
は全国 80 校中 80 位，新卒と既卒をあわせた全体の合格率は全国 80 大学中 77 位，私立 29 校中 26 位と，極めて
悪い成績であった．…原因は様々考えられるが，共用試験 CBT の結果と併せて考えると，学生の学力低下が主な要因
と考えられた．学力低下の原因については，講義への出席を成績に反映させないことにしたことによる欠席者の増加，
進級判定に総合成績を加味するようにしたことにより，不合格ユニットを複数有する学生が進級したこと，などが考
えられる．また，全国的に医学部入学定員の増加があり，学力の低い学生が入学してきている可能性も考えられる．
学力低下の原因を検討し，長期的な対策を講じることに加えて，当面の対応として 29 年度から授業への出席を厳格
にとり，成績に反映させるとともに，総合成績を進級に反映させないことを決めた．また，共用試験 CBT の合格基
準を従来の基準より高めに設定し，学習を促すこととした．

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予定であった新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．理事長を中心とする専門医制度対応ヘッドクオーター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
　本学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
法人組織の中にリサーチアドミニストレーションセンターが設置されたことによって，医学研究の実施にかかる環境
が一層整ったと考えられる．
　個人情報保護法，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指針などの
改正とともに，人を対象とする臨床研究の法制化，倫理審査委員会の認定制度など，医学研究を取り巻く環境が急激
に変化してきている．本学では，RA センターを中心に対応が進められている．

8．その他
1）相互交換留学
　22 年目を迎えた本制度で，平成 28 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ，20 名の留学生を本学に迎え，
本学からは 20 名の学生が留学した．通算して，352 名の留学生を本学に迎え，本学からは 427 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 28 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 33 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．また，10 月 29 日には，
初めての試みとして開智未来高校にて出前講義（大学模擬講義）を実施した．

9．平成 28 年度の総括
　平成 28 年度は，第 4 次長期総合計画の初年度であった．
　医学部の学事については，年度の始めから中頃までは，概ね大過なく経過したが，年度末になり，医師国家試験の
結果が判明し，その原因を検討する過程の中で，学生の学力低下が重大な課題として浮上してきた．医学部では，平
成 15 年に医師国家試験合格率 100％を達成して以来，昨年まで概ね順調な合格率を維持してきた．このことを踏ま
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えて，学部教育の新たな目標として，留年者を減少させ，6 年間で卒業する者の割合を増やすことと定め，様々なカ
リキュラム上の工夫をしてきた．その工夫の一つが，講義欠席の取り扱い変更および総合試験を進級に加味する仕組
みの導入であった．しかしながら，結果は学力格差の増大という形で表れ，今回の医師国家試験合格率の低下に結び
ついた．この問題は，平成 29 年度の大きな課題として残ることになった．
　複数の医学部・医科大学を巻き込んだ医学研究の不祥事に端を発して，国レベルで医学研究の体制整備が進められ
ている．その一つが種々の法律の公布であるが，医学研究に最も大きな影響を与えると考えられるのは，臨床研究の
法制化である．この法律の施行は，平成 30 年度からの見込みであるが，本学としては特定認定再生医療等委員会な
らびに倫理審査委員会の認定取得を始めとして学内体制の整備を進めていく必要がある．この点も，平成 29 年度の
課題である．

以　上
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6．2）教員代表者会議各種委員会

【任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日】

◎：委員長／　○：副委員長／　外：学外委員／　※：オブザーバー

教員代表者会議（医）
◎別所（学長，医学部長），土田（副学長，医教セ長），松下（副学長，医研セ長），木崎（副学長，医研究科長），持田（副

医学部長），髙橋（副医学部長），村越（副医学部長），三村（医学部長補），篠塚（医学部長補），小山政（医学部
長補），林（医学部長補），織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），片山（ク院長），荒木（図書館長），
森（学生部長），藤巻（国交セ長），岡﨑（ゲ所長），椎橋（IT セ長），冨谷（教学健セ長），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），亀井（社医），佐々木惇（病理），中元（総診），
中山（麻酔），依田（口外），坂本（中施），三谷（ゲ治療），片桐（ゲ病態），田丸（川病理），小林（国呼内），市
岡（形成），野田（内糖），池園（耳鼻），太田（神精），岡田（腎内），朝倉（泌尿），篠田（眼科），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（国リハ），大崎（国乳腫），髙田（法医），
丸山敬（薬理），村上（微生），永田（呼内），大竹（倫委員長），藤原（COI 委員長），金澤（健管セ長），千本松（RA
セ），棚橋（専務理事），内田（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），織田（大病院長），三村（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），土田（副学長・医教セ長），松下（副学長・医研セ長），
木崎（副学長・医研究科長），持田（副医学部長），村越（副医学部長），髙橋（副医学部長），小山政（医学部長補）

医学教育センター運営委員会（医）
◎持田（卒前長），土田（セ長），村越（副セ長），森（副セ長），小山政（国医セブ長），加藤仁（川医セブ長），三村
（卒後長），椎橋（情報長），辻（シミュ長），山田（シミュ副長），向田（教養副長），間嶋（臨推長），橋本（臨推
副長），渡辺（カリ長），林（試管副長），荒関（試管副長），髙橋（副医学部長），篠塚（医学部長補），荒木（図書
館長），岡田（腎内），永島（解剖），柴崎（社会），山崎（教養），茅野（保臨検），内田（大事部長）

卒前教育合同会議（医）
◎持田（卒前長），○村越（医教副セ長），○森（医教副セ長），土田（医教セ長），山崎（教養），向田（教養），森口
（教養），藤森（教養），永島（解剖），藤田（解剖），池田（生理），渡辺（生理），椎橋（IT セ），中平（教養），高
野（解剖），荒木智（生化），佐々木（病理），山本啓（心内），朝倉（泌尿），新津（放射），山元（神内），丸山（薬理），
島田（内糖），山口（感染），鈴木健（放射），菊池（小児），宮川（総診），加藤仁（医教セ），倉持（皮膚），加瀬（耳
鼻），伊藤彰（神耳），長坂（麻酔），髙橋（神内），船久保（リ膠），間嶋（リハ），辻（医教セ），井上，池上（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），篠塚（消外），米岡（教養），魚住（生化），小谷（生化），栗﨑（解剖），菅（教養），柴﨑（社
会），松下（免疫），松井（微生），村上（微生），太田晶（社会），岡田浩（腎内），村山（国呼内），岩永（国心内），
冨谷（教学健セ），中村裕（血内），荒木信（神内），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），太田（精神），根本（国救命），高田（法医），町田（研究セ），穐田（中施），田丸（川
研究），千本松（RA セ），堀内（微生物），曽根（免疫），奥田（ゲ発生），中山伸（消内），大庫（消管），仲村（呼
内），脇本（血内），船久保（リ膠），竹内（乳腫），古村（小外），門野（整形），藤巻（脳外），中塚（形成），山内

（小児），木村（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），
叶澤（川腎内），大野（川感染），持木（川消外），小髙明（川肝外），出口（川血外），矢形（川乳腫），中山光（川
呼外），山火（川心外），坂井（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，小幡（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，中田（川救命），長田（川放射），吉益（川精神），三橋（川中検），阿部，百瀬（川病理），



教員代表者会議各種委員会

24

山本（川輸血），伊藤博（川健管），良沢（国消内），村山（国呼内），栗原（国内糖），林（国神内），渡邊（国腎内），
髙橋孝，島田祐（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），小髙哲（国小外），山根（国脳外），横川（国形成），住友（国小心），枡岡（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），古屋（国総診），内野（国放射），大西秀（国精神），海老原（国臨検），新井（国病理），石田（国輸血）

卒前教育委員会（医）
◎持田（卒前長），○村越（医教副セ長），○森（医教副セ長），土田（医教セ長），山崎（教養），向田（教養），森口
（教養），藤森（教養），永島（解剖），藤田（解剖），池田（生理），渡辺（生理），椎橋（IT セ），中平（教養），高
野（解剖），荒木智（生化），佐々木（病理），山本啓（心内），朝倉（泌尿），新津（放射），山元（神内），丸山（薬理），
島田（内糖），山口（感染），鈴木健（放射），菊池（小児），宮川（総診），加藤仁（医教セ），倉持（皮膚），加瀬（耳
鼻），伊藤彰（神耳），長坂（麻酔），髙橋（神内），船久保（リ膠），間嶋（リハ），辻（医教セ），井上，池上（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），篠塚（消外）

医学部カリキュラム委員会（医）
◎土田（医教セ長），○村越（医教副セ長），森（医教副セ長），小山政（国医セブ長），加藤仁（川医セブ長），持田（卒

前長），三村（卒後長），椎橋（情報長），辻（シミュ長），間嶋（臨推長），渡辺（カリ長），荒木（図書館長），岡田（腎
内），名越（川消内），新津（放射），松下（免疫），丸山（薬理），佐々木（病理），永島（解剖），柴崎（社会），中
平（教養）

卒後教育委員会（医）
◎三村（医支セ長），○中元（総診），○屋嘉比（川消内），○鈴木（国小心外），土田（医教セ長），藤巻（国交セ長），

荒木（図書館長），依田（口外），西村（国心内），石橋（川消外），矢形（川ブレケア），諸角（川泌尿），堀江（ゲ情報）

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），○岩永（医支セ副長），森（医教副セ長），間嶋（リハ），加藤仁（医教セ），

金子（国呼外），三橋（川臨検），中元（総診），屋嘉比（川消内），鈴木（国小心外），西村（国心内），坂口（国呼
外），稲葉（毛病院），名越（川消内），柴﨑（社会），高橋（社会），辻（医教セ），林（国神内）

全学学生部委員会（全）
◎森（学生部長），鈴木（保臨検），藤巻（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（社会），藤田（解剖），山﨑（教養），清水（健管），辻（保看護），山路（保看護），伴塲（保臨検），
戸井田（保医用），若山（保医用），赤坂（保理学），西岡（保理学），内田（大事部長），村嶌，鈴木，新田見（保事務），
村田，福田（医事務）

医学部学生部委員会（医）
◎森（学生部長），藤巻（国交セ長），太田（神精），野村（川神内），伊藤（神耳），新津（放射），黒川（ゲ構造），柴﨑（地

医セ），藤田（解剖），山﨑（教養），清水（健管），内田（大事部長），村田，福田（医事務）※ 稲葉（医同窓）

喫煙問題検討委員会（全）
◎森（学生部長），織田（大病院長），伊藤（神耳），野村（川神内），根本（国救命），奥田（ゲ発生），山﨑（教養），

鈴木（短大），清水，渡邊（看護），麻原（施設），滝井，中嶋（総務），福田（医務），諸田（川事部長），井上（ク
事務長），内田（大事部長），村嶌（保事室長），山﨑（角事務），村田，福田（医事務）

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），依田（口腔），坂本（中施），村越（生化），

三谷（ゲ治療），片桐（ゲ病態），椎橋（IT セ長），海老原（国中検），下岡（保医生），佐藤（口腔），安河内（研セ），
菅原（研セ），杉山（整形），松井（微生），奥田（ゲ発生），森隆（川研），淡路（薬理），小野（内糖），高田（法医）
※千本松（RA セ），町田（研セ）
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病原性微生物等管理委員会（全）
◎松井（微生），○前田（微生），堀江（ゲ情報），森隆（川研），宮里（国感染）佐藤（保臨検），河村（中検）

組換え DNA 実験安全委員会（全）
◎三谷（ゲ治療），○松井（微生），○千本松（RA セ），池田（生理），森隆（川研），荒木（生化），小野（内糖），江

口（ゲ TR），池田（ゲ情報），横尾（ゲ動物），長谷川（国産婦），脇田（保医用）

動物実験委員会（全）
◎森隆（川研），坂本（中施），椎橋（IT セ）田丸（川病理），西川（国脳外），三谷（ゲ遺治），鈴木（保臨検），千本松（RA

セ），仁科（中施），中島（保医用），横尾（ゲ動物）

全学 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）

リサーチアドミニストレーションセンター運営会議（全）
◎松下（医研セ長），吉本（RA セ長），千本松（RA セ），加藤英（RA 客准），高沢（経理），佐藤，仲村，小鷹，神田，

中島（RA セ），内田（大事部長），岩澤，松尾，小野寺，井上（医事務）※ 菅原（医研セ）

倫理審査委員会（全）
◎大竹（小児），○西川（国脳外），○三谷（ゲ治療），田邊（保医用），中村（皮膚），亀井（産婦），山田（病理），野田（保

看護），田坂（川輸血），外：井上（一般女性），和田（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）

COI 管理委員会（全）
◎藤原（国産婦），○神山（国脳外），松下（免疫），茂木（事務局長），外：井上（元日赤局長）※ 千本松（RA セ）

研究医養成プログラム運営委員会（医）
◎佐々木（病理），○松下（副学長），別所（学長・医学部長），吉本（副理事長），棚橋（専務理事），土田（副学長，

医教セ長），木崎（副学長），森（学生部長），持田（卒前長），三村（卒後長），堀江（ゲ情報），茂木（事務局長），
内田（大事部長）

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），須田（ゲ客員），山内（名誉学長），内田（大事部長）※ 別所（学長・医学部長）

環境安全委員会（全）
◎別所（学長・医学部長），○松下（免疫），堤（川病院長），小山（国病院長），下岡（保医用），藤田（保理学），岡

﨑（ゲ所長），冨谷（教学健セ長），北澤（保客員），高橋（施設）

グラント選考委員会（全）
◎松下（医研セ長），吉本（副理事長），加藤木（保学部長），土田（副学長），村越（副医学部長），小山政（医学部長補），

織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），岡﨑（ゲ所長），佐伯（国乳腫），坂本（中施），永田（呼内），
田丸（川病），石田（川消外）※別所（学長・医学部長），茂木（事務局長），和田（経理）

大学院委員会（全）
◎別所（学長・医学部長），木崎（医研究科長），千田（看研究科長），吉本（副理事長），片山（ク院長），棚橋（専務理事），

加藤木（保学部長），髙橋（医博運長），小林（医修運長），富田（看修運長），土田（医教セ長），松下（医研セ長），
岡﨑（ゲ所長），織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），荒木（図書館長），三村（医支セ長），村越

（副医学部長），持田（副医学部長）永島（解剖），佐伯（国乳腫），田丸（川病理），鈴木（保臨検），野田（保看護）
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大学院医学研究科委員会
◎木崎（研究科長），別所（学長・医学部長），髙橋（博運長），小林（修運長），土田（医教セ長），松下（医研セ長），

岡﨑（ゲ所長），坂本（中施長），三村（卒後長），織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），藤巻（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），村上（微生），鈴木正（保生体機），亀井（社会），高田（法医），麻生（血内），田坂（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），今枝（消管内），野田（内糖）野村（川神内），岡田

（腎内），中元（総診），佐藤（国心血外），篠塚（消外），大崎（国乳腫），古村（小外），金子（国呼外），大竹（小児），
石原（産婦），太田（神精），中村（皮膚），松居（川脳外），朝倉（泌尿），菅澤（国耳鼻），篠田（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），海老原（国臨検），杉山（川救命），
佐伯（国乳腫），片山（ク院長），棚橋（専務理事），金澤（健管セ長），荒木（神内），田丸（川病理），持木（川消
外），堀江（ゲ情報），松井（微生）※吉本（副理事長）

医学研究科博士課程運営委員会・医学研究科自己点検評価委員会
◎髙橋（博運長）木崎（研究科長），小林（修運長），土田（医教セ長），松下（医研セ長），永島（解剖），奥田（ゲ発生），

田丸（川病理），亀井（社会），岡田（腎内），三村（リ膠），菅澤（国耳鼻），佐伯（国乳腫），大西（国精神），荒木（神
内），持木（川消外），堀江（ゲ情報）※別所（学長・医学部長）

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）

国際交流センター委員会（全）
◎藤巻（国交セ長），○魚住（生化），○橋本（総診），種田（教養），チャド（教養），菅（生理），周防（薬理），井上（腎

内），飯田（内糖），三村（リ膠），荒木（神内），篠塚（消外），石原（産婦），朝倉（泌尿），土田（皮膚），木崎（川
血内），田丸（川病），佐伯（国乳腫），小澤（国放射），村松（国心内），奥田（ゲ発生），堀江（ゲ情報）千本松（RA セ），
辻（保看護），茅野（保臨検），乙戸（保理学），岩澤（医事務），劉（顧問）※ 丸木（理事長），小山（国病院長），
松本（国心内），田中（放射），市岡（保臨検），野村（名誉教授）

教員短期留学制度選考委員会（全）
◎藤巻（国交セ長），○魚住（生化），荒木（神内），佐伯（国乳腫），田丸（川病），三村（リ膠），千本松（RA セ），辻（保

看護），土田（皮膚），篠塚（消外），木崎（川血内），橋本（川総診），石原（産婦），菅（生理），周防（薬理），奥
田（ゲ発生）

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（保臨検），福田（保理学）

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），三村（リ膠），

木崎（川血内），佐伯（国乳腫）※須田（ゲ客員），西本（ゲ RI），横尾（ゲ動物），池田（生理）

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），渡辺（生理），上原（アド非），椎橋（IT セ長），丸木（理事長），

茂木（事務局長），内田（大事部長），村嶌（保事室長），所（短大），中村（川看専），藤山（毛看専），市岡（保臨
検），山田（病理），向田，山﨑，森口，藤森，鈴木，米岡（教養），下岡，戸井田（保医用），鈴木，上滝（保臨検），
金子（保看護），横田（短事務），田中（川看事務），蛭間（毛看事務）

情報技術支援推進センター運営委員会（全）
　◎椎橋（IT セ長），向田（教養），丸山敬（薬理），依田（口外），藤原（国産婦），片桐（ゲ病態），鈴木（IT セ川），

高橋（保臨検）
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全学自己点検・評価委員会（全）
◎別所（学長，医学部長），○加藤木（保学部長），○土田（副学長），吉本（副理事長），棚橋（専務理事），松下（副学長，

医研セ長），木崎（副学長），織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），岡﨑（ゲ所長），藤巻（国交セ
長），荒木（図書館長），森（学生部長），千田（保看護），村田（保臨検），下岡（保医用），高倉（保理学），田島（常
務理事），茂木（事務局長），内田（大事部長），村嶌，（保事室長），岩澤，村田，松尾（医事務）

医学部入学試験委員会（医）
◎別所（学長・医学部長），○土田（副学長），○渡辺（入実委員長），吉本（副理事長），織田（大病院長），堤（川

病院長），小山（国病院長），持田（副医学部長），村越（副医学部長），髙橋（副医学部長），小山政（医学部長補），
森（学生部長），山田（入実副委員長），向田（入実副委員長），堀江（ゲ情報），椎橋（IT セ長），上原（アド非），
徳元（アド），内田（大事部長），松尾，岩澤，村田，福田（医事務）※ 小室（大事顧問）

医学部入学試験実施委員会（医）
◎渡辺（生理），○山田健（病理），○向田（教養），土田（医教セ長），村越（医教副セ長），森（医教副セ長），山崎（教

養），藤森（教養），森口（教養），米岡（教養），鈴木（教養），椎橋（IT セ長），堀江（ゲ情報），山田泰（医教セ），
荒関（医教セ），魚住（生化），上原（アド非），徳元（アド），内田（大事部長），松尾，岩澤，村田，福田（医事務）
※別所（学長・医学部長），小室（大事顧問）

埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・医学部地域医療奨学金運営委員会（医）
◎別所（学長，医学部長），吉本（副理事長），織田（大病院長），堤（川病院長），小山（国病院長），森（学生部長），

土田（医教セ長），三村（卒後長）田島（常務理事），茂木（事務局長），池和田（経理部長），表（県医課長），番場（県
医副課長），柳澤（毛呂山会長），宮山（医政），持田（副医学部長），村越（副医学部長），髙橋（副医学部長），小
山政（医学部長補），柴﨑（地推セ長）

GID 医学・医療推進委員会（全）
◎石原（産婦），塚田（ク精神），三鍋（川形成），髙井（川産婦），横山（精神），百澤（川形成客員），大西（川形成），

高橋（社会），見上（川産婦）

IR 委員会（全）
◎別所（学長，医学部長），土田（医教セ長），松下（医研セ長），木崎（医研究科長），千田（看研究科長），和合（保

臨検），三村（病臨研セ統），持田（卒前長），髙橋（副医学部長），小山政（医学部長補），伊藤（医同副会長），椎
橋（IT セ長），宮山（医政策），内田（大事部長），村島（保事室長），岩澤，村田，松尾（医事務），茂木（総企部長）
※徳元（アド）

毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会
◎坂本（中施），荒木信（神内），仁科（中施），穐田（中施），椎橋（IT セ長），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），川野（免疫）※ 池和田（経理部長），和田（経理）

毛呂山キャンパス整備委員会
◎村越（副医学部長），○丸木（理事長），○篠塚（医学部長補），織田（大病院長），土田（医教セ長），松下（医研セ長），

森（学生部長），持田（副医学部長），渡辺（生理），茂木（事務局長），堀川（施設部長），内田（大事部長），所（短
副学長），久保（短大）※別所（学長・医学部長）

毛呂山キャンパス教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
◎篠塚（医学部長補），土田（医教セ長），村越（医教副セ長），織田（大病院長），穐田（中施），藤田（解剖），岡田
（腎内），青木（看護部），岩澤（経理），村田，福田（医事務）※ 別所（学長・医学部長）

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／
　　　　角：川角キャンパス／　短：埼玉医科大学短期大学
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6．3）学事

1．入学式
　入学式：平成 28 年 4 月 11 日
　新入生オリエンテーション：平成 28 年 4 月 13 日～ 4 月 15 日

2．授業・試験
　1 年生
　　1 学期
　　　授業… 4 月 18 日～ 7 月 1 日
　　　定期試験①… 7 月 4 日～ 7 月 19 日
　　2 学期
　　　授業… 9 月 1 日～ 11 月 10 日
　　　　… 11 月 21 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験②… 11 月 11 日～ 11 月 19 日
　　3 学期
　　　授業… 1 月 5 日～ 1 月 31 日
　　　定期試験③… …2 月 1 日～ 3 月 4 日（再試験含む）
　2 年生
　　1 学期
　　　授業… 4 月 12 日～ 7 月 4 日
　　　定期試験①… 7 月 5 日～ 7 月 14 日
　　2 学期
　　　授業… 9 月 1 日～ 11 月 25 日
　　　　… 12 月 9 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験②… 11 月 26 日～ 12 月 8 日
　　3 学期
　　　授業… 1 月 5 日～ 1 月 17 日
　　　定期試験③… 1 月 18 日～ 2 月 7 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 12 日～ 5 月 13 日
… 5 月 24 日～ 7 月 1 日
　　　定期試験①… 5 月 16 日～ 5 月 23 日
　　　定期試験②… 7 月 2 日～ 7 月 15 日
　　2 学期
　　　授業… 9 月 1 日～ 9 月 27 日
　　　　… 10 月 11 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験③… 9 月 28 日～ 10 月 4 日
　　　定期試験（再試験）… 11 月 5 日～ 12 月 17 日
　　3 学期
　　　授業… 1 月 5 日～ 1 月 23 日
　　　定期試験④… 1 月 24 日～ 2 月 23 日（再試験含む）
　4 年生
　　1 学期
　　　授業… 4 月 12 日～ 7 月 7 日
　　　定期試験①… 7 月 9 日～ 7 月 16 日
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　　2 学期
　　　授業… 9 月 1 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験（再試験）… 11 月 12 日～ 12 月 17 日
　　3 学期
　　　授業… 2 月 13 日～ 2 月 24 日
　　　定期試験②… 1 月 6 日～ 3 月 1 日（再試験含む）
　　　共用試験 CBT… 2 月 7 日
　　　共用試験 OSCE…… 3 月 4 日
　5 年生
　　BSL オリエンテーション… 平成 28 年 3 月 30 日
　　1 学期
　　　BSL…… 4 月 4 日～ 7 月 30 日
　　2 学期
　　　BSL…… 8 月 29 日～ 9 月 17 日
………………………… 9 月 26 日～ 12 月 24 日
　　　前期総合試験… 9 月 23 日
　　3 学期
　　　CC オリエンテーション…1 月 11 日
　　　CC ①… 1 月 16 日～ 2 月 10 日
　　　CC ②… 2 月 13 日～ 3 月 8 日
　　　後期総合試験… 1 月 5 日
　　　BSL 後 OSCE… 1 月 7 日
　6 年生
　　1 学期
　　　CC ③… 4 月 4 日～ 4 月 30 日
　　　CC ④… 5 月 9 日～ 5 月 31 日
　　　卒業時 OSCE… 6 月 4 日
　　　授業… 6 月 6 日～ 7 月 30 日
　　　実力試験①… 3 月 30 日～ 4 月 1 日
　　　実力試験②… 8 月 1 日～ 8 月 3 日
　　2 学期
　　　授業… 9 月 1 日～ 9 月 27 日
　　　　… 10 月 31 日～ 12 月 22 日
　　　実力試験③… 8 月 29 日～ 8 月 31 日
　　　実力試験④… 12 月 7 日～ 12 月 9 日
　　　第 1 回卒業試験… 10 月 5 日～ 10 月 7 日
　　　第 2 回卒業試験… 10 月 26 日～ 10 月 28 日
　　3 学期
　　　総合学習 B 定期試験… 1 月 11 日

3．卒業式
　平成 29 年 3…月 11 日

4．その他
　定期健康診断：1 年生　　平成 28 年 4 月 12 日
　　　　　　　　2 年生　　平成 28 年 4 月 6 日
　　　　　　　　3 年生　　平成 28 年 4 月 5 日
　　　　　　　　4 年生　　平成 28 年 4 月 8 日
　　　　　　　　5 年生　　平成 28 年 3 月 30 日
　　　　　　　　6 年生　　平成 28 年 6 月 10 日
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　　　　　　　　受診率　　793…／…793　100％
　解剖体慰霊祭：平成 28 年 11 月 29 日
　越華祭（大学祭）：平成 28 年 10 月 22 日，10 月 23 日
　スチューデントドクター認定式：平成 29 年 3 月 31 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 27 年度留年者
（休学者含む）

再入学 計（男：女）

1 年 （入学者）130 5 135（96：39）
2 年 128 7 135（88：47）
3 年 120 15 135（85：50）
4 年 122 10 132（89：43）
5 年 115 1 116（76：40）
6 年 124 15 1 140（85：55）
合計 739 53 1 793（519：274）

平成 28 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 135 131 3 0 0 1
2 年 135 130 3 0 0 2
3 年 135 125 6 0 0 4
4 年 132 123 9 0 0 0
5 年 116 116 0 0 0 0
6 年 140 124 15 1 0 0
合計 793 749 36 1 0 7

卒業
　平成 28 年 10 月 5 日～ 10 月 7 日の第 1 回卒業試験及び 10 月 26 日～ 10 月 28 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 124 名が卒業した．
　なお，この 3 月の卒業者 124 名中，留年しないで卒業した者は 93 名であり，同一年度（平成 23 年度）入学者
123 名の 75.6% にあたる．

2．卒業者数
　平成 29 年 3 月卒業　124 名（男 72 名，女 52 名）

3．卒業生進路状況（第 111 回医師国家試験合格者）平成 29 年 3 月現在
　埼玉医科大学病院… 32 名
　埼玉医科大学総合医療センター… 15 名
　埼玉医科大学国際医療センター… 8 名
　他大学附属病院・他指定病院… 51 名
　合　計… 106 名

4．第 111 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
124 9 133 99 7 106 79.8 77.8 79.7

5．入学試験と入学者
平成 29 年度入試は次のとおり実施された．

（1）推薦入試（一般公募制）（指定校制）
　出願期間　平成 28 年 10 月 31 日～ 11 月 8 日
　試験日　11 月 13 日
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　合格発表　11 月 16 日
　入学手続期間　11 月 16 日～ 11 月 25 日
　志願者　36 名
　受験者　36 名
　合格者　14 名
　入学者　14 名（男 5 名，女 9 名）,（現役 7 名，他 7 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 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 1 月 13 日
　　1 次試験　1 月 22 日
　　1 次合格発表　1 月 25 日
　　2 次試験　1 月 29 日
　　2 次合格発表　2 月 1 日
　　入学手続期間　2 月 1 日～ 7 日
　　志願者数… … 2,208 名
　　1 次受験者…… 2,082 名
　　1 次合格者…… ………375 名
　　2 次受験者…… ………342 名
　　2 次合格者…… 　…68 名
　　入学者… … 　…46 名（男 37 名，女 9 名）
　②後期
　　出願期間　平成 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 2 月 3 日
　　1 次試験　2 月 12 日
　　1 次合格発表　2 月 15 日
　　2 次試験　2 月 19 日
　　2 次合格発表　2 月 22 日
　　入学手続期間　2 月 22 日～ 3 月 1 日
　　志願者数… … 2,555 名
　　受験者数… … 2,041 名
　　1 次合格者…… ………359 名
　　2 次受験者…… ………327 名
　　2 次合格者…… 　……49 名
　　入学者… … 　……60 名（男 43 名，女 17 名）
　●試験科目
　　1 次　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 28 年 12 月 5 日～平成 29 年 1 月 13 日
　　1 次試験　1 月 14 日・15 日
　　1 次合格発表　2 月 22 日
　　2 次試験　2 月 26 日
　　2 次合格発表　3 月 1 日
　　入学手続期間　3 月 1 日～ 3 月 8 日
　　志願者数… … 497 名
　　受験者数… … 488 名
　　1 次合格者…… 144 名
　　2 次受験者…… ……31 名
　　2 次合格者…… ……10 名
　　入学者… … ……10 名（男 4 名，女 6 名）



33

入学，進級，卒業，入試…

　●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 89 名，女 41 名）
○入学高校所在地県別
　北海道… 4… 茨　城… 6… 山　口… 0
　青　森… 0… 千　葉… 6… 岡　山… 1
　山　形… 2… 神奈川… 6… 広　島… 2
　岩　手… 0… 東　京… 40… 香　川… 0
　秋　田… 0… 静　岡… 3… 徳　島… 2
　宮　城… 1… 愛　知… 8… 高　知… 0
　福　島… 3… 岐　阜… 0… 愛　媛… 0
　山　梨… 4… 三　重… 2… 福　岡… 1
　長　野… 4… 兵　庫… 0… 佐　賀… 0
　新　潟… 2… 大　阪… 3… 長　崎… 2
　福　井… 0… 京　都… 1… 大　分… 2
　石　川… 0… 和歌山… 0… 熊　本… 1
　富　山… 0… 奈　良… 0… 宮　崎… 0
　群　馬… 6… 滋　賀… 0… 鹿児島… 2
　埼　玉… 12… 鳥　取… 0… 沖　縄… 1
　栃　木… 3… 島　根… 0… 認定・その他　0



総論（医学部）

34

6．5）教育カリキュラム（奨学金等）

○奨学金等
　平成 28 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 16 名（うち 1 名平成 29 年 3 月末に退学のため貸与終了）（定員 16 名）
　2 年生 15 名…（定員 15 名）
　3 年生 16 名…（うち 2 名留年のため貸与停止）（定員 14 名）
　4 年生 10 名（定員 10 名）
　5 年生…8 名（定員 10 名）
　6 年生 10 名（定員 10 名）　…合計 75 名
　※貸与額 1 人 20 万／月
②…埼玉医科大学医学部地域医療奨学金　貸与者数
　1 年生 2 名（うち 1 名平成 29 年 12 月より辞退）　
　2 年生 6 名
　3 年生 11 名
　4 年生 3 名
　5 年生 5 名
　6 年生 3 名…　合計　30 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 2 3 3 7 0 2 17
第二種 5 14 6 4 7 5 41
計（延数） 7 17 9 11 7 7 58
計（併用者含む） 5 15 6 10 7 7 50

　　　（大学院）
1 年 2 年 3 年 4 年 計

一種 2 1 1 0 4
二種 0 0 0 0 0
合計 2 1 1 0 4

　※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．
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　　　（大学院）
奨学金貸与月額　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

種類 博士医・歯・獣医学課程
第一種

（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 28 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 28 年 3 月現在）は，看護学科教授 7 名，臨床検査学科教授 6 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 25 名からなる．平成 28 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 28 年 4 月 11 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，臨床検査学科 73 名，医用生体工学科 44 名，理学療
法学科 54 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 264 名の新入生が参加した（理
学療法学科 1 名が病欠）．
　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 28 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 51 名，医学部の 17 プログラムに延べ 63 名，計 114 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 28 年 10 月 1 日，看護学科 3 年生を対象に，第 9 回目の領域別実習要件認定式を実施した．3 年次後期から
始まる 1 年間の臨地実習に先立つものである．

（5）解剖体慰霊祭への参加
　解剖体慰霊祭が 10 月 29 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 29 年 3 月 11 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 8 期生 90 名，健康医療科学科 8 期生 73 名，
医用生体工学科 8 期生 35 名，理学療法学科 7 期生 43 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 13 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 9 名）が夏季
休暇中に実施された．
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　とくに高学年における海外医療施設での見学や研修は，学生の視野を拡げるとともに，学習意欲の向上につながる
重要なプログラムとなりうるため，他の学科にも同様の企画を導入することを検討している．

（9）部活動と学園祭の開催
　平成 28 年度において部活動に参加している学生数は，21 団体のべ 615 名（前年度は 20 団体 623 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問題点となっているが，日高キャンパスでのグラウンド使用は順
調である．今年度は川角の体育館の全面的な改修工事が行なわれ，見違えるようにきれいになった．
　医学部との合同開催となって 9 回目の学園祭（第 9 回越華祭）が，10 月 22 日～ 10 月 23 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．事故なく円滑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 28 年度の学生保健室利用状況は計 682 件（川角校舎 80 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 30
人 33 件であった．
　学生保健室は教職員・学生健康推進センターにより運営されており，体調不良や軽微な外傷への一次対応に加えて，
健康診断，ワクチン接種などにつき組織的な取り組みが可能となっている．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 1200 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29年度入学試験として，看護学科3年次編入学試験（9月25日，受験者数3名，合格者なし），推薦入学試験（11
月 6 日，受験者数 121 名，合格者数 89 名），AO 入学試験（12 月 11 日，受験者数 17 名，合格者数 8 名），一般入
学試験前期（2 月 1 日一次試験，受験者数 417 名，合格者数 290 名，2 月 3 日二次試験，受験者数 287 名，合格者
数 185 名），一般入学試験後期（2 月 28 日，受験者数 73 名，合格者数 16 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．しかし受験者数では合計で 633 名（前年比 75％）
と大幅な減少であった．本年度は受験の WEB 出願への転換という今までにない要素があったが，受験生の利便性の
向上は志願者数の増加につながらなかった．特に看護学科では，最近 5 年間と比べておよそ 100 名の志願者減とな
り，WEB 出願の影響が心配される．多くの大学が WEB 出願へ切り替えていく中で今後の動向に注目したい．医用
生体工学科では一般前期の受験科目を2科目に減らしたが，その効果は不明である．臨床検査学科は近年の好調を保っ
ている一方で，理学療法学科は漸減傾向にあることが心配される．本学の入試システムの改変よりも，近隣の新興大
学の乱立が最も影響が大きいように思われる．
　平成 28 年度国家試験の成績は新卒者では看護師と臨床工学士が 100％合格し，理学療法士 96％，臨床検査技師
92％といずれも良好な成績であった．今後とも国家試験合格率や就職率の維持・向上に努めていく地道な努力を続
けて受験生の耳目をとらえることに繋げて行きたい．平成 30 年度入試に際しては，特待生制度の導入をお認めいた
だいたので，広報活動によって受験生の増加を図りたい．
5）国家試験
　第 106 回看護師国家試験では，新卒で 87 名全員合格（100％），第 103 回保健師国家試験では，新卒で 23 名全
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員合格（100％），第 63 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 64 名中 59 名合格（92.2％），第 30 回臨床工学技士
国家試験では，新卒で 35 名全員合格（100％），第 52 回理学療法士国家試験では，新卒で 46 名中 44 名合格（95.7％）
であった．また，既卒者を含めた全体の合格率は，看護師で 100％（全国平均 88.5％），保健師で 100％（全国平均
90.8％），理学療法士で 95.8％（全国平均 90.3％）と全国平均を大きく上回り，臨床検査技師では 79.3％（全国平
均 78.7％），臨床工学技士で 85.4％（全国平均 81.9％）と全国平均とほぼ同等であった．昨年度に失敗した臨床工
学士は，e- ラーニングを取り入れる等，国家試験対策としてさまざまな工夫をしたことが良い結果につながった．
　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，平成 27 年度から保健医療学
部独自の評価表を作成した．昨年度を試用期間として，今年度から正式に採用し，人事考課にも添付することとした．
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
　新人教員のためのワークショップを昨年は新人が多かったため 4 月に行なったが，本年度は第 18 回として通常の
8 月 17・18 日に行なった（教員 8 名，事務職 2 名，他学 1 名）．8 月 25・26 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 19 回医療人教育者のためのワークショップ（教員 15 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 28 年 6 月に第 18 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：胆道疾患と超音波検査）を，さらに，平成
28 年 9 月，第 19 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：現場で生かせる看護師のためのフィジカルアセスメント）
を実施した．また同日に専門職に対する第 20 回公開講座を行なっている（担当：臨床検査学科，テーマ：膵臓の描
出の実技研修）．
11）市民公開講座
　平成 28 年 11 月 5 日に，第 6 回市民公開講座を臨床検査学科の担当により”健康維持に役立つサウンドワールド“を
開催した．和合教授が音楽療法に関する長年の経験を発表された．
12）学部プロジェクト研究
　平成 28 年度学部プロジェクト研究について，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 28 年
5 月 23 日，31 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．
　1・2 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 28 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 28 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 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎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（臨検）　小峰伸一（臨検）　下岡聡行（医用）

　山下芳久（医用）　高倉保幸（理学）　國澤洋介（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 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎鈴木正彦（臨検）…○辻　美隆（看護）　山路真佐子（看護）

　伴場裕巳（臨検）　戸井田昌宏（医用）…若山俊隆（医用）　

　赤坂清和（理学）　西岡亮治（理学）　

自己点検・評価

委員会

自 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎加藤木利行（学部長）…千田みゆき（看護）…淺川典子（看護）

　渡邉一郎（臨検）　来住野修（臨検）　山下芳久（医用）

　加藤綾子（医用）　時田孝之輔（理学）…澤田…豊…（理学）

入学試験委員会
自 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎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（臨検）　冨田幸江（看護）　髙橋公子（看護）　

　村田栄子（臨検）　佐藤正夫（臨検）　下岡聡行（医用）

　宮本裕一（医用）　脇田政嘉（理学）　高倉保幸（理学）

　小島龍平（理学）　乙戸崇寛（理学）　茅野秀一（臨検）

　上滝圭介（健康）

広報委員会
自 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎藤田博暁（理学）…○市岡正適（臨検）　大賀淳子（看護）　

　菊池チトセ（看護）　内田康子（臨検）　野寺　誠（臨検）　

　奥村高広（医用）　小林直樹（医用）　神子嶋誠（理学）

　新井智之（理学）

図書館委員会
自 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎和合治久（健康）　佐久間肇（看護）　加納　隆（医用）

　福田敏行（理学）

保健医療学部倫理

委員会

自 H28.4.…1

至 H29.3.31

◎田邉一郎（医用）…○…野田智子（看護）　本山仁美（看護）

　茅野秀一（臨検）　飯野　望（臨検）　駒形英樹（医用）

　國澤洋介（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 28 年 4 月 11 日（月）
　新入生オリエンテーション：平成 28 年 4 月 12 日（火）～ 15 日（金）

2．授業・試験（4 学年共通）
　前期　授業　　4 月 18 日（月）～ 7 月 29 日（金）
　定期試験　　　9 月 5 日（月）～ 9 月 17 日（土）（追試験・再試験含む）
　後期　授業　　9 月 26 日（月）～ 1 月 30 日（月）
　定期試験　　　2 月 6 日（月）～ 2 月 18 日（土）（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 29 年 3 月 11 日（土）

4．その他
　定期健康診断：1 年生　平成 28 年 4 月 13 日（水）,14 日（木）
　　　　　　　　2 年生　平成 28 年 4 月 4 日（月）
　　　　　　　　3 年生　平成 28 年 4 月 1 日（金）,7 日（木）
　　　　　　　　4 年生　平成 28 年 3 月 31 日（木）
　※受診率：998 ／ 998　　100.0％

　第 18 回公開講座：平成 28 年 6 月 18 日（土）
　第 19 回公開講座：平成 28 年 9 月 10 日（土）
　第 20 回公開講座：平成 28 年 9 月 10 日（土）　※ 別会場で開催
　第 21 回公開講座：平成 28 年 12 月 17 日（土）
　第 22 回公開講座：平成 29 年 3 月 4 日（土）
　解剖体慰霊祭：平成 28 年 10 月 29 日（土）
　大学祭：平成 28 年 10 月 22 日（土），23 日（日）
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7．4）入学，進級，卒業，入試

1．入学
　（1）学科別入学者数
　　　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　43 名（男…30 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　　　……………259 名（男…89 名，女 170 名）… 現役…248 名
　（2）出身別入学者数

都道府県名（人） 都道府県名（人） 都道府県名（人） 都道府県名（人）
北海道 2 茨城県 9 新潟県 8 広島県 1
青森県 4 栃木県 7 富山県 1 香川県 1
岩手県 1 群馬県 22 山梨県 9 沖縄県 1
宮城県 2 埼玉県 111 長野県 11
秋田県 5 千葉県 8 静岡県 4
山形県 2 東京都 37 大阪府 0
福島県 11 神奈川県 2 兵庫県 0 計 259 名

2．進級と卒業
　進級（卒業）・留年状況（平成 29 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（10・78） 88 0 0
2 年 90（13・77） 89 0 1
3 年 88（13・75） 88 0 0
4 年 91（…5・86） 90 1 0
計 357（41・316） 355 1 1

　　○臨床検査学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学
1 年 73（21・52） 71 0 2
2 年 79（25・54） 73 2 4
3 年 55（15・40） 54 0 1
4 年 76（26・50） 73 2 1
計 283（87・196） 271 4 8

　　○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 44（31・13） 38 3 3
2 年 42（29・13） 40 1 1
3 年 36（22・14） 31 5 0
4 年 37（24・13） 35 2 0
計 159(106・53) 144 11 4

　　○理学療法学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学
1 年 55（28・27） 50 1 4
2 年 52（32・20） 50 1 1
3 年 44（16・28） 40 4 0
4 年 49（26・23） 46 1 2
計 200（102・98） 186 7 7
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3．卒業
　学科別卒業者数
　　看護学科　　　　90 名（男…5…名，女…85 名）
　　健康医療科学科　73 名（男 24 名，女…49 名）
　　医用生体工学科　35 名（男 23 名，女…12 名）
　　理学療法学科　　46 名（男 24 名，女…22 名）
　　　　計　　　　…244 名（男 76 名 ,…女 168 名）

4．国家試験結果
　○第 106 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 2 89 87 2 89 100.0 100.0 100.0

　○第 103 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
23 2 25 23 1 24 100.0 50.0 96.0

　○第 63 回臨床検査技師国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
受験者 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
64 18 82 59 6 64 92.2 33.3 78.0

　○第 30 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
35 13 48 35 6 41 100.0 46.2 85.4

　○第 52 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
46 2 48 44 2 46 95.7 100.0 95.8

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 6 4 1 1
埼玉医科大学総合医療センター 8 3 4 1
埼玉医科大学国際医療センター 52 5 3 3
法人関連病院等 0 0 0 0
他の医療機関等 21 44 32 38
進学 3 3 2 1
合　計 90 59 42 44



45

入学，進級，卒業，入試

6．入学試験
　平成 29 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 28 年 10 月 24 日（月）～ 10 月 29 日（土）
　　　試験日　　　　　　　　　11 月…6…日（日）
　　　合格発表　　　　　　　　11 月 8 日（火）
　　　入学手続期間　　　　　　11 月 9 日（水）～ 11 月 16 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　　58 名　　　…15 名　　　　　10 名　　　　　　38 名
　　　　受験者　　58 名　　　…15 名　　　　　10 名　　　　　　38 名
　　　　合格者　　40 名　　　…15 名　　　　　……9 名　　　　　　25 名
　　　　入学者　　40 名　　　…15 名　　　　　……9 名　　　　　　25 名
　（2）AO 入試
　　　出願期間　　　平成 28 年 11 月 29 日（火）～ 12 月…6 日（火）
　　　試験日　　　　　　　　　12 月 11 日（日）
　　　合格発表　　　　　　　　12 月 13 日（火）
　　　入学手続　　　　　　　　12 月 14 日（水）～ 12 月 22 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　　　14 名　　　…　　3 名
　　　　受験者　　　14 名　　　………　……3 名
　　　　合格者　　　…6 名　　　………　………2 名
　　　　入学者　　　…5 名　　………　　………2 名
　（3）一般入試
　　○前期
　　　出願期間　　　平成 29 年 1 月 4 日（水）～ 1 月 24 日（火）
　　　1…次試験日　　　　　　　2 月 1 日（水）
　　　1…次合格発表　　　　　　2 月 1 日（水）
　　　2…次試験日　　　　　　　2 月 3 日（金）
　　　2…次合格発表　　　　　　2 月 6 日（月）
　　　入学手続期間　　　　　　2 月 7 日（火）～ 2 月 17 日（金）
　　　試験科目
　　　・1 次試験
　　　　看護学科　　　　理科（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎から 1 科目選択），国語，外国語（英語）
　　　　臨床検査学科　　理科 ･ 数学（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 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（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 英語から 1 科目選択），数学
　　　　理学療法学科　　理科 ･ 数学（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 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… 158 名… 124 名… 43 名… 92 名
　　　　1…次受験者… 152 名… 116 名… 43 名… 83 名
　　　　1…次合格者… 102 名… 86 名… 34 名… 68 名
　　　　2…次受験者… 101 名… 85 名… 33 名… 68 名
　　　　2…次合格者… 63 名… 66 名… 30 名… 35 名
　　　　入学者… 36 名… 46 名… 19 名… 24 名
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　○後期
　　　出願期間　　　平成 29 年 2 月……8 日（水）～ 2 月 20 日（月）
　　　試験日　　　　　　　　　2 月 28 日（火）
　　　合格発表　　　　　　　　3 月…2 日（木）
　　　入学手続期間　　　　　　3 月 3 日（金）～ 3 月 10 日（金）
　　　試験科目
　　　　看護学科　　　　理科（化学基礎，生物基礎から 1 科目選択），外国語（英語），面接
　　　　臨床検査学科　　理科 ･ 数学（化学基礎，生物基礎，数学から 1 科目選択），外国語（英語），面接
　　　　医用生体工学科　数学，外国語（英語），面接
　　　　理学療法学科　　理科 ･ 数学（化学基礎，生物基礎，数学から 1 科目選択），外国語（英語），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… 39 名… 29 名… 2 名… 8 名
　　　　受験者… 35 名… 29 名… 2 名… 7 名
　　　　合格者… 13 名… 13 名… 1 名… 2 名
　　　　入学者… 12 名… 10 名… 1 名… 2 名
　（4）看護学科 3 年次編入学試験
　　　試験日　　平成 28 年 9 月 25 日（日）
　　　試験科目　英語，専門科目，面接
　　　　志願者　4 名
　　　　受験者　4 名
　　　　合格者　0 名
　　　　入学者　0 名
　（5）医用生体工学科 2 年次編入学試験
　　　試験日　　平成 28 年 9 月 25 日（日）
　　　試験科目　口頭試問，面接
　　　　志願者　0 名
　　　　受験者　0 名
　　　　合格者　0 名
　　　　入学者　0 名
　（6）入学予定者（平成 29 年度入学者）
　　　看護学科　　　　88 名（男…9 名，…女…79 名）…現役……84 名
　　　臨床検査学科　　76 名（男…28 名，女…48 名）…現役……69 名
　　　医用生体工学科　31 名（男…24 名，女…7 名）……現役　30 名
　　　理学療法学科　　51 名（男…25 名，女…26 名）…現役　50 名
　　　　　計　　　　……246 名（男 86 名，女 160 名）…現役…233 名
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総論（保健医療学部）

7．5）教育カリキュラム（奨学金等）

1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的
　本学部においては，本学学則に明示されているように，「社会が最も要求する高度の倫理性と保健医療の技術を身
につけた保健医療技術者を育成し，更に進んで新しい医学関連諸科学の研究の向上に努力し，もって広く人類の福祉
に貢献する」ことを目指している．さらに，医学部とも共通した教育理念の下に，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，公衆衛生学，公衆衛生学実習，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，検体採取処理技術，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 28 年度まで公衆衛生学，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）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 28 年度の実績と自己点検・評価
　平成 28 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 11 年目にあたり，理学療法学科は 10 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した．
　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．
　また，平成 28 年度から新たな評価基準として GPA 制度を導入し，平成 28 年度入学の 1 年生より新たな評価基準
でスタートした．
　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 28 年度奨学生状況
　　平成 28 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 35 33 25 32 125
二種 71 65 50 72 258
計 106 98 75 104 383

　　（大学院修士課程）　　　　　　　　　　　（名）
区分 1 年 2 年 計
一種 0 2 2
二種 0 1 1
計 0 3 3
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（2）平成 28 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（H28 ～ 25） 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 28 年度特記事項
1）利用者向け新サービスとして「出前説明会」を開始した（4 月，附属図書館）
2）ドキュメントデリバリーサービス Reprints…Desk の運用を開始した（4 月，附属図書館）
3）埼玉医科大学リポジトリを公開した（6 月，附属図書館）
4）LIMEDIO による返却督促メールの自動送信を開始した（9 月，附属図書館）
5）図書館システム新サービス「マイライブラリ」の運用を開始した（10 月，附属図書館）
6）2017 年電子コンテンツについて見直しを行い，一部の出版社についてパッケージ契約，複数年契約，マルチ

サイト契約への変更を検討した．国内電子ジャーナルでは医学書院の MedicalFinder を新規導入することとした
（10 月，附属図書館）

7）UpToDate…Anywhere（リモートアクセスサービス）の提供を開始した（11 月，附属図書館）
8）MedicalFinder の提供を開始した（12 月，附属図書館）
9）利用者用 PC デスク 4 台，椅子 4 脚が納品され，PC コーナーのレイアウトを変更した（11 月，総合医療センター

分館）
10）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，マーブル紙作成体験を実

施した（10 月 22 日～ 23 日，日高キャンパス分館）
11）8 月 8 日から 13 日までを臨時休館し，書架整理，図書整理，低書架移動を実施した（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），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

忍田純子が永年勤続表彰（30 年）を受けた（平成 29 年 1 月，毛呂山）．3 月末日付で定年退職に伴い和合治久分
館長が退任した．同じく 3 月末日付で本多貞夫（課長補佐）が定年退職した（日高）．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 雑誌委員会委員長（田口宣行，8 月
から）JMLA 医書電子化検討ワーキンググループ委員（田口宣行），JMLA 米国国立医学図書館分類法（NLMC）日本
語版作成ワーキンググループ委員（廣瀬洋），JMLA 認定資格運営委員会委員（中島裕美子，6 月から），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），INFOSTA 諮問委員会委員（田口宣行，11 月から）．
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館

・平成 28 年度図書館委員会（3 回開催，6 月 14 日，10 月 18 日，平成 29 年 2 月 7 日）
・新着図書を展示開始日から貸出可とした（4 月）
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・会計検査院の実地調査に対応した（5 月）
・8 月 1 日から 6 日までを臨時休館し，蔵書点検作業及び除架作業を実施した
・関東信越厚生局による「歯科医師臨床研修施設に対する実施調査」に対応した（10 月）
・短大生への返却督促業務を短大図書室へ移管した（10 月）
・短期大学図書室における図書館システム LIMEDIO 運用開始（平成 28 年 3 月の各館協力によるバーコード貼付

作業，附属図書館担当者による目録データ作成（約 14,000 冊），株式会社リコーの協力を経ての運用開始）（10 月）
・UpToDate 利用登録会，説明会を毛呂山，川越，日高キャンパスで開催した（11 月～ 3 月，毛呂山，川越は複

数回開催）
・JAIRO…Cloud（リポジトリ）が平成 29 年度より有料化するのに伴い，新たに発足するオープンアクセスリポジ

トリ推進協会（JPCOAR）へ入会した（12 月）
・医学会と協議し，埼玉医科大学雑誌掲載論文のうち，原著論文と症例報告に限定して J-STAGE（JST）とリポジ

トリの両方で公開することになった．登録作業は図書館が担当．J-STAGEの利用開始は平成30年度の予定（12月）
・利用規則の一部改正を行った（関連学校の旧名称を現状に合わせる，など）（平成 29 年 3 月）

2）…総合医療センター分館
・平成 28 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 11 日，9 月 27 日，12 月 7 日）
・国内雑誌について利用アンケートを実施した（8 月）

3）日高キャンパス分館
・平成28年度日高キャンパス分館図書館委員会（4回開催，5月 26日，7月 20日，11月 4日，平成29年 2月 8日）
・オープンキャンパス見学対応（6 月 19 日，7 月 24 日，31 日，8 月 20 日，21 日，11 月 27 日）
・8 月 8 日から 20 日までを臨時休館し，館内清掃，書架整理等を実施した
・入試のため臨時休館した（9 月 3 日，平成 29 年 1 月 14 日，2 月 1 日，3 日，28 日）
・和合分館長作成の「昆虫額（蝶の標本）」を展示した（9 月）
・保健医療学部同窓会からの寄贈図書を展示した（11 月）

4）川角キャンパス分館
・定期試験期間と国家試験前の土曜日を開館した（8 月 27 日，9 月 3 日，10 日，平成 29 年 1 月 28 日，2 月 4 日，

18 日）
・かわごえクリニックに大学院生用図書を搬送，配架した（10 月，3 月）
・リハビリテーション教育評価機構の視察に対応した（12 月 5 日）

3-3．設備ほか
1）附属図書館

・玄関前グレーチング（側溝蓋）取替え工事が行われた（6 月～ 7 月）
・3 階閲覧室床修繕工事が行われた（6 月～ 7 月）
・台風 9 号の影響で大量の雨漏りが発生した（8 月）
・館内の三角消火バケツ（全 22 個）が撤去された（10 月）
・耐震診断に伴う現況調査が行われた（11 月）
・台車が 2 台納品された（11 月）
・3 階情報機器コーナーの椅子 8 脚が更新された（11 月）
・玄関案内板（サインスタンド）が納品された（平成 29 年 2 月）
・デスクパーテーションが 6 台納品された（3 月）
・1 階ラウンジ用ホワイトボードが 2 台納品された（3 月）

2）総合医療センター分館
・利用者用 PC デスク 4 台，椅子 4 脚が納品され，PC コーナーのレイアウトを変更した（11 月）
・閲覧室電源コンセント増設工事が行われた（平成 29 年 1 月）
・利用者用 PC のハブが交換された（1 月）
・利用者用 PC4 台が更新された（デスクトップ PC からノート PC へ変更）（1 月）
・利用者用 PC4 台に復元ソフトのインストール作業が行われた（3 月）

3）日高キャンパス分館
・UV カットフィルム施工工事が行われた（11 月）
・情報室設置の AV 機器（テレビ，ブルーレイディスクプレーヤー，VHS プレーヤー）が更新された（平成 29 年 1 月）

4）川角キャンパス分館
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・図書館前敷石修繕工事が行われた（4…月）
・2 階壁面の水漏れ修理が行われた（9 月）
・館内照明の LED 化に関する調査が行われた（12 月）
・1 階閲覧室と事務室で蛍光灯本体から油漏れが発生したため修理が行われた（平成 29 年 2 月）
・視聴覚資料の配架場所を変更した（2 月）

4．利用状況
4-1．館内利用

4 館全体の入館者数は 90,997 人で前年度比 93.2%（-6,484 人），貸出者数は 12,283 人で 89.0%（-1,517 人），貸
出冊数は 24,513 人で 91.1%（-2,383 人）と 3 項目すべてで減少した．大きく増えたのは川角の入館者数のみで，
前年度比 130%（+2,724 人）だった（昨年度が大幅に減少したので数字としては以前の水準）．増加の理由として①
館内照明の増設②冬期の暖房強化③教員が学生指導のために頻繁に来館，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 6,224 件（95.9%），借り件数は 2,207 件（106.5%）だった．過去 3 年間の推移は，貸し件数 6,200
件台～ 6,400 件台，借り件数 2,000 件台～ 2,400 件台で増減している．
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 61,007 件で前年度比 98.7%（797 件）と全体では微減だった．データベー
ス毎に大きく増減しており，JDreamIII，CiNii は減少しているが，今日の診療 Web，最新看護索引 Web はそれぞれ
2 倍近く利用が伸びている．海外医学文献データベースでは，利用件数が 63,525 件で前年度比 106.5%（+3,856 件）
となった．UpToDate が 11,028 件（前年度比 155%，+3,912 件）で 1 万件を超え，月平均で約 900 件利用されて
おり全体に大きく影響した．
4-4．電子ジャーナルサービス

国内電子ジャーナルは 99,407 件で前年度比 98.5%（-1,479 件）と微減だった．メディカルオンラインの利用は安
定しており，10 万件を超えた一昨年からは減少しているが 9 万件台後半を維持している．海外電子ジャーナルは主
要出版社 8 社の合計で 140,110 件だった．このうち Elsevier が 69,785 件とほぼ半数を占めている．
4-5．電子書籍サービス

国内電子書籍は平成 28 年度より提供開始したメディカルオンラインイーブックスが 460 件，海外電子書籍は
AccessMedicine が 457 件で前年度比 170.5%（+189）と大幅に利用が伸びた．
4-6．埼玉医科大学リポジトリ

平成28年 6月より公開したリポジトリのアクセス件数は3,973件だった．平成29年度も増加傾向となっている．
アクセス数が多いコンテンツは看護学科紀要で約 3,500 件が利用された．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館

・平成 28 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 1 日）
・平成 28 年度新入職員オリエンテーション（4 月 4 日）
・平成 28 年度埼玉医療福祉会看護専門学校第二学科新入生オリエンテーション（4 月 14 日）
・平成 28 年度医学部新入生オリエンテーション（4 月 15 日）
・西武学園文理高等学校 33 名館内見学対応（連携医療講座）（5 月 26 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 29 年 3 月 9 日）

2）総合医療センター分館
・平成 28 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 5 日）

3）日高キャンパス分館
・平成 28 年度保健医療学部新入生オリエンテーション（4 月 20 日，21 日，25 日）

4）川角キャンパス分館
・平成 28 年度理学療法学科新入生オリエンテーション（4 月 14 日）

5-2．授業
1）附属図書館

・「医科学への道すじ　医科学の探索」図書検索講習（医学部 1 年生，12 月 7 日，14 日，21 日，忍田純子）
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2）日高キャンパス分館
・文献検索講義（医用生体工学科 3 年生，4 月 28 日，本多貞夫）
・文献検索講義（看護学研究科 1 年生，4 月 30 日，本多貞夫）
・文献検索講義（看護学科 1 年生，7 月 22 日，本多貞夫）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年生，7 月 27 日，鈴木智絵）
・文献検索講義（健康医療科学科 3 年生，10 月 27 日，本多貞夫）

6．研究
6-1．研修ほか

1）第 87 回 JMLA 総会・分科会（5 月 26 日～ 27 日，田口宣行，林美代子）
2）国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム（5 月 26 日，吉田真理，廣瀬洋，27 日，忍田純子）
3）埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第 29 回総会（6 月 20 日，田口宣行）
4）LIMEDIO…Seminar…2016（8 月 3 日，廣瀬洋）
5）Springer…Nature ライブラリアンセミナー 2016…（8 月 22 日，廣瀬洋）
6）文化庁平成 28 年度図書館等職員著作権実務講習会（9 月 13 日～ 14 日，森田晏奈）
7）第 102 回全国図書館大会東京大会（10 月 16 日，林美代子，百留悦子）
8）第 18 回図書館総合展フォーラム（11 月 8 日，忍田純子，9 日，前田智美，10 日，新井美由紀，廣瀬洋）
9）平成 28 年度大学図書館職員短期研修（11 月 29 日～ 12 月 2 日，鈴木智絵）
10）SALA 第 28 回研修会（12 月 9 日，中島裕美子）
11）「図書館と県民のつどい埼玉 2016」展示参加（当館展示テーマ「医学生のキャンパスライフ」）（12 月 18 日）
12）JDreamIII 文献分析体験セミナー（平成 29 年 2 月 17 日，廣瀬洋）
13）第 40 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：2017Update」）（2

月 18 日，田口宣行）
14）Alma（Ex…Libris）ワークショップ（2 月 22 日，廣瀬洋）
15）JMLA 病院部会主催見学会（2 月 24 日，前田智美）

6-2．論文ほか
1）廣瀬洋，早川千鶴，中島裕美子，小山有希子，新井花奈 .…病院・大学・短期大学・看護専門学校の紀要論文お

よび看護研究抄録を対象とした引用文献の分析…（特集…第22回医学図書館研究会・継続教育コース）.…医学図書館.…
2016;…63（2）:…175-179.

2）森田晏奈 .…埼玉医科大学 < 医学生のキャンパスライフ >.…図書館と県民のつどい埼玉 2016 記録 .…2017;…16.

7．補助金　なし

8． 統計（平成 28 年度）
… 毛呂山… 川越… 日高… 川角… 計
開館日数… 28… 27… 27… 244… 1,084
年間入館者数… 25,922… 12,620… 40,654… 11,801… 90,997
年間受入冊数（注 1）…
　　　　和… 3,298… 531… …2,146… 696… 6,671
　　　　洋… 657… 68… 3… 78… 806
　　　　計… 3,955… 599… 2,149… 774… 7,477
視聴覚資料年間受入点数（注 1）
　　　　国内… 28… 4… 50… 26… 108
　　　　外国… 0… 0… 0… …0… 0
　　　　計… 28… 4… 50… 26… 108
蔵書冊数（注 1）
　　　　和… 147,615… 18,625… 34,073… 9,731… 210,044
　　　　洋… 134,100… 7,169… 2,387… 649… 144,305
　　　　計… 281,715… 25,794… 36,460… 10,380… 354,349



55

附属図書館

視聴覚資料所蔵点数（注 1）　　　　　　
　　　　国内… 1,452… 268… 1,367… 216… 3,299
　　　　外国… 874… 16… 7… 31… 928
　　　　計… 2,326… 284… …1,37… 247… 4,227
受入雑誌種類数（注 2）…4……
　　　　和… 622… 134… 144… 57… 957
　　　　洋… 130… 12…… 10… 7… 159
　　　　計… 752… 146… 154… 6… 1,116
館外貸出
　　　　貸出者数… 4,608… 945… 5,062… 1,668… 12,283
　　　　貸出冊数… 9,934… 1,646… 9,566… 3,367… 24,513
複写枚数… 36,296… 18,791… ―… 1,018　　　
相互貸借件数
　　　　貸し件数… 6,224
　　　　借り件数… 2,207
データベースサービス（注 3）
　　　　国内… 61,007
　　　　海外… 63,525
電子ジャーナルサービス（注 4）
　　　　国内… 99,407
　　　　海外… 140,110
電子書籍サービス（注 5）
　　　　国内… 460
　　　　海外… 457
埼玉医科大学リポジトリ…3,973

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: 国内医学文献データベース利用件数の内訳（医中誌 Web…49,004 件，JDreamIII…1,104 件，今日の診療

Web 版 3,710 件，CiNii 総検索数…4,457 件，最新看護索引 Web…2,732 件），海外医学文献データベース利用
件数の内訳（EBM…Reviews を含む MEDLINE…on…Ovid…Online…1,508 件，PubMed…47,532 件，STAT!Ref…66 件，
CINAHL…with…Full…Text…97 件，JCR…on…the…Web…1,748 件，Scopus…1,546 件，UpToDate…11,028 件）

注 4: 国内電子ジャーナル閲覧件数の内訳（メディカルオンライン…97,429，CiNii 定額分…1,978），海外電子ジャー
ナル（主要出版社のみ）閲覧件数の内訳（Elsevier…69,785，Wiley…20,924，Springer…15,306，Nature…
16,299，LWW…8,294，Oxford…University…Press…8,322，Cambridge…University…Press…324，Thieme…856）

注 5: 国内電子書籍閲覧件数（メディカルオンラインイーブックス…460），海外電子書籍閲覧件数（AccessMedicine…
457）

9．自己点検・評価
・平成28年 6月 1日に「埼玉医科大学リポジトリ」を公開した．公開時の学位論文登録件数（平成25～ 27年度「論

文内容の要旨」及び「論文審査の結果の要旨」）は 83 件となった．過去に国立情報学研究所で公開していた「医
学基礎部門紀要 No.9-11」と「進学課程紀要 No.1-8」もリポジトリへ移行した．その後「看護学科紀要」（6 月），

「埼玉医科大学雑誌（原著論文及び症例報告のみ，Vol.28 から）」（3 月）を追加登録した．公開から 3 月末まで
の利用件数は 3,793 件となっており，今後も多くの利用が見込まれる．平成 29 年度は運用の安定化を図りつつ，
引き続き学術情報の円滑な流通と発信力の強化に取り組み，「知の発信システム」として本学の教育研究活動の
社会還元を進めていく．

・平成 28 年度より正式運用を開始したドキュメントデリバリーサービス Reprints…Desk の年間利用状況は以下の
とおりである．急を要する論文 PDF の入手方法として一定の効果があったと言える．

　利用登録者数：13 名　利用者数：5 名　利用件数：19 件　合計金額：94,747 円
・個人向けサービスとして「マイライブラリ」の運用を開始した．本サービスはインターネットを介してどこから

でも貸出中の資料の確認，延長手続き，資料予約，一部電子コンテンツへのアクセスを提供するものである．
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・広報活動の一環として「出前説明会」を開始した．利用者が希望する場所へ職員を派遣し，図書館の使い方の基
本から各種データベースの検索方法まで，利用者の要望にあわせた説明会を実施するサービスである．平成 28
年度の実施件数は 9 件だった．

・2017 年外国雑誌については原価の値上がりは例年並みだが為替の大幅な円高により 1,090 万円の削減が見込め
る試算となった．全体の方針としてはすべて継続し，一部の出版社についてはパッケージ契約，複数年契約，マ
ルチサイト契約への変更も検討した．その結果，Cambridge…University…Press を STM…Package へ変更（65 誌か
ら 158 誌），新規電子ジャーナルパッケージを追加（Sage，180 誌），BMJ をパッケージ契約へ変更，Thieme のパッ
ケージを3年契約へ変更，American…Thoracic…Society…2誌をパッケージ契約へ変更することになった．データベー
スでは，UpToDate の継続プランとして UpToDate…Anywhere（リモートアクセス可）での初年度優遇移行プログ
ラム（2018 年までの複数年契約）を採用した．STAT!Ref は ACP…Smart…Medicine の提供終了に伴い中止とした．
国内電子ジャーナルでは医学書院の MedicalFinder（50 誌）を新規導入することとした．

・11 月 7 日より UpToDate…Anywhere（リモートアクセスサービス）の提供を開始した．これにあわせて登録会及
び説明会を各キャンパスで開催した．

・10 月 13 日より短期大学図書室で LIMEDIO の運用が開始された．これにより法人内各学校に附属する 6 つの図
書館・室における共通システム化が実現できた．

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）：講師：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，平成 13 年 9 月から稼働を始めた．本研究センターが設立されたのは，約 30 塩基対
からなるヒトゲノムのドラフト（概要）シーケンスが発表された翌年であり，実際，本研究所は，そのヒトゲノムと
いう莫大な情報を医学の発展のために最大限利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，本研究セ
ンターは癌研究や幹細胞研究など，世界に通ずる基礎研究の成果を発信しつつ，大学病院，国際医療センター，総合
医療センターという本学が有する 3 つの病院群との連携を軸とした埼玉医科大学における研究拠点の役割を果たし
てきた．なお，本研究センターは，平成 26 年において，大，中，小といったように，あらゆる規模のゲノムシーケ
ンス解析に対応できる体制を整えたが，それ以来，ゲノム医学研究センターは，上記に掲げた，本研究センターに与
えられている役目を今まで以上に効率よく実行できていると考えている．

3．活動報告
　ゲノム医学研究センターは，現在，臨床研究に積極的に取り組んでいる学内の臨床部門との共同研究を軸とした，
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，上記に挙げたあらゆる規模のゲノムシーケンス解析に対応で
きる次世代シーケンサーの設備をフル稼働させることで，ミトコンドリア呼吸鎖異常症など，原因不明の遺伝病の原
因を解明することなどを主な目的として研究を展開している．その具体例の一つとして，isoleucyl-tRNA…synthetase

（IARS）遺伝子における変異を子宮内発育遅延，脂肪肝，成長障害，難聴，糖尿病という様々な症状を示す遺伝病の
原因として同定し，Am…J…Hum…Genet に報告した論文を挙げることができる．興味深いことには，この IARS 遺伝子
の変異は，牛の虚弱子牛症候群の原因遺伝子の一つとしても知られており，今後は，この疾患は，人畜共通の遺伝子
疾患として，医師，獣医師，研究者の相互の協力をベースに治療法の開発などの研究が展開されていくことになる．
もう一つの特筆すべき成果は，ヒト iPS 細胞からのインスリン産生細胞である β 細胞への分化の効率化を目指した
研究で，この実験では，β細胞への分化という多段階からなる分化過程の中の 2 つの特定の段階を蛍光タンパク質
の発現によりマーキングするという実験系の確立の為の研究であり，ゲノム医学研究センターが有する幹細胞研究基
盤とゲノム編集の技術を結集させることで初めて成功できた研究成果である．ヒト iPS 細胞からインスリン産生細胞
を作製するという極めて長期間を要する実験において，本研究成果は，細胞分化プロトコールが問題なく進行してい
るか，実験の途中経過を追うことを可能にしたという意味で大変有意義な研究成果であり，今後，β 細胞分化誘導
促進因子を探索する為の薬剤スクリーニングなどにおいてこの研究成果は威力を発揮することは間違いないと考えて
いる．実際，この発表論文の中でも，この実験システムの確立の意義を証明すべく，薬剤スクリーニングを行っており，
その結果，fibroblast…growth…factor…receptor…1…inhibitor が β 細胞の分化の促進因子として作用するという，今まで
にない全く新しい知見を得ている．また，平成 28 年 3 月 30 日という平成 27 年度最後の業績に当たるが，ES 細胞
という非生殖細胞が，本来，生殖細胞に限定されていると考えられていた減数分裂という現象を引き起こすための潜
在能力を有しているという驚きの事実を発見し，Nature…Communications に発表したが，週が明け，平成 28 年度に
なってから，新聞，インターネット等の各種メディアにその研究成果が報じられたので，このことも，平成 27 年度
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28 年度という年度を跨いだ研究成果として報告させていただく．
　教育に関しては，現状では，本研究センターが担当している系統講義のコマ数は極めて少ないが，ゲノム医学研究
センターとしては，研究だけではなくて，教育にも大いに貢献したいと考えている．実際，本センターでは，毎年 7
つの課外（夏期）学習プログラムに応募し，医学部及び保健医療学部の学生に対して研究を体験してもらっているほ
か，保健医療学部の卒業研究に対しても積極的に参加している．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，本センターの部門長が，全員，医学部学生に対して研
究の重要さ，面白さを伝えるべく，万全な準備を行った上で講義を行っている．

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度においては，ゲノム医学研究センターは，平成 27 年ほど，インパクトの高い国際誌に論文を数多く
発表できなかったが，糖尿病治療を念頭においた研究であるとか，ES 細胞に未分化性に関する研究であるとか，い
くつか，今までに発表できた研究成果以上に BIG…SCIENCE と呼べる研究が着実に完成・発表へと近づいており，平
成 29 年度以降大変楽しみな状況にある．本センターは，今後も，そういった研究成果を発表することでもって埼玉
医科大学の名声を高めることに貢献していくとともに，研究センター発足以来の目標である研究成果の臨床の場への
還元という点に関しても今まで以上に注力して研究活動に邁進したいと考えている．
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10．医学教育センタ－

1．構成員
　センタ－長：土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：兼担，皮膚科教授，H.28.4.1 ～ H.30.3.31
　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.28.4.1 ～ H.30.3.31
　国際医療センタ－ブランチ長：小山政史（OYAMA,…Masafumi）：…兼担，国際医療センタ－泌尿器科教授，

H.28.4.1 ～ H.30.3.31
　各部門の構成員については，各部門の項を参照されたい．

2．活動状況
　医学教育センタ－は，埼玉医科大学の医学教育を統括，調整，研究，開発することを目的に平成 15 年 8 月に発足
した．発足当時は，入学試験，卒前医学教育，卒後医学教育，大学院教育，教育情報，Faculty…Development，大学
評価，事務の 8 部門から構成されていたが，平成 18 年度から教育主任部門が加わって 9 部門となり，それぞれの部
門が協力して「入学から生涯教育までをト－タルに考え，埼玉医科大学の明日を創造する」をスロ－ガンに活動を行っ
てきた．
　その後，入試部門はアドミッションセンタ－へ，大学院部門は大学院へ，大学評価部門は自己点検評価委員会へと
機能移転が行われ，平成 20 年 10 月 1 日から，医学教育センタ－は，教育主任，卒前医学教育，卒後医学教育，教
育情報，Faculty…Development，企画，事務の7部門からなる新体制で活動を継続してきた．平成21年 4月には，シミュ
レ－ション教育部門が新設され，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 年度入学生から新カリキュラムが実施された．

3．自己点検・評価
　医学教育センタ－は発足以来，医学教育センタ－の設立時の目標を見失わないよう，注意を払いつつ，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－の担当する業務に関連する事務作業の増加は著しい．特に，事務作業の効率化を行い，教育支援
体制を改善することが継続的な課題となっている．また，医学教育センタ－は埼玉医科大学の全学組織として位置づ
けられているが，活動は医学部内に限定している．全学的組織としてあり続けるか，見直しの必要性もあるように思
われる．
　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．なお，知財戦略研究推進部門は 29 年度内に
リサーチアドミニストレーション（RA）センターに移動する予定である．

平成 28 年度も以下のような学内の各種グラントを運用した．
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科研費に応募し，不採択となった
者が申請資格を有する．
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，医学部若手限定助成の 3 種類がある．
　29 年度のタイムスケジュール（予定を含む）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，兼担教授 1 名，専従職員，兼担職員が配置された（表 2；29 年度スター
ト時点での構成員．予定を含む）．

表 1.　学内の各種グラントのタイムスケジュ－ル（平成 29 年度予定を含む）
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表 2…リサーチアドミニストレーションセンター　構成員
センター長 専務理事　棚橋紀夫
副センター長 副医学部長　松下　祥

副理事長　吉本　信雄
教授　千本松　孝明

シニアＵＲＡ 教授　小林　国彦（兼務）
事務部門

課長　佐藤　勝茂
研究費担当 主任　仲村　由紀子
研究費担当 神田　春香
研究費担当 中沢　恭世
研究倫理担当 小鷹　徳子
研究倫理担当 中島　奈月

（兼務者） 課長　松尾　有裕（大学事務部）　
（兼務者） 係長　小野寺晴美（大学事務部）
知的財産・産学連携担当　※平成 29 年 6 月～

菅原　哲雄
（兼務者） 三谷　幸之介（ゲノム医学研究センター）

石川　友美
産学官連携アドバイザー 豊田　浩一
知財アドバイザー 林　利藏

（兼務者） 大沢　和弘（ゲノム医学研究センター事務室）

以下を主な活動内容とする．
1）諸規程の整備
2）大学倫理審査委員会支援
3）大学 COI 管理委員会支援
4）研究不正の防止
5）研究費の適正使用
6）研究費の獲得
7）研究に係る診療組織との連携
8）研究に係る教育とモニタリング
9）外国為替及び外国貿易法への対応
10）知的財産の管理運用
11）その他研究の推進と管理に係ること

平成 28 年度は主に以下のような活動を行った．
1）倫理審査委員会，組換え DNA 実験安全委員会の事務局業務を引き継ぎ，関係部署との連携を強化した．
2）NIH など外部研究機関のデータベース利用登録，国内国立機関の研究施設利用登録など，研究部門の事務とし

て広く研究活動の支援を行った．
3）倫理審査委員会認定事業，倫理指針改訂への対応，3 キャンパスの倫理審査委員会・ＩＲＢとの連絡協議会開

催など，研究倫理審査業務の中央部門として活動した．また主管校として第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会
議を開催した．

4）公的研究費の適正使用に関する説明会，研究倫理向上研修会，利益相反管理など研究公正の取組みを推進した．
また 5 月に実施された会計検査院受検に対応した．

5）慶応大学病院を中核となる「首都圏ＡＲコンソーシアム」に構成機関として参画するなど産学官連携強化に取
り組んだ．

6）特定認定再生医療等委員会の認定を平成 29 年 3 月に受けた．
7）海外研究機関への簡易型遺伝子解析装置の持ち出しに当たり，安全保障貿易管理の観点から審査を実施した．
8）今後の研究支援体制について，URA の配置も含め検討を行った．

これらの活動は学内 HP（http://smswww/ra/index.html）でも紹介されている．
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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 28 年度は，「学生相互交換留学制度」が始まって 22 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 779 名を数える．本年は平成 17 年度を最後に受け入れが途絶えていたアメリカ・ジョンズホプキンス大学か
らの留学生も来日も実現した．
平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」は，医学部・保健医療学部学生を対象として医療に関連した英語能
力を高める目的（English…for…Health…Science…Purposes）とホームステイを通じ海外の文化に触れる目的のもとに行わ
れており，ホームステイ・語学研修の他，病院見学・地元学生との交流など多彩なプログラムが組まれている．今年
度はサンフランシスココースを再開し，ロサンゼルスコースとの 2 箇所での研修を行った．また，事前学習にも力
を入れ，計 5 回の出発前オリエンテーションを行い学生のモチベーションを高めることにつとめた．
　平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は今年度 8 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毎年受け入れを行なっているペーチ大学
とセンメルワイス大学から留学者については，人数と受け入れ時期がややイレギュラーではあったが全体としては例
年通りの受け入れを行うことができた．
　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…Cafe 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．
English…Cafe は「課外プロ」にも登録されており，ますます活発に活動している．
　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 9，10 号を刊行した．10 号では 11 月に逝去された丸木清浩名誉理事長についての特集記事を
掲載し，多くの感想が寄せられた．
　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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13．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埼玉医療福祉会看護専門学校（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．
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14．教職員・学生健康推進センター

　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，教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）が平成 21 年 4 月に開設されました．初
代センター長には今井康雄先生が就任され，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．
　健康管理部門は，当大学においては，昭和 47 年の開学時に当初医学生を主として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，更に平成 18 年の保健医療
学部開学時には，保健医療学部生をカバーするために，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，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内で行なわれてい
ます．
　現在，健康推進センターは場所は毛呂山キャンパスに設けられていますが，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．
　…“良い病院は良い職員から．良い大学は良い学生から．” が健康推進センターのスローガンです．“良い” とは何を
意味するのか．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，第三者からの評価に役立てています．
全学的なご協力が絶対必要です．皆様のご支援，ご鞭撻を心からお願い申し上げます．

（文責　富谷智明）
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15．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．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．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．近年増加し社会問題となっている「標的
型メール攻撃」についても埼玉県警と連携した対応を行っている．
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16．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おり，今年度新たに地域枠奨学金部門を新設した．

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．地域枠奨学金部門（28 年 11 月より）
9．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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17．リサーチアドミニストレーションセンター

　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」）は，平成…27…年…4…月に本学の研究活動全般を
管理することを目的に，法人部門の組織として設置された．
その主たる業務は次の通りである．

（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）その他医学研究等の推進及び管理に関すること

　研究不正防止部署として，コンプライアンス推進／研究倫理教育責任者・副責任者と協力し，適切な研究活動推進
のための諸規程の整備，研究倫理に係る教育，研究費の適正使用のためのガイドライン作成・改訂，外部資金獲得の
ための情報提供などに取り組んでいる．　各研究者が安心して研究活動に取り組むことができるような体制および環
境の整備，そのための事務作業の支援をすることが重要な任務である．
　
　また医学研究センターをはじめとして，研究活動に関係する組織は，医学部・保健医療学部また各病院にも倫理委
員会・IRB，COI 管理委員会など多数あるが，その組織間の整合性・連携を推進していくことにより，埼玉医科大学
全体として研究活動の方向性を示していくことも，RA センターの役割の一つである．
　
　これらの活動により埼玉医科大学における研究活動を活性化し，基礎研究・臨床研究ともすばらしい成果が出てく
ることを目論む．
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18．学生部

1．構成員
　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 28 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 28 年度第 59 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が，千葉大学，東京大学，北里大学，東海大学の
主管によって開催された．…

　③越華祭
　　平成 28 年度大学祭（第 9 回越華祭）が日高キャンパスで開催された．
　　テーマ：「DIVE」
　　日程：平成 28 年 10 月 22 日（土）～ 23 日（日）

・近隣住民への挨拶回り（騒音についてのお知らせ）は，昨年同様に，山根地区（ゴルフ練習場付近）を中心に
一軒一軒に行った．

・予算収入は各所からのご厚意による寄付金と前年度の繰越金からなり，各局の計画に基づき分配を行い，支出
超過にならないよう予算内の運営に努めた．

・10 月 22 日 14 時より越華祭で，埼玉県医師会主催（本学共催）「医学生，研修医等をサポートするための会」
と題し，県内の女性医師支援を行うための座談会が実施された．

④第 1 回部活リーダー研修会を 11 月 28 日（月）16 時 30 分より，各クラブの責任学年部員 1，2 名を出席させ，
第 1 部に事例検討（PBL 形式），第 2 部は部活の行動規範について，退部，会計処理，新歓，飲酒など，適正に
行うべきことを指導する研修会を開催した．参加者には「修了証」を授与．部活の顧問，学生部委員会委員もオ
ブザーバーとして参加して頂いた．

　⑤第 59 回東医体の結果が報告され，陸上競技部以外は例年に比べ低調な成績であった．
　⑥学生保健管理

・健康診断，喫煙アンケート，インフルエンザ，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．

・肺結核を発症した 5 年生の経過についての報告がなされ，病院側の臨床実習受け入れ可否を決める基準につ
いての質問があり，各病院の感染対策室が中心となり受け入れ可否を判断している状況について説明があった．

　⑦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ていたが，再開が報

告された．
・部活顧問・主将会議を 6 月 10 日（金）12:40 より開催した．

　⑧その他
　　学内での喫煙，車の違法駐車，飲酒問題，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．
　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

　織田弘美整形外科教授が 8 月に病院長に就任し，新体制による病院運営が開始した．病院長就任にあたって職員
に対し病院運営方針の説明会を開催した．

1．人事
① 4 月 1 日付けで梶原健先生が婦人科教授に昇格した．
② 4 月 1 日付けで門野夕峰先生が整形外科・脊椎外科教授に就任した．
③ 7 月 1 日付けで川田哲也先生が放射線科（放射線腫瘍科）教授に就任した．
④ 8 月 1 日付けで篠田啓先生が眼科教授に就任した．
⑤ 8 月 1 日付けで織田病院長を中心とする病院執行が就任した．
　・病院長　織田弘美
　・院長代理　三村俊英
　・副院長　中元秀友，篠塚望，鈴木美香
　・院長補佐　徳山研一，市岡滋，亀井良政，長坂浩，池園哲郎，藤巻高光

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 37,480 名
（2）延外来患者数 500,905 名
（3）新入院患者数 17,855 名，退院患者数 17,891 名，延入院患者数 285,089 名
（4）病床稼働率 94.2％
（5）紹介率 68.0％，逆紹介率 46.9％
（6）手術件数 7,869 件，内視鏡検査治療件数 10,642 件，透析件数 22,132 件
（7）平均在院日数（一般病床）14.4 日，（精神病床）105.8 日
（8）重症度，医療・看護必要度 26.9％

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 55 名に対し臨床研修を行った．
（1）医科：1 年目 30 名，2 年目 21 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（40 回，延 1,715 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（27 名），優秀研修医 4 名・優秀指導医 4 名表彰（3 月）
⑤基本的臨床能力評価試験研修医 11 名受験（2 月）
⑥学位取得者 12 名
（1）甲種 6 名
（2）乙種 6 名

6．研究
①科学研究費の採択 98 件
（1）文部科学省研究費補助金 41 件
（2）厚生労働省科学研究費 15 件
（3）AMED 委託費 23 件
（4）若手医師育成研究費 19 件

②臨床研究 734 件
（1）IRB 新規承認…82 件
（2）継続件数 652 件

7．主な活動
①ふれあい看護の日・ふれあい看護体験開催（5 月）
②平成 28 年度診療報酬改定講演会開催（5 月）
③西入間広域消防組合と派遣型救急ワークステーション設置調印式挙行（6 月）
④エレベータ棟竣工並びに HAPPINESS 家族像除幕式挙行（6 月）
⑤肝疾患市民公開講座開催（7 月）
⑥第 1 回埼玉医科大学病院市民公開講座開講（7 月）
⑦無料肝炎検査実施（7 月）
⑧肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座（7 月）
⑨織田弘美教授病院長就任（8 月）
⑩防火防災訓練教育セミナー開催（8 月）
⑪医療法第 25 条に基づく立入検査（8 月）
⑫第 37 回 9 都県市合同防災訓練参加（9 月）
⑬第 9 回診療連携シンフォニー（紹介患者症例報告会）開催（9 月）
⑭サマーコンサート開催（9 月）
⑮救急医療功労医療機関表彰（特殊救急（耳鼻咽喉科））（9 月）
⑯病院長感謝の集い・就任披露の会開催（9 月）
⑰肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座開講（10 月）
⑱肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会医療従事者研修開催（10 月）
⑲防災訓練実施（11 月）
⑳第 2 回埼玉医科大学病院市民公開講座開講（12 月）
㉑健康管理センター毛呂山町ふるさと納税返戻品（人間ドック）委託契約締結（12 月）
㉒ボランティア交流会開催（12 月）
㉓日本肝臓学会コーディネーター研修開催（12 月）
㉔第 3 回埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会開催（1 月）
㉕平成 28 年度埼玉県特別機動援助隊合同訓練参加（2 月）
㉖埼玉県トラック協会寄贈車輛贈呈式参加（2 月）
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㉗第 3 回埼玉医科大学病院市民公開講座開催（2 月）
㉘第 10 回診療連携シンフォニー（紹介患者症例報告会）開催（3 月）
㉙春の歌声オペラコンサート開催（3 月）

以　上
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20．総合医療センター

　平成 28 年度の総合医療センターは，堤病院長が平成 28 年 9 月 1 日に再任され，病院長第 3 期目の新たな体制が
スタートした．埼玉県の救急医療ニーズに応えるため，前年度に設置した小児救命救急センターの効果的運用（小児
特定集中治療室管理料の算定）及び総合周産期母子医療センター・高度救命救急センターの機能拡充に努めて来た．
さらに，当院開設 30 周年を契機に病院機能全般の一層の強化・充実を図るため診療部門のセンター化を検討，内視鏡・
外来化学療法室等の整備，病棟部門の改修にも着手した．
具体的な成果としては，地下 1 階の栄養部・薬剤部・リハビリテーション部等の改修工事が竣工し，稼動を開始す
ることが出来きまた，設備整備面においても放射線腫瘍科のリニアックの更新や結石破砕センターの移転を行うこと
が出来た．
　平成 29 年 3 月 28 日に，内視鏡センター竣工式典が行われた．「森の中の病院，病める体を蘇生させることが出来，
森の持つ生命力にあふれる環境を例えたもの」をイメージした内視鏡センターである．検査室も増え内視鏡検査室 5
部屋，エックス線透視検査室 2 部屋あり合計 7 部屋の運用に拡張出来た．
今後も本館を改修し，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 日付けで皮膚科に福田知雄教授，6 月 1 日付け小児科に阪井裕一教授，平成
29 年 2 月 1 日付け放射線科に土屋一洋教授が赴任された．
　平成 29 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 53 名，准教授 27 名，講師 54 名，助教 257 名，研修医 44 名，看
護職員 1,177 名，薬剤師 70 名，事務部門その他 516 名，合計 2,198 名である．

2．診療
　平成 28 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 322,866 人，病床稼働率 90.5％，平均在院日数 13.8 日，ま
た外来部門では外来患者延べ人数 632,111 人，1 日平均患者数 2,157
人，紹介率 70.9％であった．また，平成 28 年の中央手術部における手術件数は 7,791 件であった．

3．卒後教育
　初期研修医は 1 年目が 15 名（本学卒業 11 名　他大学 4 名），2 年目 25 名の計 40 名．後期研修医は，当院初期
研修終了の 13 名の他，大学病院より 5 名，他病院より 14 名の計 32 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 10 年が経過し，節目の年度であった．開院 5 年～ 10 年が地固めの時期の最
後の年となり，三大疾病（がん，心臓病，脳卒中）と救命救急医療を提供する高度医療提供機関としての使命を果た
し実績をあげることができた．また，当院の医療の質の第三者評価を受けるべく，国際病院機能評価（JCI）の受審・
認証を目指し活動を行った．

1．人事
① 4 月 1 日付けで救命救急センター長代行に根本学先生が就任した．
② 4 月 1 日付けで輸血細胞移植部，造血器腫瘍科兼担・教授に石田明先生が就任した．
③ 6 月 1 日付けで医療安全管理学・教授に川井信孝先生が就任した．
④ 9 月 1 日付けで頭頸部腫瘍科・教授に中平光彦先生が昇格した．
⑤ 9 月 1 日付けで婦人科腫瘍科・教授に長谷川幸博先生が昇格した．
⑥ 1 月 1 日付けで臨床検査医学・教授に海老原康博先生が昇格した．
⑦ 3 月 1 日付けで脳血管内治療科・教授に神山信也先生が昇格した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
　（1）新入院患者数 15,526 人，（2）延入院患者数 238,034 人，（3）稼働率 93.2％，（4）中央手術部手術件数 6,736

件，（5）初診患者数 14,402 人，（6）延外来患者数 212,699 人，（7）救急車受け入れ件数 4,087 件，（8）紹介
率 82.8％，逆紹介率 115.1％

②院内がん登録件数（2015 年症例）4,623 件

3．病院運営・管理
①国際医療センターでは，法人本部から担当専務理事，常務理事，事務局長，病院から病院長，副院長（看護部長含む），

事務部長から構成される病院経営推進会議（隔週月曜日開催）で病院運営に関わる方針，経営改善等の審議及び
決定がなされ法人の方針を踏まえた病院運営を行った．

②病院経営戦略会議（隔週月曜日開催）は病院長，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．

③病院長年頭方針説明会を 1 月に開催し，平成 29 年の医療活動について職員に周知を図った．
④リーダーズ会議を毎週火曜日に開催し，病院執行部と各部門リーダーとの情報共有を図った．

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 12 名（うち埼玉医大卒業生 9 名），2 年目 9 名（埼玉医大卒業生 8 名）の 21

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（40 回）
③緩和ケア研修会開催を 2 回開催（1 月 33 名，7 月 23 名）
④包括的がん教育カンファレンスを 10 回開催
⑤市民公開講座を 4 回開催（5 月，9 月，12 月，2 月）
⑥臨床研修指導医講習会（11 月）
⑦埼玉県医学会総会研修医演題 2 題発表（3 月）
⑧基本的臨床能力評価試験研修医 5 名受験（2 月）
⑨臨床研修医修了認定式，優秀研修医・指導医表彰（3 月）
⑩医学生初期研修プログラム説明会（6 月）
⑪専門研修説明会（6 月）
⑫初期研修先 25 施設
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⑬他大学医学生病院見学 29 名参加
⑭専門看護師 5 名，認定看護師 14 名認定された
⑮学位取得者（甲種）4 名，（乙種）5 名

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 20 件．日高研究プロジェクト 19 件であり合計 81 件の研究費補助金を獲得
②治験では，新規 23 件，前年度からの継続 64 件の合計 87 件の治験を実施
③臨床試験では，病院ＩＲＢで 275 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 822 件を含む合計 1,097 件の臨床

試験を実施
④先進的医療は前年度からの継続 5 件の先進的医療を実施

6．主な活動
①医療法 25 条立ち入り検査（12 月）
②救命救急センター運営評価委員会開催（3 月）　
③埼玉医科大学・連携施設懇談会を 2 回開催（6 月，10 月）
④私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療セン

ター）（3 月，12 月）
⑤埼玉医科大学国際医療センター・地域医療連携懇話会 4 回開催
⑥埼玉か大学国際医療センター・6 地区医師会連絡協議会（5 月）
⑦ホワイエコンサートを 10 回開催．
⑧献血及び骨髄移植ドナー登録実施（2 月 55 名，6 月 51 名，10 月 46 名）
⑨施設見学実施 168 件
⑩タイ，ラジャビス病院との同意書調印式
⑪事務職員による病院周辺の清掃ボランティア活動（9 回実施）
⑫九都県市合同防災訓練　
　ふじみ野市会場 9 名参加（8 月），さいたま市会場 8 名参加（9 月）
⑬部署別防火防災訓練 67 回実施
⑭屋内消火栓操法大会出場（10 月）
⑮ JMIP 訪問審査
⑯ JCI…MOCK サーベイ
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1．1）（1）倫理委員会

1．構成員
（1）埼玉医科大学倫理審査委員会（任期：H30.3.31）

委員長　　　　大竹　明（OTAKE,…Akira）：大学病院小児科教授
副委員長　　　西川　亮（NISHIKAWA,…Ryo）：国際医療センター脳神経外科教授
　　　　　　　三谷幸之介（MITANI,…Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター教授
委　員　　　　田邊一郎（TANABE,…Ichiro）：保健医療学部医用生体工学科教授（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
　　　　　　　亀井良政（KAMEI,…Yoshimasa）：大学病院産科・婦人科教授
　　　　　　　山田健人（YAMADA,…Kento）：医学部病理学教授
　　　　　　　野田智子（NODA,…Tomoko）：保健医療学部看護学科教授
　　　　　　　田坂大象（TASAKA,…Taizou）：総合医療センター
学外委員　　　井上晶子（INOUE,…Akiko）：一般人・女性委員
　　　　　　　和田芽衣（WADA,…Mei）:…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
事務局　　　　佐藤勝茂（SATO,…Katsusige）：RA センター課長
　　　　　　　小鷹徳子（ODAKA,…Noriko）：RA センター（H28.10 ～）
　　　　　　　中島奈月（NAKAJIMA,…Natsuki）：RA センター（H28.10 ～）

（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（任期：H30.3.31）
　　亀井…良政（KAMEI,…Yoshimasa）：大学病院産科・婦人科教授（毛呂山キャンパス）
　　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：RA 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（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 28 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 244 回（平成 28 年…4 月 12 日）：出席者 14 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 245 回（平成 28 年…5 月 10 日）：出席者 14 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 266 回（平成 28 年…6 月…7 日）：出席者 14 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 267 回（平成 28 年…7 月 12 日）：出席者 15 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 268 回（平成 28 年…9 月 13 日）：出席者 13 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 269 回（平成 28 年 10 月 11 日）：出席者 13 名…オブザーバー 1 名…事務局 3 名
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　　第 250 回（平成 28 年 11 月…8 日）：出席者 15 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 251 回（平成 28 年 12 月…6 日）：出席者 13 名…オブザーバー 1 名…事務局 3 名
　　第 252 回（平成 29 年…1 月 10 日）：出席者 15 名…オブザーバー 1 名…事務局 2 名
　　第 253 回（平成 29 年…2 月 14 日）：出席者 15 名…オブザーバー 1 名…事務局 3 名
　　第 254 回（平成 29 年…3 月 14 日）：出席者 12 名…オブザーバー 1 名…事務局 3 名

（2）主な審議内容
　新規申請 28 件，研究計画書の変更申請 31 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
①6年生を対象とした医学総論にて｢患者の権利と医の倫理｣の講義を実施した（平成28年7月19日）．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した．
・第 53 回医学系大学倫理委員会連絡会議（平成 28 年 7 月 1 日～ 2 日）：別所学長，大竹委員長，三谷副委員長，

田坂委員，種田委員，大西委員，井上委員，千本松教授，佐藤，小鷹，中島
・人を対象とする医学系研究に関する指針…倫理審査委員会事務局向けセミナー（平成 28 年 8 月 4 日）：佐藤，中

島
・ヒトゲノム研究倫理を考える会（平成 28 年 10 月 1 日）：井上委員，千本松教授
・研究倫理研修セミナー（平成 28 年 11 月 18 日）：種田委員，井上委員
・第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議（平成 28 年 12 月 2 日～ 3 日）：本学主催
・中央治験審査委員会・中央倫理審査委員会の在り方会議運営事業…ガイドライン公開討論会（平成 29 年 1 月 31

日）：三谷副委員長，大西委員，千本松教授
・第 2 回研究倫理を語る会（平成 29 年 2 月 11 日）：野田委員，種田委員，大西委員，井上委員，千本松教授，佐藤，

小鷹，中島
・臨床研究倫理審査委員会・知見審査委員会委員養成研修（平成 29 年 2 月 12 日）：西川副委員長，千本松教授
・研究指針の改正に関する説明会（平成 29 年 2 月 24 日）：千本松教授，佐藤，小鷹，中島
・医学研究倫理指針と，COI マネージメントの改訂，及び臨床研究法案の施行に関する説明会（平成 29 年 3 月

10 日）：大竹委員長，田坂委員，佐藤，小鷹，中島
（4）その他の委員会活動

①平成 28 年度実施報告について
　研究責任者は，倫理審査委員会で承認された研究の進捗状況を，年 1 回以上倫理審査委員会に報告することが
義務となっている．対象となる課題研究の申請者は例年通り，ヒトゲノム・遺伝子解析研究は（別紙様式 4- Ⅱ），
それ以外の研究は（別紙様式 4）を用い，実施状況を報告いただいた．なお，ヒトゲノム・遺伝子解析研究で「継
続」となった研究課題は，遺伝子解析研究の実地調査の対象になる．
②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（香川靖雄氏：学校法人香川栄養学園女子栄養大学…副学長）を招き，標記調査を平成 28 年 11 月
10 日～ 11 日に実施した．
・調査対象：毛呂山キャンパス 1 件，川越キャンパス 1 件，日高キャンパス 2 件
③厚生労働省への倫理委員会の報告等について
　研究機関の長は，厚生労働省への報告が義務付けられている．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，議事録を随時更新，公表している．
④倫理審査委員会事務局の移転について
　平成 28 年 10 月 1 日より本部棟 1 階大学事務部内から本部棟 4 階リサーチアドミニストレーションセンターへ
移転した．
⑤第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議について
　標記の会議を，本学が主管校として，12 月 2 日・3 日にウエスタ川越にて開催した．厚生労働省，大学，メディ
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アの各界から演者を招き，臨床研究法案の目的，ミトコンドリア病研究の最新情報，再生医療の現状と今後，研究
不正に関する報道の対応，利益相反管理の重要性についてのご講演をいただき，盛会のうちに終了した．80 大学
中 73 校が出席し，参加人数は，総会 71 名，学術集会 1 日目 228 名，2 日目 207 名，懇親会 103 名であった．なお，
埼玉医科大学からは 30 名が参加した．
⑥埼玉医科大学の他 IRB・倫理委員会との共有
　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，保健医療学部倫理審査委員会および博士
課程運営委員会倫理審査に関する小委員会の議事録について，各委員会委員から報告，共有された．
⑦修正書類の対応について
　軽微な修正のみで研究施行を許可できる場合，「三者確認後承認」とし，委員長，担当委員，事務局の三者によ
る確認をもって承認し，委員会報告をすることとなった．
⑧教育プログラム等の倫理審査体制について
　教育に関する倫理審査の体制整備のために，小委員会の立ち上げを検討している．この倫理審査体制により，大
学倫理審査委員会で扱う案件の分掌化が進み，審査の効率化・適切化の促進が期待される．H29 年度に，医学部・
保健医療学部で全学的に試験導入し，検討を重ねていく予定である．

4．評価と次年度（平成 29 年度）目標
（1）平成 28 年度倫理審査委員会認定の申請受付について
　昨年度に引き続き，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．規則，手順書の不備や審査体制等について指摘された．
事務局体制の集約化等，組織の再構築も視野に入れる必要がある．臨床研究法案への対応も含め，各倫理委員会事務
局と連携し，対応を進める予定である．

（2）その他
　新規申請・研究計画の変更申請等の審査は，各種倫理指針に則って委員会の役割を果たしている．また遺伝子解析
研究に対しては，外部有識者による実地調査も継続している．
次年度については，個人情報保護法改正にあたっての的確な対応を目指したい．また倫理審査委員会委員および事務
局に対する教育・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及び e-learning の受
講環境の整備を検討したい．
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1．1）（2）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：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部会員　　池園哲郎（IKEZONO,…Tetsuo）：大学病院耳鼻咽喉科：教授（任期：H30.3.31）
部会員　　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授

（任期：H30.3.31）
部会員　　村田栄子（MURATA,…Eiko）：保健医療学部：教授（任期：H30.3.31）
部会員　　太田晶子（OHTA,…Akiko）：医学部公衆衛生学：准教授（任期：H30.3.31）
部会員　　伴塲裕巳（BAMBA,…Hiromi）: 保健医療学部 : 講師（任期：H30.3.31）
部会員　　種田佳紀（OIDA，Yoshiki）：医学部教養教育：講師（任期：H30.3.31）
部会員　　佐久間慶子（SAKUMA,…Keiko）：学外委員（任期：H30.3.31）
部会員　　井上晶子（INOUE,…Akiko）：学外委員（任期：H30.3.31）
部会員　　野木尚郎（NOGI,…Hisao）：学外委員（任期：H30.3.31）

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 6 回会議（平成 28 年 5 月 12 日～ 6 月 2 日…）メール会議
　以下の新規申請および変更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．
　＜新規申請＞
　・申請番号 28-01（大学倫理 827）
　　課題名：筋萎縮性側索硬化症患者由来 iPS 細胞の変異型 TLS の解析
　　黒川理樹（ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門）
　＜変更申請＞
　・申請番号 28-02（大学倫理 741）
　・新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞療法
　・申請者：田村正徳（総合医療センター小児科）

（2）第 7 回会議（平成 29 年 1 月 10 日）
　以下の新規申請の審査にあたって，大学倫理審査委員会に答申した．
　・申請番号：28-02（大学倫理 841）
　　課題名：ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供 - Ⅱ
　　申請者：石原　理（大学病院産科・婦人科）

（3）第 8 回会議（平成 29 年 1 月 31 日～ 2 月 6 日…メール会議）
　以下の訂正資料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：28-02（大学倫理 841）
　　課題名：ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供 - Ⅱ
　　申請者：石原　理（大学病院産科・婦人科）

（4）第 9 回会議（平成 29 年 2 月 28 日～ 3 月 6 日…メール会議）
　以下の訂正資料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：28-02（大学倫理 841）
　　課題名：ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供 - Ⅱ
　　申請者：石原　理（大学病院産科・婦人科）
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　以上の審議を経て，ヒト ES 細胞の樹立機関である国立成育医療研究センターに，平成 29 年 4 月 28 日付で，樹
立計画の了解を通知した．

4．評価と次年度目標
　「ヒト ES 細胞の樹立に関する」指針等に則り，適切な審査を実施することができた．
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：H30.3.31）
委　員　塚田　攻（TSUKADA,…Osamu）：かわごえクリニック非常勤講師（任期：H30.3.31）
　　　　三鍋俊春（MINABE,…Toshiharu）：医療センター形成外科・美容外科教授（任期：H30.3.31）
　　　　高井　泰（TAKAI,…Yasushi）：医療センター産婦人科教授（任期：H30.3.31）
　　　　横山富士男（YOKOYAMA,…Fujio）：大学病院神経精神科・心療内科准教授（任期：H30.3.31）
　　　　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：H30.3.31）
　　　　大西文夫（OHNISHI,…Fumio）：医療センター形成外科・美容外科講師（任期：H30.3.31）
　　　　高橋幸子（TAKAHASHI,…Sachiko）：社会医学助教（任期：H30.3.31）
　　　　見上由紀子（MIKAMI,…Yukiko）：医療センター産婦人科助教（任期：H30.3.31）

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である．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，GID 患者の性別適合手術やホルモン療法等の法的・倫理的妥当性を確保するために，これらの治療に関する
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 82 回　定例会議（平成 28 年 7 月 22 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 7 人　欠席 3 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　委員長から，かわごえクリニックにおけるジェンダークリニックの診療が，塚田委員の体調を考慮し，6 月 30
日で終了となり，告知されたことが報告された．かわごえクリニック通院中の患者の診療は，今後「彩の国みなみ
のクリニック」で継続することとなった．　
　豊嶋委員から，委員辞任の申し出があり，協議の結果，後継者となる精神科委員について，豊嶋委員が交渉する
ことが決定された．　議事録あり．
②第 83 回　定例会議（平成 28 年 9 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 4 人　欠席 5 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
　委員長から，精神科の横山富士男准教授が委員会委員として加わることが報告された．
　議事録あり．
③第 84 回　定例会議（平成 28 年 11 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 4 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．　議事録あり．
④第 85 回　定例会議（平成 29 年 2 月 3 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 4 人
　議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．　議事録あり．
⑤第 86 回　定例会議（平成 29 年 3 月 16 日）
　於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 4 人　欠席 5 人
　議事：症例検討なし．　議事録あり．
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4．評価と次年度目標
　関東地方における GID 例について身体的治療適応を判定する唯一の委員会として，活動を継続することを目標と
して活動し，その役割を果たしたと評価できる．
　次年度は，症例検討に加え，GID 学会の認定医制度発足に伴い，エキスパート研修会に貢献し，山梨大学における
GID 治療プログラムの進展を支援することを目標とする．
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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（大学病院神経内科教授，医学教育センター長）
　　　　　　　　　　　　　　　　……平成 30 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 30 年 3 月まで
　　　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：基礎医学部門生化学教授，平成 30 年 3 月まで
　　　　山元敏正（YAMAMOTO,…Toshimasa）：大学病院神経内科教授，平成 30 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 30 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 30 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 30 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 29 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 29 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 30 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 28 年 6 月 14 日，附属図書館 1 階会議室，出席 5 人，欠席 5 人（委任状を含む）），第 2 回（平成
28 年 10 月 18 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 3 回（平成 29 年 2 月 7 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27年度事業報告（附属図書館，総合医療センター分館，日高キャンパス分館，川角キャンパス分館，以上4キャ
ンパス）を承認した．

・各キャンパス特記事項は次のとおり．
　土曜日の開館時間を 20 時まで延長（4 月），情報機器コーナーでプリンタの IC カード認証開始（5 月），無線

LAN アクセスポイント設置（6 月），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
リの導入決定（7 月），利用規則の一部改正（平成 28 年 3 月），LIMEDIO の運用開始（3 月，以上，附属図書館），
病院機能評価受審への対応（5 月），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（以上，総合医療センター分館），オープンキャンパス対応（7 月～ 11 月，計 7 日間），越華祭に川角キャ
ンパス分館と合同参加（10 月，以上，日高キャンパス分館），図書館利用案内を改訂し日高と川角を一本化（6 月），
夏期臨時休館中に書架の増設，設備移動，図書の再配架を実施（8 月，以上，川角キャンパス分館）

・「平成 27 年度図書館利用サービスの状況」が報告された．4 館全体の入館者数は 97,481 人で前年度比 89.2%
（-11,755 人）と減少したが，貸出者数が 13,800 人で 101.6%（+217 人），貸出冊数が 26,896 人で 102.2%（+570）
と微増となった．図書館間相互貸借サービスでは，貸し件数は 6,488 件で前年度並み（101.5%），借り件数は
2,072 件で減少した（83.9%）．医学文献データベースの利用件数は，国内医学文献データベースの利用件数が
161,017 件で前年度比 91.7%（-14,597 件）と減少した．海外医学文献データベースでは，利用件数が 59,937
件で前年度比 107.7%（+4,296）となった．平成 27 年度から提供した UpToDate が 7,116 件と月平均で約 600
件利用されており，全体に大きく影響している．

2）平成 27 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 3,605 万円，維持費は 2 億 1,424 万円が執行され，合計して 2 億 5,030 万円が決算額となり予算執行
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率は 96.3% だった．前年度比は 109% で 2,061 万円の増額となった．全体の傾向は変らず，外国雑誌代（冊子，
電子）が全体の 8 割（1 億 9,967 万円）を占めている（以上，附属図書館）．資料費は 740 万円，維持費は 1,936
万円が執行され，合計 933 万円が決算額となり予算執行率は 75.8% となった（以上，総合医療センター分館）．
日高，川角 2 館の資料費は 1,109 万円，維持費は 772 万円が執行され，決算額は 1,882 万円，予算執行率は
84.9% だった（以上，日高キャンパス分館，川角キャンパス分館）．

3）その他
・平成 28 年 6 月 1 日に公開した「埼玉医科大学リポジトリ」の登録件数，今後の運用方法などについて報告があっ

た．
・平成 28 年度に開始した「出前説明会」の実施状況について報告があった．
第 2 回
1）2017 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．
　2017 年外国雑誌については原価の値上がりは例年並みだが，為替が昨年に比べ大幅な円高となっている．購読

価格への影響は原価の値上がりを為替が吸収し，購読誌を継続した場合の見積額は約 1 億 9,781 万円，前年比
5% 減，約 1,090 万円の削減が見込める試算となった．この結果から全体方針としては，購読誌をすべて継続す
ることとし，一部の出版社については，パッケージ契約，複数年契約，マルチサイト価格への変更も検討した．デー
タベースについては，UpToDate の継続プランへの移行，STAT!Ref の中止，MedicalFinder（医学書院）の新規
導入を委員会として承認した．

・JMLA/JPLA コンソーシアム提案のパッケージ契約にて購読中のタイトル（CUP）を，別コンソーシアムの割安
なパッケージ契約に変更とする（270,944 円削減）．

・個別購読中の 3 社（BMJ，Sage，ATS）のタイトルについて，BMJ・Sage は 1 サイト→ 4 サイト価格となり，
合わせて 7,664,083 円…増加するところをパッケージに変更することで値上がりを最小限とする．ATS は，個
別（2 誌）からパッケージ（3 誌）に変更することで 355,660 円の削減となる（Sage：600,000 円増加…/…BMJ：
480,569 円増加…/…ATS：355,660 円削減）．

・Thieme 医学系カレント 40 タイトルを 3 年間の複数年契約とする（17,614 円削減）．
・ScienceDirect のコンプリート部分から他出版社へ移管するもの，他出版社から移管されるものがあるのでタイ

トルの選定を行った（468,888 円増加）．
・3 年連続で 5 教室以上から相互貸借依頼された誌名の新規購読を行う（38,448 円増加）．
2）その他
・9 月に医大誌の J-STAGE への登録について医学会と意見交換し，症例報告と原著論文に限定して J-STAGE とリ

ポジトリ両方での公開を検討，登録作業は図書館が担当する案を提案したとの報告があった．
第 3 回
1）平成 29 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．
2）平成 29 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．
3）その他
・前回委員会で報告した「医大誌掲載論文のうち症例報告と査読済み論文に限定して J-STAGE とリポジトリ両方

で公開，登録作業は図書館が担当する」件について医学会から承認が得られたとの報告があった．
・11 月 7 日に UpToDate…Anywhere（リモートアクセスサービス）の提供を開始し，これにあわせて登録会と説明

会を開催したとの報告があった．
・MedicalFinder の平成 29 年度サービス開始に先立ち，12 月 21 日からトライアル提供を開始したとの報告があっ

た．
・平成 26 年 7 月の開始した「飲み物持ち込み可（附属図書館）」の試行について，これまでの違反状況をあらた

めて確認し今後について協議をしたが，試行を継続することとなった．

4．自己点検 ･ 評価
・委員会は，少なくとも年 4 回招集する（委員会規則第 5 条 2 項）．平成 28 年度は 3 回の開催にとどまった．近

年は年 2 回から 3 回の開催にとどまっており，委員会規則の見直しを検討する必要がある．
・外国雑誌購読料は為替の影響により予算を抑えることができたが，引き続き予算削減に努め，利用が少ないタイ

トルの中止，複数年契約やコンソーシアム提案への参加を検討していく．今後は高額な大手出版社のパッケージ
契約の見直しにも着手しなければならない．
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・2017 年は電子コンテンツ予算（特に外国雑誌）の大幅な削減が可能となったので新規導入の好機と判断し，
「MedicalFinder（医学書院の電子ジャーナル 50 誌パッケージ）」の導入を決定した．過去にも検討した経緯があ
り製品としての評価は以前から高かったが，価格面で見送りとなっていた．価格は約 320 万円であり毎年の値
上げは予定されていない．JMLA/JPLA コンソーシアム提案であり今後の契約数増加による割引率上昇も期待で
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：H30.3.31）
　副委員長　加藤木利行（KATOGI,…Toshiyuki…）：保健医療学部長（任期：H30.3.31）
　　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長，医学教育センター長（任期：H30.3.31）
　委員　　　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長（任期：H30.3.31）
　　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）：専務理事，RA センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：副学長，医学研究センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　　木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：副学長，医学研究科長（任期：H30.3.31）
　　　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院病院長（任期：H30.3.31）
　　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haruhiko）：総合医療センター病院長（任期：H30.3.31）
　　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長（任期：H30.3.31）
　　　　　　岡崎康司…（OKAZAKI,…Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長（任期：H30.3.31）
　　　　　　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitu）：国際交流センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：図書館長（任期：H30.3.31）
　　　　　　森茂久…（MORI,…Shigehisa）：学生部長（任期：H30.3.31）
　　　　　　千田みゆき（CHIDA,…Miyuki）：保健医療学部看護学科学科長，看護学研究科長（任期：H30.3.31）
　　　　　　村田栄子（MURATA,…Eiko）：保健医療学部臨床検査学科学科長（任期：H30.3.31）
　　　　　　下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科学科長（任期：H30.3.31）
　　　　　　高倉保幸（TAKAKURA,…Yasuyuki）：保健医療学部理学療法学科学科長（任期：H30.3.31）
　　　　　　田島賢司（TAJIMA,…Kenji）：常務理事（任期：H30.3.31）
　　　　　　茂木　明（MOGI,…Akira）：事務局長・総合企画部長（任期：H30.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H30.3.31）
　　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：保健医療学部事務室長（任期：H30.3.31）
　　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）：大学事務部教務課長（任期：H30.3.31）
　　　　　　村田正樹（MURATA,…Masaki）：大学事務部学生課長（任期：H30.3.31）
　　　　　　松尾有裕（MATSUO,…Arihiro）：大学事務部庶務課長（任期：H30.3.31）

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，医学部においては医学部自己点検・評価委員会が，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・評価基準については再検討が行われた．まだ両学部を合わせた全学的な活動は徐々
に行われるようになってきたが，今後も両学部が自己点検・評価についての共通認識をもつよう引き続き努め，今後
さらに，本学に恒常的な PDCA サイクルを確立することを目指す．
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1．5）学生部委員会

1．構成員
委員長　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：学生部長…／医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
副委員長　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：H30.3.31）
委員　　　太田敏男（OHTA,…Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　野村恭一（NOMURA,…Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　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：H30.3.31）
　　　　　伊藤彰紀（ITOH,…Akinori）：神経耳科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：脳神経外科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　新津　守（NIITSU,…Mamoru）：放射線科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　柴﨑智美（SHIBAZAKI,…Tomomi）：社会医学：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　藤田恵子（HUJITA，Keiko）：解剖学：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）：教養教育（生物）：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　清水正雄（SHIMIZU,…Masao）：健康管理センター：助教（任期：H30.3.31）
　　　　　赤坂清和（AKASAKA,…Kiyokazu）：理学療法学科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　辻美隆（TSUJI,…Yoshitaka）：看護学科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　山路真佐子（YAMAJI,…Masako）：看護学科：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　戸井田昌宏（TOIDA,…Masahiro）：医用生体工学科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　若山俊隆（WAKAYAMA,…Toshitaka）：医用生体工学科：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　西岡亮治（NISHIOKA,…Ryoji）：理学療法学科：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　伴塲裕巳（BANBA,…Hiromi）：健康医療科学科：講師（任期：H30.3.31）
　　　　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H30.3.31）
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：保健医療学部事務室長（任期：H30.3.31）
　　　　　村田正樹（MURATA,…Masaki）大学事務部医学部事務室（任期：H30.3.31）
　　　　　福田幸二（FUKUDA,…Koji）：大学事務部医学部事務室（任期：H30.3.31）
　　　　　森　勇樹（MORI,…Yuki）：大学事務部医学部事務室（任期：H28.7.31）
　　　　　鈴木利明（SUZUKI,…Toshiaki）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：H30.3.31）
　　　　　新田見航（NITAMI,…Wataru）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：H30.3.31）

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 28 年 7 月 8 日）
　於：オルコスホール 1531 教室
　出席：医学部 8 名，保健医療学部 6 名，事務局 5 名
　議事：

（1）越華祭について
　1）準備状況
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　2）今年のテーマ決定（Dive）
　3）周辺住民への騒音問題への対策
　4）女子栄養大学若葉祭への参加活動

（2）部活動について
　1）部活動の行動規範ワーキンググループの設置
　2）保健医療学部学生の医学部部活動への入部状況
　3）練成館の老朽化について
　4）10 号館解体に伴う部室の移転先の検討

（3）その他
　1）学生の海外渡航に対する注意喚起
　2）肺結核に罹患した学生の対応
　3）学生の迷惑駐車の対応
②第 2 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 28 年 12 月 9 日）
　於：本部棟 2F 会議室
　出席：医学部 6 名，保健医療学部 6 名，事務局 3 名

（1）越華祭について
　1）開催報告
　2）会計報告
　3）教員からの指導

（2）部活動について
　1）クラブ顧問主将会議の開催
　2）部活リーダー研修会の開催
　3）職員による実業団「アスリートクラブ」創設に伴うグラウンドの利用について

（3）その他
　1）飲酒や危険ドラッグについて
　2）インターネットを利用した詐欺被害の状況について
　3）NHK ラジオ「キャンパス寄席」の公開収録について
　4）障害者に対する体制整備支援について

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，両学部の情報共有や問題，課題を協議した．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い，次年度の越華祭学生委員に申し送りをするように指導し
た．両学部の学生生活に共通する就学環境の整備，クラブ活動に供する諸問題，学生間のトラブルなどについて，引
き続き協力関係を維持して協議を続けていきたい．
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1．6）喫煙問題検討委員会

1．構成員
委員長　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：学生部長…／医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
委員　　金澤　實（KANAZA,…Minoru）大学病院長（任期：H28.7.31）
　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院長（任期：H28.8.1 ～ H30.3.31）
　　　　伊藤彰紀（ITOH,…Akinori）耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期：H30.3.31）
　　　　野村恭一（NOMURA,…Kyoichi）総合医療センター神経内科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　根本　学（NEMOTO,…Manabu）国際医療センター救急医学科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　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：H30.3.31）
　　　　山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）教養教育（生物）：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　鈴木　妙（SUZUKI,…Tae）短期大学看護学科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　清水　勝（SHIMIZU,…Masaru）看護部：中央病棟 2 階師長（任期：H30.3.31）
　　　　渡邉幸子（WATANABE,…Sachiko）看護部：本館 10 階主任（任期：H30.3.31）
　　　　柴崎正博（SHIBASAKI,…Masahiro）施設部（任期：H28.7.31）
　　　　麻原弘行（ASAHARA,…Hiroyuki）施設部（任期：H28.8.1 ～ H30.3.31）
　　　　滝井雅彦（TAKII,…Masahiko）総務部（任期：H30.3.31）
　　　　中嶋善寛（NAKAJIMA,…Yoshihiro）総務部（任期：H28.9.1 ～ H30.3.31）
　　　　井上隆一郎（INOUE,…Ryuichiro）かわごえクリニック事務長（任期：H30.3.31）
　　　　福田孝雄（FUKUDA,…Takao）医務部（任期：H30.3.31）
　　　　諸田一雄（MOROTA,…Kazuo）総合医療センター事務部部長（任期：H28.3.31）
　　　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）大学事務部長（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：H28.7.31）
　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）大学事務部保健医療学部事務室室長（任期：H28.8.1 ～ H30.3.31）
　　　　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：H28.7.31）
　　　　山﨑豊幸（YAMAZAKI,…Toyoyuki）大学事務部保健医療学部事務室川角分室（任期：H28.8.1 ～ H30.3.31）
　　　　村田正樹（MURATA,…Masaki）大学事務部医学部事務室（任期：H30.3.31）
　　　　福田幸二（FUKUDA,…Koji）大学事務部医学部事務室（任期：H28.7.1 ～ H30.3.31）
　　　　森勇樹（MORI,…Yuki）大学事務部医学部事務室（任期：H28.7.31）

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 115 回委員会（平成 28 年 5 月 17 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席 6 名　欠席 14 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：禁煙の周知方法を確認．駐車場入口と第三研究棟に禁煙ポスターを掲示する．
②第 116 回委員会（平成 28 年 7 月 8 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席 7 名　欠席 14 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：本委員会を活発化させるべく検討した．川越キャンパスはヘリポート横に喫煙所が設置されたが，喫煙所以
外での禁煙者に注意しており，今後パトロールを実施する．日高キャンパスは，ゲノム医学研究センター前の駐車場
に吸殻が散乱しているなどの苦情が来ているため，現状確認とパトロールの実施を検討している．
③第 117 回委員会（平成 28 年 9 月 9 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 11 名　欠席 10 名
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　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：…各キャンパスからの報告があり検討した．川越キャンパスは，隣接する公道での喫煙は注意ができないので
対応に苦慮している．日高キャンパスは，ゲノム医学研究センター前の駐車場に吸殻が散乱しているなどの苦情があ
り，現状を確認している．
④第 118 回委員会（平成 28 年 11 月 11 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 13 名　欠席 10 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：各キャンパスからの報告があり検討した．禁煙外来を設けた医療機関が職員による敷地内での喫煙により禁
煙外来の休止および診療報酬返還となった問題を踏まえ，毛呂山キャンパス教職員の敷地内喫煙禁止の徹底を再確認
する．川越キャンパスは，ヘリポート横に患者用，第一研究棟裏に職員用の喫煙所を設置した．日高キャンパスは 7
月から禁煙パトロールを開始した．
⑤第 119 回委員会（平成 29 年 1 月 18 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 8 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：各キャンパスからの報告があり検討した．禁煙外来をもつ他大学の付属病院や市中病院において，医師によ
る敷地内喫煙の問題が報告された．卒後教育委員会主催「タバコと 4 大死因疾病 - がん，心疾患，肺炎，脳血管疾患」
講演会が紹介された．
⑥第 120 回委員会（平成 29 年 3 月 10 日）　於：本部棟 1 階会議室
　出席者 10 名　欠席 12 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：各キャンパスからの報告があり検討した．大学病院内のトイレ等での喫煙報告があったため，ステッカーや
禁煙ポスターを掲示する．川越キャンパスでは患者用喫煙所で職員が喫煙しているとの苦情があった．日高キャンパ
スは敷地外で白衣を着たままの喫煙が確認されたため注意喚起する．

4．評価と次年度目標
　委員会の活動を活発化するため，各キャンパスの禁煙パトロールを強化し，委員会で状況報告することにした．吸
殻が落ちているところには禁煙ステッカーや禁煙ポスターを掲示し，敷地内全面禁煙に努めた．また，講演会を開催
し，本学教職員及び学生への禁煙教育を実施した．次年度以降も各キャンパスの状況に合わせた禁煙パトロールに取
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　　藤原恵一（FUJIWARA,…Keiichi）: 国際医療センター婦人科腫瘍科 : 教授（任期：H30.3.31）
　副委員長　神山信也（KOHYAMA,…Sinya）:…国際医療センター脳神経外科 : 教授（任期：H30.3.31）
　委　員　　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）: 免疫学 : 教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　茂木　明（MOGI,…Akira）:…事務局長（任期：H30.3.31）
　　　　　　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：H30.3.31）
　オブザーバー　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：RA センター…教授
　事務局　　佐藤勝茂（SATO,…Katsusige）：RA センター…課長
　　　　　　仲村由紀子（NAKAMURA,…Yukiko）：RA センター

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
1）今年度の本委員会活動は以下の通りである．

4 月 11 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）
4 月 27-5 月 9 日　第 1 回 COI 管理委員会（メール会議）
6 月 16 日　公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（毛呂）
　　　　　（※ＴＶ会議システムにより　日高キャンパス，川越キャンパス…中継）
6 月 23 日　公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（川越）
6 月 28 日　公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（日高）
7 月 26 日　第 2 回 COI 管理委員会開催…本部棟 4F 大会議室 17 時～
10 月 20-28 日　第 3 回 COI 管理委員会（メール会議）
1 月 10-14 日　第 4 回 COI 管理委員会（メール会議）

2）審査の経過と結果
○第 1 回 COI 管理委員会（メール会議）…
　平成 27 年度…第 2 回 COI 管理委員会終了後に受理した申告について審査　20 件
○第 2 回 COI 管理委員会
　平成 28 年 4 月～ 7 月 26 日までに受理した申告について審査　337 件
・利益相反…第二段階自己申告書のうち，記載が不十分と判断された 7 件について
　追加の説明を求めた．
○第 3 回 COI 管理委員会（メール会議）
　平成 28 年…8 月以降に受理した申告について審査　38 件
○第 4 回 COI 管理委員会（メール会議）
　平成 28 年…10 月 20 日以降に受理した申告について審査　46 件

3）審査結果まとめ
　①利益相反　
　　第一段階自己申告書（様式第 1 号）391 件
　　・全て企業等との関係が「なし」⇒ 362 件
　　・企業との関係が　　　「あり」⇒…29 件
　　第二段階自己申告書（様式第 3 号）…29 件
　②責務相反　
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　　第一段階自己申告書（様式第 2 号）…50 件
　　・全て企業等との関係が「なし」⇒…33 件
　　・企業との関係が　　　「あり」⇒…17 件
　　第二段階自己申告書（様式第 6 号）…17 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．その後提出された申告については，メール会議による
委員会を開催して審査した．従来，年 2 回の審査であったが，より迅速に審査を行っていくため，審査回数を四半
期に 1 回行うこととした．
　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：H…30.3.31）
　委　員：
　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長，医学教育センター長（任期：H…30.3.31）
　　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：副学長，医学研究センター長（任期：H…30.3.31）
　　木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：大学院医学研究科長（任期：H…30.3.31）
　　千田みゆき（CHIDA,…Miyuki）：大学院看護学研究科長（任期：H…30.3.31）
　　和合治久（WAGO,…Haruhisa）：保健医療学部臨床検査学科教授（任期：H…30.3.31）
　　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…30.3.31）
　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：医学教育センター卒前医学教育部門長（任期：H…30.3.31）
　　髙橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：副医学部長（任期：H…30.3.31）
　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：医学部長補佐（任期：H…30.3.31）
　　伊藤彰紀（ITOH,…Akinori）：医学部同窓会副会長（任期：H…30.3.31）
　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：情報技術支援推進センター長（任期：H…30.3.31）
　　宮山徳司（MIYAYAMA,…Tokushi）：医療政策学特任教授（任期：H…30.3.31）
　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：学校群統括部長兼大学事務部長（任期：H…30.3.31）
　　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…30.3.31）
　　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…30.3.31）
　　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…30.3.31）
　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：大学事務部保健医療学部事務室長（任期：H…30.3.31）
　　茂木　明（MOGI,…Akira）：総合企画部長（任期：H…30.3.31）
　オブザーバー：
　　徳元康人（TOKUMOTO,…Yasuhito）：アドミッションセンター講師（任期：H…30.3.31）
　事務局：
　　町田紀明（MACHIDA,…Noriaki）：総合企画部員（任期：H…30.3.31）
　　岡田奈央（OKADA,…Nao）：総合企画部員（任期：H…30.3.31）

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 6 回 IR 委員会（平成 28 年 7 月 25 日）
　　於：本部棟 2 階会議室，出席者 16 名（オブザーバー含む）　欠席者 4 名
　　議事：1）平成 27 年度医学部・保健医療学部 IR レポートについて
　　　　　2）医学部・保健医療学部卒後データの収集及び管理について
　　　　　3）本学における IR 運用体制について
　②第 7 回 IR 委員会（平成 29 年 3 月 7 日）
　　於：本部棟 2 階会議室，出席者 15 名（オブザーバー含む）　欠席者 5 名
　　議事：1）IR センター設置について
　　　　　2）医学部・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 27 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．医学部・保
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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も継続して実施し，各学部事務室及び各学部同窓会の取組に
より，卒後データの回収率向上に努めた．
　また，本学における今後の IR 運用体制について検討した結果，IR は大学運営の意思決定や外部評価等に対応して
いく上で重要であるため，医学部・保健医療学部を兼ねた形で実体のある組織の立上げが必要であることから，平成
29 年 4 月に IR センターを設置し，本委員会は今年度末をもって発展的に解消することとなった．本委員会で行って
いる業務を IR センターに引き継ぎ，次年度以降は IR センターを中心に，本学における IR 活動を更に推進していく．
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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：H30.3.31）
委　員　坂本　安（SAKAMOTO,…Yasu）：医学部…中央研究施設…機能部門：教授（任期：H30.3.31）
　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：医学部…情報技術支援推進センター：教授（任期：H30.3.31）
　　　　田丸淳一（TAMARU,…Junichi）：医学部…総合医療センター…病理部：教授（任期：H30.3.31）
　　　　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：H30.3.31）
　　　　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：H30.3.31）
　　　　鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）：保健医療学部…臨床検査学科 : 教授（任期：H30.3.31）
　　　　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：医学部…リサーチアドミニストレーションセンター：教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（任期：H30.3.31）
　　　　仁科正実（NISHINA,…Masami）：医学部…中央研究施設…実験動物部門：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　中島孔志（NAKAJIMA,…Kohshi）：保健医療学部…医用生体工学科：講師（任期：H30.3.31）
　　　　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：講師（任期：H30.3.31）

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 28 年度，各キャンパスから提出された動物実験計画書 244 件…[ 注意を要する動物実験計画書：組換え

DNA 実験（P1A 実験：82 件，P2A 実験：12 件），感染実験（ABSL1 実験：7 件，ABSL2 実験：11 件），劇物
使用実験：2 件 ,RI 使用実験：9 件）]，動物実験中間報告書・自己点検票 187 件，動物実験結果報告書・自己点
検票 57 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 53 件，動物実験（終了・中止）報告書 57 件，実験室設
置承認申請書 24 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
請書の審査を行い承認した．

③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用いた平成 28 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：27 回，受講人数：212 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（2,286,722 匹），ラット（67,452 匹），ウサギ（6,513 羽），
ブタ（327 匹），スンクス（3,207 匹），コモンマーモセット（7,216 匹），カエル（2,061 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）
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2．自己点検評価の結果
3．外部検証の結果
4．飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5．その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験

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

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

1．構成員
委員長　　田中淳司（TANAKA,…Junji）：大学病院放射線科：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 28 年度 RI 安全委員会（平成 29 年 3 月 7 日～ 14 日：議事録あり）電子メールによる会議
　議事：（1）委員について
　　　　　1）今年度末で退職予定の委員及び後任予定について確認した
　　　　（2）原子力規制庁による立入検査の実施について
　　　　　1）国際医療センター：平成 28 年 8 月障害防止法に基づく立入検査
　　　　　2）大学病院：平成 28 年 12 月障害防止法に基づく立入検査
　　　　　3）日高ゲノム医学研究センター：平成 29 年 1 月障害防止法に基づく立入検査
　　　　（3）管理体制の連携について
　　　　　1）各放射線施設の連絡先・担当者の確認をした
　　　　　2）製造中止となる「Aloka 中央監視装置」の今後の対応について，研究施設を中心に意見交換した

3）事業者境界内にある病室における放射線量測定方法について，医療機関及び研究機関での対応を確認
した

4．評価と次年度目標
　障害防止法に基づく原子力規制庁の立入検査について，各放射線施設の対応を確認することができた．また，各施
設間における管理体制の連携により放射線安全管理について情報共有が進んだと考える．
　次年度も，全学的に情報を共有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：H30.3.31）
副委員長　松井政則（MATSUI,…Masanori）：微生物学：准教授（任期：H30.3.31）
副委員長　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：RA センター：教授（任期：H30.3.31）
委　　員　池田正明（IKEDA,…Masaaki）：生理学：教授（任期：H30.3.31）
委　　員　森　隆（MORI,…Takashi）：総合医療センター…研究部：教授（任期：H30.3.31）
委　　員　荒木智之（ARAKI,…Tomoyuki）：生化学：講師（任期：H30.3.31）
委　　員　小野　啓（ONO,…Hiraku）：大学病院…内分泌内科・糖尿病科：講師（任期：H30.3.31）
委　　員　池田和博（IKEDA,…Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター：講師（任期：H30.3.31）
委　　員　横尾友隆（YOKOO,…Tomotaka）：ゲノム医学研究センター：助教（任期：H30.3.31）
委　　員　脇田政嘉（WAKITA,…Masayoshi）：保健医療学部…医用生体工学科：講師（任期：H30.3.31）
委　　員　長谷川幸清（HASEGAWA,…Kosei）：国際医療センター…婦人科腫瘍科：教授（任期：H30.3.31）
委　　員　江口英孝（EGUCHI,…Hidetaka）：…ゲノム医学研究センター：准教授（任期：H30.3.31）

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
電子メールによる会議を全 12 回，実際に委員を招集しての会議を年度末に 1 度開催した．
1）平成 28 年度の審査等の件数について

新規実験申請（承認 25 件），
変更申請（承認 20 件），
譲渡届（承認 6 件），
実験施設設置申請（P1 登録 1 件，P1A 以上承認 10 件）．
教育訓練，受講証明書の発行（59 件）

2）P1A 実験室の一斉審査，登録
　平成 27 年度から開始した組換え DNA 実験で使用する実験室の承認手続きのうち，今年度は P1A レベルの実験
室の一斉審査を行った．実施審査を行い，10 部屋を登録した．
3）教育訓練の受講方法の見直しについて
　講義収録システムで配信している，本委員会の教育訓練について，従来は閲覧希望者を都度，登録していたが，
今年度より本学教職員であれば，誰でも閲覧ができる方式に変更した．
4）安全キャビネットの保守点検について
　研究マインド支援グラントの採択を受け，本学内 P2 実験室に設置されている安全キャビネット 25 台について，
順次保守点検を行うこととした．現在，購買課にて保守点検費用の交渉を行っている．
5）各書式について軽微な変更を行った．

4．評価と次年度目標
RA センターに本委員会事務局が移管されたことに伴い，申請書式の軽微な変更や，教育訓練の受講方法など，申

請者により使い勝手の良い変更を行うことができた．また，動物実験委員会や病原性微生物委員会等，関連する委員
会とも適宜連携を図ることができた．通常の審査についてもこれまで通り滞りなく終えることができ，本委員会にお
いては，概ねの目標は達成された．次年度は，引き続き安全キャビネットの保守点検を行う予定である．



委員会・会議報告

98

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
　　　　　内田和利（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
　　　　　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 ※
　　　　　　※人事異動 H28.6.30
　　　　　大沢和弘（OSAWA,…Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター事務室：係長
　　　　　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 28 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 28 年度の活動報告
本年度は 11 回の特許委員会が開催され , 合計 16 件の特許出願の申請が審議された .
第 106 回特許委員会… 平成 28 年 4 月 8 日開催…… 1 件の特許出願を審議
第 107 回特許委員会… 平成 28 年 5 月 6 日開催… 5 件の特許出願を審議
第 108 回特許委員会… 平成 28 年 6 月 17 日開催… 1 件の特許出願を審議
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第 109 回特許委員会… 平成 28 年 7 月 8 日開催… 0 件の特許出願を審議
第 110 回特許委員会… 平成 28 年 9 月 2 日開催… 1 件の特許出願を審議
第 111 回特許委員会… 平成 28 年 10 月 7 日開催… 3 件の特許出願を審議
第 112 回特許委員会… 平成 28 年 11 月 4 日開催… 1 件の特許出願を審議
第 113 回特許委員会… 平成 28 年 12 月 9 日開催… 2 件の特許出願を審議
第 114 回特許委員会… 平成 29 年 1 月 6 日開催… 1 件の特許出願を審議
第 115 回特許委員会… 平成 29 年 2 月 10 日開催… 0 件の特許出願を審議
第 116 回特許委員会… 平成 29 年 3 月 3 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 19 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 4 件，採択 3 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 ,…出願前譲渡に係る契約 1 件 216 千円 ,…ノウハウ
提供に係る契約 2 件 4,060 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 6 件 10,170 千円あっ
た . 総計で 9 件 14,446 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）環境安全委員会

1．構成員
委員長　　別所…正美（BESSHO,…Masami）：学長（医学部長）（任期：H30.3.31）
副委員長　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H30.3.31）　
委員　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haruhiko）：総合医療センター・病院長（任期：H30.3.31）
　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター・病院長（任期：H30.3.31）
　　　　　下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）:…保健医療学部・医用生体工学科・教授（任期：H30.3.31）
　　　　　藤田博暁（FUJITA,…Hiroaki）:…保健医療学部・理学療法学科・教授（任期：H30.3.31）
　　　　　奥田晶彦（OKUDA,…Akihiko）: ゲノム医学研究センター・所長（任期：H30.3.31）
　　　　　北澤貴樹（KITAZAWA,…Takaki）:…保健医療学部・客員教授（任期：H30.3.31）
　　　　　高橋秀夫（TAKAHASHI,…Hideo）：施設部・次長（任期：H30.3.31）
　　　　　富谷智明（TOMIYA,…Tomoaki）：学生健康推進室・センター長（任期：H30.3.31）　

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
「化学物質リスクアセスメント義務化による化学物質調査の実施及び各部署によるリスク評価の作成協力のお願い」

文書配布（平成 28 年…5 月 25 日付け）
【第 1 回　環境安全委員会開催】

平成 28 年…7 月 12 日（水）時間：PM…3：30 ～　場所：本部棟 2 階学長室　
議　事
・関連規程及び規則等の改正についての説明
・化学物質リスクアセスメントについて
・保有量調査結果について他　
議事録
・別所委員長より委員会開催趣旨説明．
・環境安全規程・環境安全委員会規則・化学物質等管理規則の説明．
・化学物質リスクアセスメント義務化に対する対応について協議を行なう．
・国際医療センターに於ける化学物質取扱管理についての説明（小山病院長）
・化学物質等管理ワーキンググループの立上げ（グループ長　淡路建雄）

【第 1 回　化学物質管理ワーキンググループ開催】
平成 28 年…7 月 28 日（木）時間：AM10：00 ～　場所：本部棟 2 階　大会議室
議事録
・淡路グループ長よりワーキンググループ立上げ経緯の説明．
・労働安全衛生法改正の経過説明．
・化学物質リスクアセスメントの義務化に対応した取組みを積極的に実施する事．
・今後の活動　・化学物質等管理責任者，取扱責任者選出の具現化．
　　　　　　　・学外の研修会，講演会等からの情報収集．
　　　　　　　・今後，グループ内にてメール会議を展開させる．

【川越総合医療センターでの化学物質リスクアセスメント説明会実施】
平成 28 年 10 月…5 日（木）時間：PM…3：30 ～　場所：管理棟 4 階　会議室
・関連規程・規則改正の経過説明．
・毛呂山キャンパスの取組み現状説明．
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・化学物質リスクアセスメント管理についての説明を行なう．
【第 2 回　化学物質管理ワーキンググループ開催】

平成 28 年 10 月 20 日（木）時間 PM…2：00 ～　場所：基礎医学棟 3 階　会議室
議事録
・化学物質管理ワーキンググループ名を変更し化学物質等管理対策会議とする．
・毛呂山キャンパス 6 部署分（薬理学教室，免疫学教室（医動物教室含），生化学教室，血液内科研究室，リウマ

チ膠原病内科，内分泌糖尿病内科）のサンプリング調査を実施し廃棄手続処理を行なう．
・廃棄できない麻薬・向精神薬は除外する．
・平成 29 年 1 月 24 日～ 1 月 27 日に於いて毛呂山キャンパス 6 部署の廃棄サンプル調査実施
・平成 29 年 3 月末にて 6 部署の廃棄サンプル試薬の処理を行なう．

4．評価と次年度目標
平成29年度は先ず，毛呂山キャンパス，保健医療学部，ゲノム医学研究センターで廃棄を行い，その反省を踏まえて，

後半に総合医療センターと国際医療センターの医学部基本学科で廃棄を行いたい．並行して，リスクアセスメント管
理を進めていく．
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1．14）グラント選考委員会

1．構成員（任期：H30.3.31）
　委員長
　　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：副学長（医学研究センター長）
　委　員
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長（リサーチアドミニストレーションセンター長）
　　加藤木利行（KATOGI,…Toshiyuki）：保健医療学部長
　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長（医学教育センター長）
　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：副医学部長
　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：医学部長補佐
　　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
　　岡崎康司（OKAZAKI,…Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長
　　佐伯俊昭（SAEKI,…Toshiaki）：国際医療センター副病院長
　　坂本　安（SAKAMOTO,…Yasushi）：中央研究施設長
　　永田　真（NAGATA,…Makoto）：大学病院呼吸器内科：教授
　　田丸淳一（TAMARU,…Jun-ichi）：総合医療センター病理部：教授
　　石田秀行（ISHIDA,…Hideyuki）：総合医療センター消化器一般外科：教授
　オブザーバー
　　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長（医学部長）
　　茂木　明（MOGI,…Akira）：事務局長
　　和田　実（WADA,…Minoru）：経理部次長
　事務担当者
　　杉山聡宏（SUGIYAMA,…Toshihiro）：研究支援管理副部門長

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）を達成するための同規則第 5 条に基づく委員会である．
学内グラントは医学研究センター研究支援管理部門と連携し，「財団等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の学外グラント」に対し研究者が応募する場合の学内選考を行う．

3．活動報告
　グラント選考委員会（平成 28 年 6 月 28 日）
　於：基礎棟 3 階…カンファレンスルーム，出席 15 人　欠席 4 人
　議事：平成 28 年度学内グラント選考

丸木記念特別賞，一般枠および優秀な若手研究者を対象とした関口記念特別賞（一般枠の中で科学研究費若手研究
に準じ平成 28 年 4 月 1 日現在で 39 歳以下を対象）を募集した．

　応募・審査結果（助成期間：平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日）
　総応募数：40 件
　　1）丸木記念特別賞：8 件
　　2）一般枠：32 件
　総採択数：27 件
　　1）丸木記念特別賞：1 件
　　2）関口記念特別賞：1 件
　　3）一般枠：25 件
　・丸木記念特別賞
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　　1…松井　政則（医学部・准教授：微生物学）200 万円
　　　がんの免疫逃避における新規免疫抑制分子，DC-HIL の役割解明
　・関口記念特別賞
　　1…高木　理英（医学部・助手：免疫学）100 万円
　　　メラノーマの新規治療法に関する基礎的研究
　・一般枠
　　1…関　要（医学部・助教：国際医療センター心臓内科）90 万円
　　　活性型第 X 因子直接阻害薬の in…vitro 実験系における臓器特異性，安全性の検証
　　2…相崎　良美（医学部・助手：大学病院リウマチ膠原病科）90 万円
　　　リウマチ性疾患におけるヒストン修飾の解析
　　3…吉川　圭介（医学部・講師：薬理学）90 万円
　　　環状ホスファチジン酸誘導体の脱髄抑制・ミエリン再生メカニズム解析
　　4…木村　真智子（医学部・講師：大学病院産科婦人科）90 万円
　　　子宮内膜の脱落膜化を制御する新規エピジェネティクス因子の探索
　　5…菊池　透（医学部・教授：大学病院小児科）90 万円
　　　子ども達の将来と次世代の健康を見据えた生活習慣病予防方法の確立
　　6…梶原　健（医学部・教授：大学病院産科婦人科）90 万円
　　　胚と子宮内膜の相互シグナルに着目した着床現象メカニズムの解明
　　7…池田　正明（医学部・教授：生理学）90 万円
　　　気分障害と時計遺伝子の概日リズム発現における振幅減衰化の機構解明と治療応用
　　8…小田垣　雄二（医学部・准教授：大学病院神経精神科心療内科）70 万円
　　　精神疾患の病態と治療に関与する受容体と G 蛋白の機能的共役
　　9…片桐　岳信（医学部・教授：ゲノム医学研究センター）70 万円
　　　歯の形成と維持における TGF- βファミリーの役割の解明
　…10…山下　高久（医学部・助教：総合医療センター病理部）70 万円
　　　ALCL における MAX 発現抑制機構の解明と予後解析
　…11…多林　孝之（医学部・講師：総合医療センター血液内科）70 万円
　　　腫瘍幹細胞を標的とした多発性骨髄腫に対する治療構築のための基盤研究
　…12…黒崎　亮（医学部・講師：国際医療センター婦人科腫瘍科）70 万円
　　　婦人科がんにおける HDAC…inhibitor の有用性に関する基礎的研究
　…13…池田　和博（医学部・講師：ゲノム医学研究センター）70 万円
　　　ミトコンドリア代謝調節を介する腫瘍増殖メカニズムの解明とその臨床応用
　…14…堀内　大（医学部・助教：微生物学）70 万円
　　　新規免疫抑制分子 DC-HIL の阻害を併用した新しいがん免疫・放射線治療の開発研究
　…15…廣澤　成美（医学部・助教：中央研究施設機能部門）70 万円
　　　新規シナピン酸誘導体による虚血性脳障害の予防作用：分子メカニズムの解明
　…16…熊谷　恵（医学部・助手：生理学）50 万円
　　　概日リズムの振幅を制御する分子機構の解明
　…17…橋爪　幹（医学部・助教：生化学）50 万円
　　　遅い抑制性オシレーションと断眠ストレスが扁桃体依存的な記憶に与える影響
　…18…得平　道英（医学部・教授：総合医療センター血液内科）50 万円
　　　メトトレキサート惹起リンパ増殖性腫瘍の治療および予防の確立
　…19…坂井　浩佑（医学部・助教：総合医療センター呼吸器内科）50 万円
　　　呼吸器悪性腫瘍における HSP70 を介した腫瘍増殖・抑制のメカニズム解析
　…20…畑中　星吾（医学部・助教：総合医療センター放射線科）50 万円
　　　汎用性の高い高原子番号物質周辺の線量分布評価システムの開発
　…21…竹下　英毅（医学部・助教：総合医療センター泌尿器科）50 万円
　　　精巣捻転症の外気温と自律神経の影響と新規診断法の研究
　…22…渡邉　貴明（医学部・助教：総合医療センター小児科）50 万円
　　　新生児慢性肺疾患に対する臍帯血由来幹細胞を用いた再生医療に関する研究
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　…23…石川　聖（医学部・助教：大学病院眼科）50 万円
　　　新しいプレカット DMEK ドナーにおける角膜内皮細胞の生存率の検討
　…24…徳元　康人（医学部・講師：アドミッションセンター）50 万円
　　　アダルト型オリゴデンドロサイト前駆細胞の分化タイミング決定機構の解析
　…25…星島　宏（医学部・講師：大学病院麻酔科）50 万円
　　　アセトアミノフェンの脊髄内投与における鎮痛機序の解明

4．評価と次年度目標
　丸木記念特別賞は，従来通り本学で行われた長年の研究活動により集大成された成果に重きを置いた選考を行った．
一般枠は，文科省科学研究費の翌年度以降の採択支援を目的として，今年度の文科省科学研究費に非採択の研究計画
調書に基づいて選考した．優秀な若手研究者を対象とした関口記念特別賞は，39 歳以下を対象として一般枠の中か
ら投票で決定した．選考では，各委員の学術的見地からの厳正な評価を明示，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の記載事項とした．
　文科省科学研究費の採択件数が伸び悩んでいるため，本年度から科学研究費の採択支援策として，学内グラントの
採択課題（一般，関口記念特別賞）が翌年度または翌々年度に科学研究費採択の場合，奨励金 20 万円を助成するこ
とを決定した．伴って，次年度目標は，科学研究費の採択総額を増額させることとする．
　今後も医学研究センター研究支援管理部門と連携しながら，守秘義務を遵守し，公正な選考が継続されるよう努め
ていきたい．



105

委員会・会議報告

1．15）病原性微生物等管理委員会

1．構成員
委員長… 松井政則（MATSUI,…Masanori）：微生物：准教授（任期：H30.3.31）
副委員長… 前田卓哉（MAEDA,…Takuya）：微生物：准教授（任期：H30.3.31）
委　員… 森　隆（MORI,…Takashi）…:…総合医療センター研究部：教授（任期：H30.3.31）
… 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：教授（任期：H30.3.31））
… 宮里明子（MIYAZATO,…Akiko）：国際医療センター・感染症科・感染制御科：准教授（任期：H30.3.31）
… 佐藤正夫（SATO,…Masao）…保健医療学部・臨床検査学科：教授（（任期：H30.3.31）
… 河村　亨（KAWAMURA,…Toru）：臨床検査医学（中央検査部）：係長（（任期：H30.3.31）

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
5．譲渡の管理
6．適切な廃棄
7．事故・災害時の警察・消防等への通報
8．公的機関への情報提供

3．活動報告
　①第 1 回　メール会議（平成 28 年 6 月 17 日～ 28 日）出席 7 人
　　議事：病原性微生物等保有状況等の調査結果について（文科省からの依頼）
　②第 2 回　メール会議（平成 28 年 7 月 21 日～ 8 月 4 日）出席 7 人
　　議事：病原性微生物取扱申請の改定について
　　審議結果：管理規則の追加・修正，病原体等取扱申請書・承認書の改定
　③第 3 回　メール会議（平成 28 年 9 月 17 日～ 20 日）出席 7 人
　　議事：各種申請書等様式の変更について

　審議結果：指定実験使用申請書，指定実験室使用終了届，病原体等移動（受入）申請書，病原体等分与（譲渡）申請書，
病原体等廃棄届の様式変更

　④第 4 回　メール会議（平成 28 年 9 月 29 日 ?10 月 27 日）出席 7 人
　　議事：1）平成 28 年度新規申請書審査：
　　　　　　　病原体等取扱申請書 1 件，病原体等受入申請書 1 件，承認
　　　　　2）「病原体等の取扱い手続き」申請に関する審査方法について
　⑤第 5 回　メール会議（平成 28 年 11 月 17 日 ?12 月 8 日）出席 7 人
　　議事：平成 28 年度新規申請書審査：
　　　　病原体等取扱申請書 2 件，病原体等受入申請書 1 件，承認
　⑥第 6 回　メール会議（平成 29 年 1 月 30 日 ?3 月 8 日）出席 7 人
　　議事：1）平成 29 年度継続申請書審査：病原体等取扱申請書 3 件，承認
　　　　　2）平成 29 年度新規申請書審査：
　　　　　　　　病原体等取扱申請書 1 件，病原体等受入申請書 1 件，保留
　　　　　　　　指定実験室使用申請書 1 件，承認
　　　　　　　　BSL3 レベル病原体等取扱申請書 1 件，却下

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．次年度から，各種申請書申請件数が大幅に増えると予想されるが，委
員全員で注意深く審査を行う．
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1．16）教員短期留学制度選考委員会

1． 構成員（任期：H30.3.31）
委員長… 藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：脳神経外科：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
… 土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：皮膚科：教授
… 篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：消化器・一般外科：教授
… 木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授
… 橋本正良（HASHIMOTO,…Masayoshi）：総合診療内科：教授
… 石原　理（ISHIHARA,…Osamu）：産科・婦人科：教授
… 菅　理江（SUGE,…Rie）：生理学：講師
… 周防　諭（SUO,…Satoshi）：薬理学：講師

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 29 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った．
　平成 28 年 11 月 15 日　於：医学部 7 号館 1 階会議室　出席者 8 人
　議事：応募者 5 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 4 名を合
格とした．

4．評価と次年度目標
　9 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 29 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）… 理事
　　　　　片山茂裕（KATAYAMA,…Shigehiro）… 理事
　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）… 理事
　　　　（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
　　　　　髙橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）… 医学研究科博士課程運営委員長
　　　　　小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）… 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
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）… 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（平成 28 年 7 月まで）
　　　　　織田弘美（ODA,Hiromi）… 大学病院長（平成 28 年 8 月から）
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haruhiko）… 総合医療センター病院長
　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）… 国際医療センター病院長
　　　　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）… 図書館長
　　　　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）… 医療人育成支援センター長
　　　　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）… 副医学部長
　　　　　持田　智（…MOCHIDA,…Satoshi）… 副医学部長
　　　　（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
　　　　　大嶋利夫（OSHIMA,…Toshio）… 保健医療学部事務室…顧問
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）… 保健医療学部事務室…室長
　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）… 医学部事務室…教務課…課長
　　　　　鈴木利明（SUZUKI,…Toshiaki）… 保健医療学部事務室…学生課…係長
　　　　　山口明美（YAMAGUCHI,…Akemi）… 保健医療学部事務室…教務課…係長
　　　　　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…29…年…3…月…14 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…39 件（甲種 19 件，乙種 20 件）の報告
（2）平成 28 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 69，70 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（6 月 17 日，9 月 23 日，10 月 28 日，11 月 25 日）報告
（医学研究科修士課程）
（5）学位取得者 7 件（理学療法学 5 件，生体機能科学 2 件）の報告
（6）平成 29 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 14 日），研究発表会（12 月 10 日）の実施
（看護学研究科修士課程）
（8）学位取得者 3 件（精神保健看護学 1 件，基礎看護学・看護管理学 2 件）の報告
（9）平成 29 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 23 日，12 月 3 日）
（全体）
（11）入学式（4 月 4 日）の挙行の報告
（12）学位授与式（修士課程 : 平成 29 年 3 月 14 日，博士課程 : 平成 29 年 3 月 31 日）の挙行の報告
（13）…がんプロ事業の報告
（14）3 つのポリシーの見直しとカリキュラムマップ作成の報告．

4．評価と次年度目標
　本年度も報告及び活発な意見交換がなされ，両研究科を統括する委員会として適正な運営が行われ十分機能した．
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 388 回‐第 398 回）
　（任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 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
　　髙橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：医学研究科博士課程運営委員長
　　小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）：医学研究科修士課程運営委員長
　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：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（7 月まで）
　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院長（9 月より）
　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長
　　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：国際交流センター長
　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：情報技術支援推進センター長
　◇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
　※松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：微生物学（7 月まで）
　　村上　孝（MURAKAMI,…Takashi）：微生物学（9 月より）
　※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
　※土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）: 社会医学（9 月まで）
　　亀井美登里（KAMEI,…Midori）：社会医学（10 月より）
　　高田　綾（TAKADA,…Aya）：法医学
　臨床医学研究系
　　麻生範雄（ASOU,…Norio）：血液内科学
　　田坂大象（TASAKA,…Taizo）：輸血 ･ 細胞移植学
　　前﨑繁文（MAESAKI,…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
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　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：消化器・肝臓内科学
　　今枝博之（IMAEDA,…Hiroyuki）：消化管内科学
　　野田光彦（NODA,…Mitsuhiko）：内分泌・糖尿病内科学
　　野村恭一（NOMURA,…Kyoichi）：神経内科学
　　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科学
　　中元秀友（NAKAMOTO,…Hidetomo）：総合内科学
　　佐藤　紀（SATO,…Osamu）：心臓血管外科学
　　篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：消化器外科学
　　大崎昭彦（OSAKI,…Akihiko）：乳腺腫瘍学
　　古村　眞（KOMURA,…Makoto）：小児外科学
　　金子公一（KANEKO,…Koichi）：呼吸器外科学
　　大竹　明（OTAKE,…Akira）：小児科学
　　石原　理（ISHIHARA,…Osamu）：産科婦人科学
　　太田敏男（OTA,…Toshio）：精神医学
　　中村晃一郎（NAKAMURA,…Koichiro）：皮膚科学
　※織田弘美（ODA,…Hiromi）：整形外科学
　　松居　徹（MATSUI,…Toru）：脳神経外科学
　　朝倉博孝（ASAKURA,…Hirotaka）：泌尿器科学
　　菅澤　正…（SUGASAWA,…Masashi）…：耳鼻咽喉科学
　　加藤直子（KATO,…Naoko）：眼科学（7 月まで）
　　篠田　啓（SHINODA,…Kei）：眼科学（9 月より）
　　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
　　海老原康博（EBIHARA,…Yasuhiro）：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（臨床検査学）
　※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
　　棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）：研究科長推薦
　　金澤　實（KANAZAWA,…Minoru）：研究科長推薦（9 月より）
　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：研究科長推薦
　　田丸淳一（TAMARU,…Jun-ichi）：研究科長推薦
　　持木彫人（MOCHIKI,…Erito）：研究科長推薦
　　堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）：研究科長推薦
　　松井政則（MATSUI,…Masanori）：研究科長推薦
　　　　　　　　　　　　　　　計：64 名　定足数：43 名（第 388 回‐第 391 回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　65 名　定足数：44 名（第 392 回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　66 名　定足数：44 名（第 393 回‐第 398 回）
　・事務局等
　◇オブザーバー :…
　　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長
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　◇大学事務部
　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：部長
　　大嶋利夫（OSHIMA,…Toshio）：保健医療学部事務室…顧問
　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：保健医療学部事務室…室長…
　　岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）：医学部事務室…教務課…課長
　　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
　　松本正夫（MATSUMOTO,…Masao）：ゲノム医学研究センター事務室…室長（6 月まで）
　　大沢和弘（OSAWA,…Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター事務室…室長（7 月より）
　　山口明美（YAMAGUCHI,…Akemi）：保健医療学部事務室…係長（7 月より）
　　須賀川裕子（SUKAGAWA,…Hiroko）：保健医療学部事務室…主任
　　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

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 388…回：…4…月 22 日（金）出席者…49 名…学位審査：…博士課程 2 件
　　第 389…回：…5…月 20 日（金）出席者…45 名…学位審査：…博士課程 4 件
　　第 390…回：…6…月 17 日（金）出席者…46 名…学位審査：…博士課程 1 件
　　第 391…回：…7…月 22 日（金）出席者…49 名…学位審査：…博士課程 2 件
　　第 392…回：…9…月 23 日（金）出席者…54 名…学位審査：…博士課程 4 件
　　第 393…回：10…月 28 日（金）出席者…48 名…学位審査：…博士課程 2 件
　　第 394…回：11…月 25 日（金）出席者…47 名…学位審査：…博士課程 4 件
　　第 395…回：12…月 16 日（金）出席者…51 名…学位審査：…博士課程 0 件
　　第 396…回：…1…月 27 日（金）出席者…50 名…学位審査：…博士課程 4 件
　　第 397…回：…2…月 24 日（金）出席者…54 名…学位審査：…博士課程 2 件，…修士課程 7 件
　　第 398…回：…3…月 24 日（金）出席者…54 名…学位審査：…博士課程 14 件
　開催回数：11…回
　　平均出席者数：50 名
　　学位審査計：博士課程 39 件（合格 39 件），修士課程 7 件（合格 7 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（専攻分野名の変更（臨床腫瘍学）による）
（3）学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正（申請者所属に本学名の記載があること等の改正による）
（4）学位審査の申請と審査の流れ ･ 公表についての一部改正
（5）科目等履修生のうち特別なコースの履修者についての細則の一部改正
（6）大学院組織図の一部改正
（7）3 つのポリシーの見直しとカリキュラムマップ作成について
（8）大学院基本学科名の 3 キャンパスの名称統一について
（9）大学院医学研究科ベストティーチャー賞の制定について
（10）博士課程入試についての申し合わせ一部改正について
（11）博士課程研究発表会開催時期（3 年次）の移行について
（12）学位申請書類等の整備
（13）「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」事業満了の報告について
（14）博士課程研究発表会の実施（6 月 17 日，9 月 23 日，10 月 28 日，11 月 25 日）
（15）学位審査申請に関わる相談願について
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（16）修士課程研究発表会の実施（5 月 14 日，12 月 10 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 37 件，修士課程 7 件
（18）平成 28 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 29 年度博士課程前期入学大学院第 1 回，

第 2 回入学者選抜の実施と合否判定
　　　平成 28 年度後期入学：出願者 6 名，受験者 6 名…，合格者 6 名
　　　平成 29 年度前期入学第 1 回：出願者 10 名，受験者 10 名，合格者 10 名…
　　　平成 29 年度前期入学第 2 回：出願者 11 名，受験者 11 名，合格者 11 名

（19）平成 29 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 7 名，受験者 7 名，合格者 6 名…
　　　第 2 回募集：出願者 4 名，受験者 4 名，合格者 4 名

（20）第 69，70 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 69 回　申込 35 名　受験者 35 名　合格者 26 名（医学部在学生 6 名含）
　　　第 70 回　申込 27 名　受験者 27 名　合格者 13 名（医学部在学生 2 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 19 名（内早期修了 1 名），乙種 20 名…計 39 名（内本学卒業生：甲種 15 名 , 乙種 9 名）
　　修士課程　7 名（理学療法学 5 名，生体機能科学 2 名）

（23）学位記授与式の挙行
　　　博士課程（平成 29 年 3 月 31 日，創立 30 周年記念講堂）
　　　修士課程（平成 29 年 3 月 14 日，本部棟第 3 講堂）

（24）大学院生退学承認：1 名（博）
（25）大学院生休学承認：1 名（博）
（26）大学院生復学承認：1 名（博）
（27）大学院生海外留学承認：新規 1 名（博）
（28）大学院生国内留学承認：新規 1 名（博）
（29）大学院生身分変更承認：7 名（博）
（30）大学院生ティーチングアシスタント承認：新規 1 名（博）
（31）特別研究学生（他大学院）受託：新規 3 名，継続 7 名……計 10 名　
（32）特別協力研究員（他機関）受託：新規 4 名，継続 8 名　計 12 名　　

4．評価と次年度目標
大学院医学研究科委員会は，大学院学生の入学，修了認定に関すること，授業，研究指導に関すること，学位審査

に関すること，などが主たる審議事項である．平成 28 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 28 年度は，大学院 4 年生を対象に行っている
研究成果報告会が定着し，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学位申請資格をより広い範囲に広げた結果，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．一方で，学位審査は大学院のデイプロマポリシーに基づき公正，厳格に行
われており，学位審査の質的低下はないと考えている．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：博士（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）：教授：指導教員：母性看護学：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 66 回定例会議（平成 28 年 4 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既修得単位及び履修登録の状況の報告　②統計ソフト継続および新規契約の承認　③ 14 条条例授業時

間に伴うタクシーチケット使用の承認　
②第 67 回定例会議（平成 28 年 5 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席 1 人
　議事：①外国人出願者用出願資格審査申請書の修正の報告　②自己点検評価委員会からの学生による授業評価結

果の報告
③第 68 回定例会議（平成 28 年 6 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席…1 人
　議事：①学生による授業評価の結果を活かす取り組みの検討　②入学試験問題の配点の変更の承認　
④第 69 回定例会議（平成 28 年 7 月 28 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席 1 人
　議事：①出願資格審査申請の現状報告　②学生による授業評価に基づく教員顕彰制度の承認　③平成 27 年度教

員顕彰対象者の決定及び表彰　
⑤第 70 回定例会議（平成 28 年 9 月 29 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　参加 7 人　…欠席 1 人
　議事：…①平成 29 年度第 1 回入学試験出願資格審査の合否の承認　②平成 29 年度第 1 回入学試験合否判定（3

名合格）
⑥第 71 回定例会議（平成 28 年 11 月 22 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 29 年度第 1 回入学試験合格発表の日程の変更の承認　②平成 28 年度修士論文審査基準の承認　

③学位論文審査の主査及び副査の担当の承認　④講師 3 名の大学院教員及び新年度から赴任する教授の指導教
員の資格の承認

⑦第 72 回定例会議（平成 28 年 12 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 29 年度第 2 回入学試験出願資格審査の合否の承認　②学位審査申請資格の承認　③「修士論文審

査に関する確認事項」の一部修正の承認　④長期履修生の履修期間変更の承認　
⑧第 73 回定例会議（平成 29 年 1 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
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　出席 8 人　欠席なし
議事：①日本学生機構奨学金返還免除制度の候補者の推薦　②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 29 年度第 2 回入学試験合否判定（4 名合格）…③ 3 ポリシーおよびカリキュラムマップの検討　④平成 29 年
度科目等履修生制度の開講科目の承認　⑤平成 29 年度授業科目担当者の承認　⑥ニーズ調査の結果の報告　
⑨第 74 回定例会議（平成 29 年 2 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室　

出席 7 人　欠席……1 人
　議事：①学位論文作成の手引きの承認　②平成 28 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学位論文提出者 3 名の論文審査および合否判定（3 名合格）④平成 29 年度看
護学研究科委員会ならびに運営委員会の構成員の承認　⑤ 3 ポリシーの承認　⑥院生の領域および指導教員の
変更の承認

⑩第 75 回定例会議（平成 28 年 3 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平成 30 年度募集要項の承認　②平成 28 年度修了生の単位取得状況の確認　③平成 29 年度学位審査
関連日程の承認　④平成 29 年度学事運営の検討　⑤ 3 名の学生の長期履修の承認　⑥ 1 名の退学の承認　

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，その目的を果たしたと考える．
　研究指導，および教員人事については，今年度は小児看護学領域に学生を迎えることができた．しかし，昨年に引
き続き，がん看護学およびクリティカルケア学領域は指導教員退職後の欠員を補充できず，学生募集ができなかった．
一方，平成 28 年度は第 6 回修了生 3 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，統計ソフ
ト Amos を新たに契約し，研究環境を整備した．国際化への対応として外国人出願者用出願資格審査申請書を検討し
た．さらに，学生による授業評価に基づく教員顕彰制度を検討し開始した．3 ポリシーおよびカリキュラムマップを
検討し，さらに，第 4 次長期総合計画に基づくニーズ調査を実施した．1 名の院生の領域および指導教員の変更と，
1 名の院生の退学があった．また，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（全 6 回）の企画・運営を行い，延べ 116 人の参加を得た．
　次年度は，がん看護学領域に指導教員を迎え，この領域に1名が入学する．成人看護学，小児看護学，精神保健看護学，
基礎看護学・看護管理学，地域活動看護学のすべての領域が開講されるので，多くの入学生が確保できるよう努力す
る．また，専門看護師教育課程の制度移行に伴う授業科目 38 単位の申請の準備および小児看護学の専門看護師教育
課程の申請の準備を行なう．「国際協力型がんプロ」事業については，第 3 期となるので，医学部と連携しつつ新た
な事業に取り組んでいく．学生による授業評価に基づく教員顕彰は，教員の教育へのモチベーションの向上を期待す
るものであるが，授業評価項目の適切性については自己点検・評価委員会でさらに検討する．
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2．4）大学院医学研究科…入試語学試験委員会

1．構成員
　医学研究科長，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　髙橋健夫…（TAKAHASHI,…Takeo）：博士課程運営委員長　総合医療センター放射線科：教授
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長，医学教育センター：センター長（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）
　　　　　畝川…芳彦（SEGAWA,…Yoshihiko）：国際医療センター腫瘍内科：教授
　　　　　岡田…浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科：教授
　　　　　佐々木…惇（SASAKI,…Atsushi）：病理学：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 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
　　（問題作成委員は平成 24 年度より 2 年を目安に半数を改選）

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
・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　木崎，畝川　事故室…教務課対応）
　　1）28 年度大学院博士課程後期入学試験
　　2）29 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験
　　3）第 69 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　
・第 6 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討

　　　　　　（平成 29 年 1 月 7 日実施　試験監督　髙橋，佐々木　事故室…教務課対応）
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　　1）29 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験
　　2）第 70 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活発な議論がなされ良質な作問がなされるとともに，厳正な
問題の確認が行われた．また，採点は問題作成委員により行なわれ回答に関しての解析を行い次回の問題作成の参考
とした．さらに，初期臨床研修医と社会人大学院生を学部卒業と同時に行う「研究マインド育成自由選択プログラ
ム」の実行に合わせ，医学部学生 3 年生からも語学試験の受験は可能となり，制度の定着とともに学部学生の語学
試験受験者も増加しており，本学の目指す研究マインド育成の基盤となりつつある．これらの改革により，受験者に
とってより公平公正な語学試験が可能となり，大学院博士課程での研究を遂行する際の語学力を図る適正なシステム
になったと評価される．
　引き続き，大学院生として研究を遂行し英文論文として情報発信できる能力を見極めるに必要な適切な語学試験と
なるように，問題の質の向上を目指したい．
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2．5）大学院医学研究科博士課程運営委員会・
医学研究科自己点検評価委員会

1．構成員
　委員長　
　　髙橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：博士課程運営委員長，総合医療センター放射線科：教授
　委員　
　　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
　　小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）：修士課程運営委員長，生体医工学：教授
　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：医学教育センター長，皮膚科：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
　　亀井美登里（KAMEI,…Midori）：社会医学：教授（11 月より）
　　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
　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：神経内科：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
　　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：教授
　オブザーバー
　　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長
　事務局（大学事務部）
　　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 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 28 年 4 月 12 日）…本部棟…大学院講義室　出席 16 人　欠席 1 人
　第 2 回定例会議（平成 28 年 5 月 10 日）…本部棟…大学院講義室　出席 17 人　欠席なし
　第 3 回定例会議（平成 28 年 6 月 7 日）……本部棟…大学院講義室　出席 15 人　欠席 2 人
　第 4 回定例会議（平成 28 年 7 月 12 日）…本部棟…大学院講義室　出席 14 人　欠席 3 人
　第 5 回定例会議（平成 28 年 9 月 13 日）…本部棟…大学院講義室　出席 15 人　欠席 2 人
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　第 6 回定例会議（平成 28 年 10 月 18 日）本部棟…大学院講義室　出席 15 人　欠席 2 人
　第 7 回定例会議（平成 28 年 11 月 15 日）本部棟…大学院講義室　出席 16 人　欠席 2 人
　第 8 回定例会議（平成 28 年 12 月 13 日）本部棟…大学院講義室　出席 13 人　欠席 5 人
　第 9 回定例会議（平成 29 年 1 月 17 日）…本部棟…大学院講義室　出席 16 人　欠席 2 人
　第 10 回定例会議（平成 29 年 2 月 14 日）本部棟…大学院講義室　出席 18 人　欠席なし
　第 11 回定例会議（平成 29 年 3 月 14 日）本部棟…大学院講義室　出席 16 人　欠席 2 人
2．主な審議内容

1）37 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置を審議した．
2）大学院基本学科名の 3 キャンパスの名称統一について検討した．
3）3 つのポリシーの見直しとカリキュラムマップ作成について．
4）大学院医学研究科ベストティーチャー賞の制定について．
5）平成 28 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．
6）博士課程研究発表会開催時期（3 年次）の移行について．
7）博士課程入試についての申し合わせ一部改正について検討．
8）専攻分野名の変更（臨床腫瘍学）について検討．
9）博士に関する運用細則の一部改正の検討（申請者所属に本学名の記載があること等の改正）
10）科目等履修生のうち特別なコースの履修者についての細則の一部改正を検討．
11）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（6 月 17 日，

9 月 23 日，10 月 28 日，11 月 25 日）．
12）本学大学院生を他学に国内留学として派遣した（1 名）．
13）本学大学院生を他学に海外留学として派遣した（1 名）．
14）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（10 名）．
15）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（12 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 28 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．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，「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，定員充足率をさらに向上させ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
　　　　　松井政則（MATSUI,…Masanori）：微生物学教室准教授
　　　　　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（～ 28 年 6 月）
　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：保健医療学部事務室長（28 年 7 月～）
　　　　　鈴木利明（SUZUKI,…Toshiaki）：保健医療学部事務室係長…
　　　　　山口明美（YAMGUCHI,…Akemi）：保健医療学部事務室係長
　　　　　須賀川裕子（SUKAGAWA,…Hiroko）：保健医療学部事務室主任

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 29 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 28 年 9 月 3 日実施）結果：受験者 7 名（生体機能科学分野 3 名，生体医工学分野 1 名，
理学療法学分野 3 名），合格者 6 名（生体機能科学分野 2 名，生体医工学分野 1 名，理学療法学分野 3 名：社
会人 2 名））．

　第 2 回目入試（平成 29 年 1 月 14 日実施）結果：受験者数 4 名（生体機能科学分野 1 名，生体医工学分野 2 名，
理学療法学分野 1 名），合格者 4 名（生体機能科学分野 1 名，生体医工学分野 2 名：1 名社会人，理学療法学分
野 1 名：1 名社会人）

（2）博士課程での改正案をふまえ，修士課程の 3 ポリシー（アドミッション・ポリシーを中心に，ディプロマ・
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ポリシー，カリキュラム・ポリシー）について，記述形式を博士課程と同様 3 ポリシーで統一する形で，再検
討を行い，修正した．

（3）シラバス作成・およびシラバスチェックの実施
（4）FD 実施の検討
（5）大学院案内改訂
（6）教員便覧の改訂
（7）学生のアンケートによる授業評価を行い，ベストティーチャー賞の選定および表彰を実施した．
（8）学位審査の手続きの日程設定
（9）研究計画発表会および研究発表会の実施
（10）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を依頼えお行い，学位申請

者 7 名（生体機能科学分野 2 名，理学療法学分野 5…名），研究科委員会における投票の結果，全員適格となった．

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：教授（任期：30….3.31）
　　佐藤真由美（SATO,…Mayumi）：看護学科：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 30 年 4 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成平成 29 年度履修登録状況を確認した．②院生 2 年生の 1 名において，「精神保健看護学実習」の単
位取得について内容が確認され，未取得とすることが承認された．③院生 2 年生に対し 1 年次の取得単位につ
いて，事務室から成績証明書等を個人に通知することを確認した．④第 2 回研究計画発表会が 4 月 22 日（土），
C402 教室にて，院生 2 年生 4 名による発表が予定されていることの報告，⑤第 14 条特例に伴うタクシーチケッ
トの申請について報告した．⑥ 4 月 22 日（土）第 2 回研究計画発表会終了後に新入生 7 名の歓迎会（院生主催：
参加者は新入生，在学生，教員を含めて 25 名）が，テレサホール 2 階で開催されることが報告された．

2）第 2 回定例会議（平成 29 年 5 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成 30 年度学生募集要項での事前面接の内容を一箇所に集約し，受験に当たり事前面接が必要な旨を付
記することが確認された．②看護学研究科への平成 30 年度入学希望 2 名について報告された．③共通科目の時
間割変更が生じた場合は，事務で学生へ連絡すること，教室の変更等も同時に調整することが確認された．

3）第 3 回定例会議（平成 29 年 6 月 22 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 6 人　欠席　なし

議事：①本学の博士課程での大学院の教員の資格要件等に関する規則及び取扱要領の改正に伴い，修士課程におい
ても検討することを確認した．②看護学研究科修士課程の学位論文の製本は，在校生も活用するため早めに図書
館へ収納してほしいことを依頼し，承認されたた．③ CNS の実習計画について，がん看護学の 1 名は国際医療
センターで実施予定であること，精神保健看護学の 2 名は，該当する実習施設に依頼している旨の報告があった．
④医学系研究に関する倫理指針ガイダンスの改訂（個人情報保護法等の趣旨に沿った適切な方法として，質問紙
にチエックボックス，書面，メールなど同意が確認できる方法をとること）についての説明があった．⑤埼玉医
科大の関連病院への調査依頼については，必ず総看護部長を通じて依頼をすること，各関連病院の看護部長には
総看護部長から調査を依頼したあとに，関係関連病院の看護部長に調査協力の依頼をすること，また，調査依頼
は郵送ではなく，直接に伺い研究の説明や調査協力をお願いすることなどを説明し承認された．⑥平成 30 年度
の看護学研究科の入試の作成マニュアルの一部改正について，英語の配点を 100 点に変更すること，その他入
試日程に合わせて，問題作成の締め切りや出題委員会議等の日程を改正したいことを説明し，承認された．

4）第 4 回定例会議（平成 29 年 7 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：① 2）　報告事項　
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　（1）　事務より，次の報告があった．
①平成 30 年度看護学研究科修士課程学生募集要項の関係者および関係施設への配布（200 床以上の県内の病院
および県内の看護大学，看護専門学校）の報告があった．②医学研究科博士課程で改正を検討している大学院の
教員資格要件等に関する規則及び取扱要領についての説明がされた．医学研究科修士課程では，医学研究科博士
課程と同一の案で，直近 4 年間で 2 編（件）以上の発表論文があることとした．また，特許出願の条件は，博
士課程と同じとすることとしたが，さらに，今後，検討を進める旨が報告された．③平成 30 年度第 1 回入学
の試験問題の作成および検討日時についての確認しった．なお，原則として出題者は 1 名，採点者は 2 名であ
ることが確認された．④統計解析ソフト「AMOS」及び「SPSS」の更新時期について，AMOS は 7 月末，SPSS
は 10 月末であり，教務課と話をすすめている旨の報告があった．リースおよび購入の費用を比較し，今後は
AMOS については購入する方向で話を進め，SPSS については今までどおり，1 年ごとに更新する．なお，AMOS
については使用しているパソコンによってはインストールできない状況であることの報告があった．⑤論文製本
代金として，約 15,000 円を各研究費より使用できるよう修士課程修了予定者に伝えておくことが確認された．
⑥国際医療センターでの院生の実習については，口頭で依頼をしてきたが，今年度から，実習受入れ書等，学部
生と同様の手続きが必要となったことが報告された．

5）第 5 回定例会議（平成 29 年 9 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論文の製本が完成し，院生へ個人用 2 冊を配送したこと，また，図書館へ合冊を 2 冊寄贈したことの報
告があった．②授業評価のアンケート用紙を各院生へ配布したことの報告，複数名の教員が担当する場合の授業
評価について検討（前期分は，講義科目で 3 コマこま以上担当している教員を評価対象とすることとし，既に
配布済みのアンケート用紙に関しては，差し替えることが確認された．③前期の成績報告について締め切りを 9
月末とすることの確認があった．④平成 29 年度修了予定者について報告があり，承認された．⑤平成 30 年度
入学希望者に高度実践看護学分野専攻における論文コースの希望者がおり，実践コースに沿った現在のカリキュ
ラム内容を検証する必要があることが指摘され，確認することとした．⑥後期分のタクシーチケット使用につい
ての確認がされた．⑦ＦＤを平成 30 年 3 月 16 日（金）に行う旨の報告があった．

6）第 6 回定例会議（平成 29 年 10 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成 29 年度前期の単位取得状況と後期の履修状況について報告された．②看護学研究科の学位審査の手
続きと日程について，学内ホームページへの掲載内容の確認と院生に通知する年間の日程及び学位審査関係の日
程について説明があった．なお，院生への案内は，研究科委員会にてこれらを承認された後とすることとした．
③保健医療学部棟前駐車場を利用している院生へ「駐車許可証」の発行を始めた旨の説明と院生へ渡している許
可証へは，右下へ附番をしている旨の報告があった．④院生が学会等へ参加するときに使用する出張伺を「旅費
精算書」へ変更することの説明があった．⑤新入生へ貸与しているパソコンについて，平成 31 年度入学生より
廃止し，6 階の看護学研究科研究室へ共通で使用できるパソコンを複数台設置し，対応する旨の提案があった．
なお，基本は個人パソコンを使用し，学内 LAN への接続など，諸手続きをしたのち，使用することとした．⑥
B 棟 6 階看護学研究科研究室にあるノートパソコンの廃棄依頼が運営委員長からあり，関係部署と確認を取りな
がら廃棄を進める旨が報告された．⑦平成 30 年度第 2 回入学試験問題の印刷時間と場所の確認がされた．⑧平
成 30 年度第 2 回出願資格審査の審議を平成 29 年 12 月 14 日（木）看護学研究科運営委員会にて行うことの報
告がされた．⑨平成 29 度第 1 回研究計画発表会，研究発表会の担当教員の確認があった．

7）第 7 回定例会議（平成 29 年 11 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成 30 年度シラバス作成について，提出期限と非常勤講師への作成依頼について説明がされた．また，
シラバスチェックについても期日や流れについて確認された．②平成 30 年度の授業開始日について，4 月 14
日（土）からとすることが確認された．③ 2 平成 30 年度の大学院関係各委員会開催日及び入学試験関連の日程
について確認がされ，第 1 回入学試験は，9 月 1 日（土）とし，合格発表を看護学研究科委員会終了後の 9 月
27 日（木）16:00 とした．また，第 2 回入学試験は 1 月 12 日（土）に行い，合格発表は医学研究科と同日の
1 月 25 日（金）16:00 とする旨の説明があり承認された．④平成 30 年度の各委員会の開催日程が確認され了
承された．⑤ 11 月 18 日（土）に行われる 1 年生の研究計画発表会と抄録の配布は 11 月 16 日（木）の午後に
なることの報告がされた．さらに，12 月 2 日（土）に，2017 年修了予定者 2 年生の研究発表会と，抄録の配
布は，11 月 27 日（月）の午後になる旨の報告があった．⑥学位審査担当及び審査基準についての確認があり，
審査基準について倫理委員会の表記が倫理審査委員会に変更となった旨の説明があった．⑦平成 30 年度授業科
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目・担当教員一覧及び教員一覧について事務より確認があり，一部の科目担当に非常勤講師を追加することした．
8）第 8 回定例会議（平成 29 年 12 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①小児看護学領域の科目の担当教員について一部訂正したことの報告があった．②第 2 回入学試験につい
て以下の点について確認された．試験日は平成 30 年 1 月 13 日（土），試験問題印刷は平成 30 年 1 月 11 日（木）
学科教授会終了後，関係者立ち合いのもと，事務室にて行う予定であること，さらに，筆記試験及び面接試験の
評価について，評定票の内容が確認された．③平成 29 年度修了予定者 4 名から学位審査申請があり，4 名の共
通科目及び専門科目の単位取得状況が確認され，全員，学位審査の資格要件を満たしていることが承認された．
④論文審査委員会において論文審査の日程を決め，事務室大学院担当者に連絡することとし，また，審査委員は
平成 30 年 2 月 8 日（月）までに，事務へ「学位審査報告」を提出することが確認された．⑤研究科長より，「修
士論文審査に関する確認事項」について説明がされた．⑥大学機関別認証評価受審に関するスケジュール等が報
告され，各委員に対し，2 月 5 日（火）を提出期限とし，根拠資料の収集・チェック及び担当箇所の執筆につい
て依頼がなされた．⑦ FD について日時（平成 30 年 3 月 16 日（金）10:00 ～ 12:00），場所，対象者（保健医
療学部看護学科教員全員）について報告された．なお，運営あたっては，量的研究文献の収集，質的研究文献
の収集など学部の教員数名が補助にあたることの説明があり承認された．⑧平成 30 年度第 1 回研究計画発表会

（M1）を平成 30 年 11 月 24 日（土）に，第 2 回研究計画発表会（M2）を平成 30 年 4 月 28 日（土）に，また，
修了予定者を対象とした研究発表会を平成 30 年 12 月 8 日（土）に，それぞれ行うことが説明され承認された．
⑨第 2 回学生募集で 6 名からの出願資格審査の申請があったこと，出願資格審査の基準にそって審査した結果，
本委員会で出願資格について承認された．

9）第 9 回定例会議（平成 30 年 1 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成 30 年度シラバス作成の締め切りが，1 月 19 日（金）であることについて，再度確認がされ，今の
段階で科目間の日程等の再調整の可能性がある旨が報告された．②平成 30 年度看護学研究科の第 2 回入学試験
の合否判定について，受験者 8 名は，いずれも小論文が 60 点以上で，面接も D 評価がなかったことから合格と
したい，という説明が研究科長よりあり，本委員会で承認され，この合否判定案については，次回の研究科委員
会に諮ることとした．③平成 30 年度科目等履修生募集要項についての確認があった．受付期間を 3 月 1 日（木）
～ 3 月 30 日（金）までとし，開講科目については，各領域で確認し，1 月 23 日（火）までに事務へ報告する
こととした．④研究データの保管等について，倫理審査委員会では，研究終了後 5 年間の保管を倫理指針で義
務づけており，看護学研究科では，B 棟 6…階看護学研究科研究室にて，調査用紙，USB を保管をすることとした．
また，5 年経過したデータ等については，研究科長指示のもと，運営会委員が破棄をすることとした．⑤出願資
格審査及び出願書類の「履歴書」，職歴欄への記載について，常勤及び非常勤の記載があったほうがよいのでは
ないかとの意見があった．職歴欄へ勤務形態を記載する旨を追加することとし，下記注釈欄へ説明を付け

ることとなった．また，「推薦書」の推薦者名へ，職名欄を追加することとした．
10）第 10 回定例会議（平成 30 年 2 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室
　出席 8 人　欠席　なし

議事：①平成 30 年度のシラバス作成について，第 3 者チェックが終了し，第 3 者チェック時の確認事項及び重複
講義日に関しての報告があった．また，第 14 条特例の時間割表を作成したことの報告がされた．② 1 月 11 日

（木）学位審査論文が修了予定者より提出され，研究科委員会の構成員へ配布が完了したことの報告があった．
③ 2 月 8 日（木）に主査より学位審査報告書の提出がされたことの報告があった．④最終の学位論文は，3 月 2
日（金）に 4 通を学生より上質紙で印刷したものを受取ること，4 通のうち 2 冊は合冊にし，2 冊は個人用に製
本することの確認があった．⑤後期成績報告の締め切りを 3 月末とすることの確認があった．⑥看護学研究科
研究科室にあるノートパソコンの廃棄については事務で行うこと，次年度の新入生にはパソコンの貸与は行わず，
個人でパソコンを用意するか，研究科室へ 4 台の共通使用のパソコンを設置することで，対応してほしいこと
の依頼が事務よりあり，承認された．⑦平成30年度新入生へ入学式の案内及びガイダンスの案内状を事務室より，
3 月中旬郵送にて行うことの報告，⑧研究科委員会にて学位論文が適格と判断された後，研究科長名にて，事務
が合格通知の配信をする旨の確認があった．⑨学位論文製本後，1 冊を事務より院生へ郵送し，今年度から 1 冊
は指導教員へ渡すことの説明があり承認された．⑩看護学研究科基礎看護学専攻 1 年の 1 名が長期履修生から
2 年への長期履修変更期間が承認され，研究科委員会へ諮ることとした．⑪平成 30 年度入学生へのガイダンス
を入学式終了後に行い，続いて，2 年生と合同で「修士論文作成に関するガイダンス」を行うことが報告された．
⑫平成 30 年度学位申請論文作成・提出・審査の手引きについての一部修正について，運営員会終了後に担当教
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員にて検討，確認した．
11）…第 11 回定例会議（平成 30 年 3 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　1 人

議事：①平成 30 年度入学予定者 8 名について，分野領域及び指導教員の確認をした．②平成 30 年度の時間割（通
常版，第 14 条特例版）の確認をした．③ 2018 年度のかわごえクリニックの使用予定について，事務へ 3 月末
日までに報告することとした．④学位論文の製本について，表紙の体裁にバラツキがみられたことから，来年度
より以下のとおりとすることの確認がされた．（表紙は別紙の様式を使用し，タイトル，分野・領域，学生番号，
氏名及び指導教員名を入力し，それ以外については文字ピッチなどを変更しないこととする．なお，目次以降
の文書を両面印刷とする．）⑤平成 30 年度の講義室利用について，利用が重なる場合は事務から担当教員へ連
絡あい調整を図ること，また，昨年同様，前期は，月曜日から金曜日までの 6,7 限と土曜日の 1 限から 7 限を，
408 講義室を予約する旨の説明があった．⑥平成 29 年度修了生の単位取得について説明があり，4 名ともに規
程の単位取得がされているとの報告があり承認された．⑦平成 30 年 3 月 13 日（火）に行われた大学委員会の
報告（医学研究科修士課程では，教員資格の変更，研究発表会での発表を学生が評価し高得点の学生を指導した
指導教員の表彰，ティーチングアシスタントの採択状況，医学研究科研究科長より，修了式が博士課程と修士課
程で別々の日程で行われているが，同日にできないか今後検討していくこと）があった．⑧平成 30 年度学位審
査等の日程について，昨年と同様の日程で行う旨の報告があった．⑨平成 30 年度の学事運営の役割（M2 研究
計画発表会（4 月），M1 研究計画発表会（11 月），修了予定者研究発表会（12 月），入試，FD）の担当者につ
いて説明があり，承認された．⑩平成 30 年度入学予定者 2 名より，「長期履修生志願書」の提出があった旨の
報告があり，埼玉医科大学大学院長期履修生規則に則り検討し，了承され，研究科委員会へ諮ることとした．

4．評価と次年度目標
　今年度は，7 回目の修了生を 4 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，目的に沿って円滑
に運営できたと考える．
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．
　出願資格審査及び出願書類について，「履歴書」の職歴欄に常勤及び非常勤などの勤務形態を記載すること，さらに，

「推薦書」の推薦者名については，職名欄を追加するなど，入学に関する様式の一部修正をおこなった．
　研究計画発表会，研究発表会，論文審査については，「学位論文（修士）作成 ･ 提出・審査の手引き（平成 29 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．
　また，量的研究におけるデータの解析等の精度の向上を目的に，統計ソフト Amos を平成 28 年度に導入できたこ
とにより授業に活用できた．また，次年度から，従来，パソコンを大学から各院生に貸与していたが，機種のバージョ
ンの変更などからネット環境への対応が困難となる場合もみられた．このことから，次年度からパソコンは各院生に
貸与せず，バージョン変更への対応は，各個人所有のパソコンで行ってもらうこととした．また，これらの対処とし
て，院生が共同で使用できるパソコンを院生室に数台設置し，学習に支障のないようにメンテナンスを行っていくこ
ととした．
　FD の実施については，看護学研究科の主催で量的研究と質的研究に関して，文献クリテークを，看護学科全教員
を対象に実施できた．今後も，各教員の研究能力の向上を目指し，継続して取り組んでいきたい．
　看護学研究科修士課程では，科目等履修生も含めて，大学院生の確保に向けての広報活動として，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 200 床以上の病院，県内の看護大学・看護学校に送付するなど広報活動
を強化してきた．今後は，関連施設の看護職員等が大学院に進学できるよう，看護管理責任者および施設管理者に協
力が得られるよう働きかけていき，入学者の確保に努め，関連施設の看護職員の質向上に寄与していきたいと考える．
　平成 28 年度に実施した看護学研究科に対するニーズ調査結果も参照にしながら，次年度には，専門看護師教育課
程（本学ではがん看護，精神看護）の制度移行に伴う授業科目 38 単位申請の準備を課題としていきたい．
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3．1）教員代表者会議

1．構成員（任期 H28.4.1 ～ H30.3.31）
　（第 483 回 4 月～第 493 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
　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：副医学部長
　　高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：副医学部長
　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：副医学部長
　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：医学部長補佐
　　篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：医学部長補佐
　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：医学部長補佐
　　林　　健（HAYASHI,…Takeshi）：医学部長補佐
　　金澤　實（KANAZAWA,…Minoru）：大学病院…病院長（7 月まで）
　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院…病院長（8 月より）
　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長
　　片山茂裕（KATAYAMA,…Shigehiro）：かわごえクリニック院長
　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：学生部長
　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：図書館長
　※土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：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
　◇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
　　亀井美登里（KAMEI,…Midori）：教育主任部門選出者（8 月より）
　　佐々木惇（SASAKI,…Atsushi）：教育主任部門選出者
　　中元秀友（NAKAMOTO,…Hidetomo）：教育主任部門選出者
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　　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）
　　依田哲也（YODA,…Tetsuya）：研究主任部門長
　　坂本　安（SAKAMOTO,…Yasushi）：共同利用施設運営部門長
　※岡﨑康司（OKAZAKI,…Yasushi）：知財戦略研究推進部門長
　　三谷幸之介（MITANI,…Kounosuke）：安全管理部門長
　　片桐岳信（KATAGIRI,…Takenobu）：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
　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：院長代行 , 整形外科（7 月まで）
　　市岡　滋（ICHIOKA,…Shigeru）：院長補佐 , 形成外科
　　野田光彦（NODA,…Mitsuhiko）：内分泌糖尿病内科
　　池園哲郎（IKEZONO,…Tetsuo）：耳鼻咽喉科
　　太田敏男（OHTA,…Toshio）：神経精神科
　　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科
　　朝倉博孝（ASAKURA,…Hirotaka）：泌尿器科
　　篠田　啓（SHINODA,…Kei）：眼科（8 月より）
　○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
　　丸山　敬（MARUYAMA,…Kei）：薬理学
　※村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：教養教育
　　永田　真（NAGATA,…Makoto）：呼吸器内科
　　大竹　明（OHTAKE,…Akira）：倫理審査委員会委員長
　　藤原恵一（FUJIWARA,…Keiichi）:COI 管理委員会委員長
　　冨谷智明（TOMIYA,…Tomoaki）：教職員・学生健康推進センター長
　　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：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
　　棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）：専務理事 ,…国際医療センター脳卒中センター長
　　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（7 月より）
　　村上　孝（MURAKAMI,…Takashi）：微生物学（9 月より）
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　　金澤　實（KANAZAWA,…Minoru）：健康管理センター長（9 月より）
　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長
　　　構成員（4 ～ 6 月）64 名，（7 月）65 名，（8 月）66 名，（9 ～ 3 月）68 名
　　　定足数（4 ～ 6 月）43 名，（7 ～ 8 月）44 名，（9 ～ 3 月）46 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
　◇大学事務部
　　松尾有裕（MATSUO,…Arihiro）：庶務課…課長
　　小野寺晴美（ONODERA,…Harumi）：庶務課…係長
　　井上紗貴（INOUE,…Saki）：庶務課員
　　村田正樹（MURATA,…Masaki）：学生課…課長
　　岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）：教務課…課長
　◇総務部
　　内田尚男（UCHIDA,…Hisao）：総務部長

2．目的
　平成 18 年度より施行された医学部の新たな教員組織にともない構成された医学部の最高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 483 回：…4 月 22 日（金）出席者 50 名
・第 484 回：…5 月 20 日（金）出席者 47 名
・第 485 回：…6 月 17 日（金）出席者 50 名
・第 486 回：…7 月 22 日（金）出席者 54 名
・第 487 回：…9 月 23 日（金）出席者 52 名
・第 488 回：10 月 28 日（金）出席者 50 名
・第 489 回：11 月 25 日（金）出席者 52 名
・第 490 回：12 月 16 日（金）出席者 54 名
・第 491 回：…1 月 27 日（金）出席者 48 名
・第 492 回：…2 月 24 日（金）出席者 57 名
・第 493 回：…3 月 24 日（金）出席者 52 名
◇臨時開催

　・医学部の入学定員の増加に伴う学則の変更について
　　8 月 30 日（火）出席者 61 名（委任状出席者 34 名）
　・推薦入学試験合否判定，医学部 6 年生卒業仮内定判定，平成 29 年度再入学試験結果について
　　11 月 16 日（水）出席者 67 名（委任状出席者 43 名）
　・医学部 6 年生卒業判定
　　1 月 20 日（金）出席者 63 名（委任状出席者 45 名）
　・前期 1 次入学試験合否判定
　　1 月 25 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 38 名）
　・前期 2 次入学試験合否判定
　　2 月…1 日（水）出席者 65 名（委任状出席者 47 名）
　・後期 1 次入学試験合否判定
　　2 月 15 日（水）出席者 67 名（委任状出席者 44 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 22 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 34 名）
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　・センター試験利用入試 2 次試験合否判定
　　3 月…1 日（水）出席者 65 名（委任状出席者 38 名）
　・医学部 1 年生から 5 年生の進級判定
　　3 月 17 日（金）出席者 68 名（委任状出席者 47 名）
　◇開催回数
　　定期開催：11…回　平均…52 名
　　臨時開催：…9…回　平均…65 名（委任状平均 41）
　　合　　計：20…回　平均…58 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）医療人育成支援センター報告
　　（3）自己点検・評価委員会報告
　　（4）学生部報告
　　（5）喫煙問題検討委員会報告
　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
　　（4）COI 管理委員会報告
　　（5）研究医養成プログラム運営委員会報告
　　（6）特許等委員会報告
　　（7）環境安全委員会報告
　　（8）グラント選考委員会報告
　　（9）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会報告
　3）大学院・国際化推進等
　　（1）医学研究科委員会報告
　　（2）国際化推進（教育・研究）報告
　　（3）国際交流センター報告
　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）入試委員会報告
　　（2）図書館報告
　　（3）ゲノム医学研究センター報告
　　（4）アドミッションセンター報告
　　（5）情報技術支援推進センター報告
　　（6）教職員・学生健康推進センター報告
　　（7）各種委員会等報告

（地域枠医学生奨学金運営委員会，GID 医学・医療推進委員会，IR 委員会，寄附研究部門設置委員会，キャンパ
ス整備委員会，専門医 HQ 会議，卒業生定着プロジェクト）

　　（8）教員組織運営会議報告
　　（9）学長・医学部長報告　
　　（10）人事報告（教員人事委員会報告等）
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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，今年度は，平成 29 年 4 月から施行予定の学校教育法施行規則ならびに大学設
置基準の一部改正に対応すべく，前者には大学教育における 3 つのポリシー（学位授与の方針，カリキュラム編成
と実施の方針，入学者選抜の方針）の改定に取り組み，後者については，「日本のメイヨークリニックを目指す会」
の運動と併せて実施することとした．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（任期：H28.4.1 ～ H30.3.31）
　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…
　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）：専務理事
　　　　　金澤　実（KANAZAWA,…Minolu）：大学病院病院長（7 月まで）
　　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院院長代理（7 月まで）
　　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院病院長（8 月より）
　　　　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：大学病院院長代理（8 月より）
　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長…
　　　　　佐伯俊昭（SAEKI,…Toshiaki）：国際医療センター副院長
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haluhiko）：総合医療センター病院長
　　　　　屋嘉比康治（YAKABI,…Kouji）：総合医療センター副院長
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長・医学教育センター長
　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,…Shou）：副学長・医学研究センター長
　　　　　木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：副学長・医学研究科長
　　　　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：副医学部長
　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：副医学部長
　　　　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：副医学部長
　　　　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：医学部長補佐

※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 179 回　定例会議（平成 28 年 4 月 12 日）… 大学院講義室　出席 16 人　欠席 0 人
　第 180 回　定例会議（平成 28 年 5 月 10 日）… 大学院講義室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 181 回　定例会議（平成 28 年 6 月 14 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
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　第 182 回　定例会議（平成 28 年 7 月 12 日）… 大学院講義室　出席 16 人　欠席 0 人
　第 183 回　定例会議（平成 28 年 9 月 13 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 184 回　定例会議（平成 28 年 10 月 11 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 185 回　定例会議（平成 28 年 11 月 8 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 186 回　定例会議（平成 28 年 12 月 12 日）… 大学院講義室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 187 回　定例会議（平成 29 年 1 月 24 日）… 大学院講義室…　出席 13 人　欠席 3 人
　第 188 回　定例会議（平成 29 年 2 月 14 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 189 回　定例会議（平成 29 年 3 月 14 日）… 大学院講義室　出席 14 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
　　・微生物学に関する講演会（教授候補者による模擬講義）について
　　・国際医療センター麻酔科担当教員の公募について
　　・大学病院及び総合医療センターの役職者について
　　・ゲノム医学研究センターの役職者について
　　・国際医療センター国際診療部の役職者について
　　・平成 29 年度客員教員の採用について
　　・中央研究施設・RI 部門担当教員の公募について
　　・医学部の学科・基本学科等について
　　・総合医療センター基本学科の新設について
　　・医学研究センターの人事について
　　・学外兼業許可願の様式変更について
　　・医療人育成支援センター内地域医学推進センター長及び総合医療センターの診療支援室室長の人事について
　　・出向する場合のフローチャートについて
　　・大学病院眼科寄附研究部門教員の任期について
　　・新専門医制度 HQ について
　　・医学部・新任教員ならびに講師昇格教員を対象とした研修会の開催について
　　・平成 29 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
　　・教員任期（5 年）終了者の再任手続きについて
　　・平成 27 年度教員人事考課還元面接・最終確認について
　　・医療人育成支援センターの人事について
　　・臓器移植センター，脳血管センターの設置について（総合医療センター）
　　・社会医学系専門医制度について
　　・新生児科の英語表記の変更について
　　・職位変更について
　　・配置転換について
　　・兼担発令について
　◇地域医療と奨学金について
　　・埼玉県地域枠医学生奨学金奨学生選考面接について

・平成 28 年度の埼玉県地域枠医学生奨学金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並
びに奨学生の決定について

・埼玉県地域枠奨学金に関する説明会について
　◇入学試験について
　　・平成 29 年度医学部入学定員増に関する意向調査について
　　・第 2 回…医学部オープンキャンパスについて
　　・平成 29 年度医学部入試における面接委員及び試験監督の委嘱について
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　　・平成 28 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
　　・医学部一般入試（前期）の出願状況及び一次試験の概要について
　　・医学部一般入試（後期）の出願状況及び一次試験の概要について
　　・医学部の平成 30 年度入学試験について
　◇…大学院・国際化推進について
　　・国際化推進検討ＷＧについて

・大学院入試日程について
・博士課程平成 28 年度後期入学試験，平成 29 年度前期第 1 回入学試験及び語学試験結果について

　◇医学研究について
　　・文部科学省科学研究費申請件数と新規採択件数等について
　　・平成 28 年度「学内グラント」募集要項について
　　・全研究者への注意喚起について
　　・平成 27 年度倫理審査委員会認定制度構築事業の審査結果について
　　・平成 28 年度「学内グラント」募集について
　　・学内の他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
　　・論文投稿報告書の改定について
　　・知的財産について
　　・研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金募集要項について
　　・女子栄養大学における課外学習プログラムについて
　　・平成 28 年度科学研究費助成事業（国際共同研究加速基金（国際共同研究強化））の公募について
　　・平成 28 年度…研究マインド支援グラント募集要項について
　　・28 年度…第 2 回グラント選考委員会報告について
　　・第 13 回…学内グラント受賞者成果発表会プログラムについて
　　・橋渡し研究支援コンソーシアムについて
　　・女子栄養大学と本学における課外学習プログラムに関する協定書について
　　・平成 29 年度科学研究費の公募について

・平成 28 年度科学研究費（帰国発展研究）の公募について
・第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議プログラムについて
・個人情報保護法改正による研究指針の改正に関する説明会参加報告について
・第 1 回化学物質等管理ワーキンググループ報告について
・第 2 回学生による研究発表会について
・埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学生の募集について
・平成 29 年度科研費応募説明会の参加者数について
・第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議の開催について
・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
・研究医養成プログラムの募集について
・平成 29 年度文部科学省科学研究費応募件数について
・平成 29 年度文科省科研費資格別応募率について
・「科研費に関するご意見・ご要望受付窓口」の設置について
・第 54 回医学系大学倫理委員会連絡会議…開催報告について
・人を対象とする医学系研究に関する倫理指針適合性調査について
・雑誌編集委員会メール会議，医学会評議員会メール会議について
・公的研究費の適正使用に関する理解度確認の実施について
・研究費執行に関する書式の変更及び文科省科研費の申請及び実績報告等に関する業務の移管について

　　・卒後教育講演「医学研究と利益相反マネジメント」について
　　・平成 28 年度公的研究費の特別監査，来年度の監査計画について
　　・平成 29 年度「研究医養成プログラム」選考結果について
　　・平成 28 年度研究マインド育成のための教育プログラムについて
　　・第 14 回学内グラント受賞者成果発表会について
　　・首都圏ＡＲコンソーシアム総会参加報告について
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　　・中央倫理審査委員会ガイドライン公開討論会参加報告について
　　・研究倫理教育プログラムについて
　　・学外からの各御案内（研究関連）について
　　・特定認定再生医療等委員会認定について
　◇学事，会議，委員会の日程等について
　　・平成 28 年度第 1 回教授・教員総会について
　　・領域別代表教育主任の変更について
　　・平成 28 年度教員代表者会議構成員について
　　・平成 28 年度医学部関連会議・委員会一覧について
　　・教員代表者会議構成員の追加について
　　・社会医学の英語表記について
　　・教員代表者会議及び医学研究科委員会の構成員について
　　・医学部運営会議及び医学部教員組織運営会議等日程（8 ～ 12 月）について
　　・平成 28 年度医学部・保健医療学部合同教授・教員総会について
　　・平成 28 年度解剖体慰霊祭について
　　・平成 29 年度埼玉医科大学各組織の主要会議等日程表について

・医学部運営会議及び医学部教員組織運営会議等日程（平成 29 年 1 月～ 3 月）について
・医学部教員組織運営会議の 12 月の開催日時について
・医学部 ･ 保健医療学部…合同教授 ･ 教員総会アンケート調査結果について
・第 11 回スチューデントドクター認定式について
・医学部第 40 回卒業式について
・医学部第 45 回入学式について
・医学部運営会議及び医学部教員組織運営会議等日程（4 ～ 7 月）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
　　・平成 28 年度高大接続連携事業について
　　・平成 28 年度…消防・防災避難訓練について
　　・第 110 回医師国家試験報告会について
　　・医学部医学教育フォーラムについて
　　・医学教育ワークショップについて
　　・環境安全委員会開催のお知らせについて
　　・「Your…Happiness…Is…Our…Happiness の歌」の募集並びに制定について
　　・今夏の節電・省エネ対策への協力について
　　・卒業生定着促進プロジェクトについて
　　・喫煙問題検討委員会について
　　・ジェンダークリニック外来の終了について
　　・第 16 回「日本の Mayo…Clinic を目指す会」全体集会について
　　・創立 50 周年記念事業の寄附金募集について
　　・創立 50 周年記念事業の寄附金募集について

・教員短期留学制度及び学生相互交換留学制度による帰国報告会について
・動物慰霊祭のお知らせ
・第 17 回「日本の Mayo…Clinic を目指す会」全体集会について
・禁煙外来の診療報酬返還事例について
・医学部収容定員の変更に係る学則変更可への対応について
・6 年生初期臨床研修医マッチング結果について
・教職員の喫煙について

　　・埼玉医科大学てんかんセンター設置について
　　・全面禁煙としている敷地周辺における喫煙について
　　・平成 28 年度職員研修について
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　　・全学的な集会の開催について
　　・平成 28 年度「私立大学等改革総合支援事業」選定結果について
2）自己点検評価委員会

（1）開催日（平成 28 年度）
　第 1 回　定例会議（平成 28 年 4 月 12 日）… 大学院講義室　出席 16 人　欠席 0 人
　第 2 回　定例会議（平成 28 年 5 月 10 日）… 大学院講義室　出席 14 人　欠席 2 人
　第 3 回　定例会議（平成 28 年 6 月 14 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 4 回　定例会議（平成 28 年 7 月 12 日）… 大学院講義室　出席 16 人　欠席 0 人
　第 5 回　定例会議（平成 28 年 9 月 13 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 6 回　定例会議（平成 28 年 10 月 11 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 7 回　定例会議（平成 28 年 11 月 8 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 8 回　定例会議（平成 28 年 12 月 12 日）… 大学院講義室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 9 回　定例会議（平成 29 年 1 月 24 日）… 大学院講義室　出席 13 人　欠席 3 人
　第 10 回…定例会議（平成 29 年 2 月 14 日）… 大学院講義室　出席 15 人　欠席 1 人
　第 11 回…定例会議（平成 29 年 3 月 14 日）… 大学院講義室　出席 14 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 27 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 27 年度医学部教員人事考課について
　　・平成 28 年度私立大学等改革総合支援事業に向けた取り組みについて
　　・入学資格について
　　・平成 28 年度第 1 回教授・教員総会アンケート調査結果について
　　・三つのポリシーについて
　　・平成 27 年度教員人事考課…還元面接の提出状況について
　　・埼玉医科大学の三つのポリシー策定（案）について
　　・埼玉医科大学大学院医学研究科博士課程の教育方針（案）について
　　・埼玉医科大学大学院医学研究科修士課程の教育方針（案）について
　◇規則等の制定・改正・廃止について

・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審査委員会・病院 IRBの組織及び運営
に関する規則の改正について

・埼玉医科大学学則（別表含む）の改正について（保健医療学部看護学科）
・学校法人埼玉医科大学学内発ベンチャー企業に関する規程の改正について
・埼玉医科大学研究医養成プログラム（コース）運営委員会規則の改正について
・埼玉医科大学研究医養成奨学金貸与規程の改正について
・埼玉医科大学 IR センター規程の新設について
・埼玉医科大学 IR センター運営会議規則の新設について
・埼玉医科大学 IR 委員会規則の廃止について
・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
・埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会規則の改正について
・埼玉医科大学病原体等安全管理規則の改正について
・学校法人埼玉医科大学利益相反管理規程の改正について
・埼玉医科大学学則（入学資格）の改正について
・平成 27 年度教員人事考課…還元面接の提出状況について
・学校法人埼玉医科大学組織規程（別表 2）大学院組織図の変更について
・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
・埼玉医科大学学則（別表含む）の改正について（三つのポリシー策定）
・埼玉医科大学医学部規程の改正について（三つのポリシー策定）
・埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程の改正について
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　　・学校法人埼玉医科大学事務組織規程の改正について
　　・学校法人埼玉医科大学公的研究費の管理・監査体制要領の改正について

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，国際医療センター麻酔科担当教員の一般公募を実施した．また，微生物学担当教員にお
いては，候補者による模擬講義を行った．更には，基本学科の臨床医学部門においては総合医療センターで乳腺腫瘍
科を「ブレストケア科（乳腺腫瘍科）」に変更，国際医療センターでは「医療安全管理学」を新設，共通部門におい
ても「医療人育成支援センター川越ブランチ」を新設し，社会医学と新生児科の英語表記についても検討を行った．「新
専門医制度への対応」「研究費の適正使用」「研究倫理教育」「教授・教員総会と日本の Mayo…Clinic を目指す会のあり方」
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．特に平成 29 年 4 月から施行予定の学校教育法施行規則の一部改正に対応すべく，大学教育にお
ける三つのポリシーの改定に取組み，学則等の見直しを実施した．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．
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3．3）医学部学生部委員会

1．構成員
委員長　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：学生部長・医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
委　員　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：脳神経外科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　太田敏男（OHTA,…Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　野村恭一（NOMURA,…Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　新津　守（NIITSU,…Mamoru）放射線科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　伊藤彰紀（ITOH,…Akinori）：神経耳科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　黒川理樹（KUROKAWA,…Riki）：ゲノム医学研究センター：教授…（任期：H30.3.31）
委　員　柴﨑智美（SHIBAZAKI,…Tomomi）：社会医学：准教授…（任期：H30.3.31）
委　員　藤田恵子（FUJITA,…Keiko）：解剖学：准教授（任期：H30.3.31）
委　員　山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）：教養教育（生物）：准教授（任期：H30.3.31）
委　員　清水正雄（SHIMIZU,…Masao）：健康管理センター：助教（任期：H30.3.31）
委　員　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：H30.3.31）
委　員　村田正樹…（MURATA,…Masaki）：大学事務部医学部事務室（任期：H30.3.31）
委　員　森　勇樹（MORI,…Yuki）：大学事務部医学部事務室（任期：H29.8.31）
委　員　福田幸二（FUKUDA,…Kouji）：大学事務部医学部事務室（任期：H30.3.31）

　オブザーバー　稲葉宗通（INABA,…Munemichi）：医学部同窓会（任期：H30.3.31）

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 28 年 4 月 8 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 12 名　欠席 3 名

　　議事：サッカー部の活動再開について，降雪時の休講基準について，学業と部活動の両立について，学生の健
康状態について（肺結核）

　②第 2 回（平成 28 年 5 月 13 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 9 名　欠席 6 名
　　議事：落合ホールの席取り問題について，障害者差別解消法の対応について，クラブ顧問主将会議の開催につ

いて，クラブの新歓について，学生の健康状態について（肺結核）
　③第 3 回（平成 28 年 6 月 10 日）於：9 号館 4 階会議室　出席 13 名　欠席 3 名

　　議事：東医体について（準硬式野球部の会場修理費用負担，熱中症対策，6 年生実力試験との調整），越華祭
について，学生の健康状態について（肺結核 T-Spot 検査実施の検討），自殺対策基本法の対応について，学生の
緊急時の連絡先について

　④第 4 回（平成 28 年 7 月 8 日）於：オルコスホール 1531 教室　出席 12 名　欠席 4 名
　　議事：部活動の行動規範ワーキンググループによるリーダー研修について，学生の健康状態について（入学時

の T-Spot 検査実施の検討），学生相互交換留学制度河口湖セミナーについて，海外旅行届について，10 号館解
体に伴う部室の確保について，落合ホールの席取り問題について

　⑤第 5 回（平成 28 年 9 月 9 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 7 名　欠席 8 名
　　議事：東医体の結果について，フットサル部の顧問交代について，臨床心理士によるカウンセリングの充実に

ついて，落合ホールの席取り問題について，学生の健康状態について（入学時の T-Spot 検査実施の検討，全国
的な麻疹流行への対策）

　⑥第 6 回（平成 28 年 10 月 14 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 9 名　欠席 6 名
　　議事：越華祭の運営について，部活リーダー研修会の開催について，東医体の結果について，学生の喫煙につ

いて，落合ホールの席取り問題について，
　⑦第 7 回（平成 28 年 11 月 11 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 8 名　欠席 7 名

　　議事：越華祭の報告について，部活リーダー研修会の開催について，川角グラウンドの復旧工事について，川
角体育館の耐震補強工事について，法人実業団の 50 周年記念グラウンドの利用について，学生の大学病院受診
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について，NHK ラジオの公開収録について，学生の迷惑駐車について
　⑧第 8 回（平成 28 年 12 月 9 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 10 名　欠席 5 名

　　議事：学生会の幹部役員交代について，部活リーダー研修会の実施報告について，クラブ顧問主将会議の実施
報告について，学生の飲酒問題について，学生の人命救助に対する表彰，NHK ラジオ公開収録の報告について，
インターネット詐欺等の対策について，落合ホールの席取り問題について

　⑨第 9 回（平成 29 年 1 月 20 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 8 名　欠席 7 名
　　議事：学生の飲酒問題について，学生相互交換留学選考会の面接委員の選出について，インターネット詐欺等

の対策について，落合ホールの席取り問題について，…50 周年記念グラウンドの共同利用について
　⑩第 10 回（平成 29 年 2 月 10 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 10 名　欠席 5 名

　　議事：東医体理事会の開催報告について，10 号館解体に伴う 7 号館への部室移転について，落合ホールの席
取り問題について，50 周年記念グラウンドの共同利用について，学生会のサポートについて，学生の健康状態
について（インフルエンザ対策）

　⑪第 11 回（平成 29 年 3 月 10 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 10 名　欠席 5 名
　　議事：7 号館の部室の運用について，ハラスメント小委員会の開催について，学生会のサポートについて，女

子栄養大学の若葉祭参加について，落合ホールの席取り問題について，50 周年記念グラウンドの共同利用につ
いて，防災避難訓練について，学生の健康状態について（インフルエンザ対策他）

4．評価と次年度目標
　本委員会では，年間を通して学生の指導，厚生および多岐にわたる諸問題について検討した．
　越華祭は，本委員会が協力し，医学部と保健医療学部の合同開催で無事に行われた．
　落合ホールの席取り問題は，学生会主導で解決するよう指導してきたが，改善が見込めないため学生部委員会が仲
介することにした．
　クラブ顧問会議を開催し，クラブ活動のあり方や学業との両立などの指導を行った．
　学生の健康問題については，学生健康推進室と連絡を蜜にとりながらインフルエンザ対策等に取り組んだ．また，
定期健康診断については昨年同様，ほぼ全員の学生が受診した．
　平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行されたため，今後引き続き本学の対応を検討する．
　今後も学生からの要望を出来るだけ反映し，学生生活が充実向上するよう努める．
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3．4）毛呂山キャンパス教員棟・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 :H29.3.31）
委員長　篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）: 医学部長補佐（任期：H29.3.31）
委員　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）:…副学長・医学教育センター長（任期 :H29.3.31）
委員　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）（任期 :H29.3.31）
委員　織田弘美（ODA,…Hiromi）: 大学病院病院長（任期 :H29.3.31）
委員　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科 : 教授（任期 :H29.3.31）
委員　穐田真澄（AKITA,…Masumi）: 中央研究施設形態部門 : 教授（任期 :H29.3.31）
委員　藤田恵子（FUJITA,…Keiko）: 解剖学 : 准教授（任期 :H29.3.31）
委員　青木正康（AOKI,…Masayasu）:…看護部副部長（任期 :H29.3.31）
委員　岩澤憲次（IWASAWA,…Kenji）: 経理部購買課 : 課長補佐（任期 :H29.3.31）
委員　村田正樹（MURATA,…Masaki）: 大学事務部学生課 : 課長（任期 :H29.3.31）
委員　福田幸二（FUKUDA,…Kouji）: 大学事務部学生課…（任期 :H29.3.31）

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 28 年度は計 6 回の委員会が開催され，各施設の利用状況について報告を行い，現状把握に努めた．
②教員棟居室の運用（返却・貸与）が円滑に行われるよう，適宜，調整を行った．
③本部棟 6 階 603 号室を改修，インターネット環境を整備し「共用講師室」として運用を開始した．

4．評価と次年度目標
　教員数の増加に応じて教員棟が常時，満室となっており，現役教員からの居室貸与申請があるごとに，共用・法人
管理部屋の整理や退職者からの返却を進め，準備するよう努め，待機時間は短縮化されている．次年度は本部棟の使
用状況を把握し，有効的に活用する．
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3．5）毛呂山キャンパス整備委員会

1．構成員
委員長　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：副医学部長（任期 :H30.3.31）
副委員長　丸木清之（MARUKI,…Kiyoyuki）：理事長（任期 :H30.3.31）
副委員長　篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：医学部長補佐（任期 :H30.3.31）
委　　員　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院長（任期 :H30.3.31）
委　　員　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長・医学教育センター長…（任期 :H30.3.31）
委　　員　松下　祥（MATSUSHITA,…Shou）：副学長・医学研究センター長（任期 :H30.3.31）
委　　員　伊藤彰紀（ITOH,…Akinori）：学生部長…（任期 :H30.3.31）
委　　員　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：副医学部長（任期 :H30.3.31）
委　　員　渡辺修一（WATANABE,…Shu-ichi）：生理学教授（任期 :H30.3.31）
委　　員　茂木　明（MOGI,…Akira）：常務理事・事務局長（任期 :H30.3.31）
委　　員　香取光夫（KATORI,…Mitsuo）：施設部長（任期 :H30.3.31）
委　　員　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長（任期 :H30.3.31）
委　　員　所ミヨ子（TOKORO,…Miyoko）：短期大学副学長（任期 :H30.3.31）
委　　員　久保かほる（KUBO,…Kaoru）：短期大学：教授（任期 :H30.3.31）
オブザーバー　別所正美（BESSHIO,…Masami）：学長・医学部長
事務局　村田正樹（MURATA,…Masaki）：大学事務部学生課長

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 28 年度は，正式な委員会は開催されなかった．ただし以下のような動きがあった．

1）東館がオープンし，救急外来，その他の診療体制が稼働開始した．
2）前年度より検討されていた事項として，基礎医学棟 1-2 階の病院施設利用があり，1 階の実習室 C を第 2 ビル

2 階の改装後，移動した．またこれに伴い同第 2 ビル 2 階に教育部門の多目的小教室・ゼミ室を整備した．
3）新教育棟として，主に基礎医学系実習，卒前臨床医学系シミュレーション・スキルスラボ，OSCE に対応でき

る施設建設の検討が開始された．9 号館前の第 4 駐車場と 10 号館の敷地での建設を目指して，基本コンセプト，
各階の構成，配置などを検討している．

4．評価と次年度目標
　公式の委員会活動はなかったものの実質的な整備，調整機能は維持しているものと考える．特に今後，上に記載し
たように新教育棟の整備は具体化されてゆくと期待されており，他の施設との連携，また教育，診療，研究，さらに
は管理部門のバランスや整合性を保った状態で機能性の向上に努めたい．
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3．6）卒前教育合同会議

1．構成員
議長：… 持田　智… （MOCHIDA,…Satoshi）… （毛呂）消化器内科・肝臓内科
… 平成 28 年…4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
副議長：… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki…）… （基礎）生化学… 同上
… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 同上
医学教育センター長：
… 土田哲也… （TSUCHIDA,…Tetsuya）… （毛呂）皮膚科，副学長… 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,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 藤田恵子… （FUJITA,…Keiko）… （基礎）解剖学… 同上
… 池田正明… （IKEDA,…Masaaki）… （基礎）生理学… 同上
2 年生担当委員：
… 渡辺修一… （WATANABE,…Schu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 椎橋実智男…（SHIIBASHI,…Michio）… 情報技術支援推進センター… 同上
… 中平健祐… （NAKAHIRA,…Kensuke）… （基礎）教養教育… 同上
… 髙野和敬… （TAKANO,…Kazuhiro）… （基礎）解剖学… 同上
… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… （基礎）生化学… 同上
… 荒木智之… （ARAKI,…Tomoyuki）… （基礎）生化学… 同上
… 佐々木惇… （SASAKI,…Atsushi）… （基礎）病理学… 同上
… 山本啓二… （YAMAMOTO,…Keiji）… （毛呂）心臓内科… 同上
… 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：
… 山元敏正… （YAMAMOTO,…Toshimasa）… （毛呂）神経内科… 同上
… 丸山　敬… （MARUYAMA,…Kei）… （基礎）薬理学… 同上
… 島田　朗… （SHIMADA,…Akira）… （毛呂）内分泌・糖尿病内科… 同上
… 山口敏行… （YAMAGUCHI,…Toshiyuki）… （毛呂）感染症科・感染制御科… 同上
… 鈴木健之… （SUZUKI,…Kenji）… （毛呂）放射線腫瘍科… 同上
… 菊池　透… （KIKUCHI,…Toru）… （毛呂）小児科… 同上
… 宮川義隆… （MIYAKAWA,…Yoshitaka）… （毛呂）総合診療内科… 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
… 長坂　浩… （NAGASAKA,…Hiroshi）… （毛呂）麻酔科… 同上
… 高橋一司… （TAKAHASHI,…Kazushi）… （毛呂）神経内科… 同上
… 舟久保ゆう（FUNAKUBO,…Yu）… （毛呂）リウマチ・膠原病科… 同上
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5 年生担当委員：
… 間嶋　満… （MAJIMA,…Mitsuru）… （毛呂）リハビリテーション科… 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
… 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
… 中元秀友… （NAKAMOTO,…Hidetomo）… （毛呂）総合診療内科… 同上
… 吉岡浩之… （YOSHIOKA,…Hiroyuki）… （毛呂）整形外科・脊椎外科… 同上
… 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
… 篠塚　望… （SHINOZUKA,…Nozomi）… （毛呂）消化器・一般外科… 同上
… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 医学教育センター… 同上
オブザーバー：
… 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
… 杉山智江… （SUGIYAMA,…Tomoe）… 医学教育センター… 同上
… 稲葉宗通… （INABA,…Munemichi）… 毛呂病院… 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
… 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
… 村上　元… （MURAKAMI,…Gen）… （基礎）教養教育… 同上
… 髙橋健夫… （TAKAHASHI,…Takeo）… 副医学部長… 同上
… 徳元康人… （TOKUMOTO,…Yasuhito）… アドミッションセンター… 同上
… 野田光彦… （NODA,…Mitsuhiko）… （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科… 同上
… 加藤直子… （KATO,…Naoko）… （毛呂）眼科… 同上
… 池園哲郎… （IKEZONO,…Tetsuo）… （毛呂）耳鼻咽喉科… 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）… 青山明弘，遠藤博文，山﨑　光，山下博美，山髙大樹，米山史華
（2…年生）… 岩田結衣，富岳　皓，久松丈朗，松永洸昂，峯平紗耶香
（3…年生）… 吉田耕太郎，三井絵里花，竹之内恵茉，高野陽平，橋本恭太
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（4…年生）… 飯田あかね，張　賢司，長井美由紀，橋本尚仁，江島弘直
（5…年生）…… 荻野礼眸，佐藤　彩，谷崎　誠，鳥越浩実，吉澤政俊，古屋匡史，忽滑谷智紀，松田紘佳
（6…年生）… 伊利孝宣，井川佑郎，古味優季，中津　賢，橋元由紀子，長谷川優，堀　優人，松本佳祐

国試対策委員：
（3…年生）… 安東慶子，石田　悟，伊藤瑞也，忽滑谷暁紀，森重夏美，吉田耕太郎
（4…年生）… 石井玲奈，近江　光，河村岳史，髙橋久一朗，堤　琴音，久松菜未子，山岸大祐，山口智子
（5…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
（6…年生）… 竹内優太，髙山瑠依，岡本茉樹，永井彬登，中津　賢，尾立樹一郎，秀島貴博

＜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 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 医科学入門… 中平健祐… （NAKAHIRA,…Kensuke）… （基礎）教養教育… 同上
… 科学的思考と表現… 米岡裕美… （YONEOKA,…Yumi）… （基礎）教養教育… 同上
… 自然科学の基礎… 山崎芳仁… （YAMAZAKI,…Yoshihito）… （基礎）教養教育… 同上
… 医科学の探索… 魚住尚紀… （UOZUMI,…Naonori）… （基礎）生化学… 同上
1 年生「細胞生物学」コース… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… （基礎）生化学… 同上
… 細胞生物学 -1… 山崎芳仁… （YAMAZAKI,…Yoshihito）… （基礎）教養教育… 同上
… 細胞生物学 -2… 小谷典弘… （KOTANI,…Norihiro）… （基礎）生化学… 同上
… 細胞生物学 -3… 栗﨑知浩… （KURISAKI,…Tomohiro）… （基礎）解剖学… 同上
… 細胞生物学 -1 実習… 魚住尚紀… （UOZUMI,…Naonori）… （基礎）生化学… 同上
1 年生「人体の構造と機能 -1」コース… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 人体の構造と機能 -1-1… 栗﨑知浩… （KURISAKI,…Tomohiro）… （基礎）解剖学… 同上
… 人体の構造と機能 -1-2… 藤田恵子… （FUJITA,…Keiko）… （基礎）解剖学… 同上
… 人体の構造と機能 -1-3… 髙野和敬… （TAKANO,…Kazuhiro）… （基礎）解剖学… 同上
1 年生「人体の基礎科学」コース… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… （基礎）生化学… 同上
… 人体の基礎科学 -1… 向田寿光… （MUKAIDA,…Hisamitsu）… （基礎）教養教育… 同上
… 人体の基礎科学 -2… 森口武史… （MORIGUCHI,…Takeshi）… （基礎）教養教育… 同上
1 年生「良医への道 -1」コース… 渡辺修一… （WATANABE,…Shu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 行動科学と医療倫理… 菅　理江… （SUGE,…Rie）… （基礎）生理学… 同上
… キャリアデザイン… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 社会医学… 柴﨑智美… （SHIBAZAKI,…Satomi）… （基礎）社会医学… 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 -1… 新津　守… （NIITSU,…Mamoru）… （毛呂）放射線科… 同上
… 医学英語 -2… 新津　守… （NIITSU,…Mamoru）… （毛呂）放射線科… 同上
… 医学英語 -3… 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,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 情報系… 渡辺修一… （WATANABE,…Shu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 構造系実習… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）…　（基礎）解剖学… 同上
… 機能系実習… 渡辺修一… （WATANABE,…Shu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
2 年生「病気の基礎 -1」コース… 佐々木惇… （SASAKI,…Atsushi）… （基礎）病理学… 同上
… 病理総論… 佐々木惇… （SASAKI,…Atsushi）… （基礎）病理学… 同上
… 薬理総論… 丸山　敬… （MARUYAMA,…Kei）… （基礎）薬理学… 同上
2 年生「良医への道 -2」コース… 渡辺修一… （WATANABE,…Shu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
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… 医学概論… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 臨床推論… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 同上
… 臨床入門… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 同上
… 医学英語… 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… 松下　祥… （MATSUSITA,…Sho）… （基礎）免疫学… 同上
… 感染… 松井政則… （MATSUI,…Masanori）… （基礎）微生物学… 同上
… 免疫… 松下　祥… （MATSUSITA,…Sho）… （基礎）免疫学
… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日
… … 村上　孝… （MURAKAMI,…Takashi）… （基礎）微生物学

平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 疫学… 太田晶子… （OHTA,…Akiko）… （基礎）社会医学

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
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… 岩永史郎… （IWANAGA,…Shiro）… （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,…Schu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 医学概論… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 臨床推論… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 同上
… 臨床入門… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 同上
… 医学英語… 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）社会医学… 同上
… 地域社会と健康… 柴﨑智美… （SHIBASAKI,…Satomi）… （基礎）社会医学… 同上
… 異常死の診断… 髙田　綾… （TAKADA,…Aya）… （基礎）法医学… 同上
4 年生「良医への道 -4」… 渡辺修一… （WATANABE,…Schu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 医学概論… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… （基礎）解剖学… 同上
… 臨床推論… 土田哲也… （TSUCHIDA,…Tetsuya）… （毛呂）皮膚科… 同上
… 臨床入門… 中元秀友… （NAKAMOTO,…Hidetomo）… （毛呂）総合診療内科… 同上
… 医学英語… 新津　守… （NIITSU,…Mamoru）… （毛呂）放射線科… 同上
5 年生「臨床実習 -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
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… 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
… 「臨床実習 -2」コース… 間嶋　満… （MAJIMA,…Mitsuru）… （毛呂）リハビリテーション科…同上
＜教育主任＞

共通：医学教育センター… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 同上
… 医学研究センター… 町田早苗… （MACHIDA,…Sanae）… 同上
… 中央研究施設… 穐田真澄… （AKITA,…Masumi）… 同上
… 川越キャンパス研究部… 田丸淳一… （TAMARU,…Junichi）… 同上
… RA センター… 千本松孝明… （SENBONMATSU,…Takaaki）… 同上
… 情報技術支援推進センター… 椎橋実智男… （SHIIBASHI,…Michio）… 同上
基礎：教養教育… 山崎芳仁… （YAMAZAKI,…Yoshihito）… 同上
… 解剖学… 永島雅文… （NAGASHIMA,…Masabumi）… 同上
… 生理学… 渡辺修一… （WATANABE,…Shu-ichi）… 同上
… 生化学… 魚住尚紀… （UOZUMI,…Naonori）… 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　
… 社会医学… 土田哲也… （TSUCHIDA,…Tetsuya）

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 8 月 31 日
… … 亀井美登里… （KAMEI,…Midori）… 平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 法医学… 髙田　綾… （TAKADA,…Aya）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 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
… 消化管内科… 大庫秀樹… （OHGO,…Hideki）… 同上
… 心臓内科… 山本啓二… （YAMAMOTO,…Keiji）… 同上
… 呼吸器内科… 仲村秀俊… （NAKAMURA,…Hidetoshi）… 同上
… 内分泌内科・糖尿病内科… 井上郁夫… （INOUE,…Ikuo）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日
… … 池上裕一… （IKEGAMI,…Yuichi）… 平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 血液内科… 脇本直樹… （WAKIMOTO,…Naoki）

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 神経内科… 山元敏正… （YAMAMOTO,…Toshimasa）… 同上
… リウマチ・膠原病科… 舟久保ゆう… （FUNAKUBO,…Yu）… 同上
… 腎臓内科… 岡田浩一… （OKADA,…Hirokazu）… 同上
… 感染症科・感染制御科… 山口敏行… （YAMAGUCHI,…Toshiyuki）… 同上
… 総合診療内科… 中元秀友… （NAKAMOTO,…Hidetomo）… 同上
… 消化器・一般外科… 篠塚　望… （SHINOZUKA,…Nozomi）… 同上
… 乳腺腫瘍科… 竹内英樹… （TAKEUCHI,…Hideki）… 同上
… 小児外科… 古村　眞… （KOMURA,…Makoto）… 同上
… 整形外科・脊椎外科… 門野夕峰… （KADONO,…Yuuho）… 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… 山内秀雄… （YAMANOUCHI,…Hideo）… 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… 木村　至… （KIMURA,…Itaru）… 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
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… 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
… 救急科… 芳賀佳之… （HAGA,…Yoshiyuki）… 同上
… 東洋医学… 磯部秀之… （ISOBE,…Hideyuki…）… 同上
… 放射線科… 鈴木健之… （SUZUKI,…Kenji）… 同上
… 精神神経科・心療内科… 太田敏男… （OTA,…Toshio）… 同上
… 臨床検査医学… 森吉美穂… （MORIYOSHI,…Miho）… 同上
… 中央病理診断部… 佐々木惇… （SASAKI,…Atsushi）… 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… 坂井宏哉… （SAKAI,…Hiroya）… 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）

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日
… … 小幡博人… （OBATA,…Hiroto）… 平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 耳鼻咽喉科… 大畑　敦… （OHATA,…Atsushi…）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 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）

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日
… … 中田一之… （NAKATA,…Kazuyuki）

平成 28 年 10 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 放射線科… 長田久人… （OSADA,…Hisato）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 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）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日
… … 百瀬修二… （MOMOSE,…Shuji）… 平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 輸血部… 山本晃士… （YAMAMOTO,…Koji）… 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
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… 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… 岩永史郎… （IWANAGA,…Shiro）… 同上
… 呼吸器内科… 村山芳武… （MURAYAMA,…Yoshitake）… 同上
… 内分泌・糖尿病内科… 栗原　進… （KURIHARA,…Susumu）… 同上
… 造血器腫瘍科… 松田　晃… （MATSUDA,…Akira）… 同上
… 神経内科・脳卒中内科… 林　健… （HAYASHI,…Ken）… 同上
… 腎臓内科… 渡邊裕輔… （WATANABE,…Yu-suke）… 同上
… 腫瘍内科… 畝川芳彦… （SEGAWA,…Yoshihiko）… 同上
… 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… 小髙哲郎… …（KODAKA,…Tetsuro）… 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… 枡岡　歩… （MASUOKA,…Ayumu）… 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
… 綜合診療・地域医療科… 古屋大典… （FURUYA,…Daisuke）… 同上
… 放射線科… 内野　晃… （UCHINO,…Akira）… 同上
… 精神科… 大西秀樹… （OHNISHI,…Hideki）… 同上
… … 髙橋孝郎… （TAKAHASHI,…Takao）

平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日
… … 島田祐樹… （SHIMADA,…Yuki）… 平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 臨床検査医学… 海老原康博… （EBIHARA,…Yasuhiro）…

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
… 病理診断科… 新井栄一… （ARAI,…Eiichi）… 同上
… 輸血・細胞移植科… 石田　明… （ISHIDA,…Akaru）… 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．
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3．活動報告
第 111 回卒前教育合同会議（平成 28 年…4 月 12 日，議事録あり）
第 112 回卒前教育合同会議（平成 28 年…5 月 10 日，議事録あり）
第 113 回卒前教育合同会議（平成 28 年…6 月…7 日，議事録あり）
第 114 回卒前教育合同会議（平成 28 年…7 月 12 日，議事録あり）
第 115 回卒前教育合同会議（平成 28 年…9 月 13 日，議事録あり）
第 116 回卒前教育合同会議（平成 28 年 10 月 10 日，議事録あり）
第 117 回卒前教育合同会議（平成 28 年 11 月…8 日，議事録あり）
第 118 回卒前教育合同会議（平成 28 年 12 月…6 日，議事録あり）
第 119 回卒前教育合同会議（平成 29 年…1 月 17 日，議事録あり）
第 120 回卒前教育合同会議（平成 29 年…2 月 14 日，議事録あり）
第 121 回卒前教育合同会議（平成 29 年…3 月 14 日，議事録あり）

　本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継して行っている．また，会議資料は開
催前にホームページに公開しており，事前の閲覧および PFD ファイルをダウンロード，印刷して会議に持参するこ
とが可能としている．また，会議場には無線 LAN を設置しており，ノ－ト PC…を持参して会議に出席することも可
能である．
　本会議での検討事項に関しては，「C390.…卒前教育委員会」，「J300.…卒前教育部門」に詳細を記しているので参照
されたい．

4．自己点検 ･ 評価
本会議の出席率は，卒前教育委員会の構成員に比して，これに属さない教育主任は不良である．本会議は全教員へ

の教育に関する情報を公開，提供する場であることを考慮すると，教育主任の出席率向上は昨年度も問題視されてい
たが，平成 29 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 28 年…4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
副委員長：… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… （基礎）生化学… 同上
… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 医学教育センター… 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,…Masabumi）…（基礎）解剖学… 同上
… 藤田恵子… （FUJITA,…Keiko）… （基礎）解剖学… 同上
… 池田正明… （IKEDA,…Masaaki）… （基礎）生理学… 同上
2 年生担当委員：
… 渡辺修一… （WATANABE,…Schu-ichi）… （基礎）生理学… 同上
… 椎橋実智男… （SHIIBASHI,…Michio）… 情報技術支援推進センター… 同上
… 中平健祐… （NAKAHIRA,…Kensuke）… （基礎）教養教育… 同上
… 髙野和敬… （TAKANO,…Kazuhiro）… （基礎）解剖学… 同上
… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… （基礎）生化学… 同上
… 荒木智之… （ARAKI,…Tomoyuki）… （基礎）生化学… 同上
… 佐々木惇… （SASAKI,…Atsushi）… （基礎）病理学… 同上
… 山本啓二… （YAMAMOTO,…Keiji）… （毛呂）心臓内科… 同上
… 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：
… 山元敏正… （YAMAMOTO,…Toshimasa）…（毛呂）神経内科… 同上
… 丸山　敬… （MARUYAMA,…Kei）… （基礎）薬理学… 同上
… 島田　朗… （SHIMADA,…Akira）… （毛呂）内分泌・糖尿病内科… 同上
… 山口敏行… （YAMAGUCHI,…Toshiyuki）…（毛呂）感染症科・感染制御科… 同上
… 鈴木健之… （SUZUKI,…Kenji）… （毛呂）放射線腫瘍科… 同上
… 菊池　透… （KIKUCHI,…Toru）… （毛呂）小児科… 同上
… 宮川義隆… （MIYAKAWA,…Yoshitaka）… （毛呂）総合診療内科… 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
… 長坂　浩… （NAGASAKA,…Hiroshi）… （毛呂）麻酔科… 同上
… 高橋一司… （TAKAHASHI,…Kazushi）… （毛呂）神経内科… 同上
… 舟久保ゆう（FUNAKUBO,…Yu）… （毛呂）リウマチ・膠原病科… 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



149

委員会・会議報告（医学部）

… 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
… 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
… 中元秀友… （NAKAMOTO,…Hidetomo）…（毛呂）総合診療内科… 同上
… 吉岡浩之… （YOSHIOKA,…Hiroyuki）… （毛呂）整形外科・脊椎外科… 同上
… 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
… 篠塚　望… （SHINOZUKA,…Nozomi）… （毛呂）消化器・一般外科… 同上
… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 医学教育センター… 同上
オブザーバー：
… 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
… 杉山智江… （SUGIYAMA,…Tomoe）… 医学教育センター… 同上
… 稲葉宗通… （INABA,…Munemichi）… 毛呂病院… 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
… 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
… 村上　元… （MURAKAMI,…Gen）… （基礎）教養教育… 同上
… 髙橋健夫… （TAKAHASHI,…Takeo）… 副医学部長… 同上
… 徳元康人… （TOKUMOTO,…Yasuhito）… アドミッションセンター… 同上
… 野田光彦… （NODA,…Mitsuhiko）… （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科… 同上
… 加藤直子… （KATO,…Naoko）… （毛呂）眼科… 同上
… 池園哲郎… （IKEZONO,…Tetsuo）… （毛呂）耳鼻咽喉科… 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）… 青山明弘，遠藤博文，山﨑　光，山下博美，山髙大樹，米山史華
（2 年生）… 岩田結衣，富岳　皓，久松丈朗，松永洸昂，峯平紗耶香
（3 年生）… 吉田耕太郎，三井絵里花，竹之内恵茉，高野陽平，橋本恭太
（4 年生）… 飯田あかね，張　賢司，長井美由紀，橋本尚仁，江島弘直
（5 年生）…… 荻野礼眸，佐藤　彩，谷崎　誠，鳥越浩実，吉澤政俊，古屋匡史，忽滑谷智紀，松田紘佳
（6 年生）… 伊利孝宣，井川佑郎，古味優季，中津　賢，橋元由紀子，長谷川優，堀　優人，松本佳祐
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国試対策委員：
（3 年生）… 安東慶子，石田　悟，伊藤瑞也，忽滑谷暁紀，森重夏美，吉田耕太郎
（4 年生）… 石井玲奈，近江　光，河村岳史，髙橋久一朗，堤　琴音，久松菜未子，山岸大祐，山口智子
（5 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
（6 年生）… 竹内優太，髙山瑠依，岡本茉樹，永井彬登，中津　賢，尾立樹一郎，秀島貴博

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
（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」の 5 つの室および OSCE 委員会とスキルスラボ運営委員会における活動報告，1 ～ 6
年生の学年小委員会における討議内容などの基にして構成員が討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定してい
る．
　本委員会は平成 20 年度からは卒前医学教育に関する問題点をより活発，自由に意見交換をすることを目的として

「卒前医学教育懇談会」を立ち上げた．同懇談会の構成員は卒前教育委員長，医学教育センター長，卒前医学教育部門長，
各室長，副室長および卒前教育委員長が必要と教員から構成され，原則的に月に 1 回開催している．同懇談会で討
論した事項は，月 1 回開催する卒前教育委員会の定例会議に諮っている．なお，卒前教育委員会には平成 19 年度以
降は全基本学科の教育主任，コースおよびユニットディレクターも参加し，情報伝達の目的も兼ねた「卒前教育合同
会議」として開催している．また，同会議には医学教育センターの専任教員，その他卒前教育委員長が必要とする教
員もオブザーバーとして参加している．平成 25 年 5 月以降は各学年の学生代表も参加することになり，3 キャンパ
スの全教員のみならず学生も卒前医学教育に関する情報を共有できるようにしている．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 111 回卒前教育合同会議（平成 28 年…4 月 12 日，議事録あり）
第 112 回卒前教育合同会議（平成 28 年…5 月 10 日，議事録あり）
第 113 回卒前教育合同会議（平成 28 年…6 月…7 日，議事録あり）
第 114 回卒前教育合同会議（平成 28 年…7 月 12 日，議事録あり）
第 115 回卒前教育合同会議（平成 28 年…9 月 13 日，議事録あり）
第 116 回卒前教育合同会議（平成 28 年 10 月 10 日，議事録あり）
第 117 回卒前教育合同会議（平成 28 年 11 月…8 日，議事録あり）
第 118 回卒前教育合同会議（平成 28 年 12 月…6 日，議事録あり）
第 119 回卒前教育合同会議（平成 29 年…1 月 17 日，議事録あり）
第 120 回卒前教育合同会議（平成 29 年…2 月 14 日，議事録あり）
第 121 回卒前教育合同会議（平成 29 年…3 月 14 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」および「OSCE 委員会」

と「スキルスラボ運営委員会」の活動状況に関しては，「J300.…卒前教育部門」に詳細を記載した．
（2）「学年小委員会」は学生委員も含めて原則的に月 1 回に開催した．また，1 年生は「全体の会」を 2 回，「5 分

の 1 の会」を 5 回開催した．「国試対策委員会」は 3 ～ 6 年生が中心となって原則的に月 1 回開催しているが，
同委員会には 6 年生学年小委員会を構成する教員もオブザーバーとして参加しており，学生間での問題点，要
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望なども卒前教育委員会は把握できるように努めている．
（3）医学教育センター FD 部門と共同で，5 月 23 日に毛呂キャンパスで「新任教員と講師以上に昇格した教員の

研修会」を実施した．8 月 5 ～ 6 日に川越ビルにて第 37 回医学教育ワークショップを開催し，27 名が参加した．
第 5 回医学教育フォーラムは 9 月 10 日に 3 キャンパスを回線で繋いで開催した．

（4）「第 36 回国内医科大学視察と討論の会」に 2 名が参加した．
（5）平成 29 年 2 月 11 日～ 13 日に実施された第 111 回医師国家試験の合格率は，新卒 79.8%（99/124），既卒

77.8%（7/9），全体で 79.7%（106/133）であり，新卒合格率は全国医学部・医科大学 80 校中 80 位，私学 29
校中 29 位，全体での合格率はそれぞれ 77 位と 26 位であった．

（6）平成 28 年の卒業，進級の状況は下表の通りである．

学年… 学生数… 進級，卒業
（条件付）… 留年… 休学… 転学部 退学…

1 年… 135 131（12） 4 0 0 0
2 年… 135 130（06） 3 0 0 2
3 年… 135 125（19） 6 0 0 4
4 年… 132 123（06） 9 0 0 0
5 年… 116 116（01） 0 0 0 0
6 年… 140 124 15 1 0 0
計… 793 749（44） 37 1 0 6

　全体での進級，卒業率は 94.4% であるが，平成 23 年度入学生 123 人のうち，平成 28 年度に卒業したのは 93 人，
医師国家試験合格者も 83 人であり，今年度卒業生のストレート卒業率は 75.6%，ストレート医師国家試験合格率は
67.4% 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 78.6% で，医学部，医科大学 80 校中で最下
位であった．6 年生での留年も 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 75.6% と 67.4%
でともに低率であった．また，1~5 年生にも計 22 名の留年生，6 名の退学生が発生した．また，44 名は条件付き
進級であった．条件付き進級者は総合成績のシステム導入後に増加している．総合成績を用いた条件付き進級制度と，
講義における出欠の扱いを早急に見直す必要がある．
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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：H30.3.31）
　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：H30.3.31）
　副委員長　屋嘉比康司（YAKABI,…Koji）：
　　　　　　　　総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H30.3.31）
　副委員長　鈴木孝明（SUZUKII,…Takaaki）：
　　　　　　　　国際医療センター臨床研修センター室長・小児心臓外科：教授（任期：H30.3.31）
　委　　員　土田哲也（TUCHIDA,…Tetuya）：医学教育センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　　藤巻高光（FUZIMAKI,…Takamitu）：国際交流センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　　荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：図書館長（任期：H30.3.31）
　　　　　　依田哲也（YODA,…Tetsuya）：
　　　　　　　　埼玉医科大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　西村重敬（NISHIMURA,…Shigeyuki）：
　　　　　　　　国際医療センター心臓内科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　石橋敬一郎（ISHIBASHI,…Keiichiro）：
　　　　　　　　総合医療センター消化器外科・一般外科：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　矢形　寛（YAGATA,…Hiroshi）：
　　　　　　　　総合医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　諸角誠人（MOROZUMI,…Makoto）：
　　　　　　　　総合医療センター泌尿器科：准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　　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：教授（任期：H30.3.31）

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 28 年 4 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 1（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 4 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会 6 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 件の事後報告がなされ，確認が行われた．…
c. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
d. 現在，主催学術集会における演者の迎車（公用車）は，申請者から指定された場所まで手配しており，申

請科からの同乗者が必要となっている．これを，本学講演会場の最寄り駅までの迎車に変更し，同乗者は
不要とする案が出され，意見交換ののち承認された．

　②第 2 回（平成 28 年 5 月 10 日）
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　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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 7 人　欠席者 6 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 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 1 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c. 平成 27 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. 委員会ホームページに，主催，後援学術集会のそれぞれの望ましい出席者数と主催学術集会における公用

車（迎車）についての案内を掲載することとした．
　③第 3 回（平成 28 年 6 月 7 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 階講義室（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 4 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

b. 本委員会で学術集会を企画することについて意見交換がなされた．「ステロイドと手術」「感染症と抗生
物質」「抗凝固と手術」などの具体的なテーマが提案され，これらのテーマについて基調講演を行ったの
ち，テレビ会議システムを利用して3キャンパス間で討論を実施する方式も興味深いとの意見が出された．
方式やテーマ，講師などについて今後も検討を重ねていくこととした．

　④第 4 回（平成 28 年 7 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 4 階会議室 1（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 2 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 9 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 2 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後援の学術集会 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．

　⑤第 5 回（平成 28 年 9 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 8 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．
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 1 件および本委員会後援の学術集会 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．……

　⑥第 6 回（平成 28 年 10 月 4 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 4 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
　⑦第 7 回（平成 28 年 11 月 1 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 6 人　欠席者 7 人
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　議事：a. 本委員会主催の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 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 3 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
d. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

　⑧第 8 回（平成 28 年 12 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 7 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. 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 28 年度における現時点での学術集会開催件数について報告がなされた．例年と比較し，主催学術集

会が多く，後援学術集会は例年並みかやや少なめである．
　⑨第 9 回（平成 29 年 1 月 10 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 6 人　欠席者 7 人
　議事：a. 本委員会主催の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 平成 29 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 29 年 2 月 7 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 9 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 2 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．

　⑪第 11 回（平成 29 年 3 月 7 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 階講義室 2（テレビ会議）
　　　出席者 8 人　欠席者 5 人
　議事：a. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
（2）卒後教育委員会主催学術集会
　以下の 11 件の学術集会を主催とした．
　　第 1 回　　講師：①センメルワイス大学…総長…
　　　　　　　　　　　　Àgoston…Szél…先生
　　　　　　　　　　②センメルワイス大学…教授
　　　　　　　　　　　　　József…Sándor…先生
　　　　　　　演題：①センメルワイスとその業績
　　　　　　　　　　②センメルワイス大学と本学との国際交流
　　　　　　　日時：平成 28 年 4 月 1 日（金）……① 17：30 ～ 18：00　② 18：00 ～ 18：30
　　　　　　　申請：国際交流センター
　　第 2 回　　講師：東海大学医学部産婦人科　教授
　　　　　　　　　　同　付属病院　遺伝診療科　科長　臨床研修部初期研修室　室長
　　　　　　　　　　　　和泉…俊一郎…先生
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　　　　　　　演題：すこし先行く医学教育を求めて：米国とのダブルライセンス構想，
　　　　　　　　　　行動科学，入試改革（学士編入等）の取組み
　　　　　　　日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）　16：00 ～ 17：00
　　　　　　　申請：医学教育センター…
　　第 3 回　　講師：前厚生労働省　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　ver.2
　　　　　　　日時：平成 28 年 9 月 13 日（火）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：社会医学
　　第 4 回　　講師：兵庫県立がんセンター婦人科　部長…
　　　　　　　　　　　　長尾…昌二…先生
　　　　　　　演題：臨床研究のプロトコル作成のポイント…
　　　　　　　日時：平成 28 年 10 月 14 日（金）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：国際医療センター臨床試験支援センター
　　第 5 回　　講師：京都大学 iPS 細胞研究所…副所長　臨床応用研究部門…特定拠点教授
　　　　　　　　　　　　中畑…龍俊…先生
　　　　　　　演題：iPS 細胞を用いた今後の医療…
　　　　　　　日時：平成 28 年 10 月 24 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：国際医療センター小児腫瘍科
　　第 6 回　　講師：杏林大学医学部精神神経科　教授…
　　　　　　　　　　　　渡邊…衡一郎…先生
　　　　　　　演題：面接 - 対面場面での心理や問いかける技術 -
　　　　　　　日時：平成 28 年 12 月 19 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：医学教育センター FD 部門
　　第 7 回　　講師：東北大学大学院医学研究科…内科病態学講座…産業医学分野…教授…
　　　　　　　　　　　　黒澤　一…先生
　　　　　　　演題：タバコと 4 大死因疾病 - がん，心疾患，肺炎，脳血管疾患
　　　　　　　日時：平成 29 年 1 月 23 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　申請：国際医療センター呼吸器外科
　　第 8 回　　講師：東京医科歯科大学統合国際機構…統合教育機構…准教授
　　　　　　　　　　　　Janelle…Moross…先生
　　　　　　　演題：Preparing…Future…Healthcare…Professionals…for…Global…Opportunities
　　　　　　　日時：平成 29 年 2 月 7 日（火）　17:30 ～ 19:00
　　　　　　　申請：生化学…
　　第 9 回　　講師：東京医科歯科大学　研究・産学連携推進機構…教授
　　　　　　　　　　　産学連携研究センター長
　　　　　　　　　　　　飯田…香緒里…先生
　　　　　　　演題：医学研究と利益相反マネジメント
　　　　　　　日時：平成 29 年 2 月 22 日（水）　17:45 ～ 19:00
　　　　　　　申請：総合医療センター臨床研究支援センター
　　第 10 回　講師：浜松医科大学医学部外科第二講座…教授
　　　　　　　　　　　　竹内…裕也…先生
　　　　　　　演題：周術期管理と合併症対策 - 上部消化管手術における当院の取り組み -…
　　　　　　　日時：平成 29 年 3 月 3 日（金）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：大学病院 NST 運営委員会
　　第 11 回　講師：東京医科大学医学部医学科…社会医学部門医学教育学分野…教授
　　　　　　　　　　　　泉…美貴…先生
　　　　　　　演題：医学教育の国際認証～医学教育分野別評価を受審して～
　　　　　　　日時：平成 29 年 3 月 21 日（火）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：医学教育センター
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（3）…卒後教育委員会後援学術集会
　以下の 21 件の学術集会を後援とした．
　　第 1 回　　講師：①…横浜市立大学医学部リハビリテーション科学講座…教授
　　　　　　　　　　　　中村…健…先生
　　　　　　　　　　②…東京工科大学医療保健学部理学療法学科…教授
　　　　　　　　　　　　高橋…哲也…先生
　　　　　　　演題：①…集中治療室でのリハビリテーションの実際
　　　　　　　　　　②…超急性期リハビリテーションのエビデンスと課題
　　　　　　　日時：平成 28 年 4 月 23 日（土）　① 14：40 ～ 15：40　② 15：45 ～ 16：45
　　　　　　　申請：国際医療センター心臓リハビリテーション科
　　第 2 回　　講師：①…東京歯科大学市川総合病院角膜センター
　　　　　　　　　　　　アイバンクチーフディレクター
　　　　　　　　　　　　　青木…大…先生
　　　　　　　　　　②…東京歯科大学市川総合病院角膜センター
　　　　　　　　　　　　アイバンクコーディネーター
　　　　　　　　　　　　　佐々木…千秋…先生
　　　　　　　　　　③…ドナーファミリー
　　　　　　　　　　　　　名倉…真悟…先生
　　　　　　　演題：①…移植医療におけるアイバンクの役割
　　　　　　　　　　②…選択肢提示の現場から
　　　　　　　　　　③…ドナーファミリーは “献眼” をどう思っているのか？
　　　　　　　日時：平成 28 年 5 月 19 日（木）
　　　　　　　　　　①…17：30…～ 18：00…② 18：00…～ 18：15…③ 18：15…～ 18：30
　　　　　　　申請：大学病院…眼科
　　第 3 回　　講師：おかだこどもの森クリニック　院長
　　　　　　　　　　　　　岡田…邦之…先生
　　　　　　　演題：小児虐待死検証から見えてくるもの
　　　　　　　　　　－こども虐待や養育支援における医療機関と他機関の連携－ -
　　　　　　　日時：平成 28 年 5 月 23 日（月）　14:00 ～ 16:00
　　　　　　　申請：大学病院…小児科
　　第 4 回　　講師：香川大学医学部細胞情報生理学　教授　希少糖研究センター長　副学長
　　　　　　　　　　　　　徳田…雅明…先生
　　　　　　　演題：生命進化で落ちこぼれた単糖『希少糖』の復権：
　　　　　　　　　　秘められた生理機能の応用…
　　　　　　　日時：平成 28 年 5 月 30 日（月）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　申請：生理学…
　　第 5 回　　講師：東京女子医科大学心臓血管外科　講師
　　　　　　　　　　　　　　西中…知博…先生
　　　　　　　演題：重症心不全に対する循環補助治療の現状と未来
　　　　　　　日時：平成 28 年 6 月 3 日（金）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：国際医療センター心臓血管外科
　　第 6 回　　講師：順天堂大学医学部脳神経外科・脳神経血管内治療学講座…教授
　　　　　　　　　　　　　大石…英則…先生
　　　　　　　演題：脳動脈瘤に対する新しい治療機器：フローダイバーターとブレイデットステントの使用経験…
　　　　　　　日時：平成 28 年 6 月 13 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：国際医療センター脳血管内治療科
　　第 7 回　　講師：ロンドン医療センター　総合診療 / 家庭医療科
　　　　　　　　　　　ダンディー大学　医学教育修士課程
　　　　　　　　　　　　　新井…大宏…先生
　　　　　　　演題：英国における医学教育と総合診療…
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　　　　　　　日時：平成 28 年 6 月 15 日（水）　17:00 ～ 18:00
　　　　　　　申請：医学教育センター…
　　第 8 回　　講師：京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーションセンター
　　　　　　　　　　特定准教授　慢性腎臓病研究　ラボ（TMK プロジェクト）
　　　　　　　　　　　　淺沼…克彦…先生
　　　　　　　演題：スリット膜関連タンパク Dendrin の核移行メカニズムとポドサイト障害
　　　　　　　日時：平成 28 年 6 月 27 日（月）　18:00 ～ 20:00
　　　　　　　申請：大学病院…リウマチ膠原病科
　　第 9 回　　講師：岩手医科大学高度救命救急センター…薬物毒物検査部門…助教
　　　　　　　　　　　　藤田…友嗣…先生
　　　　　　　演題：急性中毒と薬物分析
　　　　　　　日時：平成 28 年 7 月 15 日（金）　17:30 ～ 18:30
　　　　　　　申請：大学病院…救急科
　　第 10 回　講師：国立がん研究センター中央病院　希少がんセンター長
　　　　　　　　　　　　　川井　章…先生
　　　　　　　演題：「希少がん」この聞き慣れないがんの提起する課題と対策
　　　　　　　日時：平成 28 年 7 月 25 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　申請：国際医療センター腫瘍内科
　　第 11 回　講師：奈良女子大学生活環境学部　教授
　　　　　　　　　　　　　松岡…悦子…先生
　　　　　　　演題：文化人類学から見たアジアの出産
　　　　　　　日時：平成 28 年 8 月 22 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：大学病院…産婦人科
　　第 12 回　講師：東京大学医学部附属病院…消化器内科…助教
　　　　　　　　　　　　　中井…陽介…先生
　　　　　　　演題：…膵嚢胞性腫瘍ガイドラインをめぐって
　　　　　　　　　　　～超音波内視鏡診断・治療の役割～
　　　　　　　日時：平成 28 年 9 月 26 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　申請：国際医療センター消化器内科…
　　第 13 回　…講師：大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構統計数理研究所データ科学研究系　准教授
　　　　　　　　　　　　　野間…久史…先生
　　　　　　　演題：臨床研究のための生物統計学入門
　　　　　　　日時：平成 28 年 10 月 24 日（月）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　申請：大学病院…リウマチ膠原病科…
　　第 14 回　…講師：①…ARC…Future…Fellow…and…Group…Leader,…
　　　　　　　　　　　　　Hudson…Institute…of…Medical…Research
　　　　　　　　　　　　　Matthew…McKenzie…先生
　　　　　　　　　　②…Murdoch…Childrens…Research…Institute…and…Victorian…Clinical…
　　　　　　　　　　　　　Genetic…Services,
　　　　　　　　　　　　　David…Thorburn…先生
　　　　　　　　　　③…Institute…of…Human…Genetics,…Helmholtz…Zentrum…München
　　　　　　　　　　　　　Institute…of…Human…Genetics,…Technische…Universität…München
　　　　　　　　　　　　　Holger…Prokisch…先生
　　　　　　　演題：①…Loss…of…the…Mitochondrial…Fatty…Acid…β-Oxidation…Prote
　　　　　　　　　　　　　in…MCAD…Disrupts…OXPHOS…Complex…Stability…and…Function
　　　　　　　　　　②…Clinical…Utility…of…Exome…Sequencing…in…children…
　　　　　　　　　　　　　with…mitochondrial…disease
　　　　　　　　　　④ Exomes…go…Therapy
　　　　　　　　　　　　日時：平成 28 年 11 月 2 日（水）
　　　　　　　　　　　　①…14:00 ～ 15:00…② 15:00 ～ 16:00…③ 16:00 ～ 17:00
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　　　　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター／大学病院…小児科
　　第 15 回　講師：① Department…of…Biotechnology…and…Biosciences,…
　　　　　　　　　　　University…of…Milano-Bicocca
　　　　　　　　　　　　　Silvia…Kirsten…Nicolis…先生
　　　　　　　　　　② Division…of…Basic…Sciences,…Fred…Hutchinson…Cancer
　　　　　　　　　　　Research…Center
　　　　　　　　　　　　Robert…N.…Eisenman…先生
　　　　　　　演題：①…Sox2-dependent…transcriptional…control…in…neural…stem…cells…
　　　　　　　　　　　in…vitro…and…in…vivo
　　　　　　　　　　③ Transcriptional…control…of…metabolic…reprogramming…
　　　　　　　　　　　　by…the…Max-Mlx…Network
　　　　　　　日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）　① 13:00 ～ 14:00　② 16：20 ～ 17：20
　　　　　　　申請：ゲノム医学研究センター
　　第 16 回　講師：学習院大学理学部生命科学科　教授
　　　　　　　　　　　　高島…明彦…先生
　　　　　　　演題：タウとアルツハイマー病
　　　　　　　日時：平成 28 年 11 月 21 日（月）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：生化学／小児科／神経内科／薬理学…
　　第 17 回　講師：昭和大学藤が丘病院…脳神経外科学講座…教授
　　　　　　　　　　　　寺田…友昭…先生
　　　　　　　演題：脳血管内治療の現状と展望，そしてチーム医療について
　　　　　　　日時：平成 29 年 1 月 25 日（水）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：国際医療センター脳血管内治療科…
　　第 18 回　講師：東京都立小児総合医療センター…家族支援部門…心理福祉科医長
　　　　　　　　　　　　菊地…祐子…先生
　　　　　　　演題：精神科医からみた現代の小児医療
　　　　　　　日時：平成 29 年 1 月 27 日（金）　18:30 ～ 19:30
　　　　　　　申請：国際医療センター小児心臓外科
　　第 19 回　講師：Professor,…Department…of…Pediatrics,…University…of…British…Columbia,
　　　　　　　　　　　　BC…Children’ s…Hospital
　　　　　　　　　　　　　Ran…D.…Goldman…先生
　　　　　　　演題：Emergencies…in…the…first…28…days…of…life
　　　　　　　日時：平成 29 年 2 月 7 日（火）　19:00 ～ 20:00
　　　　　　　申請：総合医療センター総合周産期母子医療センター
　　第 20 回　講師：Department…of…Biology,…Unit…of…Biochemistry,…University…of…Fribourg
　　　　　　　　　　　　Urs…Emanuel…Albrecht…先生
　　　　　　　演題：How…is…feeding…time…anticipated?…
　　　　　　　　　　食事時間の予測行動はどのようにしておこるのか？
　　　　　　　日時：平成 29 年 3 月 2 日（木）　18:00 ～ 19:00
　　　　　　　申請：生理学
　　第 21 回　講師：東京都立小児総合医療センター…家族支援部門　心理福祉科医長
　　　　　　　　　　　　菊地…祐子…先生
　　　　　　　演題：第 2 回こどもの描く未来を支える～精神科医からみた現代の小児医療～
　　　　　　　日時：平成 29 年 3 月 24 日（金）　18:00 ～ 19:30
　　　　　　　申請：国際医療センター小児心臓外科…
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4．評価と次年度目標
　本年度は，11 件の学術集会を主催し，21 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 6 件であった．例年と比較し，主催学術集会・後援学術集会ともに開催
回数がやや多く，学術集会申請，開催数は増加傾向にある．引き続き学術集会申請・開催数を維持するよう本委員会
として議論を深めていく．
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3．9）医学部カリキュラム委員会

1．構成員　
委員長　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：医学教育センター長（任期：H30.3.31）
副委員長　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：医学教育副センター長（任期：H30.3.31）
委員　　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学教育副センター長（任期：H30.3.31）
　　　　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：国際医療センターブランチ長（任期：H30.3.31）
　　　　　加藤　仁（KATO,…Hitoshi）：総合医療センターブランチ長（任期：H30.3.31）
　　　　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：卒前医学教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：卒後医学教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：教育情報部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　辻　美隆（TSUJI,…Yoshitaka）: シミュレーション教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　間嶋　満（MAJIMA,…Mitsuru）：臨床実習推進室室長（任期：H29.3.31）
　　　　　渡辺修一（WATANABE,…Shu-Ichi）：カリキュラム室室長（任期：H30.3.31）
　　　　　荒木信夫…（ARAKI,…Nobuo）…：図書館長（任期：H30.3.31）
　　　　　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　名越澄子（NAGOSHI,…Sumiko）：総合医療センター消化器内科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　新津　守（NIITSU,…Mamoru）：放射線科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：免疫学教授（任期：H30.3.31）
　　　　　丸山　敬（MARUYAMA,…Kei）：薬理学教授（任期：H30.3.31）
　　　　　佐々木惇（SASAKI,…Atsushi）：病理学教授（任期：H30.3.31）
　　　　　永島雅文（NAGASHIMA,…Masabumi）：解剖学教授（任期：H30.3.31）
　　　　　柴崎智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：社会医学准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　中平健祐（NAKAHIRA,…Kensuke）: 教養教育准教授（任期：H30.3.31）

2．目的
　埼玉医科大学における教育理念を実現するため，カリキュラムの運営及び改善に係る事項を審議し，必要事項を講
ずることを目的とする．

3．活動報告
　2016 年度は計 6 回の会議を定期的に開催した．会議に先立ち，本委員会のもとに置かれた 5 つのサブワーキング
グループ（1・2 年生担当（責任者：村越副委員長），3・4・5 年生担当（責任者：岡田委員），6 年担当，IPE・医学
概論・行動科学担当（責任者：小山委員），医学英語担当（責任者：新津委員））が，それぞれ綿密な議論を重ね，そ
の結果を本委員会で統合的に審議した．
　従来，本学のカリキュラムの運営については，医学教育センター卒前医学教育部門カリキュラム室が担当し，医学
教育センター懇談会・運営会議での議論を経て，卒前医学教育合同会議，教員代表者会議で審議，承認されていたが，
2014 年 1 月に，国際基準を見据えた新カリキュラムの導入を目的に，医学教育センター内に医学教育の質保証ワー
キンググループが発足した．新カリキュラムについては，同 WG で立案した後，上記会議での審議を経て承認され，
2016 年 4 月の新入生から実施された．変更の主眼は，1 年生において主体的学習姿勢への転換を図り，臨床実習お
よび態度・技能教育の質的・量的充実を目指すことであった．この WG を基盤としてカリキュラム全般にわたって
改善を検討し審議する委員会として，カリキュラム委員会が 2016 年 4 月から発足し活動を続けている．

4． 評価と次年度目標
　2016 年度から導入された新カリキュラムについて，学年ごとに実施案を検討した．また，旧カリキュラムについ
ても適宜修正を加えた．カリキュラム全般の運営を司る委員会として，組織が確立したので，来年度はさらに活動を
充実させ，懸案の臨床実習を中心としたカリキュラム改善に取り組んでいく．また，カリキュラム案については，卒
前教育合同会議において正式な構成員である学生委員の意見を汲み取る仕組みができているが，その前の段階の本委
員会においても学生委員の参加を促すことを検討する．
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3．10）研究医養成プログラム運営委員会

1．構成員
　委員長… 佐々木惇（SASAKI,…Atsushi）：医学部病理学：教授（任期：H30.3.31）
　副委員長… 松下　祥（MATSUSHITA,…Shou）：副学長・医学研究センター長（任期：H30.3.31）
　委員… 別所正美（BESSHO,…Masami）：学長・医学部長（任期：H30.3.31）
　… 吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長（任期：H30.3.31）
　… 棚橋紀夫（TANAHASHI,…Norio）：専務理事（任期：H30.3.31）
　… 土田哲也（TUCHIDA,…Tetuya）：副学長・医学教育センター長（任期：H30.3.31）
　… 森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学部学生部長（任期：H30.3.31）
　… 持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：卒前医学教育部門長（任期：H30.3.31）
… 木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：副学長・医学研究科長…（任期：H30.3.31）
… 三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：卒後医学教育部門長（任期：H30.3.31）
… 堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）：ゲノム医学研究センター（任期：H30.3.31）
… 茂木　明（MOGI,…Akira）：事務局長（任期：H30.3.31）
… 内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H30.3.31）

2．目的
　本委員会は学校法人埼玉医科大学委員会運営規定に則り，埼玉医科大学研究医養成プログラムの円滑な運営を図る
ために設置されたものである．平成 28 年度の活動目標として，1）プログラム履修中の学生に対しての指導体制を
強化する事，2）次年度申請者の募集と選考の実施，3）研究奨学金の支援，を挙げ，様々な基礎医学分野において
医学部医学科卒業の基礎医学研究医の人材育成を行う．

3．活動報告
①第 1 回　定例会議（平成 28 年 4 月 8 日）：出席 12 人…欠席 1 人
　議事 ----- 平成 27 年度実績，28 年度の予定
②第 2 回　メール会議（平成 28 年 12 月 22 日）：出席　13 人
　議事 ----- 平成 29 年度研究医養成プログラム応募者 3 名の選抜結果について審議し，全員一致で合格と判定した．

4．評価と次年度目標
　目標の概ねは達成された．
　具体的には，（1）研究医養成プログラムの履修学生全員の平成 28 年度学生指導報告を受けとった．（2）5 年生で
1 期生の近江光…（M13019）君，橋本…真歩（M13086）さん，橋本…尚仁（M13084）君は，全員，慶應義塾大学学
生研究発表会（平成 28 年 11 月 18 日）に参加し，積極的に討論にも参加した．発表会終了後は，佐谷秀行教授研
究室を訪問し，研究に対する助言を頂き，学生との質疑応答も行われた．その後には研究室を見学させて頂いた，（3）
本学の第 2 回学生研究発表会（平成 28 年 10 月 12 日）が開催され，橋本…真歩さんと橋本…尚仁君がポスター発表を
行った．（4）平成 29 年度研究医養成プログラム申請者について，M14030 の岸美裕子さん，M14080 の忽滑谷暁
紀君，M14090 の早津仁美さんと面接を行い，全員合格となった．この中，岸さんより奨学金申請がだされた．（5）…
事務局より，研究医養成奨学金の税法上の取り扱いについて報告があり，川越税務署より，奨学金貸与者の一定条件
充足の際の返還免除の取り扱いにつき，学資金の性格を有するので，免除相当額部分は所得税上非課税との見解を得
た．…（6）…研究医の学生は概ね成績も良好である．

次年度の目標として，佐々木委員長より，学生に対する指導教員の指導について，5 年生が BSL を行いながら，研
究をするのは難しい．研究発表等の際には BSL の先生方にも配慮いただけると助かる，との報告があった．さらに，
東京医科歯科大学より，2 月に行われる学生の研究発表会への参加につき招待があった．今回は定期試験の日程が重
複していたこと，急な招待だったことから本学学生は参加できなかった．先方の事務方が熱心にお声掛けくださって
いるので平成 29 年度は参加できるように調整したい．
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3．11）中央研究施設運営委員会

1．構成員
委員長：坂本　安（SAKAMOTO,…Yasushi）：中央研究施設機能部門：教授（任期：H30.3.31）
委員：荒木智之（ARAKI,…Tomoyuki）：生化学教室：講師（任期：H30.3.31）
委員：荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：神経内科学教室：教授（任期：H30.3.31）
委員：中村晃一郎（NAKAMURA,…Kouichiroh）：皮膚科学教室：教授（任期：H30.3.31）
委員：川野雅章（KAWANO,…Masaaki）：免疫学教室：准教授（任期：H30.3.31）
委員：中山伸朗（NAKAYAMA,…Nobuaki）：消化器・肝臓内科学教室：准教授（任期：H30.3.31）
委員：藤田恵子（HUJITA,…Keiko）：解剖学教室：准教授（任期：H30.3.31.）
委員：森口武史（MORIGUCHI,…Takeshi）：化学教室：准教授（任期：H30.3.31）
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：IT センター：教授（任期：H30.3.31）
委員：小野　啓（ONO,…Hiraku）：中央研究施設 RI 部門：講師（任期：H30.3.31）
委員：仁科正実（NISHINA,…Masami）：中央研究施設実験動物部門：准教授（任期：H30.3.31）
委員：穐田真澄（AKITA,…Masumi）：中央研究施設形態部門：教授（任期：H30.3.31）
オブザ－バー：和田　実（WADA,…Minoru）：経理部第二購買課：次長（任期：H30.3.31）
オブザ－バー：池和田忠幸（IKEWADA,…Tadayuki）：経理部：部長（任期：H30.3.31）

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 63 回中央研究施設運営委員会（平成 28 年 6 月 13 日）於：基礎医学棟 2 階　実習室 B
　出席者 11 人，欠席者 5 人

1．平成 28 ～ 29 年度中央研究施設運営委員会の体制について：新委員の紹介が行われた．
2．助成金申請関連　…a）…設置希望機器一覧表：（1）…レーザーマイクロダイセクション：一覧から削除　（2）…

MALDI-TOF-MS：性能劣化　（3）…小型動物用磁気共鳴画像装置：設置場所の検討　（4）…ラジオイムノアッセイ測
定装置：性能陳腐化　（5）…細胞内カルシウム変動測定装置：老朽化・性能陳腐化　（6）…分子間相互作用解析装
置：超小型（新規）b）…平成 26 ～ 27 年度設置機器：蛍光顕微鏡は「平成 27 年度文部科学省私立大学等教育活
性化設備整備事業」タイプ 3「産業界・他大学等との連携」が採択，リアルタイム PCR はタイプ 1「教育の質
的転換」のカテゴリーで採択……c）　私立大学等教育研究活性化設備整備補助金：　c-1）…従来の私学助成金（設備・
整備）は廃止され，今後は「私立大学等教育研究活性化設備整備補助金」のタイプ 3「産業界・他大学等との連携」
が主な申請枠となる．c-2）…タイプ 3 のポイントを獲得するためのポイントについて説明された．d）…平成 27 年
度研究マインド支援グラント：小型汎用機器や教育研究活性化設備整備補助金等では申請不可能なソフトウェア
等についても申請し，採択された．

3．医学研究センター共同利用実験室の利用状況について
　共同利用実験室の現在の利用状況にについて説明された．
4．中央研究施設実験動物部門の感染対策について：感染対策委員会が解散し，4 月以降は実験動物委員会にて運

営が引き継がれた．
5．その他（提案）
　「化学物質調査実施及び各部署によるリスク評価の作成」について：至急利用者向け要望書を勘案する．

②第 64 回中央研究施設運営委員会議事録（平成 28 年 9 月 21 ～ 29 日）於：メーリングリスト会議
　出席者 16 人　欠席者 0

1．各部門会計報告に関して：RI 部門・管理モニターの修理，実験動物部門・酸性水製造装置の更新及びウサギの
飼育設備の修理等の説明が有り，各部門会計報告の承認．

2．私立大学等教育研究活性化設備整備補助金・タイプ 3 への対策：4 月 1 日付で城西大学との共同研究契約書を
締結，5 月より女子栄養大学と協議開始．外部…HP 上から主要設備を閲覧できる必要性がある．
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3．設置希望機器の今年度の申請・採択状況 :（a）　文部科学省…平成 28 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備
事業タイプ 3」：MOLECULAR…DEVICES 社製…Flex…Station…3 の提出希望は見送り．（b）　平成 28 年度　（埼玉医科
大学…研究マインド支援グラント）　申請：①（株）パーキンエルマージャパン（RI…部門）マイクロプレートシン
チレーション・ルミネッセンスカウンター…TopCount…NXT…アップグレード　②富士フィルムメディカル（株）（RI…
部門）富士自動現像機　FPM100…50W　③日本電波工業（株）（機能部門：新規）QMC バイオセンサ…NAPiCOS…
Lite 一式　（c）　スライスパッチクランプシステムの要望書を機器一覧・履歴，No.…6 にリストアップ．

4．人事に関して：運営委員会委員…川野…雅章准教授が，10 月 1 日より機能部門を兼担．
③第 65 回中央研究施設運営委員会議事録（日時：平成 29 年 2 月 13（月）～ 17…日）於：メーリングリスト会議　
　出席者 16 人　欠席者 0　

1．RI 部門…小野　啓…部門長の異動に伴う後任人事に関して : 一色政志准教授の推薦があり，承認された．

4．評価と次年度目標
　施設の整備に関しては，各部門のコンセンサスが得られるようになり，助成金獲得等について事務部門と協議・検
討を行う事ができるようになりつつある．全体的な視野を持つことが出来るようになった面は，職場意識の向上に繋
がったと考えられる．学外向けに中央研究施設全体のホームページを新規作成する必要があり，学外に公開すること
を次年度への目標とする．
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3．12）医学部入学試験委員会

1．構成員
　委員長　　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長・医学部長… （任期：H30.3.31）
　副委員長　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副学長・皮膚科：教授… （任期：H30.3.31）
　副委員長　渡辺修一（WATANABE,…Shu-Ichi）：生理学：教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入試実施委員会委員長… （任期：H30.3.31）
　委　　員　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長… （任期：H30.3.31）
　　　　　　金澤　実（KANAZAWA,…Minolu）：大学病院長… （任期：H28.7.31）
　　　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院長… （任期：H28.8.1 より H30.3.31）
　　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI,…Haluhiko）：総合医療センター病院長… （任期：H30.3.31）
　　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長… （任期：H30.3.31）
　　　　　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：消化器内科・肝臓内科：教授… （任期：H30.3.31）
　　　　　　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：H30.3.31）
　　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）総合医療センター放射線腫瘍科：教授
… （任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　小山政史（OYAMA,…Masashi）:…泌尿器科：教授… …

（任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：学生部長… （任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　山田健人（YAMADA,…Taketo）：病理学：教授
　入試実施副委員長　※面接責任者（任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）：ゲノム医学研究センター：教授… （任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　向田寿光（MUKAIDA,…Toshimitsu）：教養教育（物理学）：准教授
　入試実施副委員長　※科目責任者（任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：情報技術支援推進センター：教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　　アドミッションセンター調査・研究・解析部門…（任期：H30.3.31）
　　　　　　上原政治（UEAHARA,…Seiji）：アドミッションセンター非常勤講師…… （任期：H29.3.31）
　　　　　　徳元　康人（TOKUMOTO,…Yasuhito）: アドミッションセンター：講師
　オブザーバー（任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）入試事務室長・大学事務部長… （任期：H28.4.1 より H30.3.31）
　　　　　　松尾有裕（MATSUO,…Arihiro）大学事務部医学部事務室庶務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　……　………事務担当… （任期：H30.3.31）
　　　　　　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，事務担当（任期 :H30.3.31）
　　　　　　岩澤昌人（IWASAWA,…Masahito）大学事務部医学部事務室教務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…事務担当… （任期 :H30.3.31）
　　　　　　福田幸二（FUKUDA,…Kouji）大学事務部医学部事務室学生課係長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……事務担当… （任期 :H29.4.30）
　　　　　　小室秀樹（KOMURO,…Hideki）大学事務部：顧問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……オブザーバー… （任期：H28.4.1 より H30.3.31）

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）
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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）会議日程と議事内容
　　①第 1 回　定例会議（平成 28 年 4 月 12 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：平成 28 年度医学部入学試験結果について，平成 28 年度医学部入学試験実施委員会日程について，平
成 28 年度医学部入学試験実施委員会構成員について，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 年度一般入試問題作成日程について，平成 28 年度入試問題作成のスケジュールについて，科目責任者
からの入試問題提出日について，平成 28 年度オープンキャンパスの実施について，高大接続活動について，平
成 28 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会について，平成 29 年度医学部入試日程および一般入学試験 1
次試験会場について，平成 28 年度医学部入学試験委員会開催予定について，私立医大および私立大・医学部の
入試ミスについて，入学試験問題の文献引用について，Ｗｅｂ出願について，入試の在り方ワークショップの開
催について，他

　　②第 2 回　定例会議（平成 28 年 6 月 14 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：　平成 29 年度医学部入試問題作成委員について，平成 28 年度入試問題作成における文献引用先への
礼状送付について，平成 31 年度センター試験 1 次と一般入試（前期）の日程調整について，医学部入試ホーム
ページの更新に関わる覚書について，平成 29 年度一般入学試験問題作成日程について，医学部入試の在り方に
関わるワークショップについて，高大連携医療講座（西武学園文理高等学校）の開催について，平成 28 年度医
学部オープンキャンパスについて，平成 29 年度学生募集要項について，ネット出願について，「全国大学入学
者選抜研究連絡協議大会」参加報告について，日本私立医科大学協会加盟大学の志願者・受験者・入学者推移に
ついて，平成 29 年度私立医科大学入学試験日程について，平成 29 年度日本私立医科大学協会加盟大学入学者
選抜に関わる推薦入学試験日程等について，他

　　③第 3 回　定例会議（平成 28 年 9 月 13 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：　一般入学試験問題の点検状況及び入稿後の相互点検（ピアレビュー）の実施予定について，将来的な
一般入学試験での記述式問題の導入について，平成 29 年度の各入学試験における面接試験について，入試問題
提出予定日について，平成 28 年度第 2 回医学部オープンキャンパスについて，平成 28 年度医学部進学相談会
の参加状況について，推薦入学試験実施要領の改訂について，平成 29 年度推薦入学試験の問題冊子及び問題解
答冊子等の表紙の変更点について，日本文藝家協会及び大学英語教科書協会・加盟出版社からの作問に関する留
意事項について，「ネット出願」の準備状況について，「第3回入試の在り方ワークショップ」の報告書について，「平
成 29 年度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」の報告について，日本学生支援機構主
催の「平成 28 年度障害学生支援実務者育成研修会」の参加状況について，他

　　④第 4 回　定例会議（平成 28 年 11 月 15 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：　平成 29 年度推薦入学試験実施状況について（報告），平成 29 年度推薦入学試験出願者の概要および
成績統計について，平成 29 年度医学部推薦入試の評価基準について，平成 29 年度推薦入学試験合否判定につ
いて，平成 29 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 29 年度推薦入学予定者に対
する課題の作成について，平成 28 年度医学部入学試験委員会開催予定について，他

　　⑤第 5 回　定例会議（平成 29 年 1 月 10 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：　平成 29 年度医学部オープンキャンパスについて（案），平成 29 年度大学入試センター試験業務分担表・
試験室及び試験監督割表について，平成 29 年度一般入学試験（前期）1 次試験・試験室レイアウト図について，
平成 29 年度入試実施要領（医学部一般入試前期 1 次試験）及び補足資料について，平成 29 年度医学部一般入
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学試験（前期・後期）1 次試験注意事項票（見本）について，平成 29 年度医学部一般入学試験（前期）入試当
日の状況を想定した本学 HP 案内掲載原稿について，平成 29 年度医学部入試関係書類発送計画・実施状況につ
いて，平成 29 年度合否の判定方法（一般入学試験 2 次試験）について，大学入学者選抜における出題・合否判
定ミス等の防止について，埼玉医科大学学則新旧比較対照表（入学資格）について，大学模擬授業（開智未来高校）
について，指定校 24 校（県立高校 12 校・私立高校 12 校）の見直しについて，平成 30 年度埼玉医科大学医学
部入学試験日程（案）について，平成 29 年度医学部入試委員会開催予定（案）について，平成 29 年度医学部
入試実施委員会日程（案）について，大学入試センターシンポジウム 2016「高大接続における学力評価の最新
動向」参加報告，第 2 回平成 29 年度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参加報告，他

　　⑥第 6 回　定例会議（平成 29 年 1 月 24 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議事：　平成 29 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 29 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 29 年度一般入学試験（前期）1 次試験の判定について，
平成 29 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 29 年度大学入試センター試
験の得点調整について，平成 30 年度医学部入学試験委員会の開催予定について，平成 30 年度センター利用入
学試験 2 次試験の試験日について，平成 30 年度医学部入学試験について，他

　　⑦第 7 回　定例会議（平成 29 年 1 月 31 日（火））於：丸木記念館 7 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議題：　平成 29 年度一般入学試験（前期）2 次試験の実施状況について，平成 29 年度一般入学試験（前期）
2 次試験の概要および成績統計について，平成 29 年度一般入学試験（前期）2 次試験の判定方法について，平
成 29 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 29 年度一般入学試験（前期）の特待生に
ついて，平成 29 年度センター試験利用入試成績速報について，他

　　⑧第 8 回　定例会議（平成 29 年 2 月 14 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議題：　平成 29 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 29 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 29 年度一般入学試験（後期）1 次試験の判定について，
一般入学試験における合否の判定方法について，平成 29 年度医学部一般入学試験（後期）2 次試験の面接委員
について，平成 30 年度センター試験利用入学試験 2 次試験の試験日について，平成 29 年度医学部入学試験委
員会の開催日の変更について，平成 30 年度医学部入学試験について，他

　　⑨第 9 回　定例会議（平成 29 年 2 月 21 日（火））：丸木記念館 7 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議題：　平成 29 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 29 年度一般入学試験（後期）
2次試験出願者の概要及び成績統計について，平成29年度一般入学試験（後期）2次試験の合否判定方法について，
平成 29 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 29 年度一般入学試験（後期）の特待生
について，平成 29 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 29 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 29 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 29 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，平成 29 年度医学部入学試験委
員会の開催時間の変更について，他

　　⑩第 10 回　定例会議（平成 29 年 2 月 28 日…（火））於：丸木記念館 7 階会議室
　　　　　　　出席 24 人，欠席 0 人

　議題：　平成 29 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 29 年度センター試験利
用入学試験 2 次試験結果の概要及び成績統計について，平成 29 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 29 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，他

　2）平成 29 年度新入生数
　　130 名（男 89 名，女 41 名）…

　推薦試験入学者　14…名…（男…5 名，女…9 名）
　前期試験入学者　46…名…（男 37 名，女…9 名）
　後期試験入学者　60…名…（男 43 名，女 17 名）
　センター入学者　10…名…（男…4 名，女…6 名）

　3）平成 28 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
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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 29 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 28 年 5 月 29 日（日）簡易型で実施（体験学習は実施せず．）
　　　第 2 回　平成 28 年 7 月 18 日（月・海の日）
　　⑫平成 28 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 29 年度医学部入学試験
　　①入学試験日程
　　　・推薦入試　平成 28 年 11 月 13 日（日）
　　　　合格発表　平成 28 年 11 月 16 日（水）
　　　・一般入試（前期）
　　　　一次試験　平成 29 年 1 月 22 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 1 月 25 日（水）
　　　　二次試験　平成 29 年 1 月 29 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 2 月…1 日（水）
　　　・一般入試（後期）
　　　　一次試験　平成 29 年 2 月 12 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 2 月 15 日（水）
　　　　二次試験　平成 29 年 2 月 19 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 2 月 22 日（水）
　　　・センター試験利用入学試験
　　　　一次試験　平成 29 年 1 月 14 日（土），15 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 2 月 22 日（水）
　　　　二次試験　平成 29 年 2 月 26 日（日）
　　　　合格発表　平成 29 年 3 月…1 日（水）
　　②平成 29 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 29 年度推薦入学試験
　　　・志願者数 36 名（内，男子 18 名，女子 18 名）
　　　・受験者数 36 名（内，現役 19 名，浪人 17 名）
　　　・合格者数 14 名（内，男子 5 名，女子 9 名）
　　　　（内，現役 7 名，浪人 7 名）（内，指定校 3 校 3 名）（埼玉県出身者 5 名）
　　④一般入学試験（前期）一次試験
　　〔出願者概要〕
　　　・出願者数：2,208 名（前年比 471 名減）
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　　　・男子：1,361 名（61.6%），女子：847 名（38.4%）
　　　・年令：18 才～ 20 才（76.6%）
　　　・出身校：私立高校（73.5%）公立高校（24.0%）
　　　・卒後経歴：現役（22.5%）予備校生（71.3%）
　　　・高校在学中の評点平均：Ａ（20.6%），Ｂ（46.8%）
　　〔受験者概要〕
　　　・受験者数：2,082 名（出願者の 94.3%）
　　　・欠席者数：……126 名（出願者の 5.7%）
　　〔受験者得点状況〕
　　　・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計）　
　　　　　　　　　　小論文 50 点　合計 500 点
　　　・最高点 410 点　最低点 59 点　平均点 239.7 点
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格者数：375 名（得点 300 点，366 位まで）
　　　・男女の別：男子 221 名（64.6％），女子 121 名（35.4％）
　　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：342 名（欠席者数：33 名）
　　　・男女別：男子 221 名（64.6％），女子 121 名（35.4％）
　　　・現役 , 浪人年数：現役 31 名（9.1％），1 浪 112 名（32.7％），2 浪 99 名（27.9％）
　　　　　　　　　　　　3 浪 40 名（11.7％），4 浪以上 60 名（14.5％）
　　〔第 2 次試験（面接）統計〕
　　　・最高点：20 点／最低点：7 点／平均点：13.42 点
　　　・標準偏差：2.60
　　　・評価結果集計：
　　　　（対象評価数 1,368…面接委員数 4 名 × 受験者 342 名）
　　　　　評価 A…：139（10.16％）…※ 昨年度…評価 A…：129（…9.38％）
　　　　　評価 B…：410（29.97％）※昨年度…評価 B…：397（28.85％）
　　　　　評価 C…：544（39.77％）※昨年度…評価 C…：552（40.12％）…
　　　　　評価 C-：169（12.35％）※昨年度…評価 C-：180（13.08％）…
　　　　　評価 D…：…95（…6.94％）※昨年度…評価 D…：105（…7.63％）…
　　　　　評価 E…：…11（…0.80％）※昨年度…評価 E…：…13（…0.94％）
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格候補者：68 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：2,555 名（前年比 81 名減）
　　　・男子：1,535 名（60.1％）女子：1,020 名（39.9％）
　　　・年令：18 歳～ 20 歳（70.2％）
　　　・出身校：私立高校 74.6％，公立校 22.7％
　　　・現役，高卒後の経歴：現役 18.7％，予備校 69.9％
　　　・高校在学中の評点平均：Ａ 19.6％，Ｂ 45.4％
　　　・受験者数：2,041 名（79.9％），欠席者数：514 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：359 名（得点 273 点，351 位まで）
　　　・男女別：男子 209 名（58.2％），女子 150 名（41.8％）
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　　〔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：369 点，最低点：54 点（前年度：最高点：373 点，最低点：60 点）
　　　・合計得点平均点：220.6 点（前年度：246.7 点）
　　　・科目別平均点（100 点換算）：英語 42.8 点，数学 44.6 点，物理 45.6 点
　　　　　　　　　　　　　　　　……　化学 44.3 点，生物 46.0 点，小論文 42.9 点
　　⑦一般入学試験（後期）二次試験
　　〔合格者概要〕
　　　・後期第 1 次試験合格者数：359 名
　　　・男女別：男子 195 名（59.6％）, 女子 132 名（40.4％）
　　〔受験者概要〕
　　　・後期第 2 次試験受験者数：327 名（欠席者数：32 名）
　　　・男女別：男子 195 名（59.6％）, 女子 132 名（40.4％）
　　〔第 2 次試験（面接）統計〕
　　　・最高点：20 点 , 最低点：8 点 , 平均点：13.14 点 ,…標準偏差：2.46　
　　　・評価結果の集計
　　　　評価 A…8.10％ ,…B…27.68％ ,…C…43.04％ ,…C-13.23，D…7.03％ ,…E…0.92％
　　　・面接評価と内申点の相関関係 0.349
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格者：49 名
　　〔特待生〕
　　　・合格者特待生：成績上位 3 名
　　⑧センター試験利用入学試験一次試験
　　〔出願者概要〕
　　　・第 1 次試験出願者数：497 名
　　　・男女別：男子 306 名（61.6％）, 女子 191 名（38.4％）
　　〔受験者概要〕
　　　・第 1 次試験受験者数：488 名（欠席者数：9 名）
　　〔合格者概要〕
　　　・第 1 次試験合格者数：144 名（得点 441 点，140 位まで）
　　　・男女別：男子 82 名（56.9％）, 女子 62 名（43.1％）
　　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：31 名（欠席者数：113 名）
　　　・男女別：男子 20 名（64.5％）, 女子 11 名（35.5％）
　　〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
　　　・最高点：17 点 , 最低点：8 点 , 平均点：12.94 点 ,…標準偏差：2.52　
　　　・評価結果の集計
　　　　評価 A…5.65％ ,…B…29.03％ ,…C…36.29％ ,C-25.81，D…2.42％ ,…E…0.81％
　　　・Ａ面接評価と内申点の相関関係 0.135
　　　・Ｂ面接評価と内申点の相関関係 0.093
　　〔合否判定結果〕
　　　・合格者：10 名
　　　・男女別：男子 4 名（40.0％）, 女子 6 名（60.0％）

4．評価と次年度目標
　平成 29 年度医学部入学者選抜試験は，平成 28 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．
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　平成 29 年度入試からの出願手続きは，医学部・保健医療学部ともに，全ての入試で「ネット出願」を導入するこ
とになった．志願者は，従来の紙願書の取り寄せは不要となり，インターネット上での出願手続きに完全移行した．
本学ホームページにアクセスし，出願フォームに必要事項を登録・送信することで手続きを行うこととなり，出願受
付業務の効率化を図った．また，平成 29 年度一般入学試験の問題作成においては，問題作成班が中心となり，昨年
度と同様に，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を実施し，複数回の試験問題の点検
を入念に行ったこと等，出題ミスの発生を防ぐことができた．
　出願者数は，28 年度入試 6,090 名から 29 年度入試 5,296 名へと減少（対前年度比 13.04％減）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（36名・前年度比17名減），一般入試（前期）（2,208名・前年度比471名減），一般入試（後期）（2,555
名・前年度比 81 名減），センター入試利用入学試験（497 名・前年度比 225 名減）．平成 29 年度の募集定員は地域
枠が 1 名の増員となり，128 名として実施した．内訳は推薦入試 10 名，一般（前期）63 名（昨年度 62 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 89 名（68.5％），女性 41 名（31.5％））
の新入生が入学した．
　本委員会は，入学試験の基本方針を決定し，合否についての最終決定を行う．そのため，医学部入試実施委員会と
密に連携し，それぞれの入試の内容や形式等について検討を行い，本学のアドミッションポリシーに謳う学生の受入
れを可能とするため，様々な検証を繰り返し実施し，公正で信頼性の高い試験の実施に向けて鋭意努力した．
　具体的な活動として，5 月 7 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 16 日，17 日・後期：2 月 6 日，7 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 29 年度
推薦入学試験における面接委員の配置に関しては，昨年度と同様に，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，適切な面接評価の向上に努めた．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ている．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 30 年度医学部入学試験においては，高等学校教育の多様化に対応するとともに，高大接続の観点から新たな
募集枠として，英語資格検定試験の好成績取得者や，科学オリンピック等で好成績を納めた者を対象とした推薦入学
試験の「特別枠」，日本の高等学校レベルに相当する海外学校に 2 年間以上在籍し，国際バカロレア資格をもつ者を
対象とした「帰国生入学試験」，3 月中旬に実施する「大学入試センター試験利用入学試験（後期）」を導入すること
になった．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，
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県内の高校（指定
校）訪問及び保護者会や同窓会等を通じより一層の周知と理解に取組んでいく予定である．
　平成 29 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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3．13）医学部入学試験実施委員会

1．構成員
　委員長　　渡辺修一（WATANABE,…Shu-Ichi）：生理学：教授… （任期：H30.3.31）
　副委員長（面接責任者）山田健人（YAMADA,…Taketo）：病理学：教授… （任期：H30.3.31）
　副委員長（科目責任者）向田寿光（MUKAIDA,…Toshimitsu）：教養教育（物理学）：准教授… （任期：H30.3.31）
　科目責任者　山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）：教養教育（生物学）：准教授
… ※情報宣伝班長（任期：H30.3.31）
　科目責任者　藤森千尋（FUJIMORI,…Chihiro）：教養教育（英語）: 准教授… （任期：H30.3.31）
　科目責任者　森口武史（MORIGUCHI,…Takeshi）：教養教育（化学）：講師… （任期：H30.3.31）
　科目責任者　米岡裕美（YONEOKA,…Hiromi）　：教養教育（小論文）：講師… （任期：H30.3.31）
　科目責任者　鈴木　正（SUZUKI,…Sei）　　　：教養教育（数学）：講師… （任期：H30.3.31）
　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
… ※入試実施班長（任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：皮膚科学：教授… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：生化学：教授… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学教育センター：教授
… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）：ゲノム医学研究センター：教授
… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　山田泰子（YAMADA,…Yasuko）：医学教育センター：教授… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　荒関かやの（ARAZEKI,…Kayano）：医学教育センター：講師
… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　魚住尚紀（UOZUMI,…Naonori）：生化学：講師… （任期：H30.3.31）
　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：H29.3.31）
　実施に必要な者　徳元康人（TOKUMOTO,…Yasuhito）: アドミッションセンター：講師
… （任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部：部長　
… ※事務責任者（任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　松尾有裕（MATSUO,…Arihiro）: 大学事務部医学部事務室庶務課：課長
… ※事務担当（任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　村田正樹（MURATA,…Masaki）：大学事務部医学部事務室学生課：課長
… ※事務担当（任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　岩澤昌人（IWASAWA,…Masahito）：大学事務部医学部事務室教務課：課長
… ※事務担当（任期：H30.3.31）
　実施に必要な者　福田幸二（FUKUDA,…Kouji）　：大学事務部医学部事務室学生課 : 係長
… ※事務担当（任期：H29.6.30）
　オブザーバー　　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長・医学部長… （任期：H30.3.31）
　オブザーバー　　小室秀樹（KOMURO,…Hideki）：大学事務部：顧問… （任期：H30.3.31）

2．目的
　本委員会は医学部入試委員会で決定された方針により，学校法人埼玉医科大学入学試験実施委員会規則第 4 条に
則り，試験問題の作成，入学試験の実施，採点等の入試業務を円滑に実施する．

3．活動報告
1）会議日程と議事内容
　①第 1 回　定例会議（平成 28 年 4 月 19 日（火））於：本部棟 2 階会議室
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　　　　　　出席 23 人　欠席 2 人
議事：平成 28 年度医学部入学試験実施委員会の構成員について，平成 28 年度医学部入学試験実施委員会日程
について，平成 29 年度医学部入学試験問題作成について，問題作成委員における家族・近親者の受験予定の確
認について，平成 28 年度オープンキャンパス・高大接続について，入学試験問題の文献引用について，入試の
在り方ワークショップについて，平成 29 年度埼玉医科大学医学部入学試験日程について，試験実施要領の改善
について，私立医科大学 29 年度入試日程について，私立医大の入試ミスについて，他

　②第 2 回　定例会議（平成 28 年 7 月 5 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 24 人　欠席 1 人

議事：一般入試での記述式問題の導入について，29年度入試での面接試験について，第1回オープンキャンパス（5
月 29 日）の報告及び第 2 回オープンキャンパス（7 月 18 日）の予定について，高大接続医療連携講座（西武
文理高校 5 月 26 日）について，医学部入試ホームページの更新に関わる覚書について，医学部入試関係書類発
送計画（案）について，平成 29 年度入学試験における面接委員及び試験監督への委嘱状等の発送について，平
成 29 年度入試実施要領について，第 2 回（7 月 18 日開催）オープンキャンパスにおける参加者への配付物に
ついて，ネット出願について，学生募集要項のホームページ掲載時期について，平成 28 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

　③第 3 回　定例会議（平成 28 年 9 月 6 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 24 人　欠席 1 人

議事：平成 29 年度一般入学試験問題の作成日程について，平成 29 年度一般入学試験問題の点検及び相互点検（ピ
アレビュー）について，平成 29 年度推薦入学試験及びセンター試験利用入学試験（2 次試験）の日程について，
一般入試での記述式問題の導入について，平成 29 年度各入学試験における面接試験評定票について，面接調査
票の導入について，第 2 回オープンキャンパス（7 月 18 日）参加者数及びアンケート集計結果等について，医
学部進学相談会の参加状況について，「医学部入学試験の面接評価と入学後成績」データの送付について，平成
29 年度入学試験における面接委員及び試験監督委嘱のための事前調査書類の送付について，平成 29 年度医学
部推薦入学試験実施要領について，平成 29 年度推薦入学試験の問題冊子等の表紙について，推薦入学試験にお
ける自己推薦文・推薦書について，ネット出願導入後の願書受付フローについて，平成 29 年度大学入学者選抜
大学入試センター試験入試担当者連絡協議会について，入学試験問題の著作権等について，他

　④第 4 回　定例会議（平成 29 年 1 月 6 日（金））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　出席 23 人　欠席 2 人

議事：平成 29 年度医学部入学試験問題の作成について，平成 29 年度医学部一般入学試験の採点会場について，
各入学試験における面接委員の委嘱について，面接 FD（12 月 19 日）について，平成 29 年度医学部オープン
キャンパスについて，平成 29 年度大学入試センター試験（センター試験利用入学試験 1 次試験）について，平
成 29 年度医学部一般入試（前期）における試験室レイアウトについて，平成 29 年度医学部一般入学試験（前
期）1 次試験入試実施要領について，試験当日の状況を想定した受験生への案内掲示について，平成 29 年度医
学部入試関係書類発送計画・実施について，平成 29 年度一般入学試験（前期・後期）の監督者事前説明会につ
いて，平成 29 年度医学部各入学試験の出願状況について，学則（入学資格）の変更について，平成 30 年度医
学部入学試験日程（案）について，平成 30 年度医学部一般入学試験問題の作成日程（案）について，平成 29
年度医学部入学試験実施委員会開催日程（案）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，大学模擬授業（開智未来高校 10 月 29 日）について，大学入試センターシンポジウム 2016
（9 月 10 日開催）について，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（12 月 5 日開催）に
ついて，他

　⑤第 5 回　定例会議（平成 29 年 3 月 21 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　出席 22 人　欠席 3 人

議事：平成 29 年度医学部入学試験の志願者数について，第三者評価及び著作物引用届について，平成 30 年度
医学部入学試験出題委員等担当者について，問題作成スケジュール及び入学試験問題作成日程等について，問題
作成ガイドラインの改訂について，面接調査票の運用方針について，平成 29 年度オープンキャンパスの日程及
びプログラムについて，ミニオープンキャンパスの配付物について，オープンキャンパスの広報等について，平
成 30 年度一般入学試験の会場配置（レイアウト）について，一般入学試験 1 次試験の監督者アンケート結果に
ついて，試験開始前の受験番号・氏名の記入について，センター試験利用入学試験 2 次試験の改善点について，
平成 30 年度医学部入学試験（案）について，平成 30 年度医学部入学試験日程について，平成 29 年度医学部
入学試験実施委員会の構成委員について，他
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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
　　ア．一般入学試験の 1 次試験について
　　　（1）「平成 29 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 29 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）
　　イ．一般入学試験の 1 次試験（面接）について
　　　（1）実施要領の作成
　　　（2）面接班の編成と依頼
　　　（3）採点と集計
　　　（4）合格発表（掲示・HP）
　　ウ．推薦入学試験について
　　　（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）
　　エ．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）センター試験利用入学試験 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
　　オ．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 29 日（日）,7 月 18 日（月・海の日））
　　カ．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
　　　（3）ネット出願導入に伴うアピールページ及び出願ページの掲載
　　　（4）各種入学試験当日の状況を想定した受験生への案内掲載

4．評価・次年度目標
　平成 29 年度入試からの出願手続きは，医学部・保健医療学部ともに，全ての入試で「ネット出願」を導入するこ
とになった．志願者は，従来の紙願書の取り寄せは不要となり，インターネット上での出願手続きに完全移行した．
本学ホームページにアクセスし，出願フォームに必要事項を登録・送信することで手続きを行うこととなり，出願受
付業務の効率化を図った．
　オープンキャンパスは，情報宣伝班が中心となり，5 月 29 日（日）と 7 月 18 日（月・海の日）の 2 回開催した．
埼玉県，東京都在住の方が例年通り多く，1 回目のミニオープンキャンパスの参加者数は 101 名，2 回目のオープ
ンキャンパスでは 338 名の参加者となり，1 開催あたりの参加者数としては過去最高の実績となった．
　昨年度も開催した高大連携医療講座については，5 月 26 日（木）に西武学園文理高等学校より生徒 33 名，付添
い教員 3 名が来学し，医療講演，施設見学，スキルスラボでの体験学習，在学生との交流会等を実施し，医学部に
関する知識の向上と進路選択のきっかけとなる場の提供に努めた．
　平成 29 年度一般入学試験の問題作成においては，問題作成班が中心となり，昨年度と同様に，各科目出題委員が
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問題作成後，別の教員による入試問題の相互点検を実施し，複数回の試験問題の点検を入念に行ったこと等，出題ミ
スの発生を防ぐことができた．
　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 5 回目となり，これまでの経験を生かし，
1 次試験合格者数の検討を行うとともに，2 次試験の面接実施・会場設営における改善等，面接班及び入試実施班を
中心に行なった．2 次試験の欠席者（113 名）は昨年度同様に多数であったが，大きな問題もなく最終合格者 10 名
を発表した．
………推薦入学試験，一般入学試験（前期），一般入学試験（後期），センター試験利用入学試験の全ての試験で天候にも
恵まれ，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 28 年度入試 6,090
名から 29 年度入試 5,296 名へと減少（対前年度比 13.04％減）に転じたが，大きな混乱も無く平成 29 年度医学部
入学試験業務を終えたことは，本委員会で取組んだ成果として評価している．
　最終的な結果として，平成 29 年度医学部入学試験は，募集定員 128 名（地域枠 17 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が，平成 30 年度医学部入学試験も引き続き，問題
作成班，面接班，情報宣伝班，入試実施班，事務が連携を密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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3．14）埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・
　…医学部地域医療奨学金運営委員会

1．構成員
　委員長　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長・医学部長… （任期：H29.3.31）
　　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長… （任期：H29.3.31）
　　　　　織田弘美（ODA,…Hiromi）：大学病院病院長… （任期：H29.3.31）
　　　　　堤　晴彦（TUTUMI,…Haruhiko）：総合医療センター病院長… （任期：H29.3.31）
　　　　　小山　勇（KOYAMA,…Isamu）：国際医療センター病院長… （任期：H29.3.31）
　　　　　森　茂久（MORI,…Sigehisa）：学生部長・医学教育センター：教授… （任期：H29.3.31）
　　　　　土田哲也（TUCHIDA,…Tetuya）：医学教育センター長・皮膚科：教授… （任期：H29.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：医学教育センター卒後教育部門長・リウマチ膠原病科：教授
… （任期：H29.3.31）
　　　　　田島賢司（TAJIMA,…Kenji）：常務理事… （任期：H29.3.31）
　　　　　茂木　明（MOGI,…Akira）：事務局長… （任期：H29.3.31）
　　　　　池和田忠幸（IKEWADA,…Tadayuki）：経理部長… （任期：H29.3.31）
　　　　　表久仁和（OMOTE,…Kunikazu）：埼玉県保健医療部医療人材課　課長… （任期：H29.3.31）
　　　　　番場　宏（BANBA,…Hiroshi）：埼玉県保健医療部医療人材課　副課長… （任期：H29.3.31）
　　　　【その他理事長及び学長が必要と認めたもの】
　　　　　柳澤守文（YANAGISAWA,…Morifumi）：毛呂山会会長… （任期：H29.3.31）
　　　　　宮山徳司（MIYAKAWA,…Tokuji）：特任教授… （任期：H29.3.31）
　　　　【その他医学部長が必要と認めたもの】
　　　　　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：副医学部長・消化器内科・肝臓内科：教授… （任期：H29.3.31）
　　　　　村越隆之：（MURAKOSHI,…Takayuki）副医学部長・生化学：教授… （任期：H29.3.31）
　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：副医学部長・総合医療センター放射線腫瘍科：教授…（任期：H29.3.31）
　　　　　小山政史（OYAMA,…Masashi）：医学部長補佐・国際医療センター泌尿器科：教授… （任期：H29.3.31）
　　　　　柴崎智美（SHIBASAKI,…Satomi）：医療人育成支援ｾﾝﾀｰ内地域医学推進ｾﾝﾀｰ長：准教授…（任期：H29.3.31）
　　　　【事務局】
　　　　　内田　和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長… （任期：H29.3.31）
　　　　　村田正樹（MURATA,…Masaki）：大学事務部医学部事務室学生課課長… （任期：H29.3.31）
　　　　　福田幸二（FUKUDA,…Kohji）：大学事務部医学部事務室入試係長（任期：H29.3.31）
　　　　　河村陽子（KAWAMURA,…Yohko）：大学事務部医学部事務室入試課主任… （任期：H29.3.31）

2．目的
　本学では，地域医療を担う医師不足の対策として，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考え，埼玉県と連携して埼玉県地域枠医学生奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を
開始した．埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会は，埼玉県の地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨
学金を貸与するために制定した埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程第 4 条に基づき，地域枠医学生奨学金貸与事業
の円滑な運営に資することを目的とする．
　また，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．埼玉
医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会は，地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨学金を貸与する
ために制定した埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与規程第 4 条に基づき，地域医療奨学金貸与事業の円滑な運
営に資することを目的とする．

3．活動報告
　1）会議
　　　第 1 回定例会議　平成 28 年 9 月 8 日（木）於：埼玉医科大学本部棟 2 階会議室
　　　出席：17 人，欠席 6 人
　2）議事
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①埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会における奨学生の選考に
ついて

②平成 27 年度第 1 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会議事
録の確認が行われ承認された．

③選考面接（平成 28 年 8 月 26 日）の実施状況について
　埼玉県地域枠医学生奨学金及び埼玉医科大学医学部地域医療奨学金の申請者に対し，埼玉県保健医療部医療整備

課の職員2名と本学教員6名の計8名が，2班に分かれ面接を実施した．1人10分程度を目安に申請者22名（埼
玉県地域枠 19 名，医学部地域医療 3 名）の学生を対象に面接を行い，当日欠席した埼玉県地域枠医学生奨学金
申請者 2 名を除き，対象者全員の面接を無事終了した．

④定期試験結果と面接評価結果等について
　埼玉県地域枠奨学生及び埼玉医科大学医学部地域医療奨学生の選考にあたり，直近の成績として定期試験の結果

及び選考面接に基づく面接評定結果（1 学期欠席数，地域医療への意欲，将来希望する臨床研修病院，総合評価
点等）を提示し，本奨学金の目的に即した奨学生の選抜に向けて審議することとした．

⑤埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者の審議結果について
　合格：16 名　内訳（男 14 名，女 2 名）
　不合格となった 3 名（男 2 名，女 1 名）については，本人に希望の有無を確認した上で，埼玉医科大学医学部

地域医療奨学金申請者として登録
⑥埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与者の審議結果について
　合格者数：…2 名　内訳（男 1 名，女 1 名）

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度の埼玉県地域枠医学生奨学金および埼玉医科大学医学部地域医療奨学金の貸与に相応しい奨学生の選
考にあたり，奨学金貸与申請者の面接総合評価結果と定期試験結果等を評価し，着実に地域医療に従事すること，成
績不良で退学する事無く卒業し，医師国家試験に合格すること，さらに，埼玉県の医療に末永く貢献して頂きたいと
いう県民が求める願いを考慮しつつ，適切な選考に向け絶えず改善努力を続けてきた．本委員会の目標は概ね達成さ
れたと考えられる．
　更に今後の目標として，埼玉県地域枠奨学生及び埼玉医科大学医学部地域医療奨学生として，より一層意識を高め
るための取り組みにも重点を置き，有能な学生を選抜できるよう更なる検討を重ねていきたい．
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3．15）毛呂山キャンパス教職員・学生健康推進連絡会議

1．構成員
委 員 長　別所正美（BESSHO,…Masami）：学長（任期：H30.3.31）
副委員長　金澤　實（KANAZAWA,…Minoru）：大学病院長（任期：H30.3.31）
委　　員　冨谷智明（TOMIYA,…Tomoaki）：教職員・学生健康推進Ｃ長（任期：H30.3.31）
　　　　　前﨑繁文（MAESAKI,…Shigefumi）：院内感染対策室長（任期：H30.3.31）
　　　　　丸山義明（MARUYAMA,…Yoshiaki）：健康管理Ｃ教授（任期：H30.3.31）
　　　　　武藤光代（MUTO,…Mitsuyo）：総看護部長（任期：H30.3.31）
　　　　　田島賢司（TAJIMA,…Kenji）：事務局長（任期：H30.3.31）
　　　　　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H30.3.31）
　　　　　池澤敏幸（IKEZAWA,…Toshiyuki）：医務部長（任期：H30.3.31）
　　　　　内田尚男（UCHIDA,…Hisao）：総務部長（任期：H30.3.31）
　　　　　太田敏男（OTA,…Toshio）：神経精神科・心療内科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　山口敏行（YAMAGUCHI,…Toshiyuki）：感染症科・感染制御科講師（任期：H30.3.31）
　　　　　清水正雄（SHIMIZU,…Masao）：健康管理センター助教（任期：H30.3.31）
　　　　　松本麻里（MATSUMOTO,…Mari）：教職員・学生健康推進Ｃ（任期：H30.3.31）

2．目的
　本委員会は毛呂山キャンパスにおける教職員ならびに学生の健康推進に関して，情報交換を行うことを目的とする．

3．活動報告
　該当なし

4．評価と次年度目標
　該当なし
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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
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
茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）:…臨床検査学科　教授（平成 28 年 4 月から）
下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：医用生体工学科　教授・学科長
加納　隆（KANO,…Takashi）：医用生体工学科　教授
小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）：医用生体工学科　教授
戸井田昌弘（TOIDA,…Masahiro）：医用生体工学科　教授
田邊一郎（TANABE,…Ichirou）：医用生体工学科　教授臨床検査学科教授
山下芳久（YAMASHITA,…Yosihisa）：医用生体工学科　教授（平成 28 年 4 月から）
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）
内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長
計：26 名　定足数：18 名

2．事務局
保健医療学部事務室

内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部長
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（平成 28 年 6 月末退任）
村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）事務室副室長（平成 28 年 7 月より事務室長）
蛭間庄司（HIRUMA,…Shoji）：川角分室室長（平成 28 年 6 月末転出）
山崎豊幸（YAMAZAKI,…Toyoyuki）:…川角分室室長（平成 28 年 7 月より）

3．開催日
（1）定時開催
　第 110 回：…4 月 28 日（木）出席者 26 名
　第 111 回：…5 月 26 日（木）出席者 20 名
　第 112 回：…6 月 23 日（木）出席者 22 名
　第 113 回：…7 月 28 日（木）出席者 20 名
　第 114 回：…9 月 29 日（木）出席者 24 名
　第 115 回：10 月 27 日（木）出席者 21 名
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　第 116 回：11 月 24 日（木）出席者 21 名
　第 117 回：12 月 22 日（木）出席者 24 名
　第 118 回：…1 月 26 日（木）出席者 24 名
　第 119 回：…2 月 23 日（木）出席者 23 名
　第 120 回：…3 月 23 日（木）出席者 23 名

（2）臨時開催
　3 年次編入合否判定：9 月 27 日（火）出席者 21 名（委任状 3 名，欠席 2 名）
　推薦入試合否判定：11 月 8 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
　AO 入試合否判定：12 月 13 日（火）出席者 17 名（委任状 6 名，欠席 3 名）
　一般入試前期 2 次合否判定：2 月 6 日（月）出席者 23 名（委任状 3 名）
　一般入試後期合否判定：3 月 2 日（木）出席者 21 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
　臨床検査学科に茅野秀一教授が医学部より異動した（昇格）．医用生体工学科の山下芳久准教授が 4 月 1 日付けで
教授に昇格した．小室英樹大学事務部長が退任し，内田和利事務部長に交代した．

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 110 回教授会（4 月）では，看護学科のカリキュラム変更案が提
出され承認された．また，看護学科の退学者 1…名を承認した．第 111 回教授会（5 月）では，平成 29 年度の推薦入
試指定校の選定案，平成 29 年度入学試験日程案を承認した．第 112 回教授会（6 月）では，平成 28 年度保健医療
学部プロジェクト研究審査結果案，平成 28 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 113 回
教授会（7 月）では，平成 28 年度学内グラントの審査結果案，平成 28 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．臨床検査学科1名の退学と，理学療法学科1名の休学が承認された．第114回教授会（9
月）では，平成 29 年度の推薦入学試験日が文科省の指導に沿って変更され，承認された．看護学科の 3 年次編入試
験の結果合格者なしであったことが報告された．第 115 回教授会（10 月）では，看護学科の教授候補者 1 名につい
ての選考委員案を承認した．平成 29 年度学事予定案および委員会予定案が承認された．本年度の IPE 日程案が提出
され承認された．休学者 4 名を承認した．第 116 回教授会（11 月）では，平成 28 年度推薦入学試験結果，看護学
科の教授採用 1 名を承認した．大賀淳子准教授の教授昇格および藤村博恵講師の准教授昇格についての選考委員会
案を承認した．また看護学科の講師採用 2 名を承認した．理学療法学科の休学者 1 名を承認した．第 117 回教授会

（12 月）では，議事に先立ち，11 月 25 日にご逝去された丸木清浩名誉理事長のご冥福を祈り，黙祷がささげられた．
AO 入学試験の合格者 8 名および平成 29 年度埼玉医科大学各組織主要会議等日程を承認した．理学療法学科の進級
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要件変更を承認し，臨床検査学科の休学者 1 名が承認された．第 118 回教授会（1 月）では，臨床検査学科小野川
傑教授の採用，看護学科大賀淳子先生の教授昇格，藤村博恵先生の准教授昇格，看護学科佐々木千佳先生および理学
療法学科大久保雄先生の講師昇格が承認された．臨床検査学科 1 名の除籍を承認した．第 119 回教授会（2 月）では，
埼玉医科大学学則および保健医療学部規定の改定案が提示され，承認された．臨床検査学科の進級要件の変更を承認
した．看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，理学療法学科の卒業判定案，4 年生の学長賞，奨学賞案を承認
した．臨床検査学科下垣里佳先生の講師昇格が承認された．平成 29 年度の各種委員会の委員長および副委員長につ
いて承認した．また退学者 13 名について承認した．第 120 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 29 年度入学試験日程案，平成 28 年度教員表彰案および退学者 5 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，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 28 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 28 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 28 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．平成 28 年度の新入生から GPA 制度を採用した．この制度は成績不良者の追跡フォローアップに役立つ
と考えられる．
　保健医療学部では ｢ 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
ための施策を実施している．
　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：H29.3.31）
委　員　千田みゆき（CHIDA,…Miyuki）：看護学科　教授（任期：H30.3.31）

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：H30.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：医用生体工学科…教授（任期：H29.3.31）
山下芳久（YAMASHITA,…Yoshihisa）：医用生体工学科…教授（任期：H30.3.31）
高倉保幸（TAKAKURA,…Yasuyuki）：理学療法学科教授（任期：H29.3.31）
国澤佳恵（KAMIKOJIMA,…Makoto…）：理学療法学科…講師（任期：H29.3.31）
上滝圭介（KAMITAKI,…Keisuke）：健康医療科学科…準教授（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：H30.3.31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の教育

目的を達成するために，下記の事項につき審議する．
①カリキュラム全般に関すること
②学生に対する教育指導に関すること
③その他教育に関すること

（2）平成 28 年度の活動目標：
①平成 28 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 29 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 29 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）
・学生の海外研修への支援
・学部説明会，オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
・各種国家試験と授業内容の対応チェック
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・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
・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
・GPA 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 111 回学務委員会

（平成 28 年 4 月 11 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①委員交代の紹介
②平成 27 年度活動概要の報告と平成 28 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学生名簿の作成状況報告
⑦ Web 履修登録の状況報告
⑧学生の現住所確認の状況報告
⑨ロッカー室の整備報告
⑩看護学科のカリキュラム変更について報告
⑪平成 27 年度成績優秀者の表彰報告
⑫各小委員会の委員長および委員の選定
⑬看護学科3年次編入学生4名および医用生体工学科2年次編入学生1名の既習得単位認定案の承認（教授会上程）
⑭ BLS 実習報告
⑮退学者 1 名の承認（教授会上程）

（2）第 112 回学務委員会
（平成 28 年 5 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市民公開講座の予定報告
④新任の医療人教育者のためのワークショップ（8 月 17 ～ 18 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 25 ～ 26 日，）の日程承認
⑤キャリアパス・セミナーの報告
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各学科のカリキュラムマップの作成についての要請

（3）第 113 回学務委員会
（平成 28 年 6 月 17 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公開講座の開催予定：理学療法学科（7 月 24 日），臨床検査学科（6 月 19 日）
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
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⑤学生生活実態アンケートについて検討
⑥平成 29 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）

（4）第 114 回学務委員会
（平成 28 年 7 月 22 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 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今年度の FD 実施予定の報告
④各学科よりカリキュラムマップの提示および検討
⑤平成 29 年度学事予定の承認
⑥理学療法学科より米国研修計画の報告
⑦退学者 1 名，休学者 1 名の承認

（5）第 115 回学務委員会
（平成 28 年 9 月 23 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，議事録あり）
①市民公開講座開催報告（7 月 24 日　理学療法学科担当），同予定報告（11 月 5 日　臨床検査学科担当）
② 8 月に行ったアドヴァンス FD の実施報告
③定期試験中の不正行為および，手続き不備に関する意見交換
④キャリアパスセミナー開催報告
⑤春季の海外語学研修申し込み状況の報告
⑥教員に対する SD について（9 月 28 日から 30 日　大野顧問による講演）
⑦休学者 1 名の承認（教授会上程）

（6）第 116 回学務委員会
（平成 28 年 10 月 21 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①カリキュラム調整小委員会　平成 29 年度時間割の報告があり，意見交換した
②理学療法学科の海外研修（米国）の実施報告
③看護学科 3 年生の保健師教育課程履修者の選定
④解剖体慰霊祭の実施予定（10 月 29 日）
⑤ 9 月 28 日から 30 日に行なわれた SD の報告
⑥シラバス作成要領に関する意見交換
⑦ IPE による土曜日授業について承認
⑧休学者 4 名の承認（教授会上程）

（7）第 117 回学務委員会
（平成 28 年 11 月 18 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，議事録あり）
①理学療法学科国澤委員が産休に入り，大久保委員への交代が承認された
② 11 月 5 日の公開講座（臨床検査学科担当）について報告
③春季の海外語学研修（米国）の応募報告
④学生生活実態調査の集計結果報告
⑤今年度より開始された GPA の前期結果報告
⑥シラバス作成工程と第 3 者チェックについて意見交換
⑦休学者 1 名の承認（教授会上程）
⑧臨床検査学科の入学時誓約書および家族の同意書について意見交換，再考して提出

（8）第 118 回学務委員会
（平成 28 年 12 月 16 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）
①オリエンテーション実施小委員会より来年度計画の報告
②健康 3 年瀧澤恵子さん医学部学生との共同研究が合同教授会で表彰を受ける報告
③後期定期試験日程案の承認（教授会報告）
④平成 29 年度学事予定の一部変更（教授会上程）
⑤平成 29 年度時間割案の決定（教授会上程）
⑥平成 29 年度シラバスおよび学生便覧の作成依頼
⑦休学者 1 名の承認（教授会上程）
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（9）第 119 回学務委員会
（平成 29 年 1 月 20 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）
①卒業判定および進級判定の日程調整
②臨床検査学科…履修に関する説明とお願いの同意書，誓約書について報告
③非常勤教員（合同科目）の教員変更について報告
④過去の公開講座の一覧表を提示
⑤除籍者 1 名の承認（教授会上程）

（10）平成 28 年度第 1 回拡大学務委員会：平成 28 年度卒業判定会議
（平成 29 年 2 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，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 90 名の卒業（留年 1 名），健康医療科学科では 73 名の卒業（留年 2 名，保留 1 名），医用生体工

学科では 35 名の卒業（留年 2 名），理学療法学科では 43 名の卒業（留年 1 名，退学 2 名）となる卒業判定案
が承認された．（教授会上程）　

（11）第 120 回学務委員会
（平成 29 年 2 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，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…医用生体工学科の学科名を平成 30 年 4 月より臨床工学科へ変更する．申請の手続きを開始する報告
③学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定
④学校教育法の改正に伴う，埼玉医科大学学則および埼玉医科大学保健医療学部規程の一部変更について承認（教

授会上程）
⑤退学者 13 名の承認（教授会上程）
⑥臨床検査学科の進級要件の改訂について承認
⑦定期試験での不正行為者 1 名の処分決定（試験日から停学 4 週間）

（12）平成 28 年度第 2 回拡大学務委員会：平成 28 年度進級判定会議
（平成 29 年 3 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，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 88 名全員，2 年生 90 名（退学 1 名），3 年生 88 名全員の進級，臨床検査学科では 1 年生

71 名（留年 2 名），2 年生 73 名（留年 2 名，退学 4 名），3 年生 54 名（退学 1 名）の進級，医用生体工学科
では 1 年生 38 名（留年 3 名，退学 2 名），2 年生 40 名（留年 1 名，退学 1 名），3 年生 31 名の進級（留年 5
名），理学療法学科では 1 年生 50 名（退学 4 名，復学 1 名），2 年生 50 名（留年 2 名），3 年生 40 名（留年 4 名）
の進級となる進級判定案が承認された．

（13）第 121 回学務委員会
（平成 29 年 3 月 17 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席なし，議事録あり）
①新入生オリエンテーションの日程報告
② 1 ～ 3 年生の奨学賞候補者の選定（教授会上程）
③退学 5 名，復学 1 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 28 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 28 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 29 年度カリキュラム等の準備：
　平成 29 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 29 年度新入生オリエンテーションを企画した．
③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：
　第 18 回および第 19 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
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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．今年度の新入生から GPA 制度を導入し，とくに成績不良者の経過観察に利用する．
　昨年度，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．また次年度には医用生体工学科の学科名を臨床工学科に変更する決定がなされた．周知の徹底による
受験生の増加を期待している．

（2）次年度の目標
①平成 29 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 30 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（継続）
⑤担任制度の見直し（継続）
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 制度の成績不良者フォローへの利用
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：H30.3.31）
副委員長… 辻　美隆　（TSUJI,…Yoshitaka）:…看護学科：教授（任期：H30.3.31）
委員… 山路真佐子　（YAMAJI,…Masako）：看護学科：准教授（任期：H30.3.31）
… 伴塲裕巳　（BANBA,…Hiromi）：臨床検査学科：講師（任期：H29.3.31）
… 戸井田昌宏　（TOIDA,…Masahiro）：医用生体工学科：教授（任期：H30.3.31）
… 若山俊隆　（WAKAYAMA,…Toshitaka）：医用生体工学科：准教授（任期：H29.3.31）
… 西岡亮治　（NISHIOKA,…Ryoji）：理学療法学科：准教授（任期：H30.3.31）
… 赤坂清和　（AKASAKA,…Kiyokazu）：理学療法学科：教授（任期：H29.3.31）
… 鈴木利明　（SUZUKI,…Toshiaki）：保健医療学部事務室：事務員（任期：H29.3.31）

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 28 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 28 年 4 月 1 日より平成 29 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 28 年 4 月 18 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
⑨部活の表彰について審議（卓球女子シングルス経験者の部　および女子ダブルス）

…（2）…第 2 回学生部委員会（平成 28 年 5 月 16 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 7 名…欠席 2 名）
①本学病院実習のための予防接種の進捗状況について報告
②インフルエンザによる欠席届の提出件数について報告
③越華祭の進捗状況について報告
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④学生懇談会の開催日程について審議
⑤川角キャンパスでの学生部委員会開催時の理学療法学科生の参加について審議

（3）第 3 回学生部委員会（平成 28 年 6 月 13 日，於：川角 3F ゼミ室…出席 8 名…欠席 1 名）
①女子栄養大学大学祭（若葉祭 :5/29）への本学部学生参加について報告
② 10 月の越華祭の実行委員決定について
③本学病院実習のための予防接種の進捗状況について報告
④スポーツ大会（6 月 9 日開催予定）の雨天延期について報告
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 28 年 7 月 11 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 9 名…欠席 0 名）
① 7 月の七夕祭について報告
②学生健康カードについて報告
③ 10 月の越華祭のテーマおよび企画について報告
④本学病院実習のための予防接種の進捗状況について報告
⑤前期懇談会 [7 月 8 日（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部）] での話題について審議
⑥第 1 回合同学生部委員会について報告
⑦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）

（5）第 5 回学生部委員会（平成 28 年 9 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 8 名…欠席 1 名）
①学内への不審者侵入について報告
②食事目的以外でのテレサホール利用の制限について報告
③ 10 月の越華祭の進捗状況について報告
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卒業アルバムの教員個人写真および学生グループ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医学部部活への本学部学生の参加状況について審議
⑨川角キャンパス・体育館の耐震工事について報告
⑩ 7 月 15 日（学年代表）および 7 月 22 日（部活代表者）での話題について審議

（6）第 1 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会（平成 28 年 7 月 8 日）
①越華祭のテーマや野外ステージの騒音対策，分担金配分について報告
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日高キャンパスでの路上駐車取り締まりについて報告
④錬成館の老朽化にともなう床などの改修について報告

（7）第 6 回学生部委員会（平成 28 年 10 月 3 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 8 名…欠席 1 名）
①医学部部活への本学部学生の参加状況について報告
②卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
③障害学生の修学支援セミナーについて報告
④日高キャンパス内での路上駐車について報告
⑤越華祭の進捗状況について報告
⑥卒業生謝恩会の進捗状況について報告

（8）第 7 回学生部委員会（平成 28 年 11 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 8 名…欠席 1 名）
①日高キャンパスゼミ室内の利用について報告
②埼玉医科大学敷地内全面禁煙についての報告
③本学病院実習のための 4 種ワクチンおよびインフルエンザ予防接種についての報告
④本学病院実習のための予防接種の進捗状況について報告
⑤卒業アルバムの新任教職員写真撮影について報告
⑥卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑦後期学生懇談会の日程について審議
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⑧平成 28 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 28 年 12 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 8 名…欠席 1 名）

①階段の人感センサー照明等の設置について報告
②平成 27 年度の本学病院実習のための B 型肝炎およびインフルエンザ予防接種について報告
③卒業アルバムの進捗状況について報告
④卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑤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
⑥学生生活にかかるリスクの把握と対応に関するセミナーへの参加について報告
⑦後期懇談会 [12 月 2 日（学生会執行部，越華祭実行委員会執行部）および 12 月 6 日（学年代表）] での話題

について審議
⑧第 2 回合同学生部委員会について報告

（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 28 年 12 月 9 日）
①越華祭の結果について実行委員長より報告
②「平成 28 年度第 2 回クラブ顧問主将会議」について報告
③毛呂山キャンパスでの NHK ラジオの公開収録「キャンパス寄席」について報告
④「埼玉医科大学アスリートクラブ」内の「駅伝部」創設について報告
⑤日本学生支援機構主催の「平成 28 年度　全国障害学生支援セミナー」について報告

（11）第 9 回学生部委員会（平成 29 年 1 月 16 日，於：C 棟 2F 会議室…出席 9 名…欠席 0 名）
①川角キャンパス階段の夜間照明について報告
②保健医療学部棟前の駐輪場の区画整理について報告
③ 3 年生への学生健康カードの配布状況ついて報告
④卒業生謝恩会の進捗状況について報告
⑤卒業アルバムの進捗状況について報告
⑥学生便覧への学内災害時の連絡先と避難場所の掲載について審議

（12）第 10 回学生部委員会（平成 29 年 2 月 13 日，於：川角 3F ゼミ室…出席 8 名…欠席 1 名）
①オスラーホールおよびテレサホールの使用マナーについて報告
②錬成館の老朽化にともなう床などの破損による怪我について審議
③平成 29 年度定期健康診断について報告
④ 2 月のロッカー明け渡しについて報告
⑤部活の表彰について審議（卓球部：男子ダブルス）
⑥川角キャンパスの諸問題について審議
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

（13）第 11 回学生部委員会（平成 29 年 3 月 6 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若葉祭での栄養大学との共同の医学企画について報告
④埼玉医大 AC（アスリートクラブ）の駅伝部の 50 周年記念グラウンド利用について報告
⑤学生健康カードの運用について報告
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平成 28 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学

生について，ワクチン接種が実施された．なお，平成 28 年度入学生より，入学前の抗体価検査と予防接種を
義務付けている．
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② B 型肝炎ワクチン接種（3 回）：全学科 2 年次，3 年次に接種
　4 月の定期健康診断時に 3 年生は B 型肝炎抗体検査を実施し，抗体価の低い学生に対しては 3 年次に再度ワ

クチン接種が行われた．
③平成 29 年度新入生より，T スポット検査（結核抗体価検査）を入学時健康診断で実施する．

（2）学生の行事支援・アドバイス
①越華祭
　10 月 22 日（土）～ 23 日（日）開催された．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．ただし，パンフレッ
トの記載内容に不適切な表現等があったため，次年度からは，校閲作業を導入予定である．また，次年度は広報
活動の強化を指導する．

②謝恩会
　3 月 11 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 4 月 6 日（木）17 時，C205 会議室に集

合させた．
④福利厚生

a）日高キャンパス C 棟階段に人感センサーの照明が設置された．
b）日高キャンパスゼミ室へのペットボトル飲料の持ち込みが許可された．
c）川角キャンパスの守衛の方に学生の在校時間内の照明の点灯および消灯を依頼した．

（3）学生懇談会
　①大きな問題はなかった．川角体育館の雨漏りは耐震工事時に改修した．

（4）川角キャンパスについて
①校舎および体育館の耐震工事が行われた．…
②照明の点滅等の不調が見られる蛍光灯を交換した．残りの蛍光灯の交換については，施設課と協議中である．

（5）その他
①来年度は，保健医療学部部活動更新をする 6 月に医学部部活動に所属している保健医療学部学生の調査を再

度行うこととした．
2）次年度の目標

　医学部学生部委員会とも意見交換をしながら，充実した学生生活を送れるように支援する．主な対応項目は以下
の通りである．

（1）保健・健康管理
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平成 29 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 28 年度同様，越華祭をはじめとした学生行事の支援並びに助言を行う．また卒業アルバムや謝恩会の企画

に助言を行う．
（3）学生との懇談会
　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引き続き，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引き続き，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．

同時に医学部事務室に依頼し，医学部の活動更新時に保健医療学部生の所属者名簿を作成する．
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

任している．平成 28 年度は委員の交代がなく，昨年度と同じ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：教授

2．今年度の主たる目標
　図書館の使命として，単なる「場所貸し」や「文献検索」支援だけではなく，講義や学習・教育・研究活動への積
極的なサポートの在り方を検討していくことを目標とした．また，昨年に引き続き越華祭に川角キャンパス分館と合
同で参加し，図書館企画を実施して広報を行った．

3．委員会の活動
（1）日高キャンパス分館

1）平成 28 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 28 年度第 1 回保健医療学部図書館委員会を開催した（5 月 26 日）．
3）オープンキャンパスにおいて見学に対応した（6 月 19 日，7 月 24 日，31 日，8 月 20 日，21 日，11 月 27 日）．
4）3 階閲覧室の OPAC（蔵書検索）用のパソコン 2 台を入れ替えた（6 月）．
5）平成 28 年度第 2 回保健医療学部図書館委員会を開催した（7 月 20 日）．
6）8 月 8 日から 20 日までを臨時休館し，館内清掃，書架整理などを実施した．
7）和合分館長作成の「昆虫類（蝶の標本）」を展示した（9 月）
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，マーブル紙作成体験を実施

した（10 月 22 日～ 23 日）．
9）平成 28 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）．
10）UV カットフィルム施工工事が行われた（11 月）
11）保健医療学部同窓会からの寄贈図書を展示した（11 月）
12）情報室設置の AV 機器（テレビ，ブルーレイディスクプレーヤー，VHS プレーヤー）が更新された（1 月）
13）平成 28 年度第 4 回保健医療学部図書館委員会を開催した（2 月 8 日）．
14）3 月末日の退職に伴い和合治久分館長が分館長を退任した．
15）3 月末日をもって本多貞夫（課長補佐）が定年退職した．

（2）川角キャンパス分館
1）平成 28 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）．
2）図書館前敷石工事が行われた（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，5 月，3 月）．
4）前期試験に伴う土曜日開館を実施した（8 月 27 日，9 月 3 日，10 日）
5）2 階壁面の水漏れ修理が行われた（9 月）．
6）館内ゼミ室の利用申し込み窓口を学部事務室から図書館へ変更した（9 月）．
7）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 18 日）．
8）リハビリテーション教育評価機構の視察に対応した（12 月 5 日）
9）国家試験に伴い土曜日開館を実施した（1 月 28 日，2 月 4 日，18 日）
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10）かわごえクリニックに大学院生用図書を搬送，配架した（3 月）．

4．今年度の目標達成度と次年度の目標について
　平成 28 年度の図書館委員会の活動目標について順調かつ円滑に運営と全体的見直しが達成できた．昨年度から参
加している越華祭については，外部参加者だけではなく在学生の参加もあり着実に図書館の広報ができている．また，
例年協力参加しているオープンキャンパスでは，数回参加している父兄からの好評価もあり，入学希望者への対応も
適切にできたと考える．次年度も大学図書館の機能と役割について，さらに学習支援のほか教育および研究活動への
支援という観点で協力・強化していきたい．
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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：H29.3.31）
委　員：千田みゆき（CHIDA,…Miyuki），看護学科…学科長（任期：H29.3.31）
　　　　淺川典子（ASAKAWA,…Noriko），看護学科准教授（任期：H30.3.31）
　　　　来住野修（KISINO,…Osamu），健康医療科学科准教授（任期：H29.3.31）
　　　　佐藤正夫（SATOU,…Masao）健康医療科学科教授（任期：H30.3.31）
　　　　駒形英樹（KOMAGATA,…Hideki），医用生体工学科講師（任期：H30.3.31）
　　　　加藤綾子（KATO,…Ayako），医用生体工学科講師（任期：H30.3.31）
　　　　時田幸之輔（TOKITA,…Kounosuke），理学療法学科講師（任期：H30.3.31）
　　　　細井俊希（HOSOI,…Toshiki），理学療法学科講師（任期：H29.3.31）
　　　　山口明美（YAMAGUCHI,…Akemi）：大学事務部（任期：H30.3.31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の教

育研究活動の実施状況について自己点検・評価を行うために，下記の事項につき審議する．
①学部の自己点検・評価の基本方針および実施に関すること
②学部の自己点検・評価の事項・項目に関すること
③学部の自己点検・評価の報告書の作成および公表に関すること
④教員の研修に関すること
⑤その他自己点検・評価に必要な事項に関すること

（2）平成 28 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 27 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 28 年 4 月 13 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）

①委員交代（看護学科の山路准教授から淺川准教授へ，同じく渡邉准教授から佐藤教授へ，医用生体工学科の山
下准教授から駒形講師へ，理学療法学科の澤田講師から細井講師へ）の紹介

②平成 27 年度活動概要の報告と平成 28 年度活動目標の確認
③平成 28 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説明会報告（4 月 6 日）
⑤私立大学改革支援事業に基づく報告と意見交換

（2）第 2 回自己点検・評価委員会
　（平成 28 年 6 月 8 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
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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 28 日）
②平成 27 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 27 年度人事考課の書式変更案の検討
④平成 27 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作成

した．昨年度の試行は順調であり，今年度から正式に人事考課と同時期に報告を受ける．
⑥危機管理委員会報告とプロジェクト委員会報告の検討

（3）第 3 回自己点検・評価委員会
　（平成 28 年 9 月 7 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）

①プロジェクト研究審査の報告
②オープンキャンパスの報告
③川角キャンパスにおける耐震工事の予定（10 月から 1 月）
④防災訓練について計画の報告
⑤学生との懇談会では特に問題なかった．
⑥平成 27 年度年報は全学科，委員会から遅滞なく提出が完了した．
⑦平成 27 年度人事考課に関する意見交換
⑧平成 27 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 28 年 11 月 9 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 10 日）
②日高キャンパス防災訓練（10 月 22 日），川角キャンパス防災訓練（9 月 30 日）の報告
③領域別実習要件認定式（実施報告：10 月 1 日）
④解剖体慰霊祭（実施報告：10 月 29 日）
⑤越華祭（実施報告：10 月 23 日，24 日）
⑥推薦入学試験（実施報告：11 月 6 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，入試につい

て指定校からの推薦が少ないことなどが話題となった．
⑦平成 27 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 29 年 1 月 11 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，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学校教育法の改訂に伴う 3 ポリシーの見直しを自己点検評価委員が検討

（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 29 年 3 月 8 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 28 年度目標の達成状況についての意見交換
②新規に取り上げられた事項の検証
③学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
④次年度目標の設定に関する意見交換

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①研究業績データベースの運用支援
　今年度は 4 月の早い時期に説明会を行うことで，昨年に比較して欠席者が最低限に抑えられた．欠席者につ

いては夏期休暇中に再度説明会を行い対応した．
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
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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 27 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 28 年度の表彰を平成 28 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 29 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 27 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 27 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 5 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継

続審議とする．
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 を，今年度の新入生から導入した．成績不良者のフォローに指標として利用する．
（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 28 年度各種委員会の活動評価（継続）
⑤教育業績評価の運用状況評価（継続）
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続）　
⑦危機管理対策に関する運用状況評価（継続）
⑧年報の作成状況評価（継続）
⑨人事考課の書式・運用評価（継続）
⑩大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）　
⑪研究業績評価の運用評価（継続）
⑫ GPA 制度の運用評価（継続）
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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：H29.3,31）
副委員長：市岡正適（ICHIOKA,…Masayuki），臨床検査学科教授（任期：H30.3,31）
委員：別所正美（BESSHO,…Masami），学長（任期：H30.3,31）

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：H29.3.31）
高橋公子（TAKAHASHI,…Kimiko）看護学科講師（任期：H29.3,31）　
村田栄子（MURATA,…Eiko），臨床検査学科学科長（任期：H30.3,31）
佐藤正夫（SATO,…Masao），臨床検査学科准教授（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）
脇田政嘉（WAKITA,…Masayoshi），医用生体工学科講師（任期：H30.3,31）
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：H30.3,31）
小島龍平（KOJIMA,…Ryuuhei），理学療法学科教授（任期：H29.3.31）
乙戸崇寛（OTSUDO,…Munehiro），理学療法学科准教授（任期：H30.3,31）
堀江浩子（HORIE,…Hiroko）：大学事務部（任期：H29.3.31）

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 28 年度の活動目標：
①平成 28 年度入学試験の見直し
②平成 29 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 29 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 29 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 29 年度入学試験の見直し
⑧平成 30 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 28 年 4 月 15 日，於：2F 会議室，出席 16 名，欠席なし，議事録あり）
①委員交代（理学療法学科の国澤准教授から乙戸准教授へ，医用生体工学科の戸井田教授から脇田講師へ看護学

科の藤村講師から高橋講師へ）の紹介
②平成 27 年度活動概要と平成 28 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 28 年度入学試験結果の報告と見直し
④平成 28 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：冨田委員，副：未定）

（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 28 年 5 月 13 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①平成 26 ～ 28 年度過去問題集の校正が完了し 20000 部印刷依頼済みである．
②入学試験実施小委員会　市岡，高橋，茅野，脇田，乙戸の各委員を選任した．
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 29 年度入試の日程，選抜方法等最終案の承認
⑥平成 29 年度入試募集要項（WEB 出願の件）
　医学部保健医療学部 WEB 出願導入にむけて進捗状況の報告があり，ODK ソリュ－ションズとの打ち合わせ事

項の確認がなされた．
⑦ WEB 出願の問題点について検討
⑧入試本部の機能について，救護室対応等の手順を再確認

（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 28 年 6 月 10 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 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 29 年度入学試験日程（案）の最終決定
⑤平成 29 年度学生募集要項最終案の承認
⑥ WEB 出願の広報用リーフレットの確認，ホームページへの掲載の打ち合わせ
⑦私立大学改革事業からの提言に従い，平成 30 年度入試から，理科および数学に記述式問題を導入することが

承認された．
（4）第 4 回入学試験委員会

（平成 28 年 7 月 8 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 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 28 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
④ネット出願用の平成 29 年度学生募集要項の原稿を提示
⑤平成 30 年度入学試験日程の決定

（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 28 年 9 月 9 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 4 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推薦入試の WEB 出願での準備状況報告
⑤一般入試前期の試験方式変更に関する意見交換
⑥募集要項の文言訂正について説明
⑦記述式問題の採用について意見交換

（6）臨時入学試験委員会
　（平成 28 年 9 月 26 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
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　①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 25 日実施）の合否判定案の作成：合格者なしであった（受験者数 3 名）
（7）第 6 回入学試験委員会

（平成 28 年 10 月 7 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①推薦入学試験，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ネット出願の準備状況報告

（8）臨時入学試験委員会
（平成 28 年 11 月 7 日，於：大会議室，出席 16 名，欠席なし，議事録あり）　
①推薦入学試験（11 月 6 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 40 名合格（受験者数 58 名），臨床検査学科

15 名合格（受験者数 15 名），医用生体工学科 9 名合格（受験者数 10 名），理学療法学科 25 名合格（受験者
数 38 名）

（9）第 7 回入学試験委員会
（平成 28 年 11 月 11 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 3 名，議事録あり）　
①推薦入学試験の結果報告（合格者 89 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ネット出願における指定校推薦枠受験生の出願手続きについて報告
⑤ネット出願の問題点について意見交換

（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 28 年 12 月 9 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 1 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
④入試当日の大雪等の対策について意見交換

（11）臨時入学試験委員会
（平成 28 年 12 月 12 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 11 日実施）の合否判定案の作成：臨床検査学科 6 名合格（受験者数 14 名），医用生体

工学科 2 名合格（受験者数 3 名）
（12）第 9 回入学試験委員会

（平成 29 年 1 月 13 日，於：2F 会議室，出席 16 名，欠席 0 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
④入学試験の降雪時用マニュアルの検討

（13）臨時入学試験委員会
（平成 29 年 2 月 1 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（前期）第一次試験（2月 1日実施）の合否判定案の作成：看護学科102名合格（受験者数152名），

臨床検査学科 86 名合格（受験者数 116 名），医用生体工学科 34 名合格（受験者数 43 名），理学療法学科 68
名合格（受験者数 83 名）

（14）臨時入学試験委員会
（平成 29 年 2 月 4 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（前期）第二次試験（1月 29日実施）の合否判定案の作成：看護学科61名合格（受験者数101名），

臨床検査学科 63 名合格（受験者数 85 名），医用生体工学科 26 名合格（受験者数 33 名），理学療法学科 35
名合格（受験者数 68 名）

（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 29 年 2 月 4 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の準備状況報告
②一般入学試験（前期）の事後評価
③ WEB 出願の問題点について意見交換

（16）臨時入学試験委員会
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（平成 29 年 3 月 1 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期，2 月 28 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 6 名合格（受験者数 35 名），臨床検査

学科 7 名合格（受験者数 29 名），医用生体工学科 1 名合格（受験者数 2 名），理学療法学科 2 名合格（受験
者数 7 名）

（17）第 11 回入学試験委員会
（平成 29 年 3 月 3 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の事後評価
②平成 29 年度入学試験の日程やネット出願の問題点に関する意見交換
③平成 28 年度入試委員会の活動概要と 29 年度活動予定
④平成 29 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 28 年度入試の見直しと平成 29 年度入試結果
　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，前年よりも向上していた．医用生体工学科におい
ても 2 科目受験を採用したが，受験生の増加はわずかであった．　平成 27 年度には看護師・理学療法士の国
家試験成績は例年通り 97％と 91％であったが，臨床工学士の国家試験成績が合格率 65％と不良で，臨床検
査技師も 75％と前年よりは向上したが，まだ不満な成績であった．平成 29 年度の入試では WEB 出願を採用
し，受験生の利便性の向上による増加を期待した．これらのさまざまな要因による受験者数の推移が注目され
たが，医用生体工学科の受験者数は増加せず，看護学科の受験者数が，前年と比べて 35％減少する結果となっ
た．WEB 出願は必ずしも受験生の増加につながらなかった．

　平成 28 年度に実施した平成 29 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 605 名（前年比 70％），入
学者数 250 名（定員充足率 104％，前年比 96％）と平成 27 年度よりは減少した．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 29 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．WEB 出願への対応が今年度入試の大きな転換であり，
多大な労力を要した．

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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 29 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 29 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 29 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 29 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，30 年度入試の改善につなげていく．
②平成 30 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 30 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：29 年度に準じる．
④平成 30 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：29 年度に準じる．
⑤平成 30 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：29 年度に準じる．
⑥平成 30 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：29 年度に準じる．
⑦平成 30 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 31 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：30 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：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）
　副委員長：市岡正適（ICHIOKA,…Masayuki）：臨床検査学科教授：平成 28 年 4 月 1 日より

（任期：平成 30 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）
　菊池チトセ（KIKUCHI,…Chitose）：看護学科講師：平成 28 年 4 月 1 日より… （任期：平成 30 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）
　小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）：医用生体工学科教授：平成 28 年 4 月 1 日より… （任期：平成 30 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）
　新井智之（ARAI,…Tomoyuki）：理学療法学科講師：平成 28 年 4 月 1 日より… （任期：平成 30 年 3 月 31 日）
　神子嶋誠（KAMIKOJIMA,…Makoto）：理学療法学科講師：平成 28 年 4 月 1 日より… （任期：平成 30 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 28 年度の活動目標
　①オープンキャンパスの実施と一般入試アンケート解析
　②オープンキャンパス時の特別企画の実施
　③中学生向けオープンキャンパスの実施
　④越華祭時の個別相談会の実施
　⑤一般入試プレテスト＆問題解説の実施
　⑥個別見学希望者への対応
　⑦高校教諭対象のキャンパスおよび国際医療センター見学会
　⑧新高校 3 年生保護者対象の国際医療センター見学会
　⑨外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
　⑩インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
　⑪受験雑誌への広告掲載の企画と実施
　⑫電車広告・新聞広告の企画と実施
　⑬進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
　⑭学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作
　⑮全国の高校および予備校への資料発送
　⑯ホームページ管理（管理組織小委員会）
　⑰授業見学会

3．活動報告
（1）第 1 回広報委員会（平成 28 年 4 月 12 日）　於：C 棟 1 階大会議室　出席者 9 人，欠席者 2 人
　①オープンキャンパス等の年間計画について
　②高校教員対象の見学会について
　③第 1 回オープンキャンパスについて
　④ Q ＆ A…2016 年度版の作成
　⑤「Web 出願開始」のチラシ作成
　⑥入試アンケートの作成
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（2）第 2 回広報委員会（平成 28 年 5 月 17 日）　於：C 棟 1 階大会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①第 1 回オープンキャンパスについて
　②入試アンケートの作成

（3）第 3 回広報委員会（平成 28 年 6 月 21 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①第 1 回オープンキャンパスの反省
　②第 2，3 回オープンキャンパスについて
　③中学生向けオープンキャンパスについて

（4）第 4 回広報委員会（平成 28 年 7 月 19 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①大学ポートレートについて
　②第 4（8/20）・5 回（8/21）オープンキャンパスについて

（5）第 5 回広報委員会（平成 28 年 9 月 20 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①「第 4，5 回オープンキャンパスの反省
　② 10/22，23 越華祭時のオープンキャンパスについて
　③ 11/27 第 6 回オープンキャンパスについて
　④来年度のオープンキャンパス日程について

（6）第 6 回広報委員会（平成 28 年 10 月 18 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　① 10/22,23 越華祭個別相談対応者について
　② 11/27 第 6 回オープンキャンパスについて
　③実習見学会の振返り
　④平成 29 年度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 28 年 11 月 15 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人，欠席者 1 人
　① 1/7「一般入試解析」について
　② 3/4「国際医療センター見学会」について
　③平成 29 年度オープンキャンパス開催日程及び企画について

（8）第 8 回広報委員会（平成 28 年 12 月 27 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人，欠席者 1 人
　① 3/4『国際医療センター施設見学会』について
　②平成 29 年度広報企画について

（9）第 9 回広報委員会（平成 29 年 1 月 24 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 2 人
　① 3/4『国際医療センター施設見学会』について
　② 2019 版年パンフレット制作のためのコンペ開催
　③平成 29 年度広報企画について

（10）第 10 回広報委員会（平成 29 年 2 月 21 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①平成 29 年度の広報企画について
　②平成 29 年度「高校教員キャンパス見学会」について
　③ 2019 年版パンフレット制作会社の一次選考

（11）第 11 回広報委員会（平成 29 年 1 月 24 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 11 人，欠席者 0 人
　①平成 28 年度版 Q&A 集の作成
　②平成 30 年度パンフレット制作業者の最終選考

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11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 28 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 19 日（193 名），7 月 24 日（321 名），7 月 31 日（261 名），8 月 20 日（182 名），
　　　8 月 21 日（220 名），11 月 27 日（79 名）
　　（B）一般入試解析
　　　1 月 7 日（37 名）
　　（C）高校教員キャンパス見学会
　　　5 月 25 日　保健医療学部棟（9 名）
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　　　5 月 28 日　国際医療センター（2 名）
　　（D）実習授業見学会
　　　7 月 25 日～ 29 日（15 名）
　　（E）個別相談会
　　　10 月 22 日，10 月 23 日（越華祭との共催）
　　（F）国際医療センター見学会
　　　3 月 4 日（中止）
　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　29 箇所
　　（B）予備校会場　4 箇所
　　（C）高校の進学相談会　41 箇所
　　（D）高校の出張講義　5 箇所
　　（E）大学見学受入れ　8 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「リクナビ進学」
　　（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（学校選び応援号…大学・短期大学版）」
　　　・リクルート「就職・資格・キャリア号」
　　　・高校生新聞別冊「関東エリア特集号」
　　　・高校生新聞 6 月号「オープンキャンパス特集」
　　　・高校生新聞 10 月号「大学のマナビ最前線（理工・理数分野）」
　　　・高校生新聞 12 月号「大学のマナビ最前線（医療・看護・薬学特集）」
　　　・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「進路徹底研究（高 2 生に対し 12 月に配本）」
　　　・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（池袋駅）
　　　・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（廣告社）
　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）
　　　・オープンキャンパス時における特別講座の実施
　　　　6/19　OB・OG による「医療系職種の実際（高 3 対象）」の実施
　　　　7/24･31　新宿セミナーによる「入試動向」，職員による「本学の学生支援」の実施
　　　　8/20･21　新宿セミナーによる「本学部の面接入試」，本学特別講師による「小論文の出題傾向」
　　　　11/27　新宿セミナーによる「本年度の入試状況予測」の実施
　　　・7/16･17「彩の国進学フェア」への参加
　　　・7/9「夢ナビライブ 2016」への参加

（2）次年度の目標
　以下の 14 項目については，継続して実施する．
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　①オープンキャンパスの実施と一般入試アンケート解析
　②オープンキャンパス時の特別企画の実施
　③中学生向けオープンキャンパスの実施
　④個別見学者の対応
　⑤高校教諭対象のキャンパスおよび国際医療センター見学会
　⑥…新高校 3 年生とその保護者対象の国際医療センター見学会
　⑦外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
　⑧インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
　⑨受験雑誌への広告掲載の企画と実施
　⑩電車広告・新聞広告の企画と実施
　⑪進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
　⑫学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作（動画コンテンツの制作）
　⑬授業見学会
　⑭ホームページ管理（管理組織小委員会）
　以下に，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オープンキャンパス等 HP による告知
　　　・できるだけ早い時期（4 月中）に年次スケジュール（全 6 回分）を告知する．
　　②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．
　　③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
　　④その他

・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 28 年 4 月より 1 年間
委員：… 野田智子（NODA,…Tomoko），看護学科教授　平成 28 年 4 月より 1 年間…
… 本山仁美（MOTOYAMA,…Hitomi），看護学科教授，平成 28 年 4 月より 1 年間
… 茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu），臨床検査学科教授，平成 28 年より 1 年間
… 飯野　望（IINO,…Nozomu），臨床検査学科准教授，平成 28 年 4 月より 1 年間
… 駒形英樹（KOMAGATA,…Hideki），医用生体工学科講師，平成 28 年 4 月より 1 年間
… 國澤洋介（KUNISAWA,…Yohsuke），理学療法学科准教授 , 平成 28 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 28 年 4 月より 1 年間
… 幸田恵幸（KODA,…Keiko），真言宗光明寺住職，平成 28 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 28 年 4 月より 1 年間
事務担当：…山川修一郎（YAMAKAWA,…Shuichiro）保健医療学部事務室長（平成 28 年 4 月～ 6 月）
… 村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）保健医療学部事務室長（平成 28 年 7 月～）
… 青木正人（AOKI,…Masahito）保健医療学部事務室教務課係長（平成 28 年 7 月～）
… 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審査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 28 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 27 年 3 月までに 9 回開催した．
　第 1 回：平成 28 年 4 月 20 日
　第 2 回：平成 28 年 5 月 18 日
　第 3 回：平成 28 年 6 月 11 日～ 22 日（メール会議）
　第 4 回：平成 28 年 7 月 20 日
　第 5 回：平成 28 年 9 月 21 日
　第 6 回：平成 28 年 10 月 19 日
　第 7 回：平成 28 年 11 月 9 日～ 17 日（メール会議）
　第 10 回：平成 29 年 2 月 8 日～ 15 日（メール会議）
　第 11 回：平成 29 年 3 月 17 日～ 22 日（メール会議）
　※ 12 月の第 8 回，1 月の 9 回は申請が無かったため休会
2）申請課題平成 28 度実施報告書の提出
　・報告件数…44 件（研究終了：27 件，研究継続：17 件）
3）主な審議事項

（1）申請課題の審査：審査件数 29 件
　新規申請　18 件（内大学院学生の申請　4 件），変更申請　11 件

1．申請番号 149：平成 28 年度日高市健康づくり調査委託業務　日高市民の健康習慣に関する調査
　　　申請者：千田みゆき（看護学科）
　　　審議結果：承認（7 月 20 日）
2．申請番号 150：距離画像センサを用いたベッッド転落検知システムに関する研究…
　　　申請者：駒形英樹（医用生体工学科）
　　　審議結果：保留（7 月 20 日）承認（9 月 21 日）
3．申請番号 151：異なる姿勢での Draw-in の効果検証
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　　　申請者：大久保雄（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（7 月 20 日）
4．申請番号 152：埼玉県西部地域における新卒訪問看護師育成プログラム開発をめざして
　　　申請者：西岡ひとみ（看護学科）
　　　審査結果：承認（7 月 20 日）
5．申請番号 153：看護学臨地実習指導者の自己教育力に関する研究 - 指導者の自己教育力の捉え方 -
　　　申請者：千葉今日子（看護学科）
　　　審査結果：保留（7 月 20 日）承認（9 月 21 日）
6．申請番号 154：地域在住高齢者を対象にしたロコモコールの効果検証
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（7 月 20 日）
7．申請番号 155：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～重症心身障害児入所施設における栄

養アセスメントの実際～
　　　申請者：野田智子（看護学科）
　　　審査結果：承認（9 月 21 日）
8．申請番号 156：保育所（園）における食物アレルギー児のアナフィラキシー初期対応研修プログラムの実施と

評価
　　　申請者：阿久澤　智恵子（看護学科）
　　　審査結果：条件付承認（9 月 21 日）申請取り下げ（11 月 17 日）
9．申請番号 157：更年期女性の健康行動に関する研究
　　　申請者：大宮直美（看護学科）
　　　審査結果：条件付承認（9 月 21 日）承認（10 月 19 日）
10．申請番号 158：地域高齢者の老年症候群に関する横断調査
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（9 月 21 日）
11．申請番号 159：我が国の特別支援学校（知的障害児）における学校登山の実施状況
　　　申請者：大賀淳子（看護学科）
　　　審査結果：承認（10 月 19 日）
12．申請番号 160：遺伝子変異解析に必要な FFPE から抽出した核酸の質の基礎的検討
　　　申請者：飯野望（臨床検査学科）
　　　審査結果：承認（10 月 19 日）
13．申請番号 161：不全頸髄損傷者における退院後の日常生活活動及び就労の現状と主介護者が抱える問題点
　　　申請者：師岡祐輔（理学療法学科）
　　　審査結果：承認（10 月 19 日）
14．申請番号 162：ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究
　　　申請者：小林直樹（医用生体工学科）
　　　審査結果：承認（2 月 15 日）
15．申請番号 M-69：認知症患者へのかかわりにおける看護師の共感的経験とその関連要因
　　　申請者：吉新典子（看護学研究科修士課程）
　　　審査結果：承認（4 月 20 日）
16．申請番号 M-70：看護学生 1 年生における社会人基礎力とその関連要因
　　　申請者：齋藤　美和（看護学研究科修士課程）
　　　審査結果：条件付承認（4 月 20 日）承認（5 月 18 日）
17．申請番号 M-71：高校サッカー選手におけるハムストリングス損傷に関連する身体機能的特徴とノルディック

ハムストリングスエクササイズによる予防効果
　　　申請者：長谷部　悠葵（医学研究科修士課程）
　　　審査結果：保留（9 月 21 日）条件付承認（10 月 9 日）承認（11 月 17 日）
18．申請番号 M-72：ミニトランポリンを用いたジャンプエクササイズが下肢の動的アライメントおよび着地の安

定性に及ぼす効果
　　　申請者：田村暁大（医学研究科博士課程）
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　　　審査結果：保留（9 月 21 日）承認（10 月 19 日）
19．変更申請番号 60-5：心の健康に関する研究 - 首都圏近郊住民を対象として -
　　　申請者：山路真佐子（看護学科）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（4 月 20 日）
20．変更申請番号 135-2：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）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（4 月 20 日）
21．変更申請番号 141-2：Knee…Bnet…Walk の動作解析
　　　申請者：澤田豊（理学療法学科）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（4 月 20 日）
22．変更申請番 142-2：三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）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（4 月 20 日）
23．変更申請番号 149-2：平成 28 年度日高市健康づくり調査委託業務　日高市民の健康習慣に関する調査
　　　申請者：千田みゆき（看護学科）
　　　変更理由：質問紙の回収期限の変更
　　　審査結果：承認（9 月 21 日）
24．変更申請番号 89-2：埼玉県川越市における介護予防事業の効果の検証に関する研究
　　　申請者：新井智之（理学療法学科）
　　　変更理由：研究期間の延長
　　　審査結果：承認（9 月 21 日）
25．変更申請番号 149-3：平成 28 年度日高市健康づくり調査委託業務　日高市民の健康習慣に関する調査
　　　申請者：千田みゆき（看護学科）
　　　変更理由：対象者の無作為抽出日の変更，質問紙配布時期の変更
　　　審査結果：承認（10 月 19 日）
26．変更申請番号 152-2：埼玉県西部地域における新卒訪問看護師育成プログラム開発をめざして
　　　申請者：西岡ひとみ（看護学科）
　　　変更理由：調査対象の訪問看護ステーション数の変更，調査対象者数の変更，謝金額の変更
　　　審査結果：承認（10 月 19 日）
27．変更申請番号 153-2：看護学臨地実習指導者の自己教育力に関する研究…-…指導者の自己教育力のとらえ方…-
　　　申請者：千葉今日子（看護学科）
　　　変更理由：登録観察期間の延長，謝金額の変更
　　　審査結果：承認（2 月 15 日）
28．変更申請番号 155-2：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～重症心身障害児入所施設に

おける栄養アセスメントの実際～
　　　申請者：野田智子（看護学科）
　　　変更理由：調査対象者数の変更，調査期間の延長
　　　審査結果：承認（2 月 15 日）
29．変更申請番号 M-68-2：緩和ケア病棟に勤務する看護師の職業性ストレスとその関連要因
　　　申請者：前川智子（看護学研究科）
　　　変更理由：課題名の変更
　　　審査結果：承認（2 月 15 日）

4．評価と次年度目標
　28 年度の審査件数 29 件うち，新規申請 18 件（内大学院学生の申請 4 件）については，申請の取り下げ（申請番号：
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156）一つを除き，全て承認された．また，変更申請 11 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 44 件のうち，全
ての報告書が提出された．
　29 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，一昨年度から導
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．また，各学
科に適合する「申請書」マニュアルを作成し，申請者が統一的な表現や書式により申請しやすくするとともに，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：H29.3,31）
委　員：千田みゆき（CHIDA,…Miyuki）：看護学科…教授・学科長（任期：H30.3,31）
　　　　村田栄子（MURATA,…Eiko）：臨床検査学科…教授・学科長（任期：H30.3,31）
　　　　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：H30.3,31）
オブザーバー：大野良三（OHNO,…Ryozo）：顧問（任期：H29.3.31）

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 28 年度の活動目標：
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

3．活動報告
（1）平成 28 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 28 年 4 月 20 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 110 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 28 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．国家試験結果の検討と対策
　ウ．進級判定基準の再検討
　以上について，平成 28 年度の要検討事項としてあげ，意見を交換した．
③各種委員会委員の選定
④教育研究費（平成 28 年 2 月末現在）執行状況の確認

（2）平成 28 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 5 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 111 回教授会議事内容の確認と意見交換
②副学科長の任期更新について承認
　　　　　　　　臨床検査学科副学科長　　市岡正適
　　　　　　　　医用生体工学科副学科長　加納　隆
　　　　　　　　理学療法学科副学科長　　藤田博暁
　　　　　　　　　　　　　　　（任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）
③教育研究費（平成 27 年 3 月末現在）執行状況の確認
④学費未納者への対応の報告
⑤ 10 周年記念誌編集の進捗状況報告
⑥私立大学改革支援事業配点区分表について検討

ア．カリキュラムマップ：作成の必要性について学部長および大野顧問より要請があり，8 月中の完成を目標と
する
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（3）平成 28 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 6 月 15 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 112 回教授会議事内容の確認と意見交換
② 29 年度学事予定についての検討
③ 10 周年記念誌の概要を検討
④化学物質リスクアセスメント説明会について報告
⑤私立大学改革総合支援事業配点区分表タイプ 1 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
⑧第 4 次長期総合計画」の策定が完了し配布された冊子を検討

（4）平成 28 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 7 月 20 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 113 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 29 年度学事予定について検討
③環境安全委員会と化学物質管理について意見交換
④ 4 学科のカリキュラムマップの提示と意見交換
⑤ 10 周年記念誌の進捗状況について報告
⑥教育研究経費執行状況の確認

（5）平成 28 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 9 月 21 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 114 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 29 年度学事予定について報告
③教員人事考課について確認
④化学薬品管理について報告
⑤和合教授，加納教授の退任にともなう後任人事について意見交換
⑥学費未納者への対応（報告）
⑦教育研究費（平成 28 年 7 月末現在）執行状況の確認

（6）平成 28 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 10 月 19 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 115 回教授会議事内容の確認と意見交換
②成人看護学教授候補者：佐藤真由美亀田医療大学准教授の選考委員会委員の選出
③大賀淳子教授，藤村博恵准教授，佐々木千佳講師の各昇格を人事委員会に推薦
④ダライ・ラマ法王来学記念講演会の参加人員の検討
⑤定期試験成績の集計業務について意見交換
⑥教育研究費（平成 28 年 8 月末現在）執行状況の確認

（7）平成 28 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 11 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 116 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：ア．大賀淳子准教授の昇格について人事委員会の承認により，資格審査委員会を設置し委員を選出　

イ．藤村博恵講師の昇格についても同様に資格審査委員会を設置し委員を選出
③教員人事：講師資格審査：ア．看護学科　佐々木千佳助教の昇格について審査し，承認　イ．関根由起子先生（埼

玉県立高騰看護学院講師）の講師採用を審査し承認
④今年度一年生の GPA 成績について報告と意見交換
⑤推薦入学指定校の状況について意見交換
⑥教育研究費（平成 28 年 9 月末現在）執行状況の確認

（8）平成 28 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 28 年 12 月 14 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席 1 名，議事録あり）
①第 117 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：臨床検査学科の教授候補者「小野川傑」氏（現杏林大学保健学部准教授）の教授採用について人事委

員会の承認のもとに資格審査委員会を設置し委員を選出
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③教員人事：…
　ア．理学療法学科の大久保雄助教の講師昇格について審議し承認
　イ．医用生体工学科の加納隆教授（今年度で定年）の客員教授申請について承認
　ウ．臨床検査学科の下垣里河助教の講師昇格について人事委員会に推薦
④学則の目的および使命の変更・追加について意見交換
⑤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
⑥教育研究費（平成 28 年 10 月末現在）執行状況の確認

（9）平成 28 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 29 年 1 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 118 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：臨床検査学科下垣里河助教の講師昇格について審議し承認
③教員人事：人事委員会へ上程していた以下の案件はすべて承認された
　臨床検査学科教授候補者；小野川傑
　理学療法学科講師候補者；大久保雄
　医用生体工学科客員教授候補者；加納隆
④退職予定者の報告
　看護学科　高橋公子講師，テイラー栄子助教，山下知子助教
　臨床検査学科　和合治久教授
　医用生体工学科　加納隆教授
　理学業法学科　福田敏幸准教授
⑤教育研究費（平成 28 年 11 月末現在）執行状況の確認
⑥理学療法学科の OSCE について報告と意見交換

（10）平成 28 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 29 年 2 月 15 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 119 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．講師候補者下垣里河助教の昇格は 4 月 1 日発令
　イ．理学療法学科三浦佳代氏の助教採用を承認
④保健医療学部の 3 ポリシーの改訂について意見交換
⑤教育研究費（平成 28 年 12 月末現在）執行状況の確認

（11）平成 28 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 29 年 3 月 15 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 120 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 29 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：看護学科の助教 3 名（今野あかね，中澤沙織，詰坂悦子）採用について承認
⑤教育研究費（平成 29 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 29 年度および平成 30 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：H30.3.31）
委　員　　向田寿光　（MUKAIDA,…Hisamitsu）：基礎医学部門教養教育：准教授（任期：H30.3.31）
委　員　　丸山　敬　（MARAUYAMA,…Kei）：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H30.3.31）
委　員　　依田哲也　（YODA,…Tetsuya）：大学病院口腔外科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　　藤原恵一　（FUJIWARA,…Keiichi）：国際医療センター産婦人科：教授（任期：H30.3.31）
委　員　　鈴木康文　（SUZUKI,…Yasufumi）：情報技術支援推進センター・川越ブランチ：助教（任期：H30.3.31）
委　員　　片桐岳信　（KATAGIRI,…Takenobu）：基礎医学部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：H30.3.31）
委　員　　高橋　俊　（TAKAHASHI,…Shun）：保健医療学部・臨床検査学科：講師（任期：H30.3.31）

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　持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）：卒前医学教育部門長，試験管理室長（任期：H30.3.31）
　委員　　土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：医学教育センター長，教育主任部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：医学教育副センター長，教養教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学教育副センター長，FD 部門長，学生支援室長（任期：H30.3.31）
　　　　　小山政史（OYAMA,…Masafumi）：国際医療センターブランチ長（任期：H30.3.31）
　　　　　加藤　仁（KATO,…Hitoshi）：総合医療センターブランチ長（任期：H30.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：卒後医学教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：教育情報部門長，調査解析室長（任期：H30.3.31）
　　　　　辻　美隆（TSUJI,…Yoshitaka）: シミュレーション教育部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　山田泰子（YAMADA,…Yasuko）：シミュレーション教育部門副部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　向田寿光（MUKAIDA,…Hisamitsu）：教養教育部門副部門長（任期：H30.3.31）
　　　　　間嶋　満（MAJIMA,…Mitsuru）：臨床実習推進室室長（任期：H29.3.31）
　　　　　橋本正良（HASHIMOTO,…Masayoshi）：臨床実習推進室副室長（任期：H30.3.31）
　　　　　渡辺修一（WATANABE,…Shu-Ichi）：カリキュラム室室長（任期：H30.3.31）
　　　　　林　健（HAYASHI,…Takeshi）：試験管理室副室長（任期：H30.3.31）
　　　　　荒関かやの（ARASEKI,…Kayano）：試験管理室副室長（任期：H30.3.31）
　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：副医学部長（任期：H30.3.31）
　　　　　篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：医学部長補佐（任期：H30.3.31）
　　　　　荒木信夫…（ARAKI,…Nobuo）…：図書館長（任期：H30.3.31）
　　　　　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　永島雅文（NAGASHIMA,…Masabumi）：解剖学教授（任期：H30.3.31）
　　　　　柴崎智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：社会医学准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）：教養教育准教授（任期：H30.3.31）
　　　　　茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科教授（任期：H30.3.31）
　　　　　内田和利（UCHIDA.…Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H30.3.31）

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
　28 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．会議での審議事項は，卒前医学教育合同会議，次い
で教員代表者会議に報告された．

4．評価と次年度目標
　カリキュラム，試験，授業評価等，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．昨年
度に比べ，医学教育センター懇談会の機能も移管したため，本学の医学教育全般にわたってより幅広く議論が行われ
た．来年度も継続して教育に関する活発な議論を行っていく．



委員会・会議報告（各種センター）

212

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：H30.3.31）
◇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：H30.3.31）
◇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）
　依田哲也（YODA,…Tetsuya）：研究主任部門（任期：H30.3.31）
　坂本　安（SAKAMOTO,…Yasushi）：共同利用施設運営部門（任期：H30.3.31）
　※岡崎康司（OKAZAKI,…Yasushi）：知財戦略研究推進部門（任期：H30.3.31）
　村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：研究支援管理部門（任期：H30.3.31）
　三谷幸之介（MITANI,…Kohnosuke）：安全管理部門（感染分野）（任期：H30.3.31）
　片桐岳信（KATAGIRI,…TaKenobu）：フェローシップ部門（任期：H30.3.031）
　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：研究評価部門（任期：H30.3.31）
◇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：H30.3.31）
　下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：研究主任部門（任期：H30.3.31）
　海老原康博（EBIHARA,…Yasuhiro）：研究主任部門（任期：H30.3.31）
　佐藤　毅（SATO,…Tuyoshi）：共同利用施設運営部門（任期：H30.3.31）
　※田丸淳一（TAMARU,…Jun-ichi）：共同利用施設運営部門（任期：H30.3.31）
　安河内正文（YASUKOCHI,…Masafumi）：知財戦略研究推進部門（任期：H30.3.31）
　菅原哲雄（SUGAHARA,…Tetsuo）：知財戦略研究推進部門（任期：H30.3.031）
　杉山聡宏（SUGIYAMA,…Tomohiro）：研究支援管理部門（任期：H30.3.31）
　松井政則（MATSUI,…Masanori）：安全管理部門（感染分野）（任期：H30.3.31）
　奥田晶彦（OKUDA,…Akihiko）：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H30.3.31）
　※三谷幸之介（MITANI,…Kounosuke）：安全管理部門（DNA 分野）（任期：H30.3.31）
　森　隆（MORI,…Takashi）：安全管理部門（動物分野）（任期：H30.3.31）
　淡路健雄（AWAJI,…Takeo）：安全管理部門（薬物分野）（任期：H30.3.31）
　小野　啓（ONO,…Hiraku）：安全管理部門（RI 分野）（任期：H30.3.31）
　高田　綾（TAKADA,…Aya）：フェローシップ部門（任期：H30.3.031）
◇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：H30.3.31）
　※田丸淳一（TAMARU,…Jun-ichi）：総合医療センター担当（任期：H30.3.31）
　小林国彦（KOBAYASHI,…Kunihiko）：国際医療センター担当（任期：H30.3.31）
　※岡崎康司（OKAZAKI,…Yasushi）：ゲノム医学研究センター担当（任期：H30.3.31）
　※は重複構成員 ･･･ 計 22 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
◇事務局
　町田早苗（MACHIDA,…Sanae）：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

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
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上程する責務を担っている．平成 28 年度は，センター長を議長として部門長及び副部門長さらにブランチ長と総数
22 名で構成されている．

3．活動報告
◇定期開催

第 116 回：…4 月…8 日（金）出席者 21 名（委任状 4 名）
第 117 回：…5 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
第 118 回：…6 月 14 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
第 119 回：…7 月 12 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
第 120 回：…9 月 13 日（火）出席者 22 名（委任状 2 名）
第 121 回：10 月 11 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
第 122 回：11 月…8 日（火）～ 16 日（水）メール会議　出席者 19 名（未返信 3 名）
第 123 回：12 月…6 日（火）出席者 21 名（委任状 6 名）
第 124 回：…1 月 17 日（火）出席者 21 名（委任状 3 名）
第 125 回：…2 月 14 日（火）～ 20 日（月）メール会議　出席者 20 名（未返信 2 名）
第 126 回：…3 月 14 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 4 名）
　※但し，第 122 回・第 125 回は，電子メールによる会議なので，平均値は実際に集合した 9 開催にて算出した．
◇議事内容
　本会議では，各部門や関連する委員会からの報告と審議，センター長からの報告，研究センター組織内の人事に
係る報告等，大学における研究の基本的方向性やあり方に関する議論を行う場として機能している．
　すなわち，議事は以下に示すような形態を原則として進行する．
　1．医学研究センター長報告
　2．各部門報告
　　①研究主任部門
　　②共同利用施設運営部門
　　③知財戦略研究推進部門
　　④研究支援管理部門
　　⑤安全管理部門
　　⑥フェローシップ部門
　　⑦研究評価部門
　3．その他報告

4．評価と次年度目標
　平成 17 年に医学研究センターの核として設置された本会議は，各部門における部門長と副部門長を中心に構成さ
れ，それぞれが部門の代表という意識で参加している．第 1 回開催は，平成 17 年 11 月 22 日（火）であり今年度
末で第 126 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．会議に参加することが出来ない構成員も即座に情報が伝わる様に会議開催の翌週には，学内ホーム
ページの医学研究センターサイトにおいて議事録を公開している．また，本学における研究のすそ野拡充を目的に設
置した学長裁量による二つの異なる「研究マインド」を今年度も広く学内へ周知していく．
　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：H30.3.31）
　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：H30.3.31）
… 黒川理樹…（KUROKAWA,…Riki）：ゲノム医学研究センター：教授… （任期：H30.3.31）
… 井上　聡…（INOUE,…Satoshi）：ゲノム医学研究センター：客員教授… （任期：H30.3.31）
… 片桐岳信…（KATAGIRI,…Takenobu）：ゲノム医学研究センター：教授… （任期：H30.3.31）
… 三谷幸之介…（MITANI,…Konosuke）：ゲノム医学研究センター：教授… （任期：H30.3.31）
… 三村俊英…（MIMURA,…Toshihide）：大学病院リウマチ膠原病科：教授… （任期：H30.3.31）
… 木崎昌弘…（KIZAKI,…Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授… （任期：H30.3.31）
… 佐伯俊昭（Saeki,…Toshiaki）:…国際医療センター乳腺腫瘍科：教授… （任期：H30.3.31）
　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：室長… 任期：H28.6.30）
… 大沢和弘（OSAWA,…Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター事務室：室長

2．目的
　当委員会は，ゲノム情報及びゲノム技術を基盤に本学の基礎医学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」の効率的運営を強力且つ公正にサポートすべく発足した．
　委員構成は，ゲノム医学研究センター所長を含むコア部門長 6 名，基礎医学部門（平成 28 年度は欠員）及び臨床
医学部門（大学病院，総合医療センター及び国際医療センター）から 3 名の計 9 名と，その他オブザーバーとして，
ゲノム医学研究センター客員教授，プロジェクト研究部門代表者 1 名（年度持ち回り制），RI 実験施設長，実験動物
施設長及び事務局として大学事務部職員の合計 14 名である．
　委員会は，隔月 1 回開催され，規則・細則や方針等につき，積極的討議の上，諸事項全般について最終的決定を行う．
　その主な内容は，①運営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その他重要事項に関すること　などがあり，中には，教員代表者会議での，報告及び承
認等を経て，円滑な運営に資されるものもある．

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 85 回（平成 28 年 5 月 10 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・設備・備品搬入申請，緊急連絡先変更，プロジェクト No 付番，年度末研究成果
審査ついて

　　　　・動物実験小委員会報告について
　　　　・平成 28 年度からの部門間交流研究発表会発表形式について
　　　　・管理者及び管理代行者と緊急連絡網について
　　　　・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
　　　　・大塚拓衆議院議員のゲノム医学研究センター視察について
　　　　・会計検査院の実地検査について
　　　　・ドラフトチャンバーの風速測定結果について
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　　　第 86 回（平成 28 年 7 月 5 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
　　　　・管理者及び管理代行者と緊急連絡網について
　　　　・戦略的研究基盤形成支援事業に係る研究成果報告書等の提出について
　　　　・大塚拓衆議院議員のゲノム医学研究センター視察について
　　　　・会計検査院の実地検査について
　　　　・ゲノム医学研究センター運営委員会事務局の交代について
　　　　・ドラフトチャンバーの風速測定結果について
　　　　・図書館委員からの報告について
　　　第 87 回（平成 28 年 9 月 13 日（火））
　　　於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室…出席 13 人，欠席 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・今年度レーン借用継続，研究スペース契約金額の受益者負担額改定，「埼玉医科
大学ゲノム医学研究センタープロジェクト研究部門利用内規」の改定について

　　　　・第 14 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム進捗状況について
　　　　・オールインワン蛍光顕微鏡の共通機器室への設置について
　　　　・図書館委員からの報告について
　　　第 88 回（平成 28 年 11 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

・プロジェクト研究部門・研究区画使用及び「埼玉医科大学ゲノム医学研究センタープロジェクト研究部門
利用内規」改定について

　　　　・ゲノム医学研究センター教員任期に関する申し合わせ事項改定について
　　　　・第 4 回 Clinical…Science…Forum 開催について
　　　　・教員留学制度による短期留学生の受け入れに関する取り決め事項について
　　　　・遺伝子組換え動物の搬入・譲渡の流れについて
　　　　・ゲノム医学研究センター学外向けホームページ掲載について
　　　　・第 14 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム進捗状況について
　　　　・平成 28 年度私立大学経費等経常費補助金に係る調査について
　　　　・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
　　　　・防火対象物点検報告特定認定審査に伴う検査対応について
　　　　・停電を伴う電気設備点検について
　　　　・ボイラー更新工事について
　　　　・恒温室改修工事について
　　　　・TR 部門今年度研究区画借用について
　　　　・研究者等の特例措置について
　　　　・実験動物用 CT 機器導入について
　　　　・水不足による不具合について
　　　第 89 回（平成 29 年 1 月 17 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…研究区画からの一部撤退について
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　　　　・プロジェクト研究部門…研究区画…追加借用及び設備・備品搬入申請について
　　　　・平成 28 年度年末研究成果審査について
　　　　・TR 部門の研究区画借用願及び機器搬入申請書について
　　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査会日程について
　　　　・第 4 回 Clinical…Science…Forum…開催について
　　　　・ゲノム医学研究センター役割（担当）分担表について
　　　　・第 16 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム企画案について
　　　　・平成 29 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
　　　　・定期清掃について
　　　　・平成 29 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 90 回（平成 29 年 3 月 14 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…設備・備品搬入申請について
　　　　・プロジェクト研究部門…設備・備品搬出報告について
　　　　・平成 28 年度年末研究成果審査について
　　　　・ゲノム医学研究センター教員再任審査結果について
　　　　・TR 部門の研究期間満了及び設備・備品搬出報告について
　　　　・動物実験小員会報告について
　　　　・平成 29 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変更について
　　　　・低温実験室空調工事（室内工事と研究物品退避）について
　　　　・定期清掃について
　　　　・震災対策について
　　　　・消防訓練について
　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 10 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
　　　第 233 回…日　時：平成 28 年 5 月 9 日（月）…16：00…～…17：30
　　　　　　　　講　師：千葉県がんセンター研究所…
　　　　　　　　　　　　所長……永瀬浩喜…先生
　　　　　　　　テーマ：ゲノム配列を標的にした薬剤開発
　　　　　　　　主　催：トランスレーショナルリサーチ部門
　　　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 234 回…日　時：平成 28 年 6 月 22 日（水）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　　講　師：米国ソーク研究所…Gene…Expression…Laboratory
　　　　　　　　　　　　ポストドクトラルフェロー…菱田友昭…先生
　　　　　　　　テーマ：がんの起源細胞に注目した発がん機構解明の試みと未分化胃がんマウスモデルの樹立
　　　　　　　　主　催：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 235 回…日　時：平成 28 年 8 月 23 日（火）16：00 ～ 17：30
　　　　　　　　講　師：長浜バイオ大学…バイオサイエンス学部
　　　　　　　　　　　　教授…白井剛…先生
　　　　　　　　テーマ：疾患メカニズムの解明と創薬応用のための超分子モデリングパイプライン
　　　　　　　　主　催：トランスレーショナルリサーチ部門
　　　　　　　　会　場：ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 236 回…日　時：平成 28 年 11 月 11 日（金）…16：40 ～ 17：40
　　　　　　　　講　師：東京大学…薬学部分子生物学教室
　　　　　　　　　　　　教授…後藤由季子…先生
　　　　　　　　テーマ：神経幹細胞の運命制御
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　　　　　　　　主　催：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂（日高キャンパス）
　　　第 237 回…日　時：平成 28 年 11 月 12 日（土）14：00 ～ 15：00
　　　　　　　　講　師：Wellcome…Trust-Medical…Research…Council…
　　　　　　　　　　　　Stem…Cell…Institute,University…of…Cambridge,UK
　　　　　　　　　　　　シニア研究員…Thorsten…Boroviak…博士
　　　　　　　　テーマ：Emergence…and…dissolution…of…embryonic…potential…in…rodents…and…primates
　　　　　　　　主　催：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂（日高キャンパス）
　　　第 238 回…日　時：平成 28 年 11 月 12 日（土）15：20 ～ 16：20
　　　　　　　　講　師：慶應義塾大学…先端医科学研究所…遺伝子制御研究部門
　　　　　　　　　　　　教授…佐谷秀行…先生
　　　　　　　　テーマ：アクチン細胞骨格の動態変化に基づく細胞分化制御
　　　　　　　　主　催：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　会　場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂（日高キャンパス）
　　　第 239 回…日　時：平成 28 年 12 月 6 日（火）13：00 ～ 14：00
　　　　　　　　講　師：Northwestern…University…Feinberg…School…of…Medicine
　　　　　　　　　　　　Professor…Debabrata…Chakravarti 先生
　　　　　　　　テーマ：Targeting…Nuclear…Receptors…and…Epigenomic…Signaling…in…
　　　　　　　　　　　　Human…Diseases
　　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　　　　　　　会　場：埼玉医科ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 240 回…日　時：平成 29 年 2 月 28 日（火）9：00 ～ 9：30
　　　　　　　　講　師：埼玉医科大学病院…リウマチ膠原病科
　　　　　　　　　　　　講師…荒木靖人…先生
　　　　　　　　テーマ：ヒストン修飾を中心としたエピゲノムとリウマチ性疾患に関した研究
　　　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門…三村チーム
　　　　　　　　会　場：埼玉医科ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 241 回…日　時：平成 29 年 2 月 28 日（火）9：30 ～ 10：00
　　　　　　　　講　師：埼玉医科大学…国際医療センター心臓内科
　　　　　　　　　　　　（リサーチアドミニストレーションセンター）
　　　　　　　　　　　　教授…千本松孝明…先生
　　　　　　　　テーマ : 患者組織初代培養線維芽細胞からのヒト iPS 細胞誘導法の確立
　　　　　　　　主　催：プロジェクト研究部門…千本松チーム
　　　　　　　　会　場：埼玉医科ゲノム医学研究センター…6 階会議室
　　　第 242 回…日　時：平成 29 年 3 月 3 日（金）16：00 ～ 17：00
　　　　　　　　講　師：神戸薬科大学…衛生化学研究室
　　　　　　　　　　　　准教授…中川公恵…先生
　　　　　　　　テーマ : 患者組織初代培養線維芽細胞からのヒト iPS 細胞誘導法の確立
　　　　　　　　主　催：遺伝子情報制御部門
　　　　　　　　会　場：埼玉医科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

　部門間の交流を深めることを目的に，研究員同志のお互いの認識と情報交換を活動基盤として，以下の 9 回の
研究発表会を開催した．

　　　第 1 回… 日　時：平成 28 年 4 月 19 日（火）10：00 ～ 10：30　
　　　　　　　演　者：遺伝子治療部門　
　　　　　　　　　　　助教　太田…尚志
　　　　　　　テーマ：アデノウイルス血清型 65 型の細胞感染機構の解明
　　　第 2 回… 日　時：平成 28 年 5 月 17 日（火）10：00 ～ 11：00
　　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（三村チーム）
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　　　　　　　　　　　講師…荒木…靖人
　　　　　　　テーマ：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
　　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（千本松チーム）
　　　　　　　　　　　教授…千本松孝明
　　　　　　　テーマ：Conversion…of…human…atrial…or…dermal…fibroblasts…into…
　　　　　　　　　　　induced…pluripotent…stem…cells.
　　　第 3 回　日　時：平成 28 年 6 月 21 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　　演　者：遺伝子情報制御部門
　　　　　　　　　　　ポストドクター…水戸部悠一
　　　　　　　テーマ：HTLV-1…bZIP…factor…RNA とタンパク質は細胞増殖，生存に異なる影響を与える
　　　第 4 回　日　時：平成 28 年 7 月 19 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　　演　者：遺伝子構造機能部門
　　　　　　　　　　　助教…米田竜馬
　　　　　　　テーマ：CCND1プロモーター領域から転写される lncRNAと RNA結合タンパク質 TLS による CCND1…
　　　　　　　　　　　mRNAの発現制御機構の解明
　　　第 5 回　日　時：平成 28 年 9 月 20 日（火）10：00 ～ 11：00　
　　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（各務チーム）
　　　　　　　　　　　教授…各務博
　　　　　　　テーマ：Intratumor…heterogeneity…mediated…by…DDX3X…resulted…in…
　　　　　　　　　　　primary…EGFR-TKI…resistance…
　　　　　　　演　者：プロジェクト研究部門（池田チーム）
　　　　　　　　　　　助教…岡部尚志
　　　　　　　テーマ：REV-ERB α…influences…stability…and…nuclear…localization…of…the…glucocorticoid…receptor
　　　第 6 回　日　時：平成 28 年 10 月 18 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　　演　者：病態生理部門
　　　　　　　　　　　ポストドクター…倉谷麻衣
　　　　　　　テーマ：Establishment…of…Tet-On…C2C12…cells…expressing…mutant…ALK2…responsible…for…fibrodysplasia…
　　　　　　　　　　　ossificans…progressiva…
　　　第 7 回　日　時：平成 28 年 12 月 20 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　　演　者：実験動物施設
　　　　　　　　　　　助教　横尾友隆
　　　　　　　テーマ：消化管由来分泌タンパク Betagenin による糖尿病治療効果の解析
　　　第 8 回　日　時：平成 29 年 2 月 21 日（火）10：00 ～ 10：30
　　　　　　　演　者：発生・分化・再生部門
　　　　　　　　　　　助教　平崎正孝
　　　　　　　テーマ：Mbd3…variant…lacking…methyl-CpG…binding…domain…exerts…equivalent…function…to…canonical…　
　　　　　　　　　　　Mbd3…for…preserving…differentiation…potential…of…ESCs
　　　第 9 回　日　時：平成 29 年 3 月 21 日（火）10：00 ～ 11：00
　　　　　　　演　者：ゲノム科学部門
　　　　　　　　　　　講師……松本征仁
　　　　　　　テーマ：Direct… lineage…conversion…of…fibroblasts…into…pancreatic… islet-like…cells…towards…regenerative…
　　　　　　　　　　　medicine…of…diabetes…
　　　　　　　演　者：トランスレーショナルリサーチ部門
　　　　　　　　　　准教授　江口英孝
　　　　　　　テーマ：A…molecular…pathological…analysis…of…hereditary…gastrointestinal…cancer/polyposis…syndromes.
　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）中間報告（2 年目）：
　　　・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）
　　2）中間報告（4 年目）：
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　　　・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）
　　3）成果報告：
　　　・三村俊英チーム（埼玉医科大学病院…リウマチ膠原病科）
　　4）延長申請：
　　　・三村俊英チーム（埼玉医科大学病院…リウマチ膠原病科）
　　5）終了報告：…
　　　・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）
　⑤　プロジェクト研究部門　参加チーム：5 チーム（順不同）
　　1）池田正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
　　　　研究課題：時計遺伝子発現制御と中枢疾患のメカニズム
　　2）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
　　3）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
　　4）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
　　5）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，優
良な成果を目指して運営できるように努力したい．

①平成 29 年度のプロジェクト研究部門は 4 チームの参加となる．国際医療センターにて教育研究棟の運営が新た
に開始された関連から，昨年度より 1 チーム減少した．基礎・臨床と平行しての研究にもかかわらず，一定の
成果を挙げていることは大変すばらしく，今年度もますます期待がかかるところである．環境を整備して，研究
体制を強化したいと考える．

②海外招待演者の講演を含む学術集会を 10 件開催した．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．今後も数多くの開催を目指し，学内外の研究推進目標に向け，積極的な貢献をして参りたい．
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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会議

1．構成員
　議　長　吉本信雄（YOSHIMOTO,…Nobuo）：副理事長（任期：H29.3.31）
　副議長　松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H29.3.31）
　構成員　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：RA センター：教授（任期：H29.3.31）

加藤英政（KATO,…Hidemasa）：RA センター：客員准教授（任期：H29.3.31）
高沢信也（TAKAZAWA,…Shinya）：経理課：課長（任期：H29.3.31）
佐藤勝茂（SATO,…Katsushige）：RA センター：課長（任期：H29.3.31）
仲村由紀子（NAKAMURA,…Yukiko）：RA センター：主任（任期：H29.3.31）
竹村公一（TAKEMURA,…Koichi）：RA センター：主任（任期：～ H28.6.30）
神田春香（KOUDA,…Haruka）RA センター：（H28.7 ～）（任期：H29.3.31）
小鷹徳子（ODAKA,…Noriko）RA センター：（H28.10 ～）（任期：H29.3.31）
中島奈月（NAKAJIMA,…Natsuki）：RA センター：（H28.10 ～）（任期：H29.3.31）
内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：H29.3.31）
松尾有裕（MATSUO,…Arihiro）：大学事務部庶務課：課長（任期：H29.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）：大学事務部教務課：課長（任期：H29.3.31）
小野寺晴美（ONODERA,…Harumi）：大学事務部庶務課：係長（任期：H29.3.31）
井上紗貴（INOUE,…Saki）：大学事務部庶務課（任期：H29.3.31）

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（現在，第 7 条）に則り設置している．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）その他，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 12 回：…4 月…5 日（月）出席者 12 名…オブザーバー 1 名
　第 13 回：…5 月 16 日（月）出席者 11 名…オブザーバー 1 名
　第 14 回：…6 月…6 日（月）出席者 11 名…オブザーバー 1 名
　第 15 回：…7 月 11 日（月）出席者 11 名…オブザーバー 1 名
　第 16 回：…9 月…5 日（月）出席者 10 名…オブザーバー 1 名
　第 17 回：10 月…4 日（月）出席者…8 名…オブザーバー 1 名
　第 18 回：11 月…7 日（月）出席者 10 名…オブザーバー 1 名
　第 19 回：12 月 12 日（月）出席者 10 名…オブザーバー 1 名
　第 20 回：…1 月 16 日（月）出席者 10 名…オブザーバー 1 名
　第 21 回：…2 月…8 日（月）出席者 11 名…オブザーバー 1 名
　第 22 回：…3 月…6 日（月）出席者 10 名…オブザーバー 1 名
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◇主な審議内容
（1）研究費不正・不適切使用防止，研究不正防止の取組みについて
（2）研究倫理教育の実施，理解度確認について
（3）特定認定再生医療等委員会設置について
（4）厚生労働省認定倫理審査委員会構築事業への対応について
（5）麻薬および向精神薬の管理について
（6）慶応義塾大学病院を主幹とする首都圏ＡＲコンソーシアムへの参画について
（7）諸規程の改正について
（8）外国為替及び外国貿易法への対応
（9）その他研究活動推進の取組みについて

4．評価と次年度目標
　RA センターの諸活動，諸課題への対応について協議，情報共有を行った．次年度は業容の拡大が予想される．事
案によっては専門家を招聘し，適切に対応することとする．
詳細にはついては，センター報告を参照されたい．
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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 30 年 3 月 31 日）
加藤木利行（KATOUGI,…Toshiyuki）：副センター長，保健医療学部ブランチ長… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
土田哲也（THUCHIDA,…Tetsuya）：副センター長… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
渡辺修一（WATANABE,…Shu-ichi）：入試問題統括部門長，医学部入試実施委員会委員長，生理学教授
… … （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 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 29 年 3 月まで）
椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：調査・研究・解析部門長，情報技術支援推進セター教授
… … （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
丸木清之（MARUKI,…Kiyoyuki）：広報部門長，理事長… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
田島賢司（TAJIMA,…Kenji）：事務部門長，事務局長… （任期 : 平成 28 年 5 月まで）
茂木　明（MOGI,…Akira）：事務部門長，事務局長… （任期 : 平成 28 年 6 月より平成 30 年 3 月 31 日）
内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：医学部入試事務室長，大学事務部長
… … （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
山川修一郎（YAMAKAWA,…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 6 月まで）
村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：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 7 月より平成 30 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）：短期大学入試委員長，短期大学副学長… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
中村美智子（NAKAMURA,…Michiko）：附属総合医療センター看護専門学校入試責任者，附属総合医療センター看護

　　　　　　　　　　　　　　　　専門学校副校長… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
藤山トキ（FUJIYAMA,…Toki）：埼玉医療福祉会看護専門学校入試責任者，埼玉医療福祉会看護専門学校副校長
… … … （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
市岡正適（ICHIOKA,…Masayuki）：保健医療学部入試実施小委員会委員長，保健医療学部科目出題責任者・国語 , 保

　　　　　　　　　　　　　　…健医療学部教授… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
（渡辺修一）（WATANABE,…Shu-ichi）：医学部問題作成責任者… （任期 : 平成 29 年 3 月まで）
山田健人（YAMADA,…Taketo）：医学部入試実施委員会副委員長 , 医学部面接担当責任者…
… … … （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
向田寿光（MUKAIDA,…Toshimithu）：医学部入試実施委員会副委員長
… … … （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
医学部科目出題責任者：物理… （任期 : 平成 30 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 30 年 3 月 31 日）
森口武史（MORIGUCHI,…Takeshi）：医学部科目出題責任者：化学…（任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
藤森千尋（FUJIMORI,…Chihiro）：医学部科目出題責任者：英語… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
鈴木　正（SUZUKI,…Sei）：医学部科目出題責任者：数学… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
米岡裕美（YONEOKA,…Hiromi）：医学部科目出題責任者：小論文…（任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 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 30 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 30 年 3 月 31 日）
鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）：保健医療学部科目出題責任者：化学… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
上滝圭介（KAMITAKI,…Keisuke）：保健医療学部科目出題責任者：英語… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
金子優子（KANEKO,…Yuko）：保健医療学部科目出題責任者：生物… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
横田政行（YOKOTA,…Masayuki）：短期大学事務担当… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
田中律子（TANAKA,…Rituko）：附属総合医療センター看護専門学校事務担当… （任期：平成 30 年 3 月 31 日）
山口哲郎（YAMAGUTHI,…Tetsurou）：埼玉医療福祉会看護専門学校事務担当… （任期 : 平成 28 年 6 月まで）
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蛭間庄司（HIRUMA,…Shoji）：埼玉医療福祉会看護専門学校事務担当…（任期:平成28年7月より平成30年3月31日）
【オブザーバー】
吉本信雄（YOSIMOTO,…Nobuo）：副理事長… （任期 : 平成 30 年 3 月 31 日）
小室秀樹（KOMURO,…Hideki）：大学事務部顧問… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 30 年 3 月 31 日）
徳元康人（TOKUMOTO,…Yasuhito）: アドミッションセンター講師…（任期 :平成28年4月より平成30年3月31日）
三澤善道（MISAWA,…Yoshimithi）：アドミッションセンター特任講師：生物
長戸康孝（NAGATO,…Yasutaka）：アドミッションセンター特任講師：国語
長谷川浩（HASEGAWA,…Hiroshi）：アドミッションセンター特任講師：国語
池田　豊（IKEDA,…Yutaka）：アドミッションセンター特任講師：化学
齋藤直樹（SAITOU,…Naoki）：アドミッションセンター特任講師：英語
丸山光夫（MARUYAMA,…Mithuo）：アドミッションセンター特任講師：数学
杉山　崇（SUGIYAMA,…Takashi）：アドミッションセンター特任講師：物理

【事務局】
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 30 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 28 年 4 月 26 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 28 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 29 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 28 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：H30.3.31）
委員長… 藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：脳神経外科：教授
副委員長… 魚住尚紀（UOZUMI,…Naonori）：生化学：講師
副委員長… 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
… 茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科：教授
… 木崎昌弘（KIZAKI,…Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授
… 佐伯俊昭（SAEKI,…Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
… 篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：消化器・一般外科：教授
… 千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ：教授
… 田丸淳一（TAMARU,…Junichi）：総合医療センター病理部：教授
… 辻　美隆（TSUJI,…Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授
… 土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：皮膚科：教授
… 堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）：ゲノム医学研究センター：教授
… 三村俊英（MIMURA,…Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授
… 村松俊裕（MURAMATSU,…Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授
… 飯田慎一郎（IIDA,…Shinichiro）：心臓内科：准教授
… 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
… 小澤栄人（KOZAWA,…Eito）：国際医療センター放射線科：准教授
… 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）：名誉教授
… 松本万夫（MATSUMOTO,…Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授
… 田中淳司（TANAKA,…Junji）：放射線科：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 28 年 4 月 6 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 15 人
②第 2 回（平成 28 年 5 月 11 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 10 人
③第 3 回（平成 28 年 6 月 7 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 10 人
④第 4 回（平成 28 年 7 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 11 人
⑤第 5 回（平成 28 年 9 月 6 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 13 人
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⑥第 6 回（平成 28 年 10 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 12 人…
⑦第 7 回（平成 28 年 11 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 13 人…
⑧第 8 回（平成 28 年 12 月 7 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 14 人
⑨第 9 回（平成 29 年 1 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 17 人…
⑩第 10 回（平成 29 年 2 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室…出席者 11 人
⑪第 11 回（平成 29 年 3 月 14 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）医療人育成支援センター運営会議

1．構成員
　（任期：平成 29 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
　　岩永史郎（IWANAGA,…Shirou）… 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（29 年 3 月まで）
　　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…
　　鈴木孝明（SUZUKI,…Takaaki）… 初期臨床研修部門…
　　西村重敬（NISHIMURA,…Shigeyuki）… キャリア形成支援部門（29 年 3 月まで）
　　坂口浩三（SAKAGUCHI,…Hirozo）… 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
　　柴﨑智美（SHIBASAKI,…Satomi）… 地域医学推進センター
　　高橋幸子（TAKAHASHI,…Sachiko）… 地域医学推進センター
　　辻　美隆（TSUJI,…Yoshitaka）… シミュレーション教育部門…部門長，卒前部門
　　林　健（HAYASHI,…Takeshi）… 地域枠奨学金部門…部門長（28 年 11 月より）
　　村田正樹（MIRATA,…Masaki）… 大学事務部学生課
　　田島契司（TAJIMA,…Keiji）… 病院群臨床研修センター事務室
　　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（28 年 6 月まで）
　　大澤みゆき（OOSAWA,…Miyuki）… 大学病院　臨床研修センター事務室（28 年 7 月から）
　　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
　　小川英明（OGAWA,…Hideaki）… 国際医療センター　臨床研修センター（29 年 3 月まで）
　　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 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教
員代表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
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（1）第 66 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 4 月 18 日　TV 会議　出席者 19 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のメンターについて，採用時オリエンテーションに

ついて，女性医師の専門医取得・働き方についてなど
（2）第 67 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 5 月 16 日　TV 会議　出席者 16 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のメンター顔合わせ会について，シミュレーション

部門年間講習会の予定について，同窓会会報紙へ情報発信についてなど
（3）第 68 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 6 月 20 日　TV 会議　出席者 17 名
　議事：新専門医制度プログラム説明会開催について，マッチング説明会・広報活動について，埼玉県地域枠奨学

金受給者の選考について，女性医師就業支援制度の同窓会会報誌掲載についてなど
（4）第 69 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 7 月 11 日　TV 会議　出席者 18 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への対応について，マッチング ･ 広報活動について，

文科省による地域医療教育の調査についてなど
（5）第 70 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 9 月 12 日　TV 会議　出席者 21 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への対応について，今年度のマッチング状況につい

て，女性医師就業支援制度の同窓会会報誌掲載について，医療人育成支援センター学外向け HP について，越華
祭への埼玉県女性医師支援部門出展について，病院群指導医講習会についてなど

（6）第 71 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 10 月 17 日　TV 会議　出席者 18 名
　議事：埼玉県地域枠奨学金受給者への対応について，マッチング中間公表・広報活動について，腹部超音波・消

化管内視鏡実践セミナー開催について，優秀研修医海外留学制度についてなど
（7）第 72 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 11 月 28 日　TV 会議　出席者 18 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への対応について，3 病院マッチング結果状況につ

いて，地域枠奨学金部門の追加についてなど
（8）第 73 回医療人育成支援センター運営会議：平成 28 年 12 月 19 日　TV 会議　出席者 18 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，女性医師相談窓

口について，IPE についてなど
（9）第 74 回医療人育成支援センター運営会議：平成 29 年 1 月 16 日　TV 会議　出席者 19 名
　議事：専門医研修体制について，スキルスラボの年間計画について，埼玉県地域枠奨学金受給者への対応につい

て，初期研修の 3 病院での相違についてなど
（10）第 75 回医療人育成支援センター運営会議：平成 29 年 2 月 20 日　TV 会議　出席者 19 名
　議事：専門医研修体制について，優秀研修医海外留学制度の名称変更について，3 病院のシミュレーションセン

ターについて，医療人育成支援センター HP についてなど
（11）第 76 回医療人育成支援センター運営会議：平成 29 年 3 月 13 日　TV 会議　出席者 18 名
　議事：専門医研修体制について，医学生への対応について，女性医師支援活動について，埼玉県地域枠奨学金受

給者への対応についてなど
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 28 年 12 月 10 日（土）参加者 6 名
　　　（大学病院 5 名，国際医療センター 1 名）

4．評価と次年度目標
　埼玉医科大学…医療人育成支援センターは，平成 22 年 4 月に組織された．
　医療人育成支援センターの目的は，今までの “医師” における卒前教育―卒後研修に加えて生涯研修も担い，教育，
研修において中心的な役割を果たし 1）地域の中核病院として地域で双方向循環研修を実施し専門医，総合医を育成
する，2）卒業生の卒後の動向を追跡し，適切な人材供給源となる機能をもつ，3）生涯研修を実施しながら，新技
術や医療安全，医療倫理研修等を支援する，4）女性医師の再教育あるいは休職からの復職プログラムの実施等を支
援する等，国や地域，卒業生等から大学内にこれら課題を担う組織を作ることの要望が多く寄せられ設置された．
　本学で開催したイベントは，12 月 10 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 6 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
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も促していきたい．
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大学院

1．大学院…医学研究科

　本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．高
度で最先端の基礎的・臨床的医学研究に従事し，豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標
に掲げ，平成 29 年 3 月末現在 1352 件の学位（博士）を授与し，多くの医学・医療のスペシャリストを送り出して
きた．
　平成 22 年 4 月に修士課程が新設され，医学研究科には従来の博士課程に加えて修士課程が併設された．医学研究
科修士課程は，医学に係わる分野において，幅広く深い学識の涵養を図るとともに，生命の尊厳に関する高い倫理性
を持ち，学際分野へも対応可能な専門的研究能力と高い専門性が求められる職業等に必要な卓越した能力を担うこと
を目標に掲げ，平成 29 年 3 月末現在 58 件の学位（修士）を授与した．
　平成 28 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
本山仁美（MOTOYAMA,…Hitomi）：准教授：大学院教員（大学院）：成人看護学：修士
阿久澤智恵子（AKUZAWA,…Chieko）：講師：大学院教員（大学院）：小児看護学：修士
佐鹿孝子（SASHIKA,…Takako）：客員教授：大学院教員（大学院）：看護理論：博士

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．

小児看護学領域：特論では，小児看護学に関する諸理論と方法論を学修し，高度実践看護師としての課題分析力を
身につけることを目的とする．演習では，高度看護実践者としての研究方法や研究手法を学修し，各自の研究課題を
明確にすることを目的とする．特別研究，課題研究では，特論，演習，実習での学習を基に，小児看護および母子保
健に関する各自の研究課題を設定し，研究プロセスを学修しながら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：地域看護学特論では，地域看護学の基本となる概念及び理論，個人，家族，コミュニティの
健康状況の把握，健康ニーズの分析，地域保健活動あるいは看護介入の方法，地域資源の開発について学び，演習で
は，特別講師の講義や国内外の文献検討から地域看護活動の課題を考察し，地域看護学研究の動向を把握するととも
に，理論と実践を結びつけて，選択した地域看護活動の現場で活動の一部を実施し評価し，理解を深める．特別研究
では，これらの学修に基づき，研究課題・計画を明確にし，研究のプロセスを学び修士論文を作成する．
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）



231

看護学研究科

・人体統合機能論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木正彦，金子優子，北村邦男）
・看護政策論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木英子）

【専門科目】
・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 ～ 2 年生，6 単位 270 時間（大賀淳子，大澤優子）
・精神保健看護学課題研究：2 年生，4 単位 120 時間（大賀淳子）
・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）
・小児看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（野田智子）
・小児看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（野田智子）
・小児看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（野田智子，阿久澤智恵子，大西頼子）
・小児看護学演習Ⅱ：1 ～ 2 年生，3 単位 90 時間（野田智子，鈴木雅子，大内道晴，島田由美）

2-3．達成度
成人看護学領域：今年度は所属する学生がなく，開講しなかった．
小児看護学領域：学生 1 名が入学し，小児看護学特論Ⅰ・Ⅱ，小児看護学演習Ⅰ・Ⅱを開講した．小児看護学特論Ⅰ・

Ⅱでは，小児看護学の基盤となる子どもを取り巻く環境，理論，倫理について学修するとともに，文献学習を行い，
小児看護実践のための課題分析力を身につけることができた．基礎看護学演習Ⅰ・Ⅱでは，心理学の専門職や臨床看
護師を講師に招き，近年の臨床現場における小児看護学の課題について理解を深め，自己の研究課題の明確化につな
げることができた．

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を終了し
た．特論および演習では，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た．
1 年次（1 名）の精神保健看護学実習では，役割実習を行って，精神科 CNS の 6 つの役割を具体的に学んだ．また，
2 年次（1 名）の精神保健看護学実習では，精神科 CNS のスーパービジョンを受けながら，症例へのコンサルテーショ
ンやコーディネーションを体験した．精神保健看護学課題研究では，1 名の学生が量的研究に取り組み，修士論文を
提出し合格した．

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，2 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．また，前年度に終了した学生の学会発表のための指導を行い，1 名全員が学会発表を行うことができた．

地域活動看護学領域：今年度は所属する学生がなく，科目を開講しなかった．前年度に終了した学生の学会発表の
ための指導を行い，4 名全員が学会発表を行った．
2-4．自己評価と次年度計画

成人看護学領域：がん看護学およびクリティカルケア学の専任教授不在のため，専門領域は開講しなかった．次年
度は，がん看護学教授が就任する予定である．

小児看護学領域：…学生 1 名であったが，臨床の外部講師を招き，臨床現場における具体的なテーマを授業に取り
上げ検討することができた．次年度は，基本的な研究のプロセスに沿った指導を行い，学生が修士論文を完成できる
よう努めたい．

精神保健看護学領域：修了生 1 名に対し，精神看護 CNS を講師に迎え，フォローアップ研修を行い，CNS の申請
に向けての支援を行うことができた．CNS の申請に至っていない過去の修了生 3 名への申請へのフォローが今後の
課題である．

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
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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 2 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．

地域活動看護学領域：4 名の前年度修了生の全員が学会で発表を行った．次年度は論文のパブリッシュを目指す．
28 年度は新入生がなく，引き続き学生獲得に努める．29 年度は，領域を変更して所属する学生が，特論から専門の
科目を履修する予定であるので，学習効果が実感できるような教育を展開したい．

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
職後の教員補充ができず，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．しかし，次年度は当該領域
の教授を採用できたので，がん看護学が開講できる予定である．
　学生による授業評価に基づき，教員顕彰を開始した．既存の授業評価表は教員顕彰を踏まえたものではないので，
次年度は見直していく必要がある．
　第 4 次長期総合計画に沿って，専門看護師教育課程の新規申請および新たな領域あるいは博士課程の開講などを
検討するための，ニーズ調査を行った．その結果，博士課程の設置については，ニーズが高いとは言えない状況であっ
た．次年度は，この調査結果に基づき，さらに検討を進めていく．また，専門看護師課程の更新に向けた準備を進め
ていく．
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3．臨床腫瘍学（がんプロ）

1．構成員
　組織コーディネーター兼実務マネージャー：
　　佐伯俊昭（SAEKI,…Toshiaki）: 教授（包括的がんセンター長，国際医療センター・乳腺腫瘍科）
　コース・分担責任者：
　　腫瘍外科学指導者コース：
　　　佐伯俊昭（同上）
　　集学的臨床腫瘍学指導者コース：
　　　畝川芳彦（SEGAWA,…Yoshihiko）：教授（国際医療センター・腫瘍内科）
　　放射線・粒子線腫瘍学指導者コース：
　　　加藤真吾（KATO,…Shingo）：教授（国際医療センター・放射線腫瘍科）
　　包括的がん治療・ケア医療者・指導者コース：
　　　佐伯俊昭（同上）
　　高度実践看護学（がん看護）コース：
　　　千田みゆき（CHIDA,…Miyuki）：教授（保健医療学部看護学科）
　　がん医療開発研究指導者コース：
　　　小林国彦（KOBAYASHI,…Kunihiko）：教授（国際医療センター・呼吸器内科）
　　総合がん治療医療人養成コース（インテンシブコース）：
　　　佐伯俊昭（同上）
　　がん緩和ケア多職種養成コース（インテンシブコース）：
　　　本山仁美（MOTOYAMA,…Hitomi）：准教授（保健医療学部看護学科）
　　がん指導薬剤師養成コース（インテンシブコース）：
　　　佐伯俊昭（同上）
　　e- ラーニング担当：
　　　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：教授（情報技術支援推進センター）
　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
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
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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28年度入学者は1名であった．平成24年度に採択され本年度で終了となる第2期がんプロ（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」）においては，5 年間で 13 名の大学院生を受
け入れた．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，今年度は「放射線・粒子線腫瘍学指導者コース」1 名，「包括的がん治療・ケア医療者・指導者コース」1 名，
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を行った．
　また，平成 28 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「平成 28 年度がん緩和ケア
多職種養成コース」を開講し，本学を含む県内の医療機関・関連施設等から計 30 名の医師，看護師，薬剤師，社会
福祉士，医療系大学生などの参加者を集めることができた．平成 24 年度に設置され毎年度開講されたこのインテン
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，総合診療・地域医療科，薬剤部，がん相談
支援センターおよび，保健医療学部などの複数部署の連携によって行われ，がん治療における緩和ケアの多職種連携
の更なる強化に貢献できたと考えられる．
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1．教養教育（英語，物理，生物，化学）

1．構成員
村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：教授，運営責任者：生化学：博士
＜物理学＞

向田寿光（MUKAIDA,…Hisamitsu）：准教授：研究員，教育員：場の理論，物理教育：博士
鈴木　正（SUZUKI,…Sei）：講師：研究員，教育副主任：物性理論，物理教育：博士
西脇洋一（NISHIWAKI,…Yoichi）：講師：研究副主任，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＞
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
村上　元（MURAKAMI,…Gen）：講師：神経科学 ,…博士

＜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
川村勇樹…（KAWAMURA,…Yuuki）：講師：教育員・研究員：生物学，微細形態学：博士
大間陽子（OMA,…Yoko）：講師：教育員・研究員：病態生化学：博士

＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI,…Chihiro）：H28 年 4 月 1 日講師から准教授に昇格：教育副主任・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）：講師：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA,…Yoshihito）：助教：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
林　禅之（HAYASHI,…Noriyuki）：非常勤講師
早瀬沙織（HAYASE,…Saori）：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
Lucinda…Powers：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：博士

2．教育
　教養教育基本学科は，教養教育部門の新規設立に併せ，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．
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＜研究セミナー＞
　教員間で互いの研究における専門性を尊重した上での相互理解を図る目的で，研究セミナーを年に 2 回，開催した．
いずれも場所は 7 号館 1 階会議室
　第 13 回（通算）：11 月 29 日（火）16：00 ～ 17：00
　　村上　元　「感情と物質：報酬物質ドーパミン」
　第 14 回：2 月 22 日（水）16：10 ～ 17：00
　　森口武史　「Two…Months…UQ（留学報告）」
＜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）動的相転移の性質および起源を明らかにする．
4）磁性相互作用のあるランダムエネルギー模型のレプリカ対称性の破れについて研究を進める．
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．
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および新規有機分子の合成過程の追跡と分子設計
・村上　元：母体免疫活性化による…ドーパミンシステムへの影響の解析

＜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，国内外の学会や研究会での発表，紀要や学会誌への投稿，及び図書出版など
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），Arnab…Das，Asim…Ghosh（IACS）
7）量子相転移近傍のダイナミクス：鈴木　正（埼玉医大），Amit…Dutta，Shraddha…Sharma，Tanay…Nag（IIT…

Kanpur）
8）複合体の競合選択による自然情報の自己集積について：赤間啓一（埼玉医大）

＜化学＞
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・森口武史：太平化学産業（株）および富士シリシア化学（株）との共同研究
・土田敦子：お茶の水女子大学，中央大学，および近畿大学との共同研究
・村上　元：東京大学，帝京大学，浜松医科大学，宮崎大学との共同研究

＜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）の普及活動は，そ
の後も大正初期にも継続して全国規模で行われた．この背景には，1907（明治 41）年 4 月から実施された尋常
小学校理科 5，6 年必修という法的な措置が有力な要因となったことを明らかにした．

3）これまでに誰も調べていない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．結果を論文にまとめた．

4）ランダムエネルギー模型の自由エネルギーについて，厳密な導出方法を理解した．
5）磁気秩序を持つ強誘電体の誘電測定から，秩序相における誘電性を明らかにした．
6）量子アニーリングにおける環境の効果を調べるための新しい数値計算手法を開発した．
7）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調べた．
8）自然界における情報集積は，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，様々な原子，イオン，分子，原子核などの持つ情報，情報量，効果度についてさらに詳しく検討し，理論
的整備を行った．

＜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 および C-C 活性化機構の解明と新規触媒の構築…（お茶の水女子大学
および中央大学との研究）．アレン型ゼルンボンの多様な反応性の解明（近畿大学との共同研究）

・村上　元：免疫不全マウスではドーパミンの主な作用先である側坐核の神経細胞において，ドーパミン受容体
の発現量が増加しており，神経活動が活性化していることを発見した（浜松医科大学，宮崎大学との共同研究）．
また以前のテーマである女性ホルモンであるエストロゲンの神経シナプスへの影響に関して，本，論文を執筆し
ている（東京大学，帝京大学との共同研究）．

＜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．

＜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
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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 .…その他の活動として , 国際交流センターでの語学研修の企画・実施
を担当している他，大学倫理審査委員会の委員として倫理審査にも携わっている．

・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：長期間継続している学校と地域の協働の取り組みの事例調査を行い , これを「意思決定への参加」「学
校支援への参加」という 2つ軸において , 時間的なプロセス及び推進力・抑止力という観点から分析を行った . ま
た , 研究成果をまとめたリーフレットを作成し , ホームページで公開した .

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）の普及活動の成果について，1907（明治 41）年 4 月から実施された尋常
小学校理科 5，6 年必修という法的な措置が有力な要因となったことを明らかにしたが，必修理科が及ぼす波及
効果を当時の群馬県の小学校教員および生徒による児童実験奨励の実態を解明予定．

3）無限レンジ模型における動的相転移について理解が深まったが，動的相転移がどのような実験的現象を伴うの
かについては不明な点が多い．この点について今後研究を進める．

4）磁性相互作用を持つランダムエネルギー模型の数学的に厳密な手法を理解する．
5）研究対象物質の一部で良好な実験結果が得られた．次年度は，引き続き広い対象物質に同様な実験を行う．
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）環境と相互作用す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．
8）情報集積の理論体系を確立することを目指して，因果関係論理学に基づく情報の定義を試みる．

＜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 :…いずれの研究も滞りなく進展している．次年度も継続して実施する．
・村上　元：…昨年度は実験系のセットアップをおこなった．次年度も計画通り進めていく予定である．

＜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．
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における言語産出の測定とプログラム評価をまとめた．また基礎科学系，基礎医学系，臨
床医学系教員との横の連携による医学専門書読解力養成のためのプログラムの開発・実践に加え，外国人講師
による医学専門内容に関するスピーキングやプレゼンテーション能力育成プログラムとの連携，及び 1 年から 4
年までの医学英語カリキュラム全体の縦の連携を進めた．カリキュラムの縦と横のフレームワークはほぼ出来上
がったため，今後は中身の質の向上を図るとともに，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．
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・Chad　Godfrey：内容と言語スキルの統合による言語学習である CLIL に関して，フィンランドの学校訪問やワー
クショップに参加し，そこで得た知見をもとに ,…Presentation の授業改善と評価基準の作成を行った．また，6 名，
かかえている外国人非常勤講師を統括して，それらの情報を共有した．更に，上級学年の医学英語カリキュラム
開発にも参画しており，来年度は更に整備を進める．

・種田佳紀：28 年度には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を推し進めることができたので，これを一層推進するととも
に，ブラッシュアップしていきたい．また研究では医療倫理や研究倫理でしばしば扱われる自己所有権問題につ
いて，基礎的な観点から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，学術表現の効率的な指導法と，教員による評価のゆらぎを最小化する手法，そして授業の教
育効果について検討・分析していく．

＜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：学校と地域の協働にかぎらず , 地域との協働に関する様々な制度や仕組み , モデルがその地域に定着

する上で必要な条件 , 要因 , プロセスなどを明らかにしていきたい .

4．診療　該当なし

5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員　
＜物理学＞

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（勝浦一雄）
Modern…Physics…Letter…A，査読（赤間啓一）
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．…Journal…of…Colloid…and…Interface…Science（Elsevier）

および Phosphorus…Research…Bulletin…（日本無機リン化学会）の 1 件ずつを査読 .
・土田敦子 :…化学と教育（日本化学会）…編集委員 .
・村上　元：Current…Psychiatry…Review，査読

＜生物＞
Frontiers…in…Plant…Science，査読（大間陽子）

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）

＜化学＞
・森口武史：日本無機リン化学会評議員

＜英語＞
慶応義塾大学・理工学部非常勤講師（英語）（伊澤宜仁）
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明治大学・総合数理学部非常勤講師　（英語）　（Chad…Godfrey）
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　Tomoyuki…Obuchi,…Sei…Suzuki…and…Kazutaka…Takahashi,…Complex…semiclassical…analysis…of…the…Loschmidt…
amplitude…and…dynamical…quantum…phase…transitions,…arXiv:1702.05396…（2017）.

②国際会議発表　Sei…Suzuki,…Universal…scaling…for…a…quantum…discontinuity…critical…point…and…an…adiabatic…time…
evolution,… 招 待 講 演 ,…Workshop…on…Theory…and…Practice…of…Adiabatic…Quantum…Computers…and…Quantum…
Simulation,…2016 年 8 月 25 日 ,…Abdus…Salam…International…Centre…for…Theoretical…Physics…（ICTP）,…Trieste,…Italy

③学会発表　鈴木正，小渕智之，高橋和孝，根来誠，量子クエンチに伴う動的相転移の平均場理論，日本物理学会
2016 年秋季大会，2016 年 9 月 15 日，金沢大学

④学会発表　鈴木正，熱浴と相互作用する系の量子アニーリング，日本物理学会第 72 回年次大会，2017 年 3 月
17 日，大阪大学

⑤学会発表：高橋　浩（群馬大院理工）*, 赤羽…明（埼玉医大医）,…所澤　潤（東京未来大）,…玉置豊美（数理設計研）：「生
徒の筆記帳から探る明治 15 年頃の東京女子師範学校の物理学教育」，日本科学史学会（2016 年度）第 63 回年会・
総会　研究発表講演要旨集，G11,p44.* 登壇者 . 工学院大学新宿校舎（東京都新宿区 8）5/29

⑥学会発表：赤羽　明（埼玉医大医）*, 高橋　浩（群馬大院理工），所澤潤（東京未来大），玉置豊美（数理設計研）：「明
治・大正期の物理実験テーマの変遷―後藤牧太の物理教科書を中心に―」, 日本物理学会 2016 年秋の研究会（金
沢大学）2016/9/13-16,15aKB1, 日本物理学会講演概要集第 71 巻第 2 号第 2 分冊 15aKB-1，p．3186，2016
年 9 月 15 日 ,CD 掲載頁 *　登壇者 .

⑦学会発表：高橋　浩（群馬大院理工）*，赤羽　明（埼玉医大医）,…所澤　潤（東京未来大）,…玉置豊美（数理設計研）：
「実験教科書『太田代定量物理学』から探る大正期の物理実験教育」, 日本物理学会第 72 回年会（大阪大豊中キャ
ンパス），2017/3/20,"20aC113，日本物理学会講演概要集第 72 巻第 2 号第 2 分冊，p．3388，2017．3．CD
掲載頁 ".

⑧学会発表…赤間啓一，自然界における情報集積の起源，日本物理学会 2016 年秋季大会，2016 年 9 月 13 日，金
沢大学

⑨学会発表…赤間啓一，原子，分子，原子核の自己維持情報の情報量と効果，日本物理学会第 72 回年次大会，
2017 年 3 月 18 日，大阪大学

⑩原著　Y.…Nishiwaki,…M.…Tokunaga,…R.…Sakakura,…S.…Takeyama,…T.…Kato,…and…K.…Iio,…Electric…Polarization…Induced…by…
Spin…Ordering…under…Magnetic…Fields…in…Distorted…Triangular…Lattice…Antiferromagnet…RbCoBr3,…J.…Phys.…Soc.…Jpn.…
86…044701…（2017）.…

【総数：論文 2 件，学会発表…9…件】
＜化学＞

①森口武史，中川草平．ビスマス処理型ヒドロキシアパタイトを触媒とした水中における色素の光フェントン様反
応．日本化学会第 97 春季年会．2017 年 3 月 17 日，慶應義塾大学（横浜）.

② M.…Itazaki,…N.…Tsuchida,Y.…Shigesato,…K.…Takano,…and…H.…Nakazawa,…R/X…exchange…reactions…in…cis-[M（R）2{P（X）
（NMeCH2）2}2]（M…=…Pd,…Pt）,…via…a…phosphenium…intermediate,…Dalton…Transactions,…45,…19216-19220,…2016

③ A.…Suzuki,…T.…Arai,…K.… Ikenaga,…Y.…Mutho,…N.…Tsuchida,…S.…Saito,…and…Y.Ishii,…A…ruthenium…tellurocarbonyl（CTe）…
complex…with…a…cyclipentadienyl…ligand:…systematic…studies…of…a…series…of…chalkogenocarbonyl…complexes…[CpRuCl

（CE）（H2IMes）]（E…=…O,…S,…Se,…Te）,…Dalton…Transaction,…46,…44-48,…2017
④ N.…Tsuchida,…Y.…UDAKA,…M.…Fukushima,…T.…Kitayama,…DFT…study…on…the…ring…contraction…reaction…of…zerumbone…

derivatives,…日本化学会第 97 春季年会，2017 年 3 月 16 日，慶應大学（横浜）
【総数：論文…2 件 ,…学会発表…2 件】

＜生物学＞
原著論文
① Sonobe…H,…Obinata…T,…Minokawa…T,…Haruta…T… ,Kawamura…Y… ,Wakatsuki…S…and…Sato…N,…Characterization…of…
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paramyosin…and…thin…filaments… in…the…smooth…muscle…of…acorn…worm,…a…member…of…hemichordates.…Journal…of…
Biochemistry,…vol.160,…3…pp.…369-379,…2016

学会発表
② Yoshihito…Yamazaki,…Yuuki…Kawamura,…A…GFAP-like…gene…is…expressed…in…the…brain…of…the…Japanese…newt…Cynops…

pyrrhogaster,…The… joint…meeting…of… the…22nd…International…Congress…of…Zoology…and…the…87th…Meeting…of… the…
Zoological…Society…of…Japan,…Nov.…2016,…Okinawa,…Japan…

③川村勇樹 ,…佐藤義文 ,…辻美隆 ,…高平修二 ,…岸田全人 ,…有田和恵 ,…大西京子 ,…山田泰子 ,…森　茂久 ,…土田哲也 .…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（第二報）．第 4 回日本シミュレーション医療教育学会学
術大会，2016 年 9 月，静岡（浜松医科大学）

④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　茂久 ,…間嶋　満 ,…荒木信夫 ,…土田哲
也 . 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 4 報）第 48 回　日本医学教育
学会大会，2016 年 7 月，大阪

【総数：論文 1 件 ,…学会発表 3 件】
＜英語＞

①藤森千尋…（FUJIMORI…Chihiro）:……Willingness,…Self-Efficacy,…and…Performance…in…Essay…Writing…Class…（Association…
of…American…Applied…Linguistics,…p.…87…（p.564-4）,…At…Orland…Hilton…Hotel,…Orlando…in…Florida,…USA,…April…12th,…
2016）

②藤森千尋 :　医学英語授業における専門的知識と英語運用スキルのバランス　Balance…of…Medical…Scientific…
Knowledge…and…English…Performance…Skills… in…a…Medical…English…Program　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　（第 48 回　日本医学教育学会大会　大阪医科大学　発表抄録
集 p.…231　2016 年 7 月 30 日）　　

③藤森千尋 :　学習意欲・自己効力感・有用感・学習方略及び学業成果の関連：自律的学習者育成に向けた授業プ
ログラム評価のキー概念　　（日本教育心理学会第 58 回総会　香川大会　サンポートホール高松・かがわ国際
会議場　発表抄録 p.436　2016 年 10 月 9 日）　

④藤森千尋…（FUJIMORI…Chihiro）:……ESP…Reading…Programs…for…Medical…University…Students:…Medical…Knowledge…
and…English…Language… Integrated…Learning　AAAL　2017,… …March…19… …Portland…Marriott…Hotel…Downtown…
Waterfront,…Portland…at…Oregon,…USA）　

⑤ Chad…Godfrey:……Sasajima,…Godfrey…&…Kojima.…Better…Language…Learning:…Input…and…Output…Opportunities…Through…
“CLIL…Human…Biology” .…JACET…Kanto…10th…Anniversary…Convention…Program.…Tokyo,…Japan…（July…3,…2016）

⑥種田佳紀（Yoshiki…Oida）:…Two…Interpretations…of…Utilitarianism,…ISUS…Conference リールカトリック大学　2016
年 7 月 8 日　

【学会発表…6 件】　　
＜総合教育＞

①中平健祐「e-learning システムを用いた生理学実習の質向上に影響する要因の検討」第 48 回日本医学教育学会
大会，2016 年 7 月，大阪

②米岡裕美「多人数での全員参加型ポスターセッションの運用と効果」第48回日本医学教育学会大会 ,2016年7月 ,
大阪

③米岡裕美「学校と地域の協働システムの生成及び定着プロセス」日本教育行政学会　第 51 回研究大会，2015
年 10 月，大阪大学

【総数 : 学会発表…3 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）…100 万円

＜化学＞
①村上元　文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B）），「ウイルス脳内感染による薬物依存脆弱性の亢進」，課

題番号 15K19164，…（研究代表者）195 万円
②村上元　文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）），「脳に発現する免疫分子 MHC の注意欠如・多動性障害



教養教育（英語，物理，生物，化学）

242

への関与」，課題番号 15K09862，…（研究分担者）52 万円
＜生物学＞

1）平成 25 ～ 29 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 27 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）平成 28 年度分　700,000 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
＜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＞
　教育面では，新カリキュラム体制となり，Web…Class を活用した講義，実習内容の充実化，プレゼンテーションに
力を入れた．1 学期は特に問題はなかったが，2 学期に入り，モチベーションの低下した学生が散見されたので，指
導方法，学習内容の改善が望まれる．研究面においては，各人が日々努力を続けている．
＜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＞
　この 2 ～ 3 年，毎年のようにメンバーが入れ替わったが，今年度は専任 4 名が定着し，安定して，スムーズな運
営がなされた．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った．1 年から 4 年までの医学英語ユ
ニットは専門科目内容と英語運用スキルとを連動させた内容・言語統合型の英語教育カリキュラムであるが，各サブ
ユニットリーダーが密に連絡を取り合って協力し，成果は着実に上がっている．必修科目カリキュラムの方は医学英
語カリキュラムのフレームワークがほぼ出来上がってきたため，今後は選択科目や課外プロなどの活用も含め，各学
習者の英語学習目的に応じた目標設定と自律的学習をどのように促すかが課題である．
＜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，今年度から新規に設置された「科学的
思考と表現」ユニットを , 総合教育の教員及び英語の教員（藤森 , 種田 , 伊澤）が協働して実施し , 来年度に向けた改
善点の検討を行った . 今後も，専門性の異なるメンバーの意見を合わせて新しいものをつくりだす活動を積極的に続
けたいと考えている．
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2．解剖学

1．構成員
永島雅文（NAGASHIMA,…Masabumi）：教授：運営責任者：教育主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：臨床解…
　　　　　　　　　　　　　　　　　……剖学，伝導路の発生：博士
穐田真澄（AKITA,…Masumi）：教授（中央研究施設形態部門，解剖学兼担）：血管新生：博士
駒﨑伸二（KOMAZAKI,…Shinji）：准教授：教育員，研究員：指導教員（大学院）：発生生物学，細胞生物学：博士
藤田恵子…（FUJITA,…Keiko）：准教授：教育副主任，研究員：指導教員（大学院）：細胞生物学，血管新生：博士
髙野和敬（TAKANO,…Kazuhiro）：講師：教育員，研究副主任：指導教員（大学院）：発生生物学：博士
栗﨑知浩（KURISAKI,…Tomohiro）：講師：教育員，研究員：指導教員（大学院）：細胞生物学：博士
矢部勝弘（YABE,…Katsuhiro）：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
松本英子…（MATSUMOTO,…Hideko）：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
青地英和（AOCHI,…Hidekazu）：助教：教育員，研究員：修士
助手：猪股玲子（INOMATA,…Reiko），藤田一正…（FUJITA,…Kazumasa），亀澤一（KAMEZAWA,…Hajime）
大学院生：高橋知子（TAKAHASHI,…Tomoko）
客員教授：松村讓兒（MATSUMURA,…George），寺島俊雄（TERASHIMA,…Toshio）
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・キャリアデザイン），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）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﨑，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」の 2 点である．特に体験学習として組織学標本およ
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，栗﨑が細胞生物学 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．医科学への道すじコースでは，医科学入門ユニッ
トで栗﨑がユニットディレクター補佐を務めた．医科学の探索ユニットでは，栗﨑，栗﨑，青地がテュータを務めた．
　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，キャリアデザイン，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（2,3,4 年生）と「キャリアデザイン」ユニット（1 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 限を永島が担当した．
　課外学習プログラムとして，8 月に第 14 回臨床解剖セミナーを開催した．解剖学教員のほか，臨床系教員約 30
名が指導に当たり，学部学生 26 名と大学院学生 1 名が参加した．
卒後教育　該当なし
大学院教育



解剖学

244

　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
担当した（永島，藤田，佐藤）．
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 28 年度収集遺体数 53 体（通算収集遺体数 2,155 体），解剖学実習使用遺体数 33 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数34体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成29年 3月末の登録者総数3,013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 1」コースおよび「人体の構造と機能 2」コースの「調節系」と「構造系実習」の各ユニット

を円滑に運営した．引き続き，教育成果と問題点について担当者間で相互評価しつつ，改善を図る．
卒後教育　該当なし
大学院教育
　入学試験など大学院制度の整備に関与し，共通科目の運営と授業担当を通じて，大学院教育に貢献できた．

3．研究
3-1．目的・目標
　主要な研究課題は，1）臨床解剖学，2）血管新生，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．培養条件下での骨格筋からの血管新生
4．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
5．骨格筋形成：筋融合を制御する分子機構の解明
6．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
7．ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達の研究
8．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），培養技術を用いた
血管新生機序の解明（藤田，高橋（院）），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．
　高橋知子（大学院生）が甲種の学位記を授与された．「コラーゲン・ゲル培養下における骨格筋の組織片からの血
管新生と，交感神経β刺激薬（α - イソプロテレノール），低周波電気刺激の影響について」
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，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
　該当なし
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
○コメディカル非常勤講師：毛呂病院看護専門学校・埼玉医科大学医療センター看護専門学校（矢部，青地）
○学会役員：日本解剖学会代議員（永島，藤田），臨床解剖研究会世話人（永島），日本臨床分子形態学会評議員（藤田）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　業績

① Wongwananuruk…T,…Sato…T,…Kajihara…T,…Matsumoto…S,…Akita…M,…Tamura…K,…Brosens…J…J,… Ishihara…O.…Endometrial…
androgen…signaling…and…decidualization…regulate…trophoblast…expansion…and…invasion…in…co-culture:…A…time-lapse…
study.…Placenta.2016;…47,…56-62.…

②藤田恵子，松本幸子，小松久美子，村井則子，穐田真澄 .…腫瘍血管構築に関与する肝芽腫幹細胞について .…第 47
回…日本臨床分子形態学会総会・学術集会．2016 年 9 月．熊本．

③藤田恵子，松本幸子，藤田一正，穐田真澄，永島雅文．ヒト肝芽腫細胞におけるがん微小環境ストレスに対する
適応応答．第 122 回…日本解剖学会総会・全国学術集会．…2017 年 3 月．長崎．

④髙野和敬 ,…小畑秀一 ,…増本美香 ,…浅島誠 ,…永島雅文 .…原腸胚形成における胚細胞の運動を制御するカルシウム動員
機構 .…第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会 .…2017 年 3 月 .…長崎 .

⑤Kurisaki…T,…Nakai…Y,…Nagashima…M.…Searching…the…genes…regulating…myoblast…fusion.…第122回日本解剖学会総会・
全国学術集会 .…2017 年 3 月 .…長崎 .

⑥ Matsumoto…H，Nagashima…M．Shift…in…the…function…of…netrin-1…in…cerebral…cortical…neurons…during…development．
10th…FENS…Forum…of…Neuroscience（第 10 回欧州神経科学フォーラム）．…2016 年 7 月．Copenhagen,…Denmark．

⑦松本英子 ,…永島雅文 .…ネトリン -1 により引き起こされる大脳皮質ニューロン軸索伸長と軸索分岐形成の関連 .…第
122 回日本解剖学会総会・全国学術集会 .…2017 年 3 月 .…長崎 .

⑧猪股玲子，亀澤一，青地英和，駒崎伸二 .…高精細な胚の 3 Ｄのモデル作成と，発生学教育におけるそれらの効果
的な活用法について高精細な胚の 3 Ｄのモデル作成と，発生学教育におけるそれらの効果的な活用法について .…
第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会 .…2017 年 3 月 .…長崎 .

⑨佐藤智美，梶原健，永島雅文，半田　宏．発生過程の視蓋におけるセロトニン輸送体の機能解析．第 39 回日本
分子生物学会年会 .…2016 年 12 月 .…横浜．

⑩佐藤智美，梶原健，半田宏，永島雅文．発生過程のゼブラフィッシュ視蓋におけるセロトニントランスポーター
の機能解析．第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会 .…2017 年 3 月 .…長崎 .

【総数：論文 1 件，学会発表 9 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費

1．駒﨑伸二 ,…猪股玲子 ,…亀澤一 .…公益財団法人…北野生涯教育振興会「生涯学習のための電子教材作成と , それらを
効果的に活用した e- ランニングの方法の開発」…80 万円

2．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と微小環境の役割」課題番号 16K11353，234 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，期間延長．

4．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 26460282,104 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，平成 29 年 3 月 31 日をもって , 穐田真澄教授と駒﨑伸二准教授が定年退職を迎えた．多年にわたる
教育研究への貢献に対し , 深く感謝するものである．また大学院生の高橋知子が博士の学位を取得したのも穐田教授
の指導の賜物であった．
　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の目標はおおむね達成されたが，研究成果の発信につい
てはやや乏しい年度であった．献体関連の業務やコメディカル教育についても，担当教員の貢献を高く評価したい．
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学生との密な交流の中で，各教員の資質と個性を活かしつつ，教育の質を向上することを願う．
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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）：非常勤講師
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 , 香川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
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（HIGASHI,…Miki）：大学院博士課程研究生
牛込彰彦（USHIGOME,…Akihiko）：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．医科学入門の測定 , 観察と記述（渡辺，椎橋，中平）．

人体の構造と機能 2（2…年）の講義は以下の内容についておこなった．エネルギー系（渡辺，坂本，中平，青葉）,…
調節系（中平，伊丹）, 情報系（渡辺，池田，中平，伊丹，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，青葉），2）消化器（腸
管運動，糖質の消化）（坂本），3）腎・泌尿器（糸球体濾過量の測定及び体液量，血漿浸透圧，酸塩基の調節機構）（伊
丹），4）神経（神経の興奮伝導）（椎橋），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．すべての項目で電子版レポー
トの Web…Class を使っての提出・返却が行われた．

以上の他に，1…年生では，医科学への道すじコース・医科学入門（中平，青葉，熊谷，渡辺，伊丹），同・医科学
の探索（渡辺，池田，中平，田丸），同・科学的思考と表現（中平），人体の基礎科学コース・人体の基礎科学 1,2（中平）.

良医への道 1 コース・行動科学と医療倫理（菅），良医への道 1 コース・臨床推論（渡辺，中平），良医への道 1 コー
ス・選択必修（科学で考える体のはたらき：渡辺），人体の基礎科学コース・人体の基礎科学 1 統計学，2 統計学（椎
橋）を担当した．

2 年生では，良医への道 2 コース・臨床推論（渡辺，中平，伊丹），良医への道 2 コース・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）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，伊丹 ,…田丸），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）を担当した．
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　臨床検査学科（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），
保健医療学部　理学療法学科（人体の構造と機能Ⅰ演習・Ⅱ演習，人体の構造と機能実習（機能系）：金子），総合医
療センター看護専門学校（生理学：渡辺），埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科（解剖生理学Ⅲ - Ⅳ：渡辺，伊丹，
田丸，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），川越市医師会川越看護専門学校（機能形態学 I および II：田丸）
【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，人体統合機能概論：金子）
2-3．達成度
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【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】
1 年生のカリキュラムが大幅に改変された．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．池田は，選択必修『一生の研究テーマを如何に決めるか - 医学史・伝記からたどる
研究テーマ選択の真実』の講義を担当し，題材として取り上げたのは，医学研究に足跡を残した人物や，現在活躍中
の研究者ばかりでなく，学外から 2 名（香川大学医学部，東京都医学総合研究所）研究者本人にも登壇していただき，
どのような過程で研究テーマを選ぶことになったのかについて考察した．

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，「「今，体内時計の時刻は？」- 時計遺伝子の発現リズムを測定し体の時刻を知る」（池田，熊谷）という
大学院 - 医学部共通夏期プログラムを実施した．参加した学生（1 年生　1 名）は，培養細胞や時計遺伝子レポーター
を導入したトランスジェニックマウス臓器か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や時
計遺伝子の細胞内局在の解析など，研究室で行っている研究法を習得しながら，時計遺伝子の働きについて学習した．

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．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（平成…28…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
にして支援していただいた．）．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】
　大学院医学研究科博士課程研究生，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，服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科），糸川昌成参事研究員（東京都医学総合研究所，
生体リズムセミナーとしてChristopher…S.…Colwell教授（カリフォルニア大学ロスアンジェルス校精神医学・行動科学），
卒後教育委員会後援学術集会として，Urs…Emanuel…Albrecht 教授（フリブール大学生化学），徳田雅明教授（香川大
学医学部細胞情報生理学）の講演を企画した（池田）．日本大学生物資源学研究科（修士課程）で大学院講義を行なっ
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た（池田）．
　医学部以外では，以下の科目を担当した．

【卒前教育】
埼玉医療福祉会看護専門学校（生理学：池田）
埼玉県立大学保健医療福祉学部（生理学特論：池田）
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）
長岡技術科学大学（ライフサイエンス特別講義：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．

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．

【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，大学院博士課程研究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．

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，
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再生医学研究への応用（田丸，渡辺）
3）杆体入力型双極細胞と AII アマクリン細胞のシナプス形成に関する研究（田丸，渡辺）
4）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
5）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）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明

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するメカニズムを薬理学的手法と組み合わ

せて電気生理学的に解析している．
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から，機能する軸索を持つ視神経細胞を誘導する方法を確立する．

3）杆体入力型双極細胞と AII アマクリン細胞のシナプス形成に関する研究（田丸，渡辺）
　大阪大学蛋白質研究所分子発生学研究室との共同研究．遺伝子改変マウスを用いて，…杆体入力型双極細胞と AII

アマクリン細胞間のシナプス形成のメカニズムを明らかにする．
4）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
　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の条件を検討した．
また，DA 細胞における Nav αタンパクの発現を調べた．…

5）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：イモリの網膜電図の成り立ちを特定の網膜回路（ON・OFF・抑制性回路）ごとに明らかにするための

実験プロトコルの確立を進めた．
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，Na 存在下における吸着行動におい
てα -ENaC がなんからの役割を果たしていることを確認した．また幼生頭部の吸着器を含む組織において α
-ENaC の発現を検討した．

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．

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をおこなった．行動を測定する機器の購入と設計，予備実験を行った．
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
　妊娠前の餌によって酸化ストレスの程度をかえ，周産期にリポ多糖の膣内投与を行う事で脳室周囲白質軟化症の
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マウスモデルを検討している．今年度は特殊餌（低タンパク餌）による血中抗酸化酵素の変化を検討した．
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）
　当初の予定よりもデータ数が得られなかったので，perforated…patch-clamp 法でピペット内に入れる薬品を選定
し，それらの濃度を変えることで最適な記録条件を探る必要がある．また，次年度は TRPM1…KO マウスを用いて
杆体入力型双極細胞からのグルタミン酸放出に変化があるのか定量的に解析する．
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）
　マウス iPS 細胞とマウス ES 細胞から，機能する軸索を持つ視神経細胞へ分化誘導させることに成功し，論文と

して公表した（Tanaka…et…al;… Invest…Ophthalmol…Vis…Sci… …57:…3348-3359,…2016）．これにより治療法研究の選択
肢が増えたことで，今後の創薬や移植による視覚回復治療に近づくと期待される．次年度は，分化誘導した視神
経細胞の軸索を誘導する薬物を検討する．

3）杆体入力型双極細胞と AII アマクリン細胞間のシナプス形成に関する研究（田丸，渡辺）
　TRPM1…KO マウスでは杆体入力型双極細胞の軸索末端が野生型よりも小さくなり，そのシナプス後細胞である

AII アマクリン細胞の樹状突起も退縮していた．また，VGluT1…KO マウスでも AII アマクリン細胞の樹状突起が
退縮していた．これらの結果から，杆体入力型双極細胞と AII アマクリン細胞の正常なシナプス形成には，少な
くとも，シナプス前細胞である杆体入力型双極細胞からのグルタミン酸放出が必要であることが示唆された . 次
年度は成果をまとめたい．

4）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
　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．
5）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）
　前年度において，イモリ網膜電図は網膜回路の ON・OFF 経路由来からなり，これらの経路が GABA 作動性の抑

制性回路によって制御を受けているということが分かった．しかしながら，網膜電図法によって得られる情報は
限定的であり，この手法で当研究目的を達成するのにはふさわしくないということも分かってきた．当研究をあ
る程度のところで切り上げることも視野にいれ，今後の研究方針を見直していきたい．

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
　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，および幼生頭部の吸着器を含む組織において α-ENaC の発現がみら
れたことから，吸着器において発現していると考えられる ENaC が吸着行動に何からの役割を果たしていること
がわかった．来年度は，この ENaC 蛋白をプロテオーム解析によって捉えたい．さらに，ウシガエルを使って同
様の実験を行い，幼生の発達ステージと ENaC の発現・機能についての検討をすすめたい．

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
　行動実験の基礎データと実験装置の設計・調節を行った．引き続き，行動データの集積と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ていく．
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
　餌の配合，手技の選択，体重・摂食量等の基本データの採取を行い，プロトコルの確立が進んだ．抗酸化酵素，



253

生理学

脳内血管の発達の検討を中心に実験を進める予定である．
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．
＜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，牛込 ,…藤田）

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，今井＊＊，

岡野＊＊　** 慶應義塾大学医学部）
Ⅳ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，小泉）
Ⅴ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群馬

大学生体調節研究所との共同研究）
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，牛込，藤田）

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．
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，
日本では稀少疾患である．…OPMD の原因遺伝子は，…RNA 結合型タンパク質…PABPN1…（poly（A）-Bindinig…Protein…
Nuclear…I）をコードする遍在的に発現する遺伝子で，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．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った．我々が開発した…in…vivo エレクトロポレーション（…EP）法では，正常型 PABPN1 遺伝
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子と様々な…PABP1 の疾患変異型遺伝子の長期持続的発現が可能となり，時間経過と共に進行性に OPMD 疾患と同様
な筋力低下を含む筋病変や細胞死の所見が観察されるようになるのかを免疫組織化学染色法等により解析した．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いるが，変異型の筋
繊維の直径は正常型の筋繊維と異なり一定でなく，また，個々の…OPMD の疾患変異型の持続性発現により縁取り空
胞の形成，核の増加が認められ，核の位置も辺縁部だけでなく内部に存在するなどの異常が観察された．さらには，…
ECM の増加による顕著な線維化…fibrosis が認められた．…PABPN1…は…polyA 付加シグナル付近に結合し，選択的ポリ
アデニル化…（APA）により標的遺伝子の発現を調節していると考えられている．そこで，我々はマウス由来筋芽細胞
株…C2C12 株に疾患変異型…PABP-N1 を強制発現することにより発現変動が惹起された標的遺伝子を検索し，…in…vivo…
EP 法によって疾患型…PABPN1 を発現することで作成した疾患モデルマウスにおいて発現が変化した遺伝子と比較す
ることで，…PABPN1 の真の標的遺伝子を明らかにしようとしている．今後は，そうした真の標的遺伝子群が引き起こ
す病態メカニズムの解明及び治療法の開発につなげたいと考えている．（埼玉医科大学学内グラント成果発表会にて
報告）（中尾，今井＊＊，岡野＊＊ ** 慶應義塾大学医学部との共同研究）
Ⅳ　妊娠期の精神的ストレスはストレスホルモン，グルココルチコイド（GC）の分泌を増加させる．このような GC
の継続的分泌は胎児の神経発生に影響を与え，生後のストレス応答（HPA 系）に影響することが動物実験から明ら
かにされている．また，最近の報告から妊娠期のストレスが子どもの精神疾患リスクを高めることも示唆されている

（…Front…Neurosci.…8:…420,…2015;…Psychopharmacology…214:…89-106,…2011）．しかしながら，胎児期の…GC への過剰暴
露が，精神疾患のリスク（ストレス脆弱性を高めるその分子的な背景については，未解明な部分が多い．GC アゴニ
ストである…DEX（dexamethasone）を妊娠マウスに投与した場合や，妊娠マウスに拘束ストレスを与えた場合，胎児
脳での…HitのmRNA発現は有意に減少する．　Hitの分子機能解析のため…RNAi解析を行ったところ，…Hitは増殖，分化，
細胞移動に影響を与えることがわかった．この様な効果は…Dex 投与によっても起きることが報告されており，…Hit は
Dex の下流因子として働くことが示唆される．更に，…GC 受容体（…GR）との関連性を調べたところ，…Hit の RNAi は…
GR の核内移行を有意に促進させることが明らかとなった．…GR の核内移行は…GR が転写調節因子として働くために
重要なプロセスであり，且つ，このプロセスに関わる分子（…FKBP5，…hsp90 など）の多くがストレス脆弱性に影響
を与え，うつ病，…PTSD などのリスク因子であることが明らかとなっている．…Hit がこのような分子と同様に精神疾
患のリスク因子であることが期待される．　また，最近の研究から…Hit を介した…GR の核内移行には，…GC によってコ
ントロールされる別の分子が介在していることが示唆されている．（中尾，小泉）．
Ⅴ　特許申請準備中のため省略
3-4．自己評価と次年度計画

Ⅰ～ V 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委員（椎橋），動物心理学研究編集委員（菅），
Reviewer…editor…for…Frontier…in…Behavioral…Neuroscience（ 菅 ）,…Neuroscience…Letters 査 読（ 金 子 ），Journal…of…
Comparative…Physiology…A 査読（田丸）

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），日本生理学会理事（渡辺），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），日本医学教育学会学会広報・
情報基盤委員会委員長（椎橋），日本医学教育学会理事・評議員（椎橋），日本医学教育学会医学教育専門家認定制度
委員会委員（椎橋），日本医学教育学会学習者評価委員会委員（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）,…東大客員研究員（伊丹）
＜神経科学グループ＞
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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

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 94 回日本生
理学会大会シンポジウム「発見から 20 年～時計遺伝子研究の現在地」オーガナイザー・座長（池田），第 59 回日本
神経化学会大会ポスターセッション・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 Tanaka…T.,…Yokoi…T.,…Tamalu…F.,…Watanabe…S-I.,…Nishina…S.,…and…Azuma…N.…Generation…of…retinal…ganglion…cells…with…

functional…axons…from…mouse…embryonic…stem…cells…and…induced…pluripotent…stem…cells.…Invest…Ophthalmol…Vis…Sci…
57（7）:…3348-3359…（2016）.

② Itami,…C.…and…Kimura,…F.…Concurrently…induced…plasticity…due…to…convergence…of…distinct…forms…of…spike…timing-
dependent…plasticity…in…the…developing…barrel…cortex.…Eur…J…Neurosci.…44,…2984-2990…（2016）.

③ Itami,…C.,…Huang,…JY,…Yamasaki,…M.,…Watanabe,…M.,…Lu,…H.,…and…Kimura,…F.…Developmental…Switch…in…Spike…Timing-
Dependent…Plasticity…and…Cannabinoid-Dependent…Reorganization…of…the…Thalamocortical…Projection…in…the…Barrel…
Cortex.…J.…Neurosci.…36,…7039-54…（2016）.

学会発表
④ Kozuka…T,…Shimada…M,…Tamalu…F,…Chaya…T,…Mikusa…S,…Furukawa…T

Role…of…TRPM1…channel…in…retinal…circuit…development
XXII…Biennial…Meeting…of…the…International…Society…for…Eye…Research:…ISER2016…Tokyo,…2016,…9 月

⑤ Itami,…C.… Sakimura,…K.…Kano,…M.,…Kimura,… F.…Physiological… and…morphological… roles…of… endocannabinoid…
2-arachidonoylglycerol… in…the…developing…neuronal…circuit… in…the…mouse…barrel…cortex.…46th…Annual…Meeting…of……
Society…for…Neuroscience,…San…Diego,…2016 年 11 月

⑥ Suge…R.…and…Takada…M…Function…of…amiloraide-blockable…epithelial…Na+…channel…expressed…in…cement…glands…of…
young…Xenopus… laevis…and…bullfrog…tadpoles.…The…10th…FENS…Forum…of…Neuroscience,…Copenhagen,…Denmark,…
2016

⑦菅理江，青葉 - 藤牧香代，高田真理．アフリカツメガエル幼生吸着器での ENaC の発現と吸着行動における機能，
第 94 回日本生理学会大会，札幌，2017,…3 月

著書
　該当なし

【総数：論文…5…件，学会発表…9 件，著書 0 件，講演…0 件】
6-2．獲得研究費

伊丹千晶（研究代表者）国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）「発達期バレル皮質の神経回路形成における
カンナビノイ依存性シナプス可塑性の役割」

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）…

菅理江（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「初期学習における記憶の固定化と並行処理メカニズムの
解明」

田丸文信（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「ほ乳類の網膜桿体経路における TRPM1 チャネルの機
能的役割」

渡辺修一，田丸文信（研究分担者）：科学研究費補助金基盤研究（A）「多能性幹細胞から自己組織化による網膜神
経節細胞と機能をもつ神経線維の分化誘導」（研究代表者　東範行）

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
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の同定」
金子優子（研究代表者）：平成 28 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」
平沢統（研究代表者）平成 28 年度埼玉医科大学研究マインド支援グラント「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」
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
＜神経科学グループ＞
6-1．論文・学会発表

論文：…
① Ikarashi…R,…Akechi…H,…Kanda…Y,…Ahmad…A,…Takeuchi…K,…Morioka…E,…Sugiyama…T,…Ebisawa…T,…Ikeda…M,…Ikeda…M:

Regulation…of…molecular…clock…oscillations…and…phagocytic…activity…via…muscarinic…Ca2+…signaling…in…human…retinal…
pigment…epithelial…cells.
Scientific…Reports,…7:44175,…2017

学会発表：
②池田正明，熊谷恵：

時計遺伝子発見…と進歩 -…発見 20 年を振り返って
シンポジウム「発見から 20 年 - 時計遺伝子研究の現在地」
第 94 回日本生理学会大会，2017 年 3 月 30 日　浜松

③ Keiko…Nakao，Megumi…Matsumoto，Megumi…Kumagai，Masaaki… Ikeda，Takao… Imai 第 Functional… and…
pathological…analysis…of…PABPN1,…a…responsible…gene…for…oculopharyngeal…muscular…dystrophy…（OPMD）,…that…is…
introduced…into…mouse…skeletal…muscles…by…in…vivo…electroporation.
39 回日本神経科学大会　平成 28 年 7 月 20 日（水）～ 7 月 22 日（金）パシフィコ横浜
発表日：…平成 28 年 7 月 21 日（木）

【総数：論文…1 件，総論　0 件 ,…学会発表 3 件，著書・翻訳　0 件 ,…講演…2 件】
6-2．獲得研究費

熊谷恵（研究代表者）：
　平成 28 年度　埼玉医科大学　学内グラント　「概日リズムの振幅を制御する分子機構の解明」
池田正明（研究代表者）：
　平成 28 年度　埼玉医科大学　学内グラント　「気分障害と時計遺伝子の概日リズム発現における振幅減衰化の

機構解明と治療応用」
池田正明（研究代表者）：
　平成 28 年度　科学研究費　挑戦的萌芽　「CRISPR/Cas9 法を用いたニューロン機能改変による概日リズム機構

の解析」
池田正明（研究分担者）：
　平成 28 年度　科学研究費　基盤研究 B　「ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制御メカニズム」

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

糸川昌成参事研究員（東京都医学総合研究所）神経科学セミナー…企画・司会　2016,5
徳田雅明（香川大学医学部）卒後教育委員会後援学術セミナー　企画・司会　2016.5
服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）神経科学セミナー…企画・司会　2016.9
Christopher…S.…Colwell 教授（UCLA 精神医学・行動科学）　生体リズムセミナー企画・司会　2016,12
Urs…Albrecht 教授（フリブール大学生化学）卒後教育委員会後援学術セミナー…企画・司会　2017.3
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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．
研究においては，多くの成果を上げられたが，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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4．生化学

1．構成員
村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）：教授：運営責任者：教育副主任：研究副主任：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：研究主任：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,…Shinichiro）：准教授：兼担…（総合医療センター眼科）:…代表指導教員（大学院）：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：教育主任：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：研究員：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：研究員：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：研究員：大学院教員（大学院）：博士
橋爪　幹（HASHIZUME,…Miki）：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
篠﨑 - 伊藤吏那（SHINOZAKI-ITO,…Rina）…:…助手
井田　唯（IDA,…Yui）：実験助手

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　6 年一貫教育を柱とする本学医学部の教育において，生化学科は主として医学・生物学の基礎となる細胞生物学と，
基礎医学の主要分野の 1 つである代謝・消化器・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「医科学への道すじ」コースでは，「医科学入門 1」を北條，橋爪が，「医科学入門 3」を村越，魚住が担
当し，また「医科学の探索」では魚住がユニットディレクターを務め，テュータを小谷，魚住，荒木，中野が担当し
た．「細胞生物学」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た．第 2 ユニットでは，講義として小谷が 8 コマ，魚住が 2 コマ，中野が 4 コマ，北
條が 3 コマを担当し，演習として村越，小谷，魚住，中野，北條が参加し 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．「人体の基礎科学コー
ス」では，コースディレクターを村越，コースディレクター補佐を魚住が務め，第 1 ユニットで村越，中野が講義
を 2 コマ，小谷が講義を 1 コマ，第 2 ユニットで魚住が講義を 1 コマ担当した．「良医への道 1」コース「臨床入門」
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．「臨床推論」ユニットでは，小谷，荒木，中野
がテュータを担当した．選択必修ユニットでは，村越がユニットディレクターを務め，サブユニット「進化から読み
解く病の起源」を中野が担当した．
　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 5 コマ，魚住が 10 コマと口頭試問 2 日，中
野が 3 コマ，荒木が 4 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 10 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た．魚住が調節系ユニットの口頭試問を 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．選択必修ユニットでは，村越がユニットディレクター
を務め，サブユニット「基礎医学研究室紹介」，および「（神経倫理）答えのない医学」を村越が担当した．
　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，北條，
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篠崎が 5 名，荒木が 3 名，魚住が 2 名，指導した．魚住が研究医養成プログラム学生（医学部 4 年生）1 名の指導を行っ
た．村越，北條が保健医療学部卒業研究生 1 名の指導を行った．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一学科は北條が 8 コマ，小谷が 7 コマ，第二学科の代謝栄養学…（生
化学分野）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．細胞膜上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．腸管脂質吸収機構の解明（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．中でも各種ストレス負荷の共通作用解析を目的として，グルココルチコイドを投与した
マウスを用い，in…vitro 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のドーパミン調節を解析し，
行動学的異常との相関を求めたところ，興味深い新知見を見出しつつある．

2．抗体医薬は次世代の医薬品として，特に悪性新生物に対する治療効果が期待されている．しかし，その標的抗
原の探索は年々難しくなっており，全く新しいコンセプトによる標的抗原探索が必要とされている．本研究では，
がん細胞特異的な細胞膜上2分子会合体を標的として抗体医薬を創薬するシステムの開発を目指している．また，
上記分子間相互作用がシナプスの活動や機能に及ぼす影響について，井田及びテーマ 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．
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5．腸上皮細胞における脂質の再構築と輸送機構の解明を，細胞ならびにマウスを用いて検討している．脂質吸収
の効率は食後高脂血症と直接関連し，脂質サージによる脂肪蓄積，血管損傷や二次的な動脈硬化の進展を促進す
る．本研究はメカニズム解明を通して，これら疾患の改善を目的とする．

3-4．自己評価と次年度計画
　脳科学の研究テーマについて論文や学会発表が行われており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…
　該当なし
5-3．その他
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

① R.…Shinozaki,…Y.…Hojo,…H.…Mukai,…M.…Hashizume…and…T.…Murakoshi……
Kainate-induced…network…activity…in…the…anterior…cingulate…cortex.…
Neuroscience.…325:20-29…（2016）.

② I.…Inoue,…R.…Kubota,…S.…Yanagi,…M.…Akita,…T.…Nakano,…S.…Katayama,…A.…Shimada,…M.…Noda…
The…New…Molecular…Entity…Evolocumab,…One…Kind…of…PCSK9…Inhibitor,…Reduce…Plasma…Small…Size…LDL-Cholesterol…
Levels…by…Using…a…New…Standardized…Method…of…Measuring…LDL…Size.…
Open…Journal…of…Molecular…and…Integrative…Physiology…7:1-23…（2017）.

③ K.…Kaneko,…Y.…Ohkawa,…N.…Hashimoto,…Y.…Ohmi,…N.…Kotani,…K.…Honke,…M.…Ogawa,…T.…Okajima,…K.…Furukawa,…K.…
Furukawa…
Neogenin…defined…as…a…GD3-associated…molecule…by…enzyme-mediated…activation…of… radical…sources…confers…
malignant…properties…via…intra-cytoplasmic…domain…in…melanoma…cells.
J…Biol…Chem.…291:…16630-16643…（2016）.

④ T.…Nakano,…I.…Inoue,…Y.…Takenaka,…H.…Ono,…S.…Katayama,…T.…Awata,…T.…Murakoshi…Ezetimibe…Promotes…Brush…Border…
Membrane-to-Lumen…Cholesterol…Efflux…in…the…Small…Intestine.
Public…Library…of…Science…11（3）:e0152207…（2016）.

⑤菊野　晃・加藤博之・小谷典弘・坂本輝彦・清水　悟・大塚洋子・山田理恵子・成高義彦・藤林真理子・渡辺伸
一郎・村越隆之…
大腸腫瘍における腫瘍組織テロメラーゼ活性に関する検討…
東京女子医科大学雑誌…86:152-159…（2016）.

⑥ T.…Matsunaga,…M.…Komatsu,…K.…Ito,…K.…Takizawa,…R.…Ito,…Y.…Hojo,…M.…Hashizume,…T.…Nakano,…T.…Murakoshi…
Effects…of…glucocorticoid…on…pre-pulse…inhibition…and…network…oscillation…in…anterior…cingulate…cortex…in…mice.
The…90th…Annual…Meeting…of…the…Japanese…Pharmacological…Society…Nagasaki…（2017）

⑦ A.…Miyagawa-Yamaguchi,…N.…Kotani,…K.…Honke…
Distinction…of…lipid…rafts…including…different…GPI-anchored…protein…species…by…the…EMARS…method.
MPI-RIKEN…Symposiumu…Berlin…（2016）…

⑧松永洸昴・小松睦実・伊藤健治・瀧澤恵子・伊藤吏那・橋爪幹・中野貴成・北條泰嗣・村越隆之…
プレパルス抑制（PPI）と前部帯状回皮質（ACC）神経回路オシレーションに対するグルココルチコイド投与の
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影響
第 26 回神経行動薬理若手研究者の集い…福岡大学（2017）

⑨小谷典弘・山口亜利沙・中野貴成・荒木智之・村越隆之・本家孝一
マウス肺がん細胞特異的に発現する細胞膜上分子会合体同定の試み
第 35 回日本糖質学会年会（2016）…

⑩橋爪幹・篠崎吏那・菅理江・北條泰嗣・向井秀夫・村越隆之
急性断眠ストレスはラットにおける文脈条件付け恐怖記憶の成績に影響を与える
第 39 回日本神経科学大会（2016）

【総数：論文 5 件，学会発表 11 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費…

①伊藤吏那：埼玉医科大学研究マインド支援グラント　前部帯状回オシレーションのアミン作動性調節と発達段階
ごとの多重ストレスによる影響…660 千円

②北條泰嗣：文部科学省　科研費　基盤研究（C）…急性ストレスが引き起こす帯状回シナプス変化とその分子メカ
ニズムの解明…1,100 千円（代表）

③中野貴成：文部科学省　科研費　基盤研究（C）…食事性植物ステロールによる腸管コレステロール吸収抑制機序
の解明 2,000 千円（代表）

④小谷典弘：文部科学省　科研費　基盤研究（C）…糸球体構造維持に関わるポドサイト細胞間接着分子の同定…100
千円（分担）

⑤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
討…1200 千円（代表）

⑥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…900 千円…（分担）

⑦荒木智之：一般社団法人中央味噌研究所　胃がんリスクファクターである活性酸素種とピロリ菌に対する味噌抽
出成分の効果　1,000 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…
　該当なし

7．自己点検・評価
　＜教育＞　2-4 参照…
　＜研究＞　3-4 参照
　＜教室運営＞　本年は村越の赴任 6 年目にあたり，教室の体制は安定している．引き続き教室の教育研究上の備
品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．全員の積極的な協力のもとに非常によく機能していると思わ
れる．
　カリキュラム改革等，大学全体運営，教育，研究の高いレベルでの維持をできるように，これまで以上に教室員ス
タッフの協力と，大学事務，基礎系関係教室の方々との連携をうまく機能させてゆきたい．…
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5．薬理学

1．構成員
丸山　敬（MARUYAMA,…Kei）：教授：運営責任者，教育主任，研究副主任：代表指導教員（大学院）：分子神経薬理学：
　　　　　　　　　　　　　……博士
鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）：保健医療学部教授（薬理学兼担）：循環呼吸薬理学：博士
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：学位論文審査教員（大学院）：博士
栁下聡介（YAGISHITA,…Sosuke）：助教（平成 28 年 9 月まで）：博士
栁下 - 姜楠（YAGISHITA-KYO,…Nan）：助教（平成 29 年 1 月から）：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）
橋本真歩（HASHIMOTO,…Miho）：研究医養成コース（医学部 4 年生）（平成 27 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」），「医科学入門」，「人体の基礎科学 2（化学）」，「医科学の探索」，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の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（薬理学総論）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（薬理学総論）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．研究医養成コース橋本真歩（医学部 5 年生）
が学内学生研究発表会で敢闘賞を受賞した．
　＜卒後教育＞学位審査を行った．（丸山：主査 1 件，副査 2 件；　淡路：副査 2 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，栁下 - 姜，周防）
　上福岡高等看護学院：薬理学・系統講義（淡路，吉川，栁下，栁下 - 姜，周防）
　熊谷医師会看護専門学校：生化学・系統講義（吉川）
　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）
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．特に，睡眠時無呼吸症候群のモデルである間欠的低酸素負荷に着目し，このモデルが，加齢と共
通性の高い遺伝子発現変化を起こすこと，タウのリン酸化を亢進させることを明らかにした．この当研究室で開発
したリン酸化タウ亢進モデルについては，当該年度内に論文として発表し，注目を集めている．また，本論文内で
用いた網羅的遺伝子解析は共同研究者らの協力により，アルツハイマー病研究に限らず，スタンダードな解析法に
なる可能性がある．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なっ
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．

　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．発現変化を客観的に評価するために，新たな網羅的解析を開発し
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）（前臨
床研究），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．カルシウムイメージ
ングなど可視化解析により，アミン受容体が生体内でどのようなシグナル伝達を研究している．さらに，アミン神
経伝達物質がどのように動物の行動を制御しているかを解明するために研究を進めている．

3-4．自己評価と次年度計画
　循環や呼吸という動物レベルでの生理機構からアミロイド代謝やシグナル伝達という細胞レベルの観点と幅広い薬
理学の分野と対象として研究を行っている．残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成果は得られていな
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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
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
　丸山　論文査読（International…Journal…of…Molecular…Sciences）
　丸山　論文査読（Molecules）
　吉川　論文査読（European…Journal…of…Neuroscience）
　周防　論文査読（Journal…of…Physiological…Sciences）
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
① Sosuke…Yagishita,…Seiya…Suzuki,…Keisuke…Yoshikawa,…Keiko… Iida,…Ayako…Hirata,…Masahiko…Suzuki,…Akihiko…

Takashima,…Kei…Maruyama,…Akira…Hirasawa,…Takeo…Awaji,… Treatment… of… intermittent…hypoxia… increases…
phosphorylated…tau…in…the…hippocampus…via…biological…processes…common…to…aging,…Mol.…Brain,…2017,…10:2…

② Masashi…Asai,…Aimi…Kinjo,…Shoko…Kimura,…Ryotaro…Mori,…Takashi…Kawakubo,…Keiro…Shirotani,…Sosuke…Yagishita,…
Kei…Maruyama,…Nobuhisa…Iwata,…Perturbed…Calcineurin-NFAT…Signaling…Is…Associated…with…the…Development…of…
Alzheimer's…Disease,…Biol…Pharm…Bull.…2016,…39:…1646-52.

③ Yoji…Yonemura,…Eugene…Futai,…Sosuke…Yagishita,…Christoph…Kaether,…Shoichi… Ishiura,…Specific…combinations…of…
presenilins…and…Aph1s…affect…the…substrate…specificity…and…activity…of…γ-secretase,…Biochem…Biophys…Res…Commun.…
2016,…478:…1751-7

④ Nagashima,…T.,…Oami,…E.,…Kutsuna,…N.,… Ishiura,…S.,… and…Suo,…S.…（2016）.…Dopamine… regulates…body…size… in…
Caenorhabditis…elegans.…Dev.…Biol.…412:…128-38.

⑤柳澤…輝行…（監修 ,…翻訳）,…丸山…敬…（監修 ,…翻訳）…イラストレイテッド薬理学…原書 6 版…丸善 2016 年 12 月
⑥栁下聡介，鈴木星也，吉川圭介，飯田桂子，平田理子，鈴木正彦，高島明彦，丸山敬，平澤明，淡路健雄　内

在性リン酸化タウ増加モデルのマイクロアレイ解析　第 35 回日本認知症学会，東京国際フォーラム（東京），
2016 年 12 月（ポスター）

⑦ K.…Yoshikawa,…S.…Yamamoto,…M.…Gotoh,…T.…Shimizu,…M.…Hashimoto,…K.…Yamashina,…M.…Suzuki,…K.…Maruyama,…K.…
Murakami-Murofushi…Cyclic…phosphatidic…acid…derivative… is…a…novel…drug…candidate…for…multiple…sclerosis.…14th…
Meeting…of…The…Asian-pacific…society…for…Neurochemistry.…Kuala…Lumpur,…Malaysia…2016 年 8 月（口頭発表）

⑧山本梓司，清水嘉文，後藤真里，橋本真歩，山科孝太，岩佐健介，丸山敬，室伏きみ子，吉川圭介 ,…多発性硬化
症の新規治療薬候補・環状ホスファチジン誘導体 ,…第 58 回日本脂質生化学会 ,…秋田市 ,…2016 年 6 月（口頭発表）

⑨ Sosuke…Yagishita,…Miyuki…Murayama,…Tomoe…Ebihara,…Kei…Maruyama,…Akihiko…Takashima,…GSK-3β-mediated…
phosphorylation…of…PICK1…regulates…the…GluA2-PICK1…interaction,…Society…for…Neuroscience,…San…Diego,…CA,…USA,…
2016 年 11 月（ポスター）

⑩ 周 防 諭 ,… 永 嶋 宇 ,… 大 網 栄 太 郎 ,… 石 浦 章 一 ,…Dopamine…and…octopamine…regulate…body…size…of…C.…elegans.…
CeNeuro2016, 名古屋大学 ,…2016 年 7 月（ポスター）

　【総数：論文 5 編，学会発表 8 編，著作 1 編】
6-2．獲得研究費

1．糧食研究会助成金（2015 ～ 2016）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

2．科学研究費補助金挑戦的萌芽研究（2014 ～ 2016）Aβ 蛋白質クリアランス促進を基軸としたアルツハイマー
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病の新規治療戦略（研究分担者）（900 千円）岩佐健介
3．科学研究費・基盤研究（C）（2013 ～ 2016）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
4．科学研究費補助金・基盤研究（C）（2016~2018 年度）二種類の同一サブクラス G タンパク質共役型受容体に

よるシグナル伝達のクロストーク（研究代表者）（4,940 千円）周防諭
5．日本医療研究開発機構（A － MED）創薬支援ネットワーク（DNW-16010）（2016 ～ 2017）環状ホスファチ

ジン酸類縁体による多発性硬化症治療薬の開発（研究代表者）（3000 千円）吉川圭介
6．株式会社大慶堂薬局研究寄附金（2016 ～ 2017）カキエキスの生理活性スクリーニング（研究代表者）（1000

千円）吉川圭介
7．科学研究費補助金挑戦的萌芽研究（2016 ～ 201）口腔内最近が産生する炎症物質の脳血液関門・神経疾患へ

の影響（研究分担者）（2000 千円）吉川圭介
8．パブリックヘルス科学研究助成金（2016）生活習慣病から発達障害への世代間伝達の可能性解明（研究代表者）
（800 千円）吉川圭介

9．日本多発性硬化症協会医学助成（2016）（研究代表者）（250 千円）山本梓司
10．認知症研究開発事業（日本医療研究開発機構）（2016 ～ 2017）Gene…Ontology に基づいたマイクロアレイ解

析による認知症進行または抑制機構の解明（研究代表者）（10,000 千円）栁下聡介
11．科学研究費助成事業若手研究（B）（2016?2018）タウのリン酸化亢進によって惹起される認知機能障害のメ

カニズム解明（研究代表者）（1,200 千円）栁下聡介
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

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によるブラッシュアップを引き続
き行っている．平成 29 年度はさらに積極的に課外教育に取り組む．また，CBT や医師国家試験の出題傾向にも十分
に配慮していく．
　研究に関しては，大規模研究のような画期的な進歩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）神経変性疾患治療薬開発研究が AMED 創薬支援プログラムに採択された．

（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 29 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．



医学部（基礎医学部門）

266

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
石澤圭介（ISHIZAWA,…Keisuke）: 准教授（神経内科兼担）: 神経病理学 : 博士
市村隆也（ICHIMURA,…Takaya）: 講師 : 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（保健医療学部兼担）: 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
本間富夫（HONMA,…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（阿部），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（塩田），
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　隔週（分担，教員全員）計 16 回 / 年
〈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，
第二版」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
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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
　約 9,000 件を超える外科病理診断，約 11,000 件を超える細胞診，51 例（院内 41 例：院外 10 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: 編集委員査読　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
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
Journal…of…Clinical…&…Experimental…Hematology: 編集委員査読　茅野秀一

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木惇
日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木惇
日本神経病理学会理事・将来計画委員会委員長・学会員選考委員：佐々木惇
日本脳腫瘍病理学会常任理事：佐々木惇
日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野秀一

（社）医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT モニタ委員，ブラッシュアップ作業部会委員：茅野秀一
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Sasaki…A,…Hirato…J,…Hirose…T,… Ichimura…K,…Sakamoto…H,…Nishikawa…R.…Review…of…ependymomas:…assessment…of…
consensus… in…pathological…diagnosis…and…correlations…with…genetic…profiles…and…outcome.…（Clin…Neuropathol…
35:229,…2016）…11th…European…Congress…of…Neuropathology（2016.7.6-9.…Bordeaux,…France）

②Fukumura…K,…Kawazu…M,…Ueno…T,…Sai…E,…Soda…M,…Kojima…S,…Ueda…H,…Yasuda…T,…Yamaguchi…H,…Lee…J,…Shishido-Hara…Y,…
Sasaki…A,…Shirahata…M,…Mishima…K,…Ichimura…K,…Mukasa…A,…Narita…Y,…Saito…N,…Aburatani…H,…Nishikawa…R,…Nagane…M,…
Mano…H:…Genomic…characterization…of…primary…central…nervous…system…lymphoma．Acta…Neuropathol…131:865-
875,…2016

③山田健人：第 2 章　核内移行するヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体 -TF Ⅱ H 阻害剤複合体，抗体薬物複合体
（ADC）の設計開発　監修：…松村保広，シーエムシー出版　ファインケミカルシリーズ………P94-103，2016 年

④ Hayashi…M,…Madokoro…H,…Yamada…K,…Nishida…H,…Morimoto…C,…Sakamoto…M,…Yamada…T.…A…humanized…anti-CD26…
monoclonal…antibody…inhibits…cell…growth…of…malignant…mesothelioma…via…retarded…G2/M…cell…cycle…transition.…
Cancer…Cell…International…16:35,…2016

⑤ Inaishi…J,…Saisyo…M,…Sato…S,…Kou…K,…Murakami…R,…Watanabe…Y,…KitagoM,…Kitagawa…Y,…Yamada…T,…Itoh…H:….Effects…of…
obesity…and…diabetes…on…alpha…and…beta…cell…mass…in…surgically…resected…human…pancreas.…The…Journal…of…Clinical…
Endocrinology…&…Metabolism…101（7）:2874-82,…2016

⑥ 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.

⑦石澤圭介，小森隆司：成人びまん浸潤星細胞腫 WHO…grade…II/III．日本臨床 74 巻増刊号 7　脳腫瘍学　p196-
203,…2016（9 月）

⑧石澤圭介，佐々木惇：胚細胞性腫瘍．日本臨床 74 巻増刊号 7　脳腫瘍学　p242-248,…2016（9 月）
⑨佐々木惇：「中枢神経系生検診断のポイント（非腫瘍性疾患を中心に）」シンポジウム「中枢神経変性疾患　病

理専門医に求められる神経病理…up…to…Date:…非腫瘍性疾患を中心として」第 105 回日本病理学会総会　（仙台，
2016.5.14.）

⑩金　玲，市村隆也，李　治平，石澤圭介，茅野秀一，佐々木惇，山田健人：関節リウマチに対する IL-6 阻害剤
療法後に抗酸菌感染を発症した一剖検症例．第 105 回日本病理学会総会　（仙台，2016.5.12.）

【総数：論文 15 件・学会発表 18 件・著書 7 冊】
6-2．獲得研究費

山田健人：
①基盤研究（Ｂ）（一般）ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗がん療法の開発　研

究代表者　637 万円
②基盤研究（Ｂ）（一般）免疫系ヒト化マウスを用いた癌免疫回避機構解明と次世代遺伝子ワクチンによる克服戦

略　研究分担者　50 万円
③基盤研究（Ｃ）（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発

　研究分担者　30 万円
④基盤研究（Ｃ）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究　研究分

担者　10 万円
⑤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　研究分担者　370 万円
⑥共同研究　ニチレイバイオサイエンス株式会社　悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント

ロールスライドの開発に関する基礎的な検討　研究代表者　1250 万円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

服部　豊，松下麻衣子，市川大樹，曾田宗司，須貝　威，山田健人，柳川弘志，米村　裕子　フェニルフタルイミ
ド修飾体及びそれを有効成分とする抗癌剤　出願日：2016 年 10 月 21 日　出願番号：特願 2016-207402
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
「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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7．微生物学

1．構成員
村上　孝（MURAKAMI,…Takashi）：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）：微生物学，免疫学，腫瘍学：博士
松井政則（MATSUI,…Masanori）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：免疫学：博士
前田卓哉（MAEDA,…Takuya）：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：微生物学：博士
小林信春（KOBAYASHI,…Nobuharu）：講師：教育副主任：大学院教員（大学院）：細菌学：博士
堀内　大（HORIUCHI,…Yutaka）：助教：教育主任：大学院教員（大学院）：博士
高木　徹（TAKAGI,…Akira）：助手：研究員：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

【卒前教育】
疾病としての感染症を理解するための基礎となる病原微生物の分類，感染・増殖様式，発症の仕方，診断・予防・

治療の原理を教育する．実習においては微生物の取り扱いとともに，その形態学的な特徴と機能を理解し，感染症対
策の基礎を習得する．

【大学院教育】
病原微生物と宿主の相互作用による宿主病態形成の仕組みから診断・予防・治療についての問題点を抽出し，演習・

実習を通してそれらを解決する能力を習得する．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
　医学部 1 年生「良医の道すじ」コースでは，前田と小林が「医科学の探索」ユニット（13 コマ）を担当した．ま
た小林と高木は「良医の道 1」コース選択必修「ヒトの生活に親しい微生物」（18 コマ）を担当した．
　医学部 2 年生「「良医の道 2」コース「基礎医学研究室紹介（微生物学）」を松井が担当した（1 コマ）．
　医学部 3 年生「病気の基礎 2」コースでは，「感染」ユニット 35 コマ（松井 9，前田 5，小林 11，堀内 10），「感染」
実習 3 日間（松井，前田，小林，堀内，高木），「免疫」ユニット 1 コマ（松井）を担当した．
　また学生アドバイザー（1 学年：小林，3 学年：松井，前田），課外プログラム（医学部及び保健医療学部）を担当し，
前田は保健医療学部（臨床検査）の卒業研究生の受け入れ・指導に当たった．
　医学部以外では，村上が高崎健康福祉大学薬学部（非常勤講師）2 年生「臨床医学概論」（15 コマ）及び同薬学部
3 年生「疾病病理学」（15 コマ）を担当し，小林は毛呂看護専門学校「微生物学」（50 時間）を担当した．

【大学院教育】
　大学院共通科目の「実用実験医学特別講義」3 コマ（松井 2，小林 1）を担当した．
2-3．達成度
　教育に関する達成度は 70% 程度と思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　当該年度は 3 学年「感染」ユニットディレクターを松井が代行し，前田が平成 28 年 4 月に着任して間もなくから
の教育開始であり，村上の着任も平成 28 年 9 月であった．スタッフ不足に加え，欠員を埋めるために不慣れな講義
担当もあったと思われる．村上の着任以降，次年度計画に向けて「感染」ユニットの現状把握と講義内容と評価につ
いて点検を行った．平成 29 年度からは教科書の指定とともに，専任教員の適正な講義担当コマ数に是正とともに，
学生の学習ポイントを明瞭にするための自己学習課題を設けることを計画した．

3．研究
3-1．目的・目標
　感染病態とともに類似の炎症やがん病態にかかわる「宿主 - 微生物間相互作用」と「臨床微生物学」の研究を推進
する．前者の感染巣における特殊な微小環境は，病原微生物がもつ固有の病原因子による組織障害や宿主免疫を回避
する複雑な「場」となっている．この微小環境の性質は，腫瘍の発生・進展とも深く関連することから，「感染 - 炎症（免
疫）- がん」における微小環境の理解から予防や治療に結びつけることを目指している．一方，我々は様々な病原体
に対する新規網羅的同定法の開発，薬剤耐性菌の疫学や感受性変化の仕組みの解明に関心を寄せている．後者では，
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多様な感染症に対して柔軟に対応できるよう現代生物科学的アプローチで問題の解決を図り，国内外の研究施設と協
力しながら新たな研究シーズ発掘を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①担がん宿主における腫瘍内微小環境の研究（村上）
②新規ワクチンプラットフォームの開発および新しい抗原提示関連分子の同定・機能解析（松井）
③ナノポア型シーケンサーによる病原体の質的診断方法の開発（前田）
④腫瘍病態形成における DC-HIL の役割解明（堀内）
⑤ FACS による新規細胞傷害試験方法の確立（高木）

3-3．研究内容と達成度
①組み換えウイルスにより GFP・ルシフェラーゼで標識されたがん細胞を移植した担がんマウスを用い，種々の腫

瘍進展（造腫瘍性，浸潤・転移）と治療抵抗性にかかわる腫瘍内微小環境因子の分析がなされた．また CRISPR/
Cas9 システム（in…vivo ゲノム編集）による腫瘍形成マウス系の導入を進めた．達成度 20％．

②新規ワクチンプラットフォームの開発，抗原提示分子同定に関する基礎実験を進めた（達成度 50％）．
③ナノポア型シーケンサー MinION の簡便・汎用性を駆使し，病原体の質的診断方法の開発，下気道 microbiota

解析による呼吸器疾患の病態解明，薬剤耐性クルーズトリパノソーマの耐性機構の解明とフィールド疫学解析を
進め，いくつかの成果が得られている．到達度 25%．

④平成 28 年度より，新規免疫チェックポイント分子 DC-HIL の腫瘍病態形成における役割解明に関する研究を開
始した．本年度は，最新のゲノム編集技術であるCRISPR/Cas9システムによってDC-HIL及びその関連分子をノッ
クアウト（KO）した腫瘍細胞株を複数樹立した．達成度 20％．

⑤放射性同位元素を用いない，鋭敏で感度の高い新しい細胞傷害性試験系の確立を目指している．細胞傷害性試験
と同時に，エフェクター細胞の機能などを含めたマルチパラメーターを測定できることを目標とした．その結果，
FACS を用いた高感度の細胞傷害性試験系を確立することができた．達成度 60%．

3-4．自己評価と次年度計画
①本学移籍（村上）に伴う研究環境整備に時間を要した．次年度からは学内外の研究者の協力を仰ぎながら研究資

源の充実と研究内容の高度化を図りたい．
②本年度は他項目にエフォートを配分の必要性からあまり研究に時間が割けなかったため，次年度は研究に注力し

たい．
③システムのセットアップが進み，感染症科・感染制御科（毛呂山・川越・日高キャンパス），中央検査部（細菌

検査室）との緊密な連携体制が整った．また次年度からは東京大学，北海道大学，防衛医科大学校，慶應義塾大
学，日本大学との共同研究が本格的に開始され，一層の成果を見込んでいる．

④ DC-HIL 関連分子をノックアウト（KO）できるガイド RNA 配列を同定し，ゲノム編集技術に習熟できたことは，
今後の研究遂行に大変有用であり高く評価できる．平成 29 年度では樹立した KO 細胞株を用いて検討を重ねる
とともに，同定したガイド RNA を利用して DC-HIL ノックアウトマウスの作製を進めたい．

⑤実験は概ね順調に進んでおり，FACS による新規細胞傷害試験方法は概ね確立されている．次年度はこれらの結
果をまとめて論文発表したい．

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

日本感染症学会雑誌編集委員（前田），Clinical…Parasitology…編集委員（前田），Clinical…and…Experimental…Medicine
査読（村上），Experimental…Animals…査読（村上），Molecular…Medicine…Reports 査読（堀内：4 回），Oncology…
Reports 査読（堀内：2 回）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　群馬大学医学部客員教授（村上）
　武蔵野大学薬学部客員教授（村上）
　日本分子イメージング学会理事（村上）
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　明治大学農学部「人を対象とする生命科学系および医学系研究・実験に関する倫理委員会」医学担当委員（村上）
　日本臨床寄生虫学会監事（前田）
　日本臨床微生物学会「寄生虫・ウイルス」ワーキンググループ委員（前田）
　院内感染対策チーム（ICT）での活動（小林）
　中央手術部落下菌検査：485 検体（小林）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Nanjo…S,…Ebi…H,…Arai…S,…Takeuchi…S,…Yamada…T,…Mochizuki…S,…Okada…Y,…Nakada…M,…Murakami…T,…Yano…S.…High…
efficacy…of…third…generation…EGFR…inhibitor…AZD9291…in…a　leptomeningeal…carcinomatosis…model…with…EGFR-
mutant…lung…cancer…cells.…Oncotarget…2016;…7:…3847-3856.

② Masuyama…J,…Murakami…T,…Iwamoto…S,…Fujita…S.…Ex…vivo…expansion…of…natural…killer…cells…from…human…peripheral…
blood…mononuclear…cells…co-stimulated…with…anti-CD3…and…anti-CD52…monoclonal…antibodies.…Cytotherapy.…2016;…
18:…80-90.

③ Kaneno…R,…Sato…A,…Hamada…S,…Yagi…T,…Ohsawa…I,…Ohtsuki…M,…Kobayashi…E,…Hirabayashi…M,…Murakami…T.…Transgenic…
rat…model…of…childhood-onset…dermatitis…by…overexpressing…telomerase…reverse…transcriptase…（TERT）.…Transgenic…
Res.…2016;…25:413-424.

④ Osawa…M,…Mine…S,…Ota…S,…Kato…K,…Sekizuka…T,…Kuroda…M,…Kataoka…M,…Fukumoto…H,…Sato…Y,…KannoT,…Hasegawa…
H,…Ueda…K,…Fukayama…M,…Maeda…T,…Kanoh…S,…Kawana…A,…Fujikura…Y,…Katano…H.…Establishing…and…characterizing…
a…new…primary…effusion… lymphoma…cell… line…harboring…Kaposi's…sarcoma-associated…herpesvirus.… Infect…Agent…
Cancer.2016;11:37.

⑤Imai…K,…Nakayama…E,…Maeda…T,…Mikita…K,…Kobayashi…Y,…Mitarai…A,…Honma…Y,…Miyake…S,…Kaku…K,…Miyahira…Y,…Kawana…A.…
Chikungunya…fever…in…Japan…imported…from…the…Caribbean…islands.…Jpn…J…Infect…Dis.…2016;…69:…151-153.

⑥ Osa…M,…Maeda…T,…Misawa…K,… Imai…K,…Fujikura…Y,…Kawana…A.…Clinical… response… to… liposomal…doxorubicin…and…
rituximab…in…HHV-8-associated…multicentric…Castleman's…disease…in…an…HIV-positive…patient.…J…Infect…Chemother.…
2016;…22:…804-807.

⑦ Imai…K,…Misawa…K,…Matsumura…T,…Fujikura…Y,…Mikita…K,…Tokoro…M,…Maeda…T,…Kawana…A.…Progressive…HIV-associated…
cholangiopathy…in…an…HIV…patient…treated…with…combination…antiretroviral…therapy.…Intern…Med.…2016;…55:…2881-
2884.

⑧ Diagnosis…of…imported…Ugandan…typhoid…fever…based…on…local…outbreak…information:…A…case…report.…Ota…S,…Maki…
Y,…Mori…K,…Hamamoto…T,…Kurokawa…A,…Ishihara…M,…Yamamoto…T,…Imai…K,…Misawa…K,…Yuki…A,…Fujikura…Y,…Maeda…T,…
Kawana…A.…J…Infect…Chemother.…2016;…22:…770-773.

⑨ Saito…K,…Funayama…T,…Yokota…Y,…Murakami…T,…Kobayashi…Y.…Histone…deacetylase…inhibitors…sensitize…murine…B16…
melanoma…cells…to…carbon…ion…irradiation…by…inducing…G1…phase…arrest.…Biol…Pharm…Bull.…2017;…40:…844-851.

⑩今井一男，樽本憲人，三沢和央，前﨑繁文，前田卓哉 .…MinION を利用した LAMP 法による革新的マラリア診断
系の作成 .…第 28 回日本臨床微生物学会総会・学術集会（長崎）.

【総数：論文…9…件，学会発表…14…件，講演…1…件】
6-2．獲得研究費

1．日本医療研究開発機構…（AMED）　創薬基盤推進事業「ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開発と供給体
制整備」研究分担者（村上）

2．（独）日本学術振興会…科学研究費補助金　基盤研究（C）「悪性黒色腫における遺伝子増幅と浸潤転移能の研究」
研究代表者（村上）

3．（独）日本学術振興会…科学研究費補助金　基盤研究（B）「グリオーマ好発性トランスジェニックラットの解析」
研究分担者（村上）

4．（独）日本学術振興会…科学研究費補助金　挑戦的萌芽研究「エピジェネティック制御によって難治性がんの重
粒子線感受性を増強させる」研究分担者（村上）

5．和光純薬工業…株式会社…受託研究費（村上）
6．（独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C）「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の確立」研究代表者（松井）
7．学内グラント…丸木記念特別賞「がんの免疫逃避における新規免疫抑制分子，DC-HIL の役割解明と標的治療へ
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の展開」研究代表者（松井）
8．学内グラント…一般「新規免疫抑制分子 DC-HIL の阻害を併用した新しいがん免疫・放射線治療の開発研究」研

究代表者（堀内）
9．（独）日本学術振興会　科学研究費補助金…若手研究（B）「臨床応用に向けた次世代ワクチンの開発研究」研究

代表者（高木）
6-3．受賞
　Spandidos…Publications…Reviewer…reward…（堀内 3 回）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　本年度 9 月から村上が着任し，新しい基本学科運営がスタートした．先に着任した前田（4 月から）が中心となり，
感染症科・感染制御科（毛呂山・川越・日高キャンパス）との教育・研究連携体制が整いつつある．教育に関しては，
平成 30 年度から「感染」ユニット縮小が見込まれているため，次年度以降は教育内容の軽重や重複削減など臨床科
との更なる連携を図る必要がある．研究面では，個々の研究内容を重視しながら堅実な成果から概ね公的研究費も獲
得できている．しかし，次年度の更なる発展のため，学内外との研究協力体制の強化，研究資源の充実と技術協力に
よって組織的な公的研究費獲得を図りたい．また目に見える研究成果等を発信するため，基本学科ホームページを刷
新し，実質的な成果公表につなげて行きたい．一方，共同研究者等の来訪，魅力的な課外プログラム実施など基本学
科内の老朽化した研究室・実験設備等の修繕が必要な部分があり，対応を進めたい．また法令に遵守した適切な試薬
品等・微生物等細胞資源の維持・管理を徹底し，随時点検しながら透明性のある運営に努めたい．
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8．免疫学

1．構成員
松下　祥（MATSUSHITA,…Sho）：教授：運営責任者：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
川野雅章（KAWANO,…Masaaki）：…准教授（平成 28 年 10 月 1 日～）,…講師（～平成 28 年 9 月 30 日）：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
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
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
齋賀菊江（SAIKA,…Kikue）：助手（平成 29 年 2 月 1 日～）

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 ,2 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）,22 時間（曽根），22 時間（町田（医学研究センター））
良医への道 1 臨床推論 ,4 時間（曽根）

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・齊賀・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
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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
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：RA センター副　センター長…
　松下　祥：研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会委員長
　松下　祥：埼玉医科大学医学会幹事長
　松下　祥：グラント選考委員会委員長
　松下　祥：アレルギーセンター研究部門長
　松下　祥：特許等委員会委員長
　松下　祥：環境安全委員会副委員長
　松下　祥：寄付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：埼玉医科大学雑誌編集委員
　松下　祥：大学院委員会委員
　松下　祥：医学研究科博士課程運営委員会委員
　松下　祥：語学試験委員会委員
　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：IR 委員会委員
　松下　祥：研究医養成プログラム運営委員会委員
　川野雅章：毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会…

6．業績
6-1．論文・学会発表

代表的なもの 7 編
① KAWANO…Masaaki,…TAKAGI…Rie,…and…MATSUSHITA…Sho
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Dopamine…modulates…cytokine…secretion…in…early…immune…responses…as…well…as…the…generation…of…T-helper…subsets…
in…adaptive…responses
The…45th…Annual…Meeting…of…The…Japanese…Society…for…Immunology,…2016
Okinawa…Convention…Center,…Okinawa,…Japan…December…6,…2016

② Enomoto…Yutaka,… …Kiniwa…Tsuyoshi,…Naito…Yutaka,…Takagi…Rie… ,…Kawano…Masaaki,…Matsushita…Sho,…Ochiya…
Takahiro,…Miyajima…Atsushi
HBV-induced…exosomal…miRNAs…down-regulate…the…expression…of…IL-21…mRNA…by…binding…to…its…3'…UTR
The…45th…Annual…Meeting…of…The…Japanese…Society…for…Immunology,…2016
Okinawa…Convention…Center,…Okinawa,…Japan…December…6,…2016

③ロドデノール誘発性白斑症は自己免疫病である
高木理英　川野雅章　中村晃一郎　土田哲也　松下祥　
第 115 回日本皮膚科学会総会＠京都　2016 年 6 月 4 日

④ロドデノール誘発性白斑症は自己免疫病である
高木理英　川野雅章　中村晃一郎　土田哲也　松下祥　
第 65 回日本アレルギー学会学術大会＠東京　2017 年 6 月 18 日
⑤松下　祥：IL-10 とアレルギー．アレルギー・免疫…Vol.…23,…No.…11,…30-35,…2016.

⑥ Rie…Takagi,…Masaaki…Kawano,…Koichiro…Nakamura,…Tetsuya…Tsuchida…and…Sho…Matsushita.T-cell… responses…
to… tyrosinase-derived…self-peptides… in…patients…with… leukoderma… induced…by…rhododendrol:… Implications… for…
immunotherapy…targeting…melanoma.Dermatology…232:44-49,…2016…

⑦ Miyano,…K.,…Matsushita,…S.,…Tsuchida,…T.,…and…Nakamura,…K.…The… 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.43（9）:1024-9,…2016.…

【総数：論文 3 件，学会発表 4 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：文部科学省研究費基盤研究（C）―代表
　　「タンパク質ナノカプセルの粘膜免疫誘導機構の解明」
　　　課題番号…16K08412
6-3．受賞：
　高木理英：埼玉医科大学学内グラント・関口記念特別賞
　　「メラノーマの新規治療法に関する基礎的研究」
6-4．特許，実用新案：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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9．社会医学

1．構成員
土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）: 教授 , 運営責任者 : 教育主任 , 研究主任 : 代表指導教員（大学院）（兼担）
　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年 4 月 1 日～ 7 月 30 日）
亀井美登里（KAMEI,…Midori）: 教授，運営責任者：教育主任 ,研究主任 :代表指導教員（大学院）:社会医学全般 :博士
　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年 8 月 1 日～）
柴﨑智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：准教授：教育副主任 , 研究副主任：指導教員（大学院）：地域医療・医学 , 専門職
　　　　　　　　　　　　　　　連携 , 公衆衛生学 , 疫学：博士
太田晶子（OHTA,…Akiko）: 准教授 : 教育副主任 , 研究副主任 : 指導教員（大学院）：疫学 , 公衆衛生学：博士
大野洋一（OHNO,…Yoichi）：准教授：教育副主任 , 研究副主任：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：公衆衛生行政 ,…母子保健 ,…地域連携
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
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 : 教育員 , 研究員
諏訪絵美（SUWA,…Emi）：助教 : 教育員 , 研究員
冨永信子（TOMINAGA,…Nobuko）：助教（兼担）
佐藤真喜子（SATOH,…Makiko）：助手 : 教育員 , 研究員
桑原孝子（KUWAHARA,…Takako）: 実験助手
仁科基子（NISHINA,…Motoko）: 実験助手
長島公子（NAGASHIMA,…Kimiko）：事務員
鋤柄　稔（SUKIGARA,…Minoru）：客員教授：緩和医療，地域医療：博士
三浦公嗣（MIURA,…Kohji）: 客員教授：公衆衛生学 : 博士
平子哲夫（HIRAKO,…Tetsuo）：客員教授：公衆衛生学 : 博士
岨　康二（SOWA,…Kohji）：客員准教授：内科，地域医療：博士
渕上博司（FUCHIGAMI,…Hiroshi）：客員講師：成人保健 , 職域保健：博士
丸木憲雄（MARUKI,…Norio）：非常勤講師
安達修一（ADACHI,…Shuichi）：非常勤講師
秋和敏彦（AKIWA,…Toshihiko）：非常勤講師
菅野義彦（KANNO,…Yoshihiko）：非常勤講師
伊藤　功（Ito,…Isao）：非常勤講師
中根晴幸（NAKANE,…Haruyuki）：非常勤講師
武田光史（TAKEDA,…Mitsushi）：非常勤講師
土屋久幸（TUCHIYA,…Hisayuki）…：非常勤講師
柴田亜希子（SHIBATA,…Akiko）…：非常勤講師
望月　徹（MOCHIZUKI,…Toru）：専攻生
平栗陽子（HIRAGURI,…Yoko）：非常勤事務員
中込知華子（NAKAGOME,…Chikako）：非常勤事務員
世古口千恵子（SEKOGUCHI,…Chieko）：非常勤事務員
鴇田　隆（TOKITA,…Takashi）：非常勤事務員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　公衆衛生学 , 衛生学および地域医学 / 医療学が一緒になり , 今年度新たに船出した . 我が国の社会経済的状況を踏
まえて , 時代のニーズに即した社会医学教育を行い , 課題解決力および実践力を伴った人材の育成に努めることを目
標とする．
2-2．教育内容（担当者）
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　1 年生の「医療への道すじ」コースでは，「人体の科学入門 1」で高橋美が 20 コマ担当した .「良医への道 1」コー
スでは，「キャリアデザイン」で柴崎が 7 コマ，「社会医学」で柴崎，佐藤が 15 コマ，「臨床入門」で柴崎，荒木，
佐藤が 43 コマ，「臨床推論」で高橋美が 4 コマ，「選択必修」柴崎，荒木，本橋，高橋幸が 18 コマを担当した .
　2 年生の「良医への道 2」コースでは，「医学概論」で柴崎が 5 コマ，「臨床入門」で柴崎，荒木，佐藤が 55 コマ，

「選択必修」（医学研究）で太田が 1 コマを担当した .
　3 年生の「病気の基礎 2」コ－スでは，「疫学」で太田が 12 コマを担当した .「ヒトの病気 1」コースでは，「循環器」
で太田が 1 コマを担当した .「良医への道 3」コースでは，「医学概論」で柴崎が 7 コマ，「臨床入門」で柴崎，荒木
が 70 コマ担当した .
　4 年生の「ヒトの病気 2」コースでは，「救急・麻酔」で荒木が 1 コマ，「社会と医学」コースで「疾病の予防と対策」
では，太田 15 コマ，高橋 2 コマ，渕上 2 コマ，丸木 2 コマ，土屋 2 コマ，柴田 2 コマの計 25 コマの講義を担当した .「地
域社会と健康」では，柴崎 5 コマ，大野 8 コマ，荒木 4 コマ，宮崎 2 コマ，高橋幸 1 コマ，鋤柄 2 コマ，三浦 1 コマ，
平子 1 コマ，渕上 2 コマ，安達 2 コマ，秋和 1 コマ，菅野 1 コマ，中根 1 コマの計 35 コマの講義を担当した .「社
会医学実習」では，柴崎，大野，太田，本橋，高橋美，荒木，宮崎，高橋幸，佐藤で 42 コマを担当した .「良医へ
の道 4」コースでは，「医学概論」で柴崎が 2 コマ，「臨床推論」で大野が 32 コマ担当した .
　5 年生の「特別演習」で大野が 1 コマ担当した .
　6 年生の「医療総論」で太田 4 コマ，柴崎 1 コマ，高橋美 2 コマ，「内科総論」で大野 5 コマ，荒木 1 コマ，「社会医学」
で柴崎 3 コマ，大野 2 コマ，太田 5 コマ，高橋美 2 コマ，荒木 2 コマ，宮崎 1 コマ，諏訪 1 コマの講義を担当した．
　「課外学習プログラム」では，①実践を通して，研究発表技法を学ぼう！（高橋美，佐藤，宮崎，柴﨑，亀井）②
成田空港検疫所見学（高橋美，太田，亀井）③埼玉県衛生研究所見学（高橋美，柴﨑）④彩の国連携力育成プロジェ
クト IPW 実習（柴崎，大野，太田，本橋，高橋美，荒木，宮崎，高橋幸，佐藤，亀井）⑤彩の国思春期研究会（高橋幸）
の 6 課題を担当した .
　医学部以外では，保健医療学部看護学科で 2 年生「疫学」で高橋美，柴崎が分担し 15 コマを担当し，「疾病の成
り立ちⅢ」で大野が 1 コマ，3 年生の国家試験対策「疫学」を 7 コマ，4 年生「看護政策論」で本橋が 8 コマを担
当した . 臨床検査学科では，1 年生「臨床検査人体の構造と機能」で柴崎が 7 コマ，2 年生「疫学」で高橋美 3 コマ，
柴崎 12 コマ，「ヒトの病気Ⅳ」で大野が 1 コマ，3 年生の「公衆衛生学実習」で宮崎が 15 コマを担当した . 医用生
体工学科では，1 年生の「公衆衛生学」で宮崎が 8 コマを担当し，理学療法学科の 3 年生「ヒトの病気Ⅶ」で大野
が 1 コマを担当した . 短期大学看護学科では，2 年生「公衆衛生学」で荒木，諏訪，柴崎が分担し 15 コマを担当し，「関
係法規」では本橋が 8 コマと補講 1 コマを担当した . 専攻科母子看護学専攻では，「地域母子保健学」で本橋が 8 コ
マを担当した . 埼玉医療福祉会看護専門学校では，第一学科「公衆衛生学」15 コマ，第ニ学科「公衆衛生学」15 コ
マを高橋美が担当し講義を行った .
2-3．達成度
　達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　多くの課題に取り組み , 成果を上げた . 今後も引き続き課題に取り組んでいく．

3．研究
3-1．目的・目標
　公衆衛生学，衛生学および地域医学 / 医療学が一緒になり , 今年度新たに船出した . 我が国の社会経済的状況を踏
まえて , 時代のニーズに即した社会医学研究を行い , 予防医学の発展に寄与することを目的とする .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①平成 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））「自己免疫疾
患に関する調査研究」（太田）

②平成 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））「特発性造血
障害に関する調査研究」（太田）

③平成 28 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」（太田）

④鉛と生活習慣病の研究（宮崎，大野，佐藤，亀井）
⑤亜鉛転写因子 Fox01 と発癌の研究（宮崎，大野，佐藤，亀井）
⑥高気圧環境下の労働者の疲労の研究（宮崎，望月，亀井）
⑦地域感染症・学校感染症の時空間疫学（柴崎，荒木，佐藤，大野）



279

社会医学

⑧感染症伝播のシミュレーション疫学（荒木，佐藤，柴崎，亀井）
⑨わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療（ART）の影響 :
　Age-Period-Cohort 解析による検討（荒木，柴﨑，大野，亀井，本学産科婦人科学との共同研究）
⑩毛呂山町生活習慣病予防に関する検討（大野，宮﨑，佐藤，柴﨑，鈴木，別所）
⑪予防医学領域におけるシミュレーション研究（大野，鈴木，別所）
⑫高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究（大野，鈴木，別所）
⑬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，柴崎，荒木，森，亀井）
⑭地域医療実習に関する研究（柴﨑，高橋幸，大野，荒木，宮﨑，佐藤，亀井）
⑮専門職連携教育 / 実践の質保証のための研究（柴﨑，高橋幸，大野，荒木，宮﨑，佐藤，亀井）
⑯健康づくりプロジェクト in 毛呂山（諏訪，柴﨑，佐藤，亀井）
⑰埼玉県がん検診の受診状況に関する研究（柴﨑，佐藤，高橋，亀井）

3-3．研究内容と達成度
①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．
②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
に参画した .

③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 .

④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．

⑤亜鉛転写因子 Fox01 とその下流のがん抑制タンパク質の p53 の研究で , 亜鉛欠乏状態で p53 のタンパク発現が
亢進する可能性が明らかになった．

⑥高気圧環境下の労働者の健康管理について実践現場に参画して知見を深めた .…
⑦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．
⑧感染症伝播のシミュレーション疫学：エージェントベース地域感染症シミュレータのマルチコンパートメントモ

デルの開発を継続しており，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
く高まる現象を軽減するにはどのような対策が有効化を検討した．

⑨わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療（ART）の影響 : わが国の体外受精が原側単一胚移植に
移行した結果 ,ART の復旧に伴う ART 児の出生割合の急激な増加にも関わらず生殖補助医療による複産出生割合
は順調に減少してきていることを明らかにした .

⑩対象地域を毛呂山町 , 越生町 , 飯能市 , 日高市の 2 市 2 町に拡大し , 特定保健指導積極的支援 , 動機付け支援 , お
よび情報提供対象者に対して , 指導前後に内臓脂肪 , 動脈硬化度 , および酸化ストレスのマーカーを，指導後に
活動量計による日常生活動作を含めた運動量を測定し，指導の効果を調査中である．

⑪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，大規模臨床試験でも十分な 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で日内変動,日間変動,および診察毎変動の差に関するシミュ
レーション研究を行った .…

⑫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，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．

⑬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：これらの早期体験実習は彩の国連携科目の
ヒューマンケア体験実習，IPW 論に位置づけて実施した．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．

⑭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における IPE 準備状態の変化を観
察し，IPW 実習において実習後の変化を明らかにした .

⑮専門職連携教育／実践の質保証のための研究：平成 24 年～ 26 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，地域の健康課題に関する関心が卒後まで高い状態であることが明
らかになった . 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，ルーブリックを作成した．埼
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玉県内の専門職連携実習受け入れ施設に対するニーズ調査を実施し，地域連携担当者が考える連携の課題を明ら
かにするとともに，実習を受け入れることによって職員の意識が変化していることを明らかにした．

⑯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．

⑰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
　多くの課題を取り上げ , 成果を上げた . 今後も引き続き諸課題に取り組む .

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

亀井美登里：埼玉県地域医療構想推進会議，埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 ,…毛呂山町健康づくり
　　　　　　推進協議会
柴﨑智美：埼玉県がん対策推進協議会，埼玉県がん対策推進協議会がん教育部会，埼玉県がん検診精度管理研修会
　　　　　（講師）, 埼玉県肝疾患診療拠点病院等連携協議会 , 毛呂山町教育委員会 , 毛呂山町健康づくり（アドバ
　　　　　イザー）, 長崎県小値賀町健康おぢか 21 協議会
大野洋一：毛呂山町健康づくり（アドバイザー）
太田晶子：埼玉県感染症発生動向調査検討委員会
本橋千恵美：埼玉県川口保健所相談支援者研修会（講師）
高橋幸子：川越市こどもサポート委員会 ,…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 7 校，中
　　　　　学校 40 校，高等学校 13 校，その他県内養護教諭，保健所，保護者対象 19 校）．

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　柴﨑智美：日本衛生学会雑誌編集委員 , 日本公衆衛生学会雑誌査読委員
　高橋美保子：日本衛生学会雑誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　柴崎智美：健康づくりプロジェクト in 毛呂山
　大野洋一：埼玉プライマリ・ケア連合研究会事務局
　本橋千恵美：社会福祉法人埼玉医療福祉会ワンストップビル建設会議
　高橋美保子：日本公衆衛生学会モニタリンググル－プ委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

代表的なもの 10 編
① Ohno…Y,…Shibazaki…S,…Araki…R,…Miyazaki…T,…Sato…M,…Takahashi…S,…Suwa…E,…Takenaka…T,…Suzuki…H.…Lifestyle…

Modifications…Versus…Antihypertensive…Medications…in…Reducing…Cardiovascular…Events… in…an…Aging…Society:…A…
Success…Rate-oriented…Simulation.Intern…Med.…2016;55（16）:2185-95.

② Ohno…Y,…Kanno…Y,…Takenaka…T.Letter… regarding… "Estimated…aortic…blood…pressure…based…on… radial… artery…
tonometry…underestimates…directly…measured…aortic…blood…pressure… in…patients…with…advancing…chronic…kidney…
disease…staging…and…increasing…arterial…stiffness".…Kidney…Int.…2017…Mar;91（3）:757.

③村上義孝 , 橋本修二 , 川戸美由紀 , 大庭真梨 , 太田晶子 , 谷口清州 , 砂川富正 , 永井正規　インフルエンザの型別罹
患数の推計　平成 29 年…3 月　新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業　平成 28 年度総括・分担研究
報告書 107-111 頁

④上坂等 , 太田晶子 , 三村経世 , 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 / 皮膚筋炎に
関する研究　平成 29 年…3 月　自己免疫疾患に関する調査研究　平成 28 年度総括分担研究報告書 19-64 頁

⑤太田晶子 , 橋本修二 , 川戸美由紀 , 大庭真梨 , 谷口清州 , 砂川富正 , 永井正規 , 村上義孝　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　－ 2015 年の警報 ･ 注意報の発生と都道府県警報の発生につ
いて－　平成 29 年…3 月　新興再興感染症及び予防接種政策推進研究事業　平成 28 年度総括・分担研究報告書
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71-88 頁
⑥太田晶子 , 島田直樹　重症再生不良性貧血の罹患率の推計－臨床調査個人票の解析－　平成 29 年…3 月　特発性

造血障害に関する調査研究　平成 28 年度分担研究報告書
⑦ Takahashi…M.…The…distinctive…characteristics…of…the…hourly…distribution…of… live…births…on…specific…days…in…Japan.…

Environ…Health…Prev…Med.…2016…Nov;21（6）:501-522.
⑧ Taro…Yamazaki,…Atsushi…Shibuya,…Saori… Ishii,…Nobuyuki…Miura,…Akira…Ohtake,…Nozomu…Sasaki,…Ryuichiro…Araki,…

Yachio…Ohta,…Mitsuhiro…Fujiwara,…Yuji…Miyajima,…Kimiaki…Uetake,…Keigo…Hamahata,…Koji…Kato,…Kiyoshi…Kawakami,…
Hidemi…Toyoda,…Naohiko…Moriguchi,…Masahiko…Okada,…Masanori…Nishi,…Yoshiyasu…Ogata,…Tomohito…Takimoto,…
Shouichi…Ohga,…Shigeru…Ohta,…Shin…Amemiya…High-dose…cepharanthin…therapy…for…pediatric…patients…with…chronic…
immune…thrombocytopenia… in…Japan…（original…article）.…Pediatrics… International…Japan…Pediatric…Society.…59

（3）:303-308.…207.03.
⑨ Yamaguchi…S,…Tashiro…J,…Araki…R,…Okuda…J,…Hanai…T,…Saito…S,…Otsuka…K,…Watanabe…M…Laparoscopic…versus…open…

resection… for… transverse…colon…and…descending…colon…cancer:… short…and… long… term…outcome…of…multi-center…
retrospective…study…from…1,820…patients…（original…article）.…Asian…Journal…of…Endoscopic…Surgery.…2017.03

⑩ Takenaka…T,…Inoue…T,…Miyazaki…T,…Hayashi…M…and…Suzuki…H.…Xeno-klotho…inhibits…parathyroid…hormone…signaling,…
Journal…Bone…and…Mineral…Research31：455-462

【総数：論文 20 件，学会発表 37 件】
6-2．獲得研究費

亀井美登里：厚生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究事業）「検疫業務の質的向上に向けた検疫
　　　　　制度に関する研究」…800 千円

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「自己免疫疾患に関する調査研究」50 万円
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「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
　柴崎智美：4 大学連携力育成プロジェクト 4 大学教職員ワークショップ・県民対象研修会
　高橋幸子：彩の国思春期研究会西部支部講演会

7．自己点検・評価
　教育，研究共に順調に成果を上げ , 適切に職責を果たせたと評価する .
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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
　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
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，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，弘前大学，東京都監察医務院，警察庁科学警察研究所などと行った．
3-3．研究内容と達成度：1）～ 3）は法医病理，4）は法医免疫遺伝

1）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物，頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した．
2）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析：冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学

的解析を行った．症例数が限られているので症例の集積には時間を要する．
3）動脈解離の病理学的解析：くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた．頭

蓋内内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した．また，脳動脈外傷の病理について検討した．
4）DNA 多型の法医学的応用：DNA 多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した．

3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく，しかも少人数であり，研究のた
めの時間的，精神的余裕に乏しい．そのような環境ではあるが，着実にデータを蓄積し，発表した．今後も同様の方
向性で進むものと考えられる．
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4．診療
　該当なし

5．その他：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）
山梨県解剖嘱託医（髙田，齋藤）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Legal…Medicine 誌の editorial…board（齋藤）
Legal…Medicine 誌の査読委員（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 28 年度に当教室で行った解剖は 181 体（司法 169 例・行政 0 例・

調査 12 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」）を行っている．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ている（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．28 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,…Ohmori…T,…Hara…M,…Yoneyama…K,…Takada…A,…Saito…K.… Identification…of…canine…saliva…using…mRNA-
based…assay.…Int…J…Legal…Med…2017;…131:…39-43.

② Nakanishi…H,…Ohmori…T,…Hara…M,…Takahashi…S,…Kurosu…A,…Takada…A,…Saito…K.…Screening…test…for…shed…skin…cells…by…
measuring…the…ratio…of…human…DNA…to…Staphylococcus…epidermidis…DNA.…J…Forensic…Sci…2016;…61:…618-622.

③ Hara…M,…Nakanishi…H,…Yoneyama…K,…Saito…K,…Takada…A.…Effects…of…storage…conditions…on…forensic…examinations…of…
blood…samples…and…bloodstains…stored…for…20…years.…Legal…Med…2016;…18:…81-84.

④髙田　綾，齋藤一之，米山克美，原　正昭，中西宏明，早川　輝，森晋二郎，朝倉久美子，菊地洋介，谷藤隆信．
肉眼で診断がつかなかった比較的稀な肺外結核症の 3 例．法医学の実際と研究．2016;…59:…89-95.

⑤髙田　綾，齋藤一之，朝倉久美子，菊地洋介，畔柳三省，小金井英希．脳出血の原因血管（レンズ核線条体動脈）
にみられた解離性病変について．第57回日本神経病理学会学術研究会．…Neuropathology．2016;…36:…p87，弘前．

⑥原　正昭，中西宏明，米山克美，新井正明，冨山紀子，齋藤一之，髙田　綾．血液および血痕の保存条件が法医
学的物体検査に及ぼす影響．第 100 次日本法医学会学術全国集会．日本法医学雑誌．2016;…70:…p90,…東京 .

⑦齋藤一之，菊地洋介，髙田　綾，朝倉久美子，森晋二郎，畔柳三省，福永龍繁．熱中症の剖検所見について．第
100 次日本法医学会学術全国集会．日本法医学雑誌．2016;…70:…p115,…東京 .

⑧ Inokuchi…S,…Kitayama…T,…Fujii…K,…Nakahara…H,…Nakanishi…H,…Saito…K,…Mizuno…N,…Sekiguchi…K.…Estimating…allele…
dropout…probabilities…by…logistic…regression:…Assessments…using…Applied…Biosystems…3500xL…and…3130xl…Genetic…
Analyzers…with…various…commercially…available…human…identification…kits.…Legal…Med…2016;…19:…77-82.

⑨ Nagai…A,…Hara…M,…Bunai…Y.…Intra-allelic…variation…at…three…X-STR…loci…in…Japanese,…and…Indonesian…populations.…J…
Comp…Clin…Med…2016;…23:…1-9.

⑩ Yamamoto…T,…Asai…H,…Hiroshige…Y,…Yoshimoto…T,…Takada…A,…Hara…M,…Ishii…A,…Dhanardhono…T.…Allele…frequency…
distribution…for…15…STR…loci…amang…7…islands…in…Indonesia…and…the…genetic…relationship…in…the…world.…International…
Society…for…Forensic…Genetics…2016…English…Speaking…Working…Group.…Abstract.…2016;…P19,…Budapest．

【総数：論文…5…件，症例報告…1…件，学会発表…14…件】
6-2．獲得研究費

原　正昭（代表）：文部科学省・科学研究助成金，基盤研究（C）；「ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推
定及び個人識別」課題番号 26460885．143 万円．
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6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：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，一人称で語ることのでき
る人材の育成に関われたと感じている．

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）
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　③「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」（埼玉県・埼玉医大）
　④「埼玉医科大学キャリアアップセンター教育運営委員」（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協議会委員」（川越市）
　⑦「川越市健康づくり推進協議会委員」（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 5 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「地域における感染対策の変革」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認定看護管理者教育課程ファーストレベルにおいて「保健医療
福祉の動向」及び「我が国におけるヘルスケアシステムの構造」をテーマに抗議した．

④埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する看護学生実習指導者講習会において，「医療政策：日本の医療
はどこへ向かう」をテーマに，看護人材の育成に関する基本的姿勢について講義した．

6．業績
6-1．論文・学会発表… 「該当なし」
6-2．獲得研究費…「該当なし」
6-3．受賞… 「該当なし」
6-4．特許，実用新案… 「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績…「該当なし」

7．自己点検・評価
　医学部，保健医療学部，短期大学，毛呂看護専門学校及び大学院において授業を担当したが，変革期にある医療の
現状を踏まえ，既成概念にとらわれることなく，柔軟な思考ができるように働きかけることで，学生自身が一人称で
考え，語れるようになった．
　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ている．
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医学部（基礎医学部門）

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，赤血球，血漿の機能及び血液凝固系の基礎的な知
識を修得させ，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）
　2 年生エネルギー系（坂本），塗抹標本作成実習（坂本・廣澤・鈴木）ならびに機能系実習（2 年生）；消化（坂本・
廣澤），1 年生人体の基礎科学 1，2（化学実験 1，2），1 年生医科学の探索ユニット（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・実用実験医学特別講義を分担した（坂本）．研究方法特論（講義）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
　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，次年度への講義内容に反映することを目指している．
浸透圧と血液凝固系に関して理解させることは，これまでの経験から難しさを痛感しているが，理解しやすい図表等
を考案中である．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」に関して，実験結果
の理解を容易にするため，Excel を使った図・表の作成法等に 1 コマを当てるような意見が学生側から有ったため検
討する．レポート作成支援のために工夫した雛形を用いたレポート作成の演習を試みたところ，成果が確認出来たの
で次年度から本格的に盛り込む．医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験医学特別講義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い，座学よりは興味を引くことが出来るとの意見が有り，検討するこ
ととなった．
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・簡素化した．効果的であると判断されたので，
次年度に向け更に充実させる．選択必修ユニットでは，実験を好む学生が増加する傾向が見られるため，次年度は，
新たな実験系の導入を検討中である．
大学院教育では，歯科・口腔外科の大学院生 1 名が「咀嚼筋腱膜過形成症の解析」に関して指導中であり，大型機
器を用いた解析と指導を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究内容は，ナノ粒子を用いたマウス乳ガンへのドラッグデリバリーに移行しつつあり，抗ガン作用に関して良好
な実験結果が得られつつあるため，治療のターゲットをマウス脳腫瘍に変更し，同様の実験を遂行し，局所的ドラッ
グデリバリー有効性を確かめる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　ナノ粒子を用いたドラッグデリバリーに関して，東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの研究者と研究契
約を結び，本学中央研究施設実験動物部門，機能部門と東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの各設備を相
方向に活用し研究を遂行中である．「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しているが，最終段階となっており成果発表を検討している．
3-3．研究内容と達成度
　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）との共同研究で
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は，乳ガンに対する抗ガン剤を内包するナノ粒子のドラッグデリバリーに関して，1/20 程度の抗ガン剤で高い効果
が得られる等の良好な結果が得られ，既に論文化を行っている．次のターゲットを脳腫瘍に定め，実験が開始され極
めて高い抗ガン作用を有する可能性が，本年度のデータから示唆された．
　昨年から遂行している「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の論文発表に向けまとめ始めた．
3-4．自己評価と次年度計画
　昨年度に引き続き，東洋大学，城西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
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Aby…Cheruvathoor…Poulose,…SrivaniVeeranarayanan,…M.…Sheikh…Mohamed1,Rebeca…RomeroAburto,…Trevor…
Mitcham,…Richard…R.…Bouchard,…Pulickel…M.Ajayan,Yasushi…Sakamoto,…Toru…Maekawa1…&…D.…Sakthi…Kumar1,…
Multifunctional…Cu2-xTe…Nanocubes…Mediated…Combination…Therapy… for…Multi-Drug…Resistant…MDA…MB…45…
Scientific…Reports…2016.10;…6（35961）:1-6.

② Sheikh…Mohamed…M,…Poulose…AC,…Veeranarayanan…S,…Romero…Aburto…R,…Mitcham…T,…Suzuki…Y,…Sakamoto…Y,…
Ajayan…PM,…Bouchard…RR,…Yoshida…Y,…Maekawa…T,…Sakthi…Kumar…D…　Plasmonic…fluorescent…CdSe/Cu2S…hybrid…
nanocrystals…for…multichannel…imaging…and…cancer…directed…photo-thermal…therapy.…Nanoscale…2016.04;…8:7876-
7888.

③加藤洋介，廣澤成美，坂本武史，松田千代子，辻村和博，玄美燕，高山淳，岡崎真理，植村靖史，坂本安…新規
フェルラ酸誘導体：PMF 解析用 Matrix としての性能の違い及びプロテオーム解析への応用日本プロテオーム学
会 2016 年会…2016.07;…東京

④加藤洋介 ,…廣澤成美 ,…坂本武史 ,…松田千代子 ,…辻村和博 ,…玄美燕 ,…高山淳 ,…岡﨑真理 ,…植村靖史 ,…坂本安 :…新規フェ
ルラ酸誘導体…:…PMF…解析用…Matrix…としての特性の違い及びプロテオーム解析への応用日本プロテオーム学会…
2016.07;

【総数：論文…2…件，学会発表…2…件，講演…0…件】
6-2．獲得研究費
　平成 28 年度学内グラント「新規シナピン酸誘導体による虚血性脳障害の予防作用：分子メカニズムの解明」廣澤
成美
6-3．受賞「該当なし」
6-4．特許，実用新案「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
　機能部門の利用登録者数は，平成 28 年度は 200 名であった．昨年度の 196 人と比較し横ばい状態である．中央
研究施設各部門への登録人数は，本学の研究活動のバロメーターでもある．現在，研究機器の多くが，設置後 10 年
以上を経過しており老朽化による使い勝手の悪さ，故障の頻出が問題となっており，何らかの対策を図る必要がある．
現状では，私学助成金等公的助成金への申請が難しいため，他大学の施設との交流を図り，情報を共有して施設利用
者には，必要とする装置を貸借できるような共同研究契約の取り交わし等を推進する必要性があると思われ，検討中
である．
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医学部（基礎医学部門）

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：博士…
　大島　晋（OHSHIMA,…Susumu）：准教授：大学院教員（大学院）：細胞老化・発癌：博士
　実験助手：村井則子，小松久美子，松本幸子
　協力研究員：岩下直樹

2．教育
2-1．目的・目標
　卒前教育では，化学実験に必要な基本技術を身に付けさせること（人体の基礎科学），および疾患発生に老化が及
ぼす影響を理解させること（選択必修）を目標とした．大学院教育では，医学研究に必要な基本技術および研究機器
の利用法を理解させることを目標とした．
2-2．教育内容
　卒前教育では，人体の基礎科学の化学実験（1 年生）および選択必修「老化について考える」（2 年生）を分担した（大
島）．大学院教育では，研究方法特論の光学顕微鏡標本作製と電子顕微鏡観察（穐田），および光学（蛍光）顕微鏡使
用法とフローサイトメーター使用法（大島）を分担した．…
2-3．達成度
　卒前教育および大学院教育の両者とも，ほぼ予定通りの内容を実施することができた．
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．…
　大島；卒前教育では概ね目標は達成されたが一部積極性に欠ける学生もおり，より多くの学生の積極的な参加を引
き出す工夫が必要と感じられた．大学院教育では少人数での講義となり，教育効果は高いと感じられた反面，出席率
が低く，講義の実施方法等に改善の必要性が感じられた．

3．研究
3-1．目的・目標
　前年度に引き続き，血管新生についての研究，特に，幹細胞マーカーの血管新生における形態学的解析を行なう（穐
田）．及び正常細胞より樹立した 4 倍体細胞を用いて多倍体細胞の発癌感受性を解析する（大島）．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　本学解剖学（血管新生に関わる因子，細胞動態の解析，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　
　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，日本臨床分子形態学会ならびに日本解剖学会に
おいて発表した（穐田）．多倍体細胞については，ヒト線維芽細胞より樹立した4倍体細胞の染色体不安定性について，
日本癌学会及び論文にて発表した（大島）．…
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．…
　大島；発癌に関連する可能性があ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．

4．診療
　該当なし
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5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　穐田；The…Scientific…World…Journal 編集委員
　　Stem…Cells…Research,…Development…&…Therapy…（STRDT）…編集委員
　　Journal…of…Stem…Cells…Research,…Reviews…&…Reports 編集委員
　大島；Biomedical…and…Environmental…Sciences…査読委員
　　Human…Cell　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
　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……………　　…………………………　　…

6．業績
6-1．論文・学会発表
　論文

① Wongwananuruk…T,…Sato…T,…Kajihara…T,…Matsumoto…S,…Akita…M,…Tamura…K,…Brosens…JJ,… Ishihara…O.…Endometrial…
androgen…signaling…and…decidualization…regulate…trophoblast…expansion…and…invasion…in…co-culture:…A…time-lapse…
study.…Placenta,…47:56-62,…DOI:…10.1016/j.placenta.2016.09.005（2016）

② Sultana…S,…Kajihara…T,…Mizuno…Y,…Sato…T,…Oguro…T,…Kimura…M,…Akita…M,…Ishihara…O.…Overexpression…of…microRNA-
542-3p…attenuates… the…differentiating…capacity…of…endometriotic…stromal…cells.…Reproductive…Medicine…and…
Biology,…Volume…16,…Issue…2,…DOI:…10.1002/rmb2.12028（2017）

③Ohshima…S,…Seyama…A.…Establishment…of…Proliferative…Tetraploid…Cells…from…Nontransformed…Human…Fibroblasts.…J.…
Vis.…Exp.…（119）,…e55028,…doi:10.3791/55028…（2017）.…

　学会発表
④藤田恵子 ,　松本幸子 ,　小松久美子 ,　村井則子 ,　穐田真澄 ,　腫瘍血管構築に関与する肝芽腫幹細胞について .…

第 48 回日本臨床分子形態学会 ,　2016 年 9 月，熊本
⑤相馬廣明，村井則子，田中嘉代子，小黒辰夫，國場寛子，吉浜勲，藤田浩司，峯尾松一郎，トリソミー染色体

異常や Noonan 症候群や Ebstein 心異常を伴った胎盤の特異的な超微構造．第 48 回日本臨床分子形態学会 ,　
2016 年 9 月，熊本

⑥ Kishita…Y,…Kohda…M,…Akita…M,…Mizuno…Y,…Yatsuka…Y,…Hirata…T,…Harashima…H,…Yamazaki…T,…Shimura…M,…Murayama…K,…
Akira…Ohtake…A,…Okazaki…Y,…Mitochondrial…DNA…depletion…syndrome…caused…by…homozygous…mutation…in…MIC13,…
13th…ASMRM…and…16th…J-mit,…Oct.…2016,Tokyo…

⑦藤田…恵子 ,　松本…幸子 ,　藤田…一正 ,　穐田…真澄 ,　永島…雅文 ,　ヒト肝芽腫細胞におけるがん微小環境ストレス
に対する適応応答 .…第 122 回日本解剖学会 ,　2017 年 3 月，長崎

⑧大島　晋，Chromosomal…instability…of…tetraploid…cells…established…from…telomerase-immortalized…normal…human…
fibroblasts,…第 74 回日本癌学会学術総会，2016 年 10 月 8 日，横浜

【総数：原著論文 3 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費

1．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

1．ZEISS…超解像顕微鏡セミナー（超解像顕微鏡の原理および Zeiss 製品の応用例について説明），平成 28 年 6 月
29 日，15:00…-…16:00，於基礎医学棟 3 階・カンファレンスルーム；参加者数 15 名
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7．自己点検，自己評価　
　平成 28 年度の形態部門への登録者数は 213 名であった．年度により多少の増減はあるが，毎年 200 名前後が登
録し，種々の研究器機を利用している．形態部門で管理している機器の 28 年度における延べ利用回数は 2287 件（電
子顕微鏡関連；409，光学顕微鏡関連；614，レーザー機器；436,　培養設備関連；828）であった．これは形態部
門全体では 1 日当たり（休日を含めて）平均 6.3 件の機器利用があり，機器 1 台当たりでは 1 年間に平均約 104 回
の利用があったことになる．従って形態部門の機器は学内で有効に活用されていると評価することができる．中央研
究施設はこれらの機器を維持管理するとともに，利用者に対する技術指導や研究方法についての助言を行なうことが
重要な任務であるが，今後もより積極的にその役割を果たして行きたい．また他の部門との共同研究等も必要に応じ
て行なっており，学内における研究活動の推進に寄与していると評価している．尚，形態部門は平成 26 年度末にそ
れまで学内各所に分散していた施設が基礎医学棟地下2階に集約され，利用者の利便性が向上したと評価しているが，
夏場において機器室内が高湿度になる等，更なる改善の余地があるため今後も良好な研究環境の実現を目指したい．
また 28 年度末期（平成 29 年 1 月）より，機器使用の予約方法を従来の予約表記入から学内ネットワークを使用し
た予約システムに切り替えた．このシステムは以前から機能部門で使用されていたものであるが，この方法を採用す
ることによって利用者の利便性が向上するとともに管理業務の効率化にも役立つことが期待される．
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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，鈴木（瑛），臺場，黒須（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）（微生物学実習：冨永，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：漢方の植物を見に行こう（仁科）

【卒後教育】
・動物実験実施者のための教育訓練・新規利用者のための講習会（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：女子栄養大学栄養学部　実践栄養学科（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 120 名の学生が受講した（機能系実習）
・感染講義 6 コマ，医動物学実習 10 コマおよび微生物学実習 3 日間を担当した．
・調査解析実習の学生 12 名（2 班）を担当した．（地域社会と健康）
・［漢方の植物を見に行こう］医学部学生 5 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 15 回実施し，計 37 名が受講した．

【大学間包括的協力】
・女子栄養大学栄養学部…実践栄養学科…3 年生 2 名の卒業研究を指導した．
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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ヘスペレチンの細胞周期調節および抗増殖効果調節機構について検討する
②フィコシアニンを特異的に認識するモノクローナル抗体の作成

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ヘスペレチンは癌細胞の細胞周期調節に影響を及ぼす，正常細胞の細胞周期調節への影響は見られなかった．研
究の達成度は 50％であり，2016 年米国細胞生物学会においてポスター発表した．

②フィコシアニンのモノクローナル抗体を作製しているところである．細胞培養中である．研究達成度 25％
③マツタケ抽出エキスの長期投与における安全性評価および生体への影響について実験を開始した．研究達成度

10％
3-4．自己評価と次年度計画

①フィコシアニンのモノクローナル抗体を単離，作製し，スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の作用機序を解明する．
②マツタケ抽出エキスの長期投与による安全性および生体影響の報告を行う．

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 Hesperetin…modulates… cell… cycle… of… cancer… cells,… but… does… not… effect… that… of… normal… cells：Kazunori…
Yoshimura,Yuka…Ishihara,Nobuko…Tominaga,Masami…Nishina: 米国細胞生物学会（2016）…

② Regulation…of…cell…cycle…and…antiproliferative…effect…of…a…natural…flavanone:…hesperetin：Kazunori…Yoshimura,Yuka…
Ishihara,Nobuko…Tominaga,Masami…Nishina：IUSTI-Europe-Hungary（2016）

③食塩感受性高血圧症モデルラットを用いたメタボロミクス解析 : 石原由夏，冨永信子，林修，石井恭子，吉村和法，
仁科正実：第 26 回体力・栄養・免疫学会

【総数：論文…0…件，学会発表…3…件，講演…0…件】
6-2．獲得研究費
マツタケ抽出エキスの長期投与における安全性評価および生体への影響（一般研究費）

【総数：1 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
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・
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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，152件（継続122件，新規30件）が承認され，組換えDNA承認実験は61件，
感染実験などは 13 件であり全体の約 50％を占めた．動物実験計画書に基づき，一年間の延べ飼養匹数は，1,046,249
匹であり，一日平均 2,867 匹を飼養した．マウスが約 95％，ラット約 26％を占めた．
7-3．実験動物施設利用状況
　平成 28 年度の利用登録者数は 275 名，年間の施設利用者数は 4,859 人である．
7-4．慰霊祭
　平成 28 年 11 月 12 日（土）に実験動物慰霊祭を主催および執り行い，49 名が参列した．
7-5．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．
7-6．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し，組換え実験従事者として教育訓
練を受講する必要がある．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）
・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：放射線の飛んだ跡を見よう（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％）大学院教育では，
留学生のために一部英語での講義を行った．（達成度 85％）
　新規放射線安全教育訓練は 5 月に，再教育については 3 月に行った．利用者の要望に応えて実施できた．（達成度
90％）
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育：保健医療学部の講義においては，講義内で国家試験のレベル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，小テストをさらに改訂し，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．
書籍や論文を参照し，より深い内容で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，英語の配布資料を作
るなど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）

身近にある材料で放射線の飛跡や宇宙線を観察できる装置を開発する．
3-3．研究内容と達成度
　福島原子力発電所事故後放射線に対して過敏に反応する学生がいるため，放射線が身近な存在であること医療系学
生への放射線教育の手法について検討した．アイソトープ・放射線研究発表会や放射線安全取扱部会で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　次年度は，さらなる研究成果を発表できるようにしたい．
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4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

・原子力規制庁放射線取扱主任者等における資質向上に関する調査事業委託調運営査委員会委員（飯塚）
・原子力規制庁品質保証制度の導入に向けた規制制度のあり方に関する調査事業病院 WG 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」，「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）

・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 28 年度のアイソトープ（RI）利用状況は以下のとおりである．

1）利用登録講座：16 講座（基礎系 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：非密封放射線施設の有効利用の一例 . 平成 28 年度放射線安全取扱部会年次大会（第
58 回放射線管理研修会）（鎌倉）2016

②飯塚裕幸，宮下由美：医療系学生への放射線安全管理教育の実践と課題．…第 53 回アイソトープ・放射線研究発
表会（東京大学）2016

【総数：学会発表……2 件 , 論文　0 件，著書　0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　平成 29 年 3 月 22 日，23 日に再教育訓練を開催した．



297

中央研究施設　RI 部門

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．施設の安全性確保のために今年度は図面等を見直し，新しく原子力規制庁の許可を取った．次年度
は，施設の安全確保と利用のしやすさのバランスをとっていきたい．
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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：6 回，受講人数：15 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，3 回の新規教育および訓練（受講
人数：3 人）・4 回の再教育および訓練（受講人数：22 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 7 科 18 件，マウス 5 科 21 件，ウサギ 1 科 1 件，ブタ 1 科 2 件，スンクス 1 科 1 件，RI 研究施設：
5 科 5 件，電子顕微鏡施設：5 科 8 件，共同利用研究施設：9 科 35 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 43 件…[ 注
意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：9 件）]，中間報告書・自己点検表 26 件，動物実験結果
報告書・自己点検票 17 件，動物実験（終了・中止）報告書 17 件，動物実験計画書の追加変更承認申請書 4 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：184,502 匹，ラット：26,266 匹，スンクス：
3,207 匹であった．飼育室稼働率は，年平均でマウス（70.3%），ラット（13.8%）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（1,230 回），呼吸器内科（460 回），
消化器・肝臓内科（379 回），胆肝膵外科・小児外科（197 回），内分泌・糖尿病内科（196 回），腎・高血圧内科（102
回），消化管外科・一般外科（45 回），形成外科（27 回），麻酔科（2 回），病理部（2 回）であった．研究部の研究
支援も行なわれ，年間で（487 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（521 回），研究部（313 回），小児科（135 回），胆肝膵外科・小児外科（78 回），内分泌・糖尿
病内科（5 回），電子顕微鏡施設：病理部（261 回），消化管外科・一般外科（74 回：748 パラフィンブロック薄切
支援），腎・高血圧内科（31 回），脳神経外科（6 回：139 パラフィンブロック薄切支援），小児科（7 回：58 パラフィ
ンブロック薄切支援），共同利用研究施設：小児科（87 回），研究部（76 回），呼吸器内科（42 回），脳神経外科（41
回），胆肝膵外科・小児外科（41 回），血液内科（10 回），病理部（26 回），産婦人科（24 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 Darrell…Sawmiller,…Ahsan…Habib,…Song…Li,…Donna…Darlington,…Huayan…Hou,…Jun…Tian,…R.…Douglas…Shytle,…Adam…
Smith,…Brian…Giunta,…Takashi…Mori,…Jun…Tan.… …Diosmin…reduces…cerebral…Aβ…levels,… tau…hyperphosphorylation,…
neuroinflammation,…and…cognitive…impairment…in…the…3xTg-AD…mice.……J…Neuroimmunol,…299:…98-106,…2016.

② Darrell…Sawmiller,…Song…Li,…Takashi…Mori,…Ahsan…Habib,…David…Rongo,…Vedad…Delic,…Patrick…C.…Bradshaw,…R.…
Douglas…Shytle,…Cyndy…Sanberg,…Paula…Bickford,… Jun…Tan.… …Beneficial…effects…of…a…pyrroloquinolinequinone-
containing…dietary…formulation…on…motor…deficiency,…cognitive…decline…and…mitochondrial…dysfunction…in…a…mouse…
model…of…Alzheimer’ s…disease.……Heliyon,…3…（4）:…e00279,…2017.

③ Takashi…Mori,…Naoki…Koyama,…Jun…Tan,…Tatsuya…Segawa,…Masahiro…Maeda,…Terrence…Town.……Combination…therapy…
with…octyl…gallate…and…ferulic…acid… improves…cognition…and…neurodegeneration…in…a…transgenic…mouse…model…of…
Alzheimer…disease.……J…Biol…Chem,…92…（27）:11310-11325,…2017.

④Ahsan…Habib,…Darrell…Sawmiller,…Song…Li,…Yang…Xiang,…David…Rongo,…Jun…Tian,…Huayan…Hou,…Jin…Zeng,…Adam…Smith,…
Shengnuo…Fan,…Brian…Giunta,…Takashi…Mori,…Glenn…Currier,…Douglas…Ronald…Shytle,…Jun…Tan.……LISPRO…mitigates…β
-amyloid…and…associated…pathologies…in…Alzheimer’ s…mice.……Cell…Death…Dis,…8:…e2880,…2017.

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

7．自己点検・評価
　「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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．1）消化器内科・肝臓内科

1．構成員
持田　智（MOCHIDA,…Satoshi）… 教授：運営責任者：診療科長：教育員：研究主任：代表指導教員（大学院）：
… 消化器病学，肝臓病学，特に急性・慢性肝不全，ウイルス性慢性肝炎・肝硬変・
… 肝癌，難治性肝疾患，肝移植：博士
岡　政志（OKA,…Masashi）… 教授：診療副科長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学，
… 内視鏡的治療：博士
今井幸紀（IMAI,…Yukinori）… 准教授：研修医長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：消化器病学，門脈…
… 圧亢進症の内視鏡的治療と IVR 治療，肝癌の IVR 治療，消化器領域の核医学：…
… 博士
中山伸朗（NAKAYAMA,…Nobuaki）… 准教授：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）… 客員准教授：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：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：医局長：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：病棟医長：教育員：研究員…
中澤　学（NAKAZAWA,…Manabu）… 助教：外来医長：教育員：研究員
打矢　紘（UCHIYA,…Hiroshi）… 助教：医員：教育員：研究員
平原和紀（HIRAHARA,…Kazunori）… 助教：医員：教育員：研究員
繁田貴博（HANDA,…Takahiro）… 助教：医員：教育員：研究員
内田義人（UCHIDA,…Yoshihito）… 助教：医員：教育員：研究員…
藤井庸平（FUJII,…Youhei）… 助教：医員：教育員：研究員
塩川慶典（SHIOKAWA,…Keisuke）… 助教：医員：教育員：研究員
浅見麻衣子（ASAMI,…Maiko）… 助教：医員：教育員：研究員
齊藤陽一（SAITOU,…Youichi）… 助教：医員：教育員：研究員
鷹野雅史（TAKANO,…asashi）… 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
相馬直人（SOUMA,…Naoto）… 助教：医員：教育員：研究員
友利勇大（TOMORI,…YuKi）… 助教：医員：教育員：研究員
濱田大祐（HAMADA,…Daisuke）… 助教：医員：教育員：研究員
森吉美穂（MORIYOSHI,…Miho）… 講師（中央検査部兼担）：指導教員（大学院）：肝臓病学：博士
新井　晋（ARAI,…Shin）… 講師（国際医療センター兼担）：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：博士
山岡　稔（YAMAOKA,…Minoru）… 助教（総合診療内科兼担）：教育員：研究員：医員
松井　淳（MATUI,…Atushi）… 非常勤講師
石川恵子（ISHIKAWA,…Keiko）… 非常勤講師
藤盛健二（FUJIMORI,…Kenji）… 非常勤医師
齋藤詠子（SAITOU,…Eiko）… 非常勤医師
中尾雅美（NAKAO,…Masami）… 非常勤医師
吉野廉子（YOSHINO,…Kiyoko）… 非常勤医師
水野芳枝（MIZUNO,…Yoshie）… 非常勤医師
渡邊一弘（WATANABE,…Kazuhiro）… 非常勤医師



消化器内科・肝臓内科

302

2．教育
①「卒前教育」
2-1．目的・目標
　3 年生の「ヒトの病気コース」と 6 年生の「総合学習コース」で消化器疾患（肝，胆，膵および消化管）の講義を
担当した．3 年生では「消化器ユニット」の約 60%…を担当しており，5 年生以降の臨床実習に際して必要な基礎知
識の習得，論理的な診療能力の背景となる病態生理の理解に主眼をおいた講義を行った．講義には，当科で独自に作
成した「消化器病学」テキストを中心に，各教員がスライド，プリントなどの配布資料も利用した．6 年生の総合学
習では，3 年生の講義で扱った内容を医師国家試験に向けて切り口を変えて，症例を提示する演習形式も取り入れて
講義を行った．なお，消化器病学，肝臓病学の領域は進歩が著しいため，3 年生の時点では講義の対象とならなかっ
た up-to-date な事項に関しても 6 年生の講義では言及するようにした．
　5 年生の 4-12 月は各 2 週間の BSL を，1-3 月および 6 年生の 4 ～ 5 月は各 4 週間の CC を担当した．学生は消化
器領域の「必修の疾患」の患者を受け持ち，病歴の聴取，診察を行い，それを SOAP システムに従ってレポートない
し電子カルテにまとめることで，論理的な考え方を習得することを目指している．BSL ではこの間に約 10 回のクル
ズスを実施した．また，シミュレーターを用いた腹部超音波検査，上部内視鏡検査の実習を前年度以上に積極的に
利用するとともに，消化器疾患関連の検査見学，画像供覧の場を提供し，知識を整理できるようにした．更に，週 1
回の病棟回診と全症例を対象としたカンファレンスに参加することで，消化器内科の領域における必修の疾患と症候
は全てを経験出来るように配慮した．
2-2．教育内容（担当者）
　消化器ユニット：コースディレクター（岡　政志），同補佐（中山伸朗）
　消化管疾患総論，消化性潰瘍，大腸及び炎症性腸疾患（岡　政志）
　消化管疾患総論，胃食道疾患，肝腫瘍，症候学（今井幸紀）
　上部消化管疾患，症候学（真下由美，新井　晋）
　肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，肝腫瘍（持田　智）
　肝腫瘍（菅原通子）
　胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
　肝胆道疾患，症候学（稲生実枝）
2-3．達成度
　3 年生の「消化器ユニット」では筆記試験，MCQ によって達成度を評価した．MCQ には CBT に準じて R ないし
Q タイプの出題形式も採用した．不合格者には再試験を 1 回実施した．5 年生の BSL では病歴をまとめたレポート
を基に，口頭試問によって達成度を評価した．5 年生および 6 年生の CC では，電子カルテへの記載内容を指導教員
が毎日チェックし，情報聴取とプログレムリストの作成，病態の解析と鑑別診断，初期診療計画などの達成度を評価
した．
2-4．自己評価と次年度計画　
　3 年生の「ヒトの病気」コースで利用する「消化器病学」のテキストは，毎年改訂を行っているため up-to-date な
内容をコンパクトにまとめたものであり，市販の教科書にはない独創的なものである．消化器内科の領域は画像診断
などの検査項目が多いため，このテキストを基盤としてスライド，プリントなどを適時追加し，学生が興味を抱く授
業を行なうように各教員が努力した．5 年生の BSL および CC では，①…患者の病歴を適切に聴取できること，②…問
題点をプログラムリストとしてまとめられること，③…初期計画を設定できること，の 3 項目に重点をおき，論理的
な考え方に習熟することを目指す指導を実施した．また，腹部超音波検査，上下部消化管内視鏡検査，血管造影検査，
肝癌の RFA 治療と IVR 治療など様々な検査と治療手技を見学することで，消化器疾患の最前線を全ての学生が経験
できるようにした．なお，シミュレーターを用いた腹部超音波検査および上部内視鏡検査は，特に学生から好評であっ
た．また，6 年生では医師国家試験に直結した講義を実施しており，講義内容ないしは卒業試験と類似した問題が医
師国家試験には多数出題されている．
　平成 27 年度も今年度と同様の方針で教育活動を行うが，卒前医学教育における臨床実習の重要性がさらに増して
いることに対応して，BSL，CC の質を向上させる努力を継続する必要がある．主に臨床に携わる若手の教員が臨床
実習に携わる機会をより多くするとともに，シミュレーターを用いた実習を更に拡充し，これを用いた卒前，卒後の
一貫した教育を実施する予定である．
②「卒後教育」
2-1．目的・目標
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　当院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，研修医，医局員の消化器病領域における専門医
を目指した卒後教育を実施するとともに，埼玉県における消化器病，肝臓病に関する生涯教育の中枢として活動して
いる．専門医を目指した卒後教育としては，人口 120 万人を上まわる医療圏から集まる豊富な症例を対象に，プラ
イマリケアから先進医療まで広範な医療行為の研修が可能であり，上下部消化管内視鏡，腹部超音波，血管造影など
の各種手技を獲得するとともに，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的
知識を習得し，消化器・肝臓疾患はもとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している．また，
生涯教育に関しては，埼玉県から委託されて，肝疾患の診療に関する医療研修会を開催し，肝炎治療特別促進事業お
よび身体障害者福祉法に携わる県内の医師の教育を担当している．また，多数の講演会に講師として参加し，県内の
医師の消化器・肝臓病に関する生涯教育に協力している．
2-2．教育内容（担当者）
　病棟回診およびカンファランス指導（持田　智）
　肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田　智）
　ウイルス性肝疾患及び肝疾患全般，胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗，稲生実枝，本谷大介，菅原通子）
　消化管出血や消化管疾患全般，炎症性腸疾患（岡　政志，藤盛健二）
　食道胃静脈瘤や食道疾患，異所性静脈瘤（今井幸紀）
　肝腫瘍，ＩＶＲ及びＲＦＡ治療（今井幸紀，安藤さつき，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，中澤　学）
　上下部消化管内視鏡検査及び治療（藤盛健二，稲生実枝，本谷　大介，中尾将光）
　平成 28 年度医療研修会（埼玉県）「ウイルス性肝疾患の病態と治療」（持田　智，今井幸紀，中山伸朗，稲生
　実枝，菅原通子，中尾将光，内田義人）
2-3．達成度
　基盤学会である日本内科学会の認定医を取得後 3 年以上の研修を行い，日本消化器病学会，日本肝臓学会，日本
消化器内視鏡学会の会員として 5 年以上経過後，専門医を取得している．各種検査法，治療法の手技に関するトレー
ニングを積むともに，カンファランスや指導医とのディスカッションにおいて，病態を整理し，各治療の適応，効果
を評価する習慣をつけることで，専門医としての知識，判断力，手技を育成した．平成 28 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 28 年度は 10 月 30 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 101 名，医師以外の医
療従事者 65 名が出席した．同研究会を受講することで，同年度までに埼玉県認定肝疾患診療医 1381 名，肝疾患コー
ディネーター 105 名が誕生している．同事業では 5 年ごとの更新を求めており，埼玉県認定肝疾患診療医 352 名が
研修会を再履修して更新している．
2-4．自己評価と次年度計画
　消化器および肝疾患に関して，プライマリケアから緊急性，重症度の高い症例および専門性の高い症例まで幅広く
経験できる当院において卒後教育を実施することで，質の高いオールラウンドの消化器病専門医を育成している．今
後は，より充実した卒後教育に発展すべく，病棟回診およびカンファランスを中心に，各領域の専門医が効率的に指
導できる環境を整えていきたい．また，卒後 10 年前後の医師による後期研修医に対する指導を強化し，消化器病専
門医を目指す若き医師をさらに増加させることも課題となる．生涯教育に関しては，埼玉県および各種メーカーとの
協力で研修会，講演会を継続して実施し，県下の消化器・肝疾患に関する診療レベルを向上させることが求められて
いる．
③「大学院教育」
2-1．目的・目標
　大学院生の教育は消化器領域全般に精通した高度専門医の育成の一環と見なしている．専門医として必要な科学的，
論理的考察方法を涵養するために，大学院生には適正に応じて臨床的ないし基礎的なテーマを設定し，その研究の推
進を指導している．このため基礎的なテーマの研究でも，臨床的な背景に裏付けされたものを設定し，研究活動が専
門医になるべく行う修練と密着するように配慮している．
　大学院生の研究テーマの概要は以下の通りである．

1．肝病態の成立におけるウイルス要因の解析
2．肝・消化器疾患の成立における宿主要因の解析
3．急性肝不全の治療法，予防法の確立を目指した疫学的，臨床的研究
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4．門脈圧亢進症の病態解明と新規治療法の開発を目指した臨床研究
5．消化管内視鏡，腹部超音波および血管造影などの手技を利用した臨床研究

2-2．教育内容（担当者）
研究全体の統括，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田　智）
消化管疾患（岡　政志）
分子生物学実技，動物実験（神山淳一，内木佳代子）

2-3．達成度
　消化器内科・肝臓内科の豊富な症例から単離した B，C，E 型肝炎ウイルスの全塩基配列を解析し，また，塩基配
列の異なる肝炎ウイルスを培養細胞に感染させる実験を行うことで，肝病態の成立に関与するウイルス要因を検討し
た．C 型肝炎ウイルスに関しては，direct-acting…antiviral…agent（DAA）による IFN を用いない治療が 2014 年以降は
主流となるが，これを見据えて NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量す
る簡易迅速測定法を開発し（埼医 25-012，特願 2013-255748），これを利用した臨床研究を開始した．また，B 型
肝炎ウイルスでは新規 genotype を発見したが，その後はウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の変異を同定
し，その意義を組替え実験も含む in…vitro 実験で検証している．これら独自の系を基に，ウイルス性肝疾患における
個別化医療の体系確立を目指している．
　厚労省研究班で実施している GWAS 研究に参加しており，病態成立に関与する遺伝子要因に関しての網羅的な研
究を行った．また，本研究室では以前からサイトカインおよび細胞外マトリックスの何れの機能を有する「オステオ
ポンチン」に注目しており，これを肝細胞のみに過剰発現するトランスジェニックマウスを作製するとともに，その
転写に関わる単塩基変異（SNPs）を同定するなどの成果を挙げている．「オステオポンチン」に関しては，その転写
調節機構を解明するための基礎的検討を進めるとともに，トランスジェニックマウスは外国の共同研究者にも供与し
て，肝・消化器疾患における意義を解析した．
　当教室は日本急性肝不全研究会の事務局を担当するとともに，診療科長である持田は厚労省「難治性の肝・胆道疾
患に関する調査研究班」の劇症肝炎分科会長，「がん化学療法及び免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防
対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班」の免疫抑制療法分科会長を務めている．このため

「急性肝不全の全国調査」，「B 型肝炎再活性化に関する前向き研究」を実施しており，全国の症例の臨床データが毎
年集積されている．これを基にデータマイニングの手法を駆使して，様々な解析を実施している．その成果は「急性
肝不全の診断基準」，「B 型肝炎再活性化の予防ガイドライン」，「劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン」などの確立へ
の行政的な仕事に繋がっている．
　当診療科では食道胃静脈瘤などの消化管出血に対して内視鏡治療とともにバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

（B-TRO）などの血管造影を利用した治療を多数例実施した．また，炎症性腸疾患症例も多く下部消化管検査の実施
数も多い．さらに，肝癌症例に対してはラジオ波焼灼療法（RFA）および肝動脈化学塞栓療法（TACE）を実施しており，
その症例数が全国でも最上位に位置している．これら豊富な症例を基に様々な臨床研究を実施している．最近では「ミ
リプラチンを用いた TACE 療法の評価」，「難治性炎症性腸疾患における単球アポトーシスを誘導する新規治療法の開
発」，「マイクロバルーンカテーテルを利用した静脈瘤治療法の開発」，「重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球除去
と副腎ステロイドパルスの sequential 療法」などの成果が得られている．
2-4．自己評価と次年度計画
　28 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
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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 26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」B 型肝炎ウイ
ルスの増殖能を規定する要因：ポリメラーゼ蛋白アミノ酸変異の意義，研究代表者：持田　智）．
　さらに，肝癌では RFA 治療の治療効果を向上させる工夫に関する研究，進行癌症例に対して IVR 手技を駆使した
各種抗癌薬の使用基準を確立する目的での研究を実施しており，これらによって難治性肝癌症例に対する治療体系の
確立を目指した．消化管疾患に関しては，食道胃静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法確立を目指し
た臨床研究を進めている．これら疾患には内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に
応じた個別化治療に結びつけることを目指している．また，消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバ
ルーン内視鏡検査と併用することで，従来は診断が不可能であった症例の病態を解析することも試みている．さらに，
胃食道逆流症，NSAID 潰瘍，炎症性腸疾患などに関しても，最新の検査，治療手技を導入し，その有用性を評価す
るとともに，症例に応じて治療法を個別化する試みを行っている．
　更に，肝臓と消化管の両領域に跨る研究として，重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球除去と副腎皮質ステロイ
ドの sequential 療法，治療抵抗性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法，門脈血栓症
に対する抗凝固療法と B-RTO の併用，肝再生を目指した B-RTO による血行改変術などの新規治療法も開発を進めて
おり，消化器領域全般に多数の症例が集まる診療科の特徴を利用した臨床研究が多数立ち上げられている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）肝疾患の病態を規定する宿主要因の検討：Osteopontin…promoter…SNPs の解析
（2）肝疾患の病態に性差が生じる原因を解明するための基礎的研究
（3）肝炎劇症化の機序と治療法の開発に関する研究：当科で作成した Osteopontin トランスジェニックマウスを用

いた検討
（4）わが国における急性肝不全の実態解明を介して分類，劇症肝炎の診断基準を見直すための疫学的研究
（5）劇症肝炎，遅発性肝不全における肝移植適応ガイドラインを修正するための臨床研究
（6）HBV の再活性化の実態を明らかにするための臨床研究
（7）新規 HBV…genotype の臨床的意義を解明するために臨床的，基礎的研究
（8）HBV の増殖能を規定する遺伝子要因の解析に関する基礎的研究
（9）難治性 B 型，C 型慢性肝疾患の抗ウイルス療法確立に向けた臨床研究
（10）C 型慢性肝炎における PEG-IFN・リバビリン・プロテアーゼ阻害薬 3 剤併用療法における，ヒト遺伝子，ア

ドヒアランス，ウイルス消失時期に応じた診療アルゴリズムの確立を目指した臨床研究
（11）HCV の遺伝子変異を DAAs の耐性に関する研究
（12）C 型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する非活動性型 VD 併用 PEG-IFNα2a・リバビリン併用療法の投与法及

び有用性についての検討
（13）肝癌に対する RFA 治療の有用性を向上させるための基礎的，臨床的検討
（14）進行肝癌に対する IVR 治療を中心とした診療体系の確立を目指した臨床研究
（15）重症アルコール性肝炎に対する顆粒球除去を副腎ステロイドパルスの sequential 療法の確立を目指した臨床

的研究
（16）胃食道静脈瘤の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（17）難治性の腹水および肝性脳症の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（18）門脈血栓症における抗凝固療法の有用性に関する臨床研究
（19）非アルコール性脂肪性肝疾患における線維化予防，肝機能悪化予防の為の治療法に関する研究
（20）難治性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法の確立を目指した臨床的研究
（21）小腸疾患診断におけるダブルバルーン法小腸内視鏡の有用性に関する臨床研究
（22）炎症性腸疾患における骨粗鬆症の実態調査と治療法に関する臨床研究
（23）炎症性腸疾患患者における月経，妊娠，出産時の実態調査と治療法に関する臨床研究
（24）消化管出血に対する内視鏡的止血法の有用性に関する臨床研究
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3-3．研究内容と達成度
1）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
　我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010 ～ 13 年に発症した
急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした．また，2009 年まで
の劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解析を利用したスコアリングシステムによる予後予
測法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial…basis…function（RBF）法，neural…network 法に相当する back…
propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立したが，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリッ
ト型統合モデルも開発し，平成 26 年度はその有用性を評価した．また，これら手法に関して，全国調査の症例を対
象に validation を実施して，その有用性を明らかにした．更に，全国で新たに発生した劇症肝炎症例に関しては，臨
床成績を on-line で登録すると，これら各手法による予測死亡率を算出して，返却するスタンドアローン・システム
を確立したが，平成 26 年度がこれをブラウザーサーバー・システムにする検討を行った．平成 25 年 3 月から劇症
肝炎で脳死肝移植のレシピエントとして登録された症例を中心に予測死亡率を算出する検討も続けている．
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
　免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，
全国 99 施設からなる厚生労働省研究班を組織し，血液内科，リウマチ ･ 膠原病内科，腎臓内科，腫瘍内科の 4 領域
で HBV キャリアおよび既往感染例の登録を進めた．平成 24 年 3 月末日までに 330 例が登録され，このうち既往感
染例は 289 例を中心に，治療期間が 1 年以上に亘った場合の再活性化の頻度を観察している．また，新規研究とし
て，平成24年度以降に免疫抑制療法を実施しているが，まだ再活性化していないB型既往感染例の登録も勧めている．
平成 26 年度末までに 265 例が登録され，治療が長期間に亘った場合の再活性化率も評価している．これらの検討で，
血清 HBV-DNA 量が 2.1…Log…copies/mL 以上になる累積頻度は治療開始 6 ヶ月後で 3.2% であり，その後の再活性化
リスクは低下することが明らかになった．これに伴って，日本肝臓学会の B 型肝炎診療ガイドラインにおける HBV
再活性化予防の指針も改訂され，さらに経済的効率を考慮したシステムの確立を目指して検討が進められている．
3）ウイルス性肝疾患の治療
　C 型肝炎は Direct…Acting…Antivirals（DAAs）が登場し，経口剤のみによる IFN-free の治療が行われるようになった．
この効果を規定するのは，NS5A 領域のアミノ酸変異であるが，その簡易迅速測定法を開発した（埼医 25-012，特
願 2013-255748）．これを用いて，Y93H/C，L31M/V などのアミノ酸変異の肝疾患病態における意義を検討した．
また，同領域の変異株の IFN 治療感受性が高いこと，第 2 世代 NS3/4A プロテアーゼ阻害薬を用いた 3 剤併用療法
の virologic…failure 例はダクラタスビル，アスナプレビルの併用療法後に稀な高度耐性変異を生じることを見出した．…
その後，NS5B 領域のアミノ酸変異に関しても研究範囲を進めて，抗ウイルス療法との関連を研究している．
4）ウイルス性肝疾患，肝癌の個体差を規定する要因に関する検討
　厚生労働省研究班における共同研究では，C 型慢性肝炎に対するリバビリン併用ペグインターフェロン治療の効果
を規定する宿主要因として，IL28B 遺伝子の SNPs が発見されたが，引き続き同研究班に協力して，好中球減少，血
小板減少，うつ症状の発症などの副作用の出現に関わる宿主要因の検討を進めている．一方，以前から当科で研究し
ている osteopontin…遺伝子の promoter…SNPs に関しては，雄性細胞と雌性細胞では転写調節の差異があることを明ら
かにしたが，この調節機構には SRY と新たに発見した雌性細胞特有転写因子が関与し，その発現はエストロゲンに
よって調節されていることを見出し，その調節機構に関して，各種転写因子を knock-down する in…vitro での研究を
進めている．
5）HBV の遺伝子解析に関する検討
　わが国固有の genotype…B と中南米に多い genotype…H の組替えが生じて，この株から進化することによって，新
たな genotype に分類される可能性がある HBV 株を発見した．この新たなウイルスの特性を明らかにするために in…
vitro の検討を進めている．また，核酸アナログ製剤投与中止後に再燃する HBV の増殖速度の解析から，ポリメラー
ゼ領域に遺伝子複製の効率を規定する可能性がある変異領域を発見した．HBV 再活性化を規定するウイルス要因で
もある可能性があり，その臨床的意義を in…vitro の実験で確認し，ターミナルドメインにウイルス増殖能を有する事
が確認された．現在はウイルス遺伝子の組み換え実験によって，HBV-DNA のポリメラーゼ領域 aa15-17 のアミノ酸
に変異を加えたクローンを作成し，in…vitro 系にてこれら変異の意義を更に明らかにするための実験を進めている．
6）肝細胞癌の診断と治療
　肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している．一方，治療法に関しては，展開針を用
いたラジオ波焼灼療法（RFA）で多段階焼灼法および最小幅展開法を利用して，通常は RFA 療法が困難である部位の
肝細胞癌への適応拡大を推進している．また，進行肝癌に対しては，新たな動注抗癌薬であるミリプラチンは用いた
肝動注化学塞栓療法の有用性と安全性を評価し，同様の白金製剤であるシスプラチンとの有用性の差異を明らかにす
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るための臨床試験を進めている．また，平成 26 年以降に用いられるようになったビーズ製剤を用いた TACE，バルー
ン閉塞下 TACE などに関しても検討を開始した．
7）重症型アルコール性肝炎の治療
　重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法を併用
する sequential 療法を考案した．従来の副腎皮質ステロイドのパルス療法では，治療後の rebound が避けられなかっ
たが，引き続き顆粒球除去を実施することで治療効果が向上する可能性を明らかにした．症例数を増やして，その有
用性を検証中である．
8）門脈圧亢進症とその治療
　門脈圧亢進症に伴う合併症には食道胃静脈瘤，異所性静脈瘤，門脈圧亢進性胃腸症，腹水，肝性脳症などの治療体
系を確立する臨床研究を行っている．また，門脈・体循環シャントは肝予備能の低下にも繋がるため，B-RTO を用
いた血行改変術で肝血流量を増加させて，肝機能の向上，肝再生を促す臨床研究を実施している．また，門脈宇血栓
症に関しては，抗凝固療法と血行改変術を併用する新規治療法の開発を進めている．
9）炎症性腸疾患の病態生理とその治療
　潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して血球成分吸着除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗
TNF- α）およびタクロリムスの有用性と適応を明確にするための臨床研究も継続している．また，インフリキシマ
ブの効果が減退した炎症性腸疾患症例に対しては，合成プロテアーゼ阻害薬を併用したインフリキシマブ投与を考案
し，その有用性に関しての検証を進めている．
10）内視鏡と血管造影手技を用いた消化管疾患の治療
　食道 ･ 胃 ･ 直腸静脈瘤，消化性潰瘍，vascular…ectasia による消化管出血の治療として，シアノアクリレートを用
いた硬化療法，アルゴンプラズマ凝固法（APC），バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を併用した止血
術の体系を確立した．特に，難治性の vascular…ectasia に対しては APC が有用であり，止血効果を得ている．また，
血行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に対しては micro-balloon カテーテルを用いた B-RTO が有効であることを実証
し，多数例での検証を進めている．また，胃瘻造設，癌性狭窄に対するステント留置，小腸出血の症例に対するカプ
セル内視鏡，ダブルバルーン内視鏡の有用性，クローン病による小腸狭窄の症例に対するダブルバルーン内視鏡を用
いた拡張術に関しても検証を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　新たに作成した診断基準に準拠して，急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を進めている．成因の診断基準も新た
に改変した．これら症例を基に，肝移植適応ガイドラインを検証し，また，内科的集学的治療の体系を改訂すること
が，今後の課題になっている．特に予後予測に用いる統合ハイブリットモデルに関しては，ブラウザーサーバー・シ
ステムを普及させることが課題である．
　C 型慢性肝炎における抗ウイルス療法では，我々が開発した NS5A 領域のアミノ酸変異の測定法を，SRL に委託し
て全国で測定する体制が確立し，すでに 4 万人が検査を受けている．これによって，DAA 治療の効率的な治療が全
国で一律に可能になった．今後はDAA治療のfailure例の対策を確立することが課題である．一方，ウイルス性肝疾患，
肝細胞癌の病態を規定する宿主要因として，osteopontin…遺伝子の promoter…SNPs を中心とした遺伝子発現の調節機
構に関する研究では，エストロゲン依存性の未知転写因子を同定が課題となっている．
　HBV の再活性化に関しては，その実態を解明するために全国組織を確立し，そのリツキシマブ以外の免疫抑制 ･
化学療法でもその頻度は決して低率でないことを明らかにし，また，免疫抑制療法に関しては，長期に及んだ場合
のハイリスクの時期も明確になってきている．再活性化に関わるウイルス側，宿主側の要因を明らかにするととも
に，これを医療経済的な観点も考慮した HBV 再活性化の予防ガイドラインに繋げることが問題点として残っている．
なお，HBV に関しては，その増殖能を規定する可能性がある遺伝子変異を同定したが，組替え実験をさらに進めて，
その意義をより確固たるものにすることが，平成 27 年度以降の課題である．
　また，肝細胞癌，炎症性腸疾患，門脈圧亢進症に伴った消化管出血の治療法に関しては，様々な手法を導入してそ
の有用性を検証してきた．アルコール性肝炎，難治性炎症性腸疾患に対する新規治療のプロジェクトを推進するとと
もに，患者の QOL も考慮して，これら各種治療法の使い分ける個別化医療の体系を確立していくことが，今後の課
題である．

4．診　療（詳細は病院要覧に記載）
　当大学病院は県下全域における肝疾患患者の診療連携を円滑にする事業の窓口になるとともに，他の専門施設では
診療が困難な難治例，重症例を受け入れている．肝疾患では急性肝不全，ウイルス性慢性肝疾患，肝癌，自己免疫
性肝疾患の治療に力を入れている．劇症肝炎に対しては基礎的検討の成果と厚生労働省研究班による全国調査の結果
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を基にして，血漿交換，血液濾過透析などの人工肝補助療法も併用した集学的治療を実施している．C 型肝疾患では
DAA 治療における HCV の薬物耐性変異を評価する簡易迅速定量法を開発し，この結果に基づいた診療と臨床研究を
展開している．一方，B 型肝疾患ではウイルスの全遺伝子配列を解析することで，そのウイルス学的特性に基づいた
個別化医療を実施している．肝硬変症例に対しては造影超音波検査も含む画像検査を駆使し，肝細胞癌の早期発見を
目指している．さらに，肝細胞癌に対しては，肝動脈化学塞栓療法やラジオ波焼灼療法，リザーバー挿入による肝動
注療法など集学的な治療を実施し，優れた治療成績を得ている．また，症例毎の薬剤効果や QOL も考慮して治療方
法を選択するように心がけている．急性肝炎の劇症化阻止，また，劇症化した場合の急性肝不全に対しは，基礎的研
究データと厚生労働省研究班による全国調査の結果を基にして，最先端の治療を実施している．肝硬変症患者の門脈
圧亢進症状は側副血行路の発達とそれによる門脈血流減少が原因となっており，胃静脈瘤に対して施行されるバルー
ン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）後に，血流改善による肝予備能改善例を認め，それに伴い腹水や肝性脳症
が改善する症例を経験し，これら門脈圧亢進症状を有する患者に実施している．自己免疫性肝疾患などの難病にも全
国調査の結果を基に治療を行っている．
　胆道系疾患に関しては，消化器外科との密接な連携の基に，胆嚢結石および総胆管結石による閉塞性黄疸に対する
内視鏡的治療を実施している．膵疾患では重症急性膵炎の治療に血液濾過透析なども併用した集学的治療を実施し，
良好な成績を得ている．
　消化管疾患では消化管出血と炎症性腸疾患の治療に力を入れている．食道胃静脈瘤では硬化療法，結紮療法など
の内視鏡を用いた治療のみならず，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）も積極的に行っており，micro-
balloon カテーテルを用いることで通常は治療が困難な胃静脈瘤や十二指腸，直腸などの異所性の静脈瘤に関しても
良好な治療成績が得られている．また，胃静脈瘤からの緊急止血時には医療用アロンアルファの注入による硬化療法
も IRB の認可を得て実施可能な体制になっている．出血性潰瘍，vascular…ectasia に対しては，高濃度塩化ナトリウ
ムやエタノール注入，アルゴンプラズマ凝固（APC），クリップによる止血術などを駆使して，止血に成功している．
経口摂取不能症例に対する内視鏡的胃瘻造設術などの対症療法も行っている．潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症
性腸疾患に対しては，血球成分吸着除去療法，インフリキシマブおよびアダリムマブ（抗 TNF-α）療法，5-ASA 製剤，
副腎皮質ステロイド，免疫調整薬などと併用することで良好な成績を得ている．また，上部及び下部消化管の良性腫
瘍である腺腫病変に対しては内視鏡的粘膜切除術（EMR）を行っているが，悪性腫瘍の内視鏡治療は国際医療センター
の消化器内科で実施している．
　また，消化器領域全般を担当する診療科の利点を生かして，重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイド
のパルス投与と顆粒球除去療法の sequential 療法，難治性炎症性腸疾患に対する合成プロテアーゼ阻害薬を併用した
抗 TNF- α療法，B-RTO による血行改変術による肝再生医療など新規考案した治療法，C 型慢性肝炎に対する NS5A
領域のアミノ酸変異に基づいた個別化医療等，高度先進医療への移行を念頭に置いた治療を積極的に実施している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

持田　智：埼玉県肝炎対策協議会（委員）
　　　　　埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員長）
　　　　　埼玉県肝炎治療審査委員会（委員長）
　　　　　埼玉県肝がん集検委員会（委員）
　　　　　全国医学部長病院長会議（国家試験改善検討ワーキンググループ：委員）
　　　　　脳死肝移植適応評価委員会（委員）
　　　　　日本臓器移植ネットワーク：あっせん事業評価委員会（副委員長）
岡　政志：埼玉県胃がん集検委員会（委員）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
持田　智：Journal…of…Gastroenterology 誌（日本消化器病学会：編集委員）
　　　　　日本門脈圧亢進症学会雑誌（日本門脈圧亢進症学会：編集委員）
　　　　　消化器・肝臓内科（科学評論社：編集委員長）
岡　政志：日本消化器がん検診学会誌（日本消化器がん検診学会：編集委員）

5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務
持田　智… 日本肝臓学会：理事，企画広報委員会委員長，国際委員会委員，生涯教育委員会委員，肝移植委員会委…
… 員，日本医学会用語委員，肝がん撲滅運動埼玉県責任
… 日本消化器病学会：理事，ネットワーク委員会担当理事，財務委員会副担当理事，専門医管理システム…
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… 委員会副担当理事
… 日本内科学会：評議員，関東支部運営協議会委員
… 日本移植学会：幹事
… 日本門脈圧亢進症学会：評議員
… 日本急性肝不全研究会：代表世話人，日本肝移植研究会：世話人，日本肝癌研究会：幹事，肝類洞壁細…
… 胞研究会：世話人，肝細胞研究会：世話人
富谷智明… 日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：評議員，肝細胞研究会：常任世話人
今井幸紀… 日本消化器病学会：関東支部評議員，門脈圧亢進症学会：評議員
中山伸朗… 日本肝臓学会：評議員，日本消化器病学会：関東支部評議員，日本急性肝不全研究会：幹事
稲生実枝… 日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：関東支部評議員
菅原通子… 日本肝臓学会：東部会評議員，門脈圧亢進症学会：評議員
1．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…全例治癒の時代における課題 .…第 4 回「糖尿病と肝疾患」病診連携学術講演会，

2016 年 4 月 4 日，坂戸 .
2．持田　智 .…Meet…The…Expert:…リウマチ・膠原病領域における肝障害のマネジメント .…第 60 回日本リウマチ学会

総会・学術総会，2016 年 4 月 23 日，横浜 .
3．持田　智 .…シンポジウム「生物学的製剤投与と結核・ウイルス肝炎の重症化：免疫再構築症候群を中心に」免

疫抑制療法によるHBVの再活性化と肝炎重症化 .…第 60回日本リウマチ学会総会・学術総会，2016年4月23日，
横浜 .

4．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 .…深谷市・大里郡医師会　学術講演会，
2016 年 4 月 27 日，深谷 .

5．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 .…東葛北部 HCV フォーラム，2016 年 4 月
28 日，柏 .

6．持田　智 .…C 型肝炎と肝硬変の最新治療 .…東レメディカル講演会，2016 年 5 月 12 日，日本橋 .
7．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 型肝炎治療研究会，2016 年 5月 14 日，

札幌 .
8．持田　智 .…ランチョンセミナー「進歩した C 型肝炎治療」，DAA 時代における患者啓発の重要性 .…第 52 回日本

肝臓学会総会，2016 年 5 月 19 日，幕張 .
9．持田　智 .…肝疾患の診療における患者さんの経済負担 :…身体障害者福祉法による肝臓機能障害 .…大塚製薬講演会，

5 月 24 日，オンデマンド配信 .
10．持田　智 .…C 型肝炎治療の歴史的変遷と最新の治療 .…埼玉臨床検査 HCV カンファレンス，5 月 30 日，大宮 .
11．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 .…函館消化器病懇談会，2016 年 6 月 3 日，

函館 .
12．持田　智 .…B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化….…埼玉県北西部病院 HBV 再活性化対策セミ

ナー，2016 年 6 月 6 日，深谷 .
13．持田　智 .…B 型肝炎：肝疾患と DIC….…旭化成ファーマ講演会，2016 年 6 月 9 日，神田 .
14．持田　智 .…B 型肝炎：肝疾患と DIC….…第 3 回腹部集中治療研究会，2016 年 6 月 17 日，盛岡 .
15．持田　智.…B型肝炎・C型肝炎：治療の可能性と課題:…Opening…Remarks….…Medical…Tribuneウイルス肝炎セミナー…

埼玉会場，2016 年 6 月 18 日，大宮 .
16．持田　智 .…免疫抑制療法分科会 :…HBV 再活性化による肝炎の予防ガイドラインの見直し（免疫抑制療法）,…

AMED…肝炎等克服実用化事業「B 型肝炎ウイルス再活性化に関与するウイルス・宿主要因の解明に基づく予防対
策法の確立を目指す研究」班，2016 年 6 月 23 日，東京 .

17．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療：臨床検査の重要性 .…シスメックス HCV セミナー…in…甲府，2016 年 6 月 25 日，
甲府 .

18．持田　智 .…C 型肝炎治療戦略 :…最新の治療における医療連携の重要性 .…G-STATION:…C 型肝炎 Web 講演会，2016
年 6 月 28 日，Web 配信 .

19．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 .…第 13 回埼玉県内科医会・埼玉総合内科専門医
会合同カンファレンス，2016 年 7 月 9 日，大宮 .

20．持田　智 .…肝硬変の病態と治療 .…東レメディカル講演会，2016 年 7 月 14 日，日本橋 .
21．持田　智 .…Opening…Remarks.…市民公開講座…in…東松山 :…放っておくと怖い !，B 型肝炎・C 型肝炎・脂肪肝，

2016 年 7 月 18 日，東松山 .



消化器内科・肝臓内科

310

22．持田　智 .…B 型，C 型肝炎：わが国における治療の課題 .…朝倉・うきは肝疾患研究会，2016 年 7 月 26 日，朝倉 .
23．持田　智 .…B 型肝炎の完治を目指して .…第 26 回肝炎週間 :…パネルディスカッション「ウイルス肝炎・肝がんの

撲滅にむけて」，2016 年 7 月 30 日，福島 .
24．持田　智.…DAA治療不成功例におけるRAVsの特性とその成立機序.…第31回犬山シンポジウム，2016年8月4日，

犬山 .
25．持田　智 .…地域分科会：埼玉県の取り組み .…平成 28 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 1 回合同分科会，2016 年 8
月 5 日，品川 .

26．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 3 回神戸 B 型肝炎再活性化セミナー，
2016 年 8 月 5 日，神戸 .

27．持田　智 .…劇症化関連因子の探索に関する研究 .…AMED…肝炎等克服実用化事業「ゲノム網羅的解析による B 型
肝炎ウイルス感染の病態関連遺伝子の同定と新規診断法の開発」班，2016 年 8 月 12 日，東京 .

28．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :… 薬剤耐性を考慮したアプローチ .…HCTC…2016:…Hepatitis…C…Treatment…
Conference…in…Southern…Tohoku，2016 年 9 月 2 日，仙台 .

29．持田　智 .…教育セミナー「匠と考える乾癬」Safety…Management のコツとポイント :…肝炎と生物学的製剤 .…第
31 回日本乾癬学会学術集会，2016 年 9 月 3 日，仙台 .

30．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…埼玉県における難治例への対応と患者啓発 .…越生毛呂山地区 C 型肝炎治療講演
会，2016 年 9 月 5 日，毛呂 .

31．持田　智 .…C 型肝炎と肝硬変の最新治療 .…東レメディカル講演会，2016 年 9 月 8 日，日本橋 .
32．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…薬剤耐性を考慮したアプローチ .…東尾張肝炎セミナー，2016 年 9 月 12 日，

長久手
33．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…埼玉県における難治例への対応と患者啓発 .…鹿児島県発売 1 周年記念講演会，

2016 年 9 月 23 日，鹿児島 .
34．持田　智 .…C 型肝炎の DAA 治療 :…埼玉県の現状と課題 .…第 16 回御茶ノ水リバーカンファレンス，2016 年 9 月

24 日，高輪 .
35．持田　智.…B型肝炎の最近の話題：再活性化と重症化の問題点.…札幌肝疾患フォーラム，2016年10月1日，札幌.
36．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…薬剤耐性を考慮したアプローチ .…札幌肝疾患フォーラム新宿 HCV エキスパー

トフォーラム，2016 年 10 月 4 日，新宿 .
37．持田　智 .…Opening…Remarks.…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，

2016 年 10 月 10 日，浦和 .
38．持田　智 .…モーニングセミナー「B 型肝炎 :…免疫抑制療法・化学療法による再活性化と重症化」.…第 78 回日本

血液学会学術集会，2016 年 10 月 15 日，横浜 .
39．持田　智 .…B 型肝炎再燃対策の現状と今後の課題 .…Hepatitis…Seminar…埼玉 2016，2016 年 10 月 17 日，さいた

ま新都心 .
40．持田　智 .…C 型肝炎治の最新治療 :…埼玉県における難治例への対応と患者啓発 .…比企地域 C 型肝炎治療講演会，

2016 年 10 月 18 日，森林公園 .
41．持田　智 .…急性肝疾患とDIC：抗凝固療法の意義 .…第 2回急性期消化器疾患セミナー，2016年10月21日，長崎 .
42．持田　智.…経済負担の新しい制度.…肝炎ウイルス財団　市民公開講座「名医のお話し:…肝臓」，2016年10月23日，

福井 .
43．持田　智 .…肝疾患の最新治療と漢方製剤の役割 :…効果を規定する要因への科学的アプローチ .…東洋医学研究会，

2016 年 10 月 25 日，旗の台 .
44．持田　智 .…閉会の辞 :…安全に生物学的製剤を用いるために .…毛呂山 IBD セミナー，2016 年 10 月 28 日，毛呂山 .
45．持田　智 .…B 型肝炎の最近の話題：再活性化と重症化の問題点 .…第 3回東北肝疾患研究会，2016年 10月 29日，

盛岡 .
46．持田　智 .…ランチョンセミナー「最新の C 型肝炎治療 :…DAAs をどう使い分けるか」.…JDDW2016…KOBE，2016

年 11 月 3 日，神戸 .
47．Mochida… S.… Liver… S-6:…New…Antiviral… Therapy… for…Hepatitis… B…Hepatitis… B…Virus…Reactivation…Due… to…

Immunosuppressive…Therapies…and…Antineoplastic…Chemotherapies.…APDW2016…KOBE，2016年 11月 5日，神戸 .
48．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…薬物耐性を考慮したアプローチ .…川口市医師会学術講演会，2016年 11月 7日，

川口 .
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49．持田　智 .…埼玉県におけるウイルス肝炎の実態と患者啓発活動 .…平成 28 年度厚生労働省委託「治療と職業生活
の両立等支援対策事業」第 1 回肝炎作業部会，2016 年 11 月 9 日，霞ヶ関 .

50．持田　智 .…肝臓病患者の医療費，経済事情 :…助成金制度の実態 .…第 9 回…IBARAKI…LIVER…FORUM…2016，2016
年 11 月 10 日，つくば .

51．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…湘南肝臓カンファレンス，
2016 年 11 月 11 日，大磯 .

52．持田　智 .…肝硬変の病態と最新の治療 .…東レメディカル講演会，2016 年 11 月 17 日，日本橋 .
53．持田　智 .…B 型肝炎の治療 :…ぺグインターフェロンの位置づけ .…中外製薬講演会，2016 年 11 月 18 日，日本橋 .
54．持田　智 .…Opening…Remarks「B 型肝炎 :…どんな病気，どう治療するの ?」.…「知ってトクする」埼玉肝炎市民フォー

ラム，2016 年 11 月 19 日，毛呂山 .
55．持田　智 .…埼玉県の取り組み .…座談会「C 型肝炎撲滅を目指して :…埼玉県における病診連携の取り組み，2016

年 11 月 22 日，坂戸 .
56．持田　智 .…新時代を迎えたC型肝炎のDAA治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…第 11回大阪肝疾患セミナー，

2016 年 11 月 24 日，大阪 .
57．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異を考慮したアプローチ .…泉州 Expert…Meeting，2016

年 11 月 30 日，泉佐野 .
58．持田　智 .…どうなる ?…C 型肝炎治療戦略 :…国内第三相試験から見た !…今，求められる治療 .…エレルサ・グラジナ

®　発売記念講演会，2016年 12月 3日，芝 .
59．持田　智 .…ランチョンセミナー「新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異を考慮したアプローチ」.…第

106 回日本消化器病学会四国支部例会，2016 年 12 月 10 日，松山 .
60．持田　智 .…地域分科会 :…埼玉県の取り組み .…平成 28 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，2016 年 12
月 10 日，新宿 .

61．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…佐賀肝炎セミナー，2016
年 12 月 15 日，佐賀 .

62．持田　智 .…基調講演「わが国の肝炎行政と日本肝臓学会の活動」.…埼玉県肝炎コーディネーター研修会「肝臓病
教室の在り方とウイルス肝炎の最新治療」，2016 年 12 月 17 日，大宮 .

63．持田　智 .…B 型，C 型肝炎の治療 .…Gilead 講演会，2016 年 12 月 20 日，八重洲 .
64．持田　智 .…肝細胞癌：診断と治療 .…東レメディカル講演会，2017 年 1 月 12 日，日本橋 .
65．持田　智 .…教育セミナー「生物学的製剤と肝炎 :…乾癬治療へのヒント」.…Psoriasis…Forum…2017「匠と考える乾癬 :…

Safety…Management のコツとポイント」，2017 年 1 月 14 日，宇都宮 .
66．持田　智 .…肝臓病患者の医療費 ,…経済事情 :…助成金制度の実態 .…大塚製薬…e 講演会，2017 年 1 月 16 日，オン

デマンド配信（1 月 17 ～ 23 日）.
67．持田　智.…SOFを用いたDAA治療における難治要因の検討.…平成28年度AMED肝炎170120-121合同班会議「次

世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸とした C 型肝炎新規治療の病態解明と臨床応用」，2017
年 1 月 21 日，戸山 .

68．持田　智 .…Opening…Remarks.…ミリプラエリアフォーラム…in…埼玉 .…2017 年 1 月 24 日，大宮 .
69．持田　智.…肝臓病患者の医療費,…経済事情:…助成金制度の実態.….第7回宮崎肝疾患フォーラム，2017年1月26日，

宮崎 .
70．持田　智 .…肝臓病患者の医療費 ,…経済事情 :…助成金制度の実態 .…Hepatologist…Expert…Meeting:…身体障害者手帳制

度を活用する .…，2017 年 1 月 27 日，大分 .
71．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…特別講演会　SMART…C，

2017 年 1 月 28 日，東京 .
72．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…鹿児島県肝疾患診療連携講

演会，2017 年 1 月 31 日，鹿児島 .
73．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…新たな感染者の掘り起こし .…第 8 回八王子消化器医会講演会，

2017 年 2 月 2 日，八王子 .
74．持田　智 .…肝臓病患者の医療費 ,…経済事情 :…腹水治療の実態と助成金制度の利用 .….…第 4 回北信地区肝疾患学術

講演会 .…2017 年 2 月 3 日，長野 .
75．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 : 新たな感染者の掘り起こし .…香川県 C 型肝炎学術講演会，
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2017 年 2 月 8 日，高松 .
76．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」班平成 28 年度第 2 回総会，2017 年 2 月 9 日，東京 .
77．持田　智 .…B 型肝炎の最近の話題 :…再活性化と重症化の現況 .…第 15回 OKAYAMAリウマチネットワーク研究会，

2017 年 2 月 9 日，岡山 .
78．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…徳島県 C 型肝炎学術講演会，

2017 年 2 月 14 日，徳島 .
79．持田　智 .…B 型肝炎 :…免疫抑制療法・化学療法による再活性化と重症化 .…第 12 回奈良消化器病セミナー，2017

年 2 月 16 日，橿原 .
80．持田　智 .…Opening…Remarks.…ミリプラエリアフォーラム…in…埼玉，2017 年 1 月 24 日，大宮 .
81．持田　智 .…肝炎ウイルス検診の実態と重症化予防対策の課題 :…埼玉県肝臓病相談センターの取り組み .…第 14 回

埼玉県肝がんセミナー，2017 年 2 月 18 日，浦和 .
82．持田　智 .…C 型肝炎の最新治療 :…ウイルス耐性変異を考慮した治療戦略 .…日本消化器病学会　近畿支部第 106 回

例会，2017 年 2 月 25 日，天王寺 .
83．持田　智.…C型肝炎の最新治療:…NS5Bポリメラーゼ阻害薬の有用性と問題点.…兵庫ウイルス性肝炎　学術講演会，

2017 年 3 月 3 日，神戸 .
84．持田　智 .…C 型肝炎治療の最近の話題と NAFLD/NASH.…東レメディカル講演会，2017 年 3 月 9 日，日本橋 .
85．持田　智 .…企画セミナー…「急性肝不全の集中治療」急性肝疾患と血液凝固異常，抗凝固療法 .…第 44 回日本集中

治療医学会学術集会，2017 年 3 月 10 日，札幌 .
86．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…第 45 回広島消化器・代謝

疾患治療研究会，2017 年 3 月 10 日，広島 .
87．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…第 19 回岡山肝疾患研究会，

2017 年 3 月 11 日，岡山 .
88．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 : 新たな感染者の掘り起こし .…埼玉県北部 C 型肝炎学術講演会，

2017 年 3 月 14 日，熊谷 .
89．持田　智.…非代償性肝硬変の治療:…広がる選択肢と高まる助成金制度の必要性.…リフキシマ®錠発売記念講演会:…

肝性脳症の新時代，2017 年 3 月 18 日，博多 .
90．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 : 新たな感染者の掘り起こし .…臨床医のための肝・腎学術セミ

ナー，2017 年 3 月 25 日，大阪 .
91．持田　智 .…C 型肝炎の診断と治療 :…DAA 治療の現況，問題点，今後の展望 .…イーピーエス株式会社社内講演会，

2017 年 3 月 28 日，東京 .
92．持田　智 .…新時代を迎えた C 型肝炎の DAA 治療 :…耐性変異の成立機序とその対策 .…第 3 回川崎肝疾患セミナー，

2017 年 3 月 30 日，二子玉川 .
93．持田　智 .…免疫抑制療法による B 型肝炎の再活性化と重症化…肝疾患カンファレンス，2017 年 3 月 31 日，松山 .

6．業　績
6-1．論文・学会発表（10 編）

① Takano…M,…Imai…Y,…Nnakazawa…M,…Cikayama…Y,…Ando…S,…Sugawara…K,…Nakayama…N,…Mochida…S.…A…case…of… liver…
cirrhosis…with…bleeding…from…stomal…varices… that…was…successfully… treated…using…balloon-occluded…retrograde…
transvenous…obliteration.…Clin…J…Gastroenterol…Hepatol…2016…Apr…5…[Epub…ahead…of…pront].

② 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…016;…14…（4）:…597-605.

③ 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…2016;…46…（5）:…369-371.

④ Fujii…Y,…Uchida…Y,…Mochida-S.…Reply…to…the…letter…entitled…“Severe…hepatotoxicity…associated…with…asunaprevir…and…
daclatasvir…in…chronic…hepatitis…C” .…Hepatology…2016;…63…（6）:…2064-2065

⑤ Tanaka…A,…Takikawa…H,…Mochida…S,…Koike…K,…Miwa…H,…Shimosegawa…T.…Change…in…Nomenclature…for…PBC…from…
“Primary…Biliary…Cirrhosis”…to…“Primary…Biliary…Cholangitis” .…J…Gastroenterol…2016;…51…（7）:…1165-1167.
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⑥ 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;…51…（10）:…999-1010.

⑦ Watanabe…K,…Uchida…Y,…Sugawara…K,…Naiki…K,…Inao…M,…Nakayama…N,…Mochida…S.…Sequential…therapy…consisting…of…
glucocorticoid…infusions…followed…by…granulocyte-monocyte…absorptive…apheresis…in…patients…with…severe…alcoholic…
hepatitis.…J…Gastroenterol…2016…Nov…17,…[Epub…ahead…of…print].

⑧ 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…31…（11）:…
1844-1850.

⑨ 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;…46…（12）：234-1246.

⑩ Uchida…Y,…Kouyama…JI,…Naiki…K,…Sugawara…K,…Inao…M,…Imai…Y,…Nakayama…N,…Mochida…S.…"Reversi-Type…Virologic…
Failure"…Involved…in…the…Development…of…NS5A-RAVs…in…Patients…with…Genotype…1b…HCV…Carrying…No…Signature…
RAVs…at…Baseline.…Hepatol…Res…2017…Feb…27.…doi:…10.1111/hepr.12882.…[Epub…ahead…of…print]

【総数：論文（総説，報告書を含む）68 件（国外 11 件，国内　57 件），学会発表 46 件（国外 10 件，国内 36 件），
講演 84 件】

6-2．獲得研究費
1．平成 28 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」　C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株出

現に関わるオセロ仮説と 2- ヒット仮説の検証，研究代表者（平成 28 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．AMED 肝炎等克服実用化研究事業「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．AMED 肝炎等克服実用化研究事業「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．AMED 肝炎等克服実用化研究事業「次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸としたＣ型肝炎新
規治療の病態解明と臨床応用」分担研究者（平成 26 年度から）

6．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）

＜中山　伸朗＞
7．AMED 肝炎等克服実用化研究事業「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 730 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
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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 29 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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．2）消化管内科

1．構成員
今枝博之（IMAEDA,…Hiroyuki）：教授：運営責任者：診療部長・総合診療内科兼担，教育副主任，研究主任，代表
　　　　　　　　　　　　　　……指導教員（大学院）：消化器病学・消化器内視鏡学：博士
大庫秀樹（OHGO,…Hideki）：講師：診療副部長・総合診療内科兼担：教育主任：研究副主任，指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　……消化器病学・消化器内視鏡学：博士
中尾将光（NAKAO,…Masamistu）：助教：外来医長：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・
　　　　　　　　　　　　　　　…肝臓病学
藤井庸平（FUJII,…Yohei）：助教：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・肝臓病学

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　消化管疾患に関わる専門的知識と診療技術，さらに消化器内視鏡による診断，治療の知識と技術を習得すること．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育では，3 年生の診療の基本（今枝 3 単位），4 年生の救急・麻酔の講義（今枝 3 単位），5 年特別演習（今
枝 1 単位）を担当した．大庫は OSCE を担当した．総合診療内科における消化器診療と消化器内視鏡診療において
BSL およびクリニカルクラークシップを担当した（今枝，大庫）．
　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，消化器診療と消化器内視鏡診療につ
いて教育・指導を行った（今枝，大庫）．
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，診断・治療の進め方などの基本的事項を教育したが，まだ十分
ではない．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義，BSL ともに少ないスタッフ，不充分な環境のなかで努力はしたが，基本的知識と診療技術を繰り返し指導す
る余地がある．次年度は，①学生に対する講義や実習ではよりいっそう臨床に即した内容とすることにより，国試対
策にもつながるものと考える．② 6 年生の担任として卒業試験，国家試験合格に向けて勉学の面と心身の面でサポー
トする．③研修医教育として実際の患者さんに対する接遇から，消化器疾患の診断のプロセス，治療を指導する．④
消化器内視鏡担当医には内視鏡検査や治療を直接指導するとともに，内視鏡カンファレンスおよびチームカンファレ
ンスを定期的に開催することによりレベルアップに努める．

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）
①…消化器内視鏡を用いた診断，治療に関する臨床研究

a.…内視鏡的画像強調観察を用いた早期胃癌の検出の検討
b.…内視鏡下生検組織を用いたファブリ病患者における消化管病変の検討
c.…上部消化管内視鏡検査による炭酸ランタンの上部消化管沈着の検討
d.…エンドカフ vs 透明フードを用いた大腸内視鏡挿入時間および大腸ポリープ検出数の無作為化比較検討
e.…新規経口凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス

②…CT コロノグラフィーを用いた臨床研究の検討
f.…IBS（特に IBS-M，IBS-C）と機能性便秘に対する CT…colonography を用いた腸管形態の検討

③…多施設共同研究への参加
g.…大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設共同前向き研究
h.…ピロリ菌除菌困難例に対するボナプラザン，アモキシシリン，シタフロキサシンによる三次除菌療法
i.…ボナプラザン，メトロニダゾール，シタフロキサシンによるピロリ菌除菌療法

3-3．研究内容と達成度
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　a,b,c,g,h,i の臨床研究は症例を収集中である．d は症例のエントリーが終了し，今年 5 月の国際学会で発表した．e
は症例のエントリーが終了し，昨年国内の学会で発表した．ｆは学会発表とともに論文が掲載された．
3-4．自己評価と次年度計画
　昨年度，臨床研究の成果をもとに国際学会を含めた学会発表を行い，論文としても報告した．今年度も常に日常診
療における疑問点を研究テーマとして検討して，臨床研究として計画，実行する．その成果を学会発表，論文作成を
行うとともに，臨床にフィードバックして診療に役立つよう努める．また，炎症性腸疾患など多施設共同研究にも積
極的に参加することにより最先端の診療に携わり，新たな知識を習得するとともに日常診療にフィードバックする．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管内科は 2016 年 4 月より新しく誕生した科であり，消化管疾患を中心とした診療を行っている．H27 年度

の消化管内科初診外来患者数は 628 人，外来患者数は 4,929 人，1 日平均外来患者数は 17.0 人であった．
特に，消化器内視鏡を用いた診断，治療を施行している．消化器内視鏡の検査・治療を担当し，2016 年 5 月より

外来診療も開始した．昨年 3 月東館内視鏡センターが開設されて，今枝が内視鏡センター長を拝命しており，内視
鏡検査枠を増設して消化管内科医師が内視鏡センターをマネージメントしている．内視鏡診療において速やかに対応
し，これまで上部消化管内視鏡検査は 1 か月以上待ち，大腸内視鏡検査は 2 か月以上待ちであったが，いずれも速
やかに予約することが可能となり，内視鏡検査待ちも解消されたことにより，円滑な診療が可能となった．拡大内視
鏡を用いた精密検査や経鼻内視鏡や大腸カプセル内視鏡などの低侵襲検査も積極的に導入した．さらに，早期消化管
癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術にも対応し，小腸バルーン内視鏡や ERCP による胆道ドレナージ術や胆管結石除
石術，ステント留置術なども施行している．消化管内科独自の病床を有していないため，入院が必要な場合には，総
合診療内科または消化器内科・肝臓内科に入院し，兼担としてそれぞれの科の主治医と一緒に診療を行っている．

次年度は指導体制を整備してより安全，確実な内視鏡診療とともに全体のレベルアップに努める．また，最新の医
療情報を収集して難病疾患である炎症性腸疾患を含めた消化管疾患に対する最適な診療を提供できるように努める．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　編集委員：World…Journal…of…Gastroenterology，日本腹部救急医学会，PEG・在宅医療研究会
　査読委員：Gastrointestinal…Endoscopy,…Endoscopy…Open…International,…Journal…of…Gastroenterology,…Digestive…Endoscopy,…
Journal…of…Gastroenterology…and…Hepatology,…Digestive…Disease…and…Science,…Clinical…Journal…of…Gastroenterology,…日本消化器
内視鏡雑誌，Progress…of…Digestive…Endoscopy
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

今枝：日本消化器病学会財団評議員・アジアとの国際協力推進委員会委員，日本消化器病学会関東支部評議員，日
本消化器内視鏡学会社団評議員・広報委員会委員，日本消化器内視鏡学会関東支部幹事・評議員，日本消化
器内視鏡学会埼玉部会理事，日本腹部救急医学会・学会評議員，総務委員会委員・編集委員会委員，日本胃
癌学会代議員日本消化管学会代議員・専門医試験作成委員，日本カプセル内視鏡学会代議員・選挙管理委員，
PEG・在宅医療研究会世話人・編集委員

大庫：日本消化器病学会関東支部評議員，日本消化器内視鏡学会関東支部評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Hosoe…N,…Matsukawa…S,…Kanno…Y,…Naganuma…M,…Imaeda…H,…Ida…Y,…Tsuchiya…Y,…Hibi…T,…Ogata…H,…Kanai…T.…Cross-
sectional…small… intestinal…surveillance…of…maintenance…hemodialysis…patients…using…video…capsule…endoscopy:…
SCHEMA…study.……Endoscopy…International…Open…2016　May;4（5）:E589-96

② Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Ohgo…H,…Yoneno…K,…Kobayashi…T,…Noguchi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Kayano…H,…Kanazawa…
M,…Nakamoto…H,…Nagata…M.…Eosinophil… infiltration…in…the…upper…gastrointestinal…tract…of…patients…with…bronchial…
asthma.…Allergol…Int.…2016…Sep;65…Suppl:S6-S10.…doi:…10.1016/j.alit.2016.03.008.…Epub…2016…Apr…22.

③ Ohgo…H,… Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Yoneno…K,…Hosoe…N,…Mizukami…T,…Nakamoto…H.… Irritable…bowel…syndrome…
evaluation…using…computed…tomography…colonography.…World…J…Gastroenterol.…2016…Nov…14;22（42）:9394-9399

④ Kashiwagi…K,… Inoue…N,…Yoshida…T,…Bessyo…R,…Yoneno…K,… Imaeda…H,…Ogata…H,…Kanai…T,…Sugino…Y,… Iwao…Y.…Polyp…
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detection…rate… in… transverse…and…sigmoid…colon…significantly… increases…with… longer…withdrawal… time…during…
screening…colonoscopy.PLoS…One.…2017…Mar…22;12（3）:　e0174155.

⑤青柳竜太郎，山岡　稔，大庫秀樹，芦谷…啓吾，市村隆也，山田健人，中平光彦，寺本由紀子，草野　武，白崎文隆，
野口…哲，菅野…龍，小林…威仁，井上清彰，木下俊介，宮川　義隆，山本　啓二，中元　秀友，今枝博之 .…高度貧
血で発見された悪性黒色腫胃小腸転移の 1 例 .…Prog…Dig…Endosc…2016;88（1）:132-133.…2016.6

⑥ W 今枝博之，細江直樹，山岡稔 .…新規経口抗凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス .…第 102 回日
本消化器病学会総会　2016.4.21-23 東京

⑦ W 今枝博之，細江直樹，山岡稔 . 新規経口抗凝固薬内服患者におけるカプセル内視鏡による小腸病変の検討 .…第
91 回日本消化器内視鏡学会総会　2016.5.12-14 東京

⑧ W 山岡稔，大庫秀樹，今枝博之 . エンドカフを用いた大腸内視鏡挿入の検討 .…第 91 回日本消化器内視鏡学会総
会　2016.5.12-14 東京

⑨ Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Ohgo…H,…Yoneno…K,…Kobayashi…T,…Noguchi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Kayano…H,…Kanazawa…M,…
Nakamoto…H,…Nagata…M.…Clinical…study…of…eosinophil…infiltration…in…the…upper…gastrointestinal…tract…of…patients…with…
bronchial…asthma.…APDW2016,…2016.11.2-5

⑩ Yamaoka…M,… Imaeda…H,…Ohgo…H,…Soma…M,…Ashitani…K,…Nakamoto…H.…A…randomized…control… trial…of…Endocuff-
assisted…colonoscopy…versus…transparent…hood-assisted…colonoscopy.…APDW2016,…2016.11.2-5

【総数：論文　5 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
　消化管内科が平成 28 年 4 月より立ち上がり，消化管疾患の診療や内視鏡診療を積極的に受け入れて，速やかに適
切に対応することにより，患者さんに安全，安心，確実な診療を提供できるように心がけている．内視鏡センターで
は検査の円滑な進行とともに，指導を行っている．しかし，スタッフの人数が十分ではないため，外来も待ち時間が
長くなることもあり，内視鏡検査も指導体制が十分とは言えない．
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1．3）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，11 月 1 日より准教授：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
大山馨子（OOYAMA,…Kyoko）：非常勤医師

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，4 年臨床推論（山本 4 日間），4 年臨床入門（山本 4 日間，飯田 1 日間）では循環器疾患・胸部診察，
3 年診療の基本（山本 1 単位：心機能評価，飯田 1 単位：呼吸困難・息切れ，菅野 1 単位：胸痛），3 年循環器の講義（山
本 1 単位：心膜疾患・心臓腫瘍・外傷），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）を担当した．総合診療内科における
循環器外来・入院診療において BSL およびクリニカルクラークシップを行った（山本，飯田，菅野）．
　卒後教育では，総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して，循環器外来・入院診療について教育・
指導を行った（山本，飯田，菅野）．
2-3．達成度
　学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，心電図所見，心エコー所見などの基本的事項は，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．次年度も引き続き，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，動脈硬化．
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．
　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．また，
来年度は高齢者心不全患者における tolvaptan の有効性・安全性を検討する．
　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，心房細動に関する研究を続ける．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合診療内科の一部として，循環器疾患に対して総合内科的な診かたを診療の基本とし，的確かつ迅速な治療を行
い，大学病院における循環器診療を充実させ，地域医療に貢献することを目標とした．心臓内科初診外来患者数は
1259 例，入院患者数は 128 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 811 件，経胸壁心エコー 6197 件，経食道心エコー 27 件を施行・判読した．冠動脈 CT 検査
は 140 件，薬物負荷心筋シンチ検査は 29 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 16 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 検査数が増加した影響で，負荷心筋シンチ検査数は減少した．次年度は，負荷心筋シンチ，冠動脈 CT 検査，右
心カテーテル検査を増やし，循環器診療のさらなる充実を目指したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本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青柳竜太郎，山岡　稔，大庫秀樹，芦谷啓吾，市村隆也，山田健人，中平光彦，寺本由紀子，草野　武，白崎文
隆，野口　哲，菅野　龍，小林威仁，井上清彰，木下俊介，宮川義隆，山本啓二，中元秀友，今枝博之 .…高度貧
血で発見された悪性黒色腫胃小腸転移の 1 例 .…Prog…Dig…Endosc…88:132-133,…2016.…

②芦谷啓吾，山岡　稔，大庫秀樹，草野　武，野口　哲，菅野　龍，小林威仁，木下俊介，井上清彰，宮川義隆，
今枝博之 .…山本啓二，中元秀友 .…プロカルシトニンの発熱患者における有用性の検討…－プロカルシトニンに影響
を与える因子は何か？－第 7 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，2016 年 6 月 12 日 .

③横山　央，青柳龍太郎，野口　哲，橋本正良，中山智博，大崎篤史，草野　武，白崎文隆，芦谷啓吾，山岡　稔，
菅野　龍，木下俊介，井上清彰，小林威仁，大庫秀樹，宮川義隆，今枝博之，山本啓二，中元秀友 .…反復する鼻
出血を契機に診断した遺伝性出血性末梢血管拡張症の一例.…第13回日本病院総合診療医学会，2016年9月16日.

④中山智博，大崎篤史，草野　武，小林威仁，木下俊介，宮川義隆，橋本正良，今枝博之，山本啓二，中元秀友 .…
不定愁訴に対しポリファーマシーとなった一例 .…第 64 回日本老年医学会関東甲信越地方会，2016 年 9 月 17 日 .

⑤芦谷啓吾，山岡　稔，小林威仁，野口　哲，李　治平，佐々木　惇，大庫秀樹，宮川義隆，橋本正良，山本啓
二，中元秀友，今枝博之 .…粘膜生検で診断しえた好酸球性胃腸炎の 1 例 .…第 42 回日本消化器内視鏡学会埼玉部会，
2016 年 11 月 20 日 .

⑥岡元啓太，山岡　稔，芦谷啓吾，大庫秀樹，草野　武，白崎文隆，野口　哲，菅野　龍，木下俊介，井上清彰，
小林威仁，廣岡伸隆，宮川義隆，橋本正良，山本啓二，中村晃一郎，梶山　浩，李　治平，茅野秀一，中元秀友，
今枝博之 .…胃幽門前庭部毛細血管拡張症から診断しえた限局型全身性強皮症の一例 .…第 342 回日本消化器病学会
関東支部例会，2016 年 12 月 3 日 .

⑦飯田慎一郎 .…見逃してはいけない若年性高血圧～内分泌性高血圧スクリーニングから病診連携まで～ .…第 8 回病
診連携スキルアップセミナー，紫雲閣，東松山市，2016 年 1 月 26 日 .

⑧関谷麻実，芦谷啓吾，中山智博，大﨑篤史，草野　武，菅野優貴，森岡真吾，白崎文隆，野口　哲，山岡　稔，
菅野　龍，井上清彰，小林威仁，山田健人，石澤圭介，深野敬之，大庫秀樹，飯田慎一郎，廣岡伸隆，宮川義隆，
橋本正良，山本啓二，篠塚　望，中元秀友，今枝博之 .…出血をきたした胃粘膜下腫瘍の 1 例 .…第 343 回日本消化
器病学会関東支部例会，2017 年 2 月 4 日 .

【総数：論文　1 件，学会発表　9 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
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6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 8 回病診連携スキルアップセミナー .…紫雲閣，東松山市，2016 年 1 月 26 日 .

7．自己点検・評価
　大学病院の循環器外来患者数，入院患者数は共に増加し，循環器系検査数も概ね順調に増加している．当科は少人
数のため，徐々に診療・教育・研究を充実させている．本学国際医療センター心臓センターとの病診連携は同センター
のご配慮で，非常にスムーズである．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．4）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，研究副主任，指導教員（大学院）：気管支喘息，アレルギー
　　　　　　　　　　　　　……学，臨床免疫学，びまん性肺疾患：博士
仲村秀俊（NAKAMURA,…Hidetoshi）：教授，診療副部長，教育主任，指導教員（大学院）：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）：気管支喘息，アレルギー・免疫学：
　　　　　　　　　　　　　……博士
中込一之（NAKAGOME,…Nakagome）：講師，研修担当医長，教育副主任，指導教員（大学院）：気管支喘息，アレルギー・
　　　　　　　　　　　　　　　……………免疫学：博士…
小宮山謙一郎（KOMIYAMA,…Kenichiro）：講師：病棟医長，肺癌，胸膜疾患，気管支内視鏡治療：博士
内田義孝（UCHIDA,…Yoshitaka）：助教：医局長
加賀亜希子（KAGA,…Akiko）：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
藤原彬子（FUJIWARA,…Akiko）：助教
増本　愛（MASUMOTO,…Ai）：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
赤上　巴（AKAGAMI,…Tomoe）：助教
家村秀俊（IEMURA,…Hidetoshi）：助教
相馬真智香（SOUMA,…Machika）：助教
内藤恵理佳（NAITOU,…Erika）：助教
山口剛史（YAMAGUCHI,…Takefumi）：講師：博士（毛呂病院出向中）
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学習でき，特に代表的疾患を中心に臨床的な知識を
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の習得と技能の理解，そして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実施した．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…年生の 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 5 年間の国家試
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：
　特に初期研修医ならびに後期専修医に対して，病棟業務ではチーム構成による診療方式をもちいて質と安全の両者
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を重視した卒後臨床医学教育を進めた．全体の診療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聘した．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．また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：
　総合診療内科ならびに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
生からは高評価を受け好評であったと認識している．また卒後教育も講演会等で若手医師の関心が高いテーマを取り
上げることなどで，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 :…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 では…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．本年度はとくに試験問題作成について教員
の間で情報を共有し，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作成すべく，科としてのレベル
アップを図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　呼吸器領域の免疫・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，内田ら）
　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．またとくに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…に掲載論
文がでたことはひとつの成果である．…
2．COPD・感染症（仲村，嶺崎，赤上ら）
　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．COPD 患者の呼吸
運動，運動機能解析においては，FG センサー，Kinect センサーといった画像解析技術を応用し，非侵襲的解析法の
開発を行っている．さらに，慶應義塾大学，国立健康・栄養研究所と共同で，COPD 患者におけるエネルギー摂取，
消費量の解析を開始した．
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（小宮山ら）
　EGFR 遺伝子変異，EML4-ALK 融合遺伝子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
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　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．特に若手医師への研究指導では全員が学会発表をさせることを目標とし，これを果たすことができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　英文原著論文も順調にパブリッシュされ，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
論文数の維持をめざしたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　大学病院呼吸器内科は，県内・外の広大な地域より紹介および救急患者を受け入れ，気管支喘息・COPD・各種呼
吸器感染症・肺癌・各種間質性肺炎・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．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い，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

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・アレルギー：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
　Allergology…International：永田 , 仲村
　International…Journal…of…Chronic…Obstructive…Pulmonary…Disease：仲村

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　市民向け講演会，医師向け講演会…演者を各種担当

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文発表数：
　英文原著… 9 件
　著書… 7 件
　総説… …19 件
学会発表：
　国内総会… 26 件（うち招待演者 8 件）
　国際学会　　…9 件（うち招待演者 2 件）
　国内地方会　…3 件
主な原著論文：
① 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…Res…Pract.…2:6.2016
② Noguchi…T,…Nakagome…K,…Kobayashi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Nakamoto…H,…Nagata…M.…Periostin…upregulates… the…

effector…functions…of…eosinophils.…J…Allergy…Clin…Immunol.…138:1449-1452.2016
③ Takaku…Y,…Kurashima…K,…Kobayashi…T,…Nakagome…K,…Nagata…M.…Eicosanoids… in…exhaled…breath…condensate…of…

airway… inflammation… in…patients…with…asthma.Takaku…Y,…Kurashima…K,…Kobayashi…T,…Nakagome…K,…Nagata…M.…
Allergol…Int.…S1:65-6.…2016….

④ Noguchi…T,…Nakagome…K,…Kobayashi…T,…Ueda…Y,…Uchida…Y,…Soma…T,…Nakamoto…H,…Nagata…M.Effect…of…LTRA…on…IP-
10-induced…eosinophil…adhesion…to…ICAM-1.…Allergol…Int.…S1:S62-4.2016
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⑤ Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Ohgo…H,…Yoneno…K,…Kobayashi…T,…Noguchi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Kayano…H,…Kanazawa…
M,…Nakamoto…H,…Nagata…M.…Eosinophil… infiltration…in…the…upper…gastrointestinal…tract…of…patients…with…bronchial…
asthma.…Allergol…Int.…S1:6-10.…2016

⑥ Ohta…H,…Yamazaki…S,…Miura…Y,…Seto…A,…Kanazawa…M,…Nagata…M.…Two…Cases…of…Legionella…pneumophila…Pneumonia…
with…Prolonged…Neurologic…Symptoms…and…Brain…Hypoperfusion…on…Single-Photon…Emmission…Computed…
Tomography.……Case…Rep…Infect…Dis.…2016;5264681

⑦ Nakajima…T,…Nakamura…H,…Owen…CA,…Yoshida…S,…Tsuduki…K,…Chubachi…S,…Shirahata…T,…Mashimo…S,…Nakamura…
M,…Takahashi…S,…Minematsu…N,…Tateno…H,…Fujishima…S,…Asano…K,…Celli…BR,…Betsuyaku…T.…Plasma…Cathepsin…S…and…
Cathepsin…S/Cystatin…C…Ratios…Are…Potential…Biomarkers…for…COPD.…Nakajima…T,…Nakamura…H,…Owen…CA,…Yoshida…S,…
Tsuduki…K,…Chubachi…S,…Shirahata…T,…Mashimo…S,…Nakamura…M,…Takahashi…S,…Minematsu…N,…Tateno…H,…Fujishima…S,…
Asano…K,…Celli…BR,…Betsuyaku…T.…Dis…Markers.…2016;…4093870.…

⑧ Chubachi…S,…Sato…M,…Kameyama…N,…Tsutsumi…A,…Sasaki…M,…Tateno…H,…Nakamura…H,…Asano…K,…Betsuyaku…T;…Keio…
COPD…Comorbidity…Research…（K-CCR）…Group.… Identification…of… five…clusters…of…comorbidities… in…a… longitudinal…
Japanese…chronic…obstructive…pulmonary…disease…cohort.…Respir…Med.…2016;…117:272-9.…

⑨ Sato…M,…Chubachi…S,…Sasaki…M,…Haraguchi…M,…Kameyama…N,…Tsutsumi…A,…Takahashi…S,…Nakamura…H,…Asano…K,…
Betsuyaku…T.… Impact…of…mild…exacerbation…on…COPD…symptoms… in…a…Japanese…cohort.… … Int…J…Chron…Obstruct…
Pulmon…Dis.…2016;…11:1269-78.…

6-2．獲得研究費
日本学術振興会　科学研究費補助金　　3 件
日本医療研究開発機構研究費補助金　　1 件
その他：，埼玉医科大学病院若手医師育成研究費 1 件

6-3．受賞
　特になし…
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　セミナー　10 件　研究会　13 件　

7．自己点検・評価
　診療面では県内外から重症患者を積極的に受け入れ，地域医療での大きな役割を果たしたものと認識している．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る．
肺癌患者は国際医療センターとの綿密な協力体制を維持しつつ，外来化学療法が円滑に作動し，また放射線治療症例
も増加し，高水準での診療を維持することができていたと考える．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維持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．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，加えて肺癌の臨床研究など，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と判断している．地方会での発表
数は伸び悩んでおり，次年度は強化すべき命題であると考えるものである．
　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
活発に行ってきた．医学部 5…年生の BSL…では検査実技の見学及び体験，入院患者の診療，外来実習，クルズスと多
面的な実地教育を行い，学生からの評価数値は極めて高かった．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が国試の成績自体が良好でなかったこ
とは次年度にむけての反省材料である．全体的には積極的にかつ十分な医学教育業務が実践できたと判断している．
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1．5）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
島田　朗（SHIMADA,…Akira）：教授：運営責任者，診療部長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分
　　　　　　　　　　　　　　泌代謝疾患）：博士
野田光彦（NODA,…Mitsuhiko）：教授：研究主任，診療副部長，研修担当医長：代表指導教員（大学院）：内分泌代
　　　　　　　　　　　　　　…謝学（糖尿病，内分泌代謝疾患）：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：内分泌代謝学（特に高血圧 ,
　　　　　　　　　　　　　　　　糖尿病）：博士
稲葉宗通（INABA,…Munemichi）：客員教授，ハピネス会川角クリニック院長（平成 28 年 5 月 1 日より）：内分泌
　　　　　　　　　　　　　　　代謝学（特に高血圧）：博士
井上郁夫（INOUE,…Ikuo）：教授（平成 29 年 3 月 1 日より教職員・学生健康推進センター教授，当科兼担）：診療副部長，
　　　　　　　　　　　教育副主任（平成 29 年 3 月 1 日より）：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に高脂血
　　　　　　　　　　　症）：博士
栗原　進（KURIHARA,…Susumu）：准教授（国際医療センター内分泌・糖尿病内科准教授，当科兼担）：代謝学（特
　　　　　　　　　　　　　　　…に糖尿病）：博士
一色政志（ISSHIKI,…Masashi）：准教授：研究副主任：内分泌代謝学（特に内分泌 ,…高血圧）：博士
飯田慎一郎（IIDA,…Shinichiro）：准教授（平成 28 年 11 月 1 日より総合診療内科准教授，当科兼担）：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　　学院）：博士
野口雄一（NOGUCHI,…Yuichi）：講師：教育副主任：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：指導教員（大学院）：代謝学（特に糖尿病）：博士
安田重光（YASUDA,…Shigemitsu）：講師：医局長：大学院教員：内分泌学（特に甲状腺，副甲状腺）：博士
伊藤大輔（ITO,…Daisuke）：講師：大学院教員：代謝学（特に糖尿病）：博士…（平成28年8月1日より丸木記念福祉メディ
　　　　　　　　　　　カルセンターへ出向中）
波多野雅子（HATANO,…Masako）：助教：外来医長
池上裕一（IKEGAMI,…Yuichi）：助教：病棟医長（平成 28 年 8 月 1 日ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合
　　　　　　　　　　　　　　病院より帰国・復職）：教育主任（平成 29 年 3 月 1 日より）：博士
住田　崇（SUMITA,…Takashi）：助教，平成 28 年 7 月 31 日退職（平成 28 年 8 月 1 日より小川赤十字病院へ出向）：
　　　　　　　　　　　　　……博士
中島理津子（NAKAJIMA,…Ritsuko）：助教
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（シニアレジデント）
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）
引間雄介（HIKIMA,…Yusuke）：助教…（シニアレジデント），平成 28 年 4 月 1 日に赴任
井上清彰（INOUE,…Kiyoaki）：講師（総合診療内科講師，当科兼担）：代謝学（特に糖尿病）：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
新井保久（ARAI,…Yasuhisa）：非常勤講師（平成 28 年 5 月より）：理学療法士
相場美穂（AIBA,…Miho）：非常勤講師（平成 28 年 4 月より）：臨床心理士

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
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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 年生の統計学で 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，を 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，を 1 時間担当した．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，および内分泌・代謝疾患の身
体所見，画像を中心に 1 時間行った．

「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 回ずつ実施した．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 132 人中 26 人が再試で，昨年と同様，すべての再試験受験者全員を再試前に授業を
数時間実施し，該当内容の理解に努めさせた．しかしながら，6 人が不合格であった．

「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．授業においての理解度を
さらに高める必要があるが，BSL の際，病棟の医師の指導と協力のもと，「なぜ，このような治療が必要なのか」な
ど，討論形式の教育スタイルを行う必要がある（知識をインプットするだけでなく，アウトプットさせる必要がある）．
加えて，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．

「卒後教育」
　教授回診は例年同様，毎週水曜日朝 8 時から開始し，1 年を通じて，休みなく実施する予定である．また，研修医
のクルズスは，内科研修医を対象に，主に内分泌代謝疾患全般を実施予定である．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
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究に貢献する．糖尿病・栄養分野の臨床研究・観察研究についても，積極的に行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．糖尿病グループ（1 型糖尿病，2 型糖尿病）
2．高血圧グループ
3．脂質異常症グループ
4．内分泌グループ

3-3．研究内容と達成度
1．糖尿病グループ：1 型糖尿病の発症に関する免疫学的機序の解明とその臨床応用，インスリン作用機序の検討，

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，特にその薬物療法に関
する臨床的検討，糖尿病に関する疫学研究，妊娠に伴う糖代謝異常に関する臨床的検討．

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，PCSK9 阻
害薬に関する臨床的・基礎的検討，LDL サイズ測定の新標準化法を用いた検討．

4．内分泌グループ：内分泌疾患の臨床研究，原発性アルドステロン症の診断法に関する検討．
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．さらに，看護必要度の高い疾患，病態
を多く入院で診る方向性で対応したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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：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：動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版執筆，肥満症診療ガイドライン……2016 執筆，日本肥満

症治療学会栄養部会委員長，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，JENPUB…
Diabetes…&…Endocrine…Disorders（editorial…board…member），Open…Journal…of…Molecular…and… Integrative…
Physiology…（Editorial…Board）

②査読：
　野田光彦：…Endocrine…Journal,…Internal…Medicine など 4 編
　島田　朗：…Diabetology…International,…Journal…of…Diabetes…Investigation, 糖尿病など 15 編以上
　井上郁夫：Circulation…Journal,…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，Hyperetnsion…Research…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），
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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），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

島田　朗：日本糖尿病学会（監事，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，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，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），日本医学会　用語代
委員

井上郁夫：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，
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）

　米国心臓病学会（International…Fellow…of…the…AHA…conferred…by…the…Council…on…Hypertension）
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 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（3）:…e0152207.…doi:10.1371/
journal.pone.0152207,2016

② Matsunaga…T,…Suzuki…A,…Kezuka…C,…Okumura…N,…Iguchi…K,…Inoue…I,…Soda…M,…Endo…S,…El-Kabbani…O,…Hara…A,…Ikari…A.…
Aldo-keto…reductase…1B10…promotes…development…of…cisplatin…resistance…in…gastrointestinal…cancer…cells…through…
down-regulating…peroxisome…proliferator-activated… receptor-γ-dependent…mechanism.…Chemico-Biological…
Interactions…256:142-153,2016

③ Hatano…M,…Takenaka…Y,… Inoue… I,…Homma…K,…Hasegawa…T,… Sasano…H,…Awata…T,…Katayama…S.　Feminizing…
Adrenocortical…Carcinoma…with…Distinct…Histopathological…Findings.　Intern…Med…55:3301-3307,2016…

④ Inoue…I,…Kubota…R,…Yanagi…S,…Akita…M,…Nakano…T,…Katayama…S,…Shimada…A,…Noda…M.…The…new…molecular…entity…
evolocumab,…one…kind…of…PCSK9… inhibitor,… reduce…plasma…small…size…LDL-cholesterol… levels…by…using…a…new…
standardized…method…of…measuring…LDL…size.…Open…Journal…of…Molecular…and…Integrative…Physiology…7:1-23,…2017

⑤ Teramoto…Y,…Nakamura…Y,…Asami…Y,…Imamura…T,…Takahira…S,…Nemoto…M,…Sakai…G,Shimada…A,…Noda…M,…Yamamoto…
A　：　Case…of…type…1…diabetes…associated…withless-dose…nivolumab…therapy…in…a…melanoma…patient.…J…Dermatol.…
10.1111/1346-8138.13486,…2016

⑥ Shimada　A　：　Autoimmunity…as…an…etiology…of…fulminant…type…1…diabetes.…Diabetol…Int.…7:104-105,…2016…
⑦ Kobayashi…T,…Aida…K,…Fukui…T,…Jimbo…E,…Shimada…A,…Mori…Y,…Fujii…T,…Yagihashi…S：Pancreatic…ductal…hyperplasia/

dysplasia…with…obstructive…chronic…pancreatitis:an…association…with…reduced…pancreatic…weight…in…type…1…diabetes.…
Diabetologia.…59（4）:865-7,…2016

⑧ Tsujimoto…T,…Sugiyama…T,…Noda…M,…Kajio…H:Intensive…glycemic…therapy…in…type…2…diabetes…patients…on…β-blockers.
Diabetes…Care．39（10）:…1818-26,…2016.

⑨ 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

⑩ Yajima…K,…Oikawa…Y,…Ogata…K,…Hashiguchi…A……and……Shimada…A……… :… …CD4 ＋ T…cell － dominant…insulitis… in…acute-
onset…Type…1…diabetes…mellitus…associated…with…intraductal…papillary…mucinous…adenoma.Endocrine…Journal.……63

（9）,841-847,…2016
【総数：論文 28 件，学会発表 67 件，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「糖尿病における

診療の質評価と地域医療連携評価に関する研究」研究代表者…741 万，文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（B）
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「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…234 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）…
78 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「2 型糖尿病患者
における厳格な統合的介入が長期予後に及ぼす影響に関する研究（J-DOIT3 追跡研究）」　研究分担者（研究代表
者：門脇　孝）…52 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「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）…182 万

島田朗：厚生労働省研究費 1 型糖尿病の実態調査，客観的診断基準，日常生活・社会生活に着目した重症度評価
の作成に関する研究　総額 1690 万（分担研究），国際医療研究開発費　日本人の 1 型糖尿病の包括的データベー
スの構築と臨床研究への展開（第 3 次）総額 770 万（分担研究）

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 1008 万…（分担研究…95.8…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…93
万

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…70 万

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

野田光彦：第 1 回糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ研究会（平成 28 年 11 月 26 日，東京）
島田　朗：第 16 回日本先進糖尿病治療研究会（平成 28 年 11 月 26 日，横浜）

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．特に昨年度の医師国家試験の結果を受け，
大学をあげて，授業の見直しが迫られている．当科においても学生の学習に取り組む姿勢と能力をよく把握し，モチ
ベーションの上がる授業となるよう，学生とのコミュニケーションを図っていきたい．特に断片的に知識を試すだけ
ではなく，様々な知識をトータルに結び付け，答えを導き出すという，従来にはなかったような「考えさせる」問題
作成を心掛けたい．
　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，さらなる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．本年度は，若手医師も和文，英文とも accept され，教室全体が学
術的な部分についても活性化されている．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 28 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 28 年 4 月 1 日付けで，引間
雄介が入局した．また，平成 28 年 8 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
院より帰国した．また，伊藤大輔助教が，同日，小川赤十字病院より帰室し，当科講師となり，丸木記念福祉メディ
カルセンターへ出向した．さらに，同日，住田崇助教が退職し，小川赤十字病院へ出向した．平成 28 年 11 月 1 日
付けで，飯田慎一郎が総合診療内科准教授（当科兼担）に昇格した．平成 29 年 3 月 1 日付けで，井上郁夫准教授が
教職員・学生健康推進センター教授（当科兼担）に昇格した．
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1．6）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：
奥田糸子（OKUDA,…Itoko）：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 30% 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）
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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
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（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）に参
加していたが，登録終了となり，計 9 例の登録症例につき，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，これまでに 3 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
　該当なし
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：Internal…Medicine，臨床血液，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 Watanabe…Y,…Akizawa…T,…Saito…A,…Gejyo…F,…Suzuki…M,…Nishizawa…Y,…Tomita…Y,…Ysubakihara…Y,…Akiba…T,…Hiratata…

H,…Kawanishi…H,…Bessho…M,…Udagawa…Y,…Aoki…K,…Uemura…Y,…Ohashi…Y,…Co-JET…Study…Group.…Effect…of…predialysis…
recombinant…human…erythropoietin…on…early…survival…after…hemodialysis…initiation…in…patients…with…chronic…kudney…
disease:…Co-JET…Study.…Therapeutic…apheresis…and…dialysis.…20…（6）:…598-607,…2016

学会
①中村裕一，阿久澤有，伊藤善啓，脇本直樹，掛川絵美，内田優美子，森茂久，別所正美 .　Biclonal…gammopathy

を呈した症例の検討　第 41 回日本骨髄腫学会学術集会，徳島市，2016.
②中村裕一，奥田糸子，阿久澤有，伊藤善啓，脇本直樹，内田優美子，森茂久，別所正美，芦谷啓吾，小林威仁，

宮川義隆，金玲，茅野秀一 .　血球貪食症候群で発症し回腸先行を併発した節外性 NK/T 細胞リンパ腫の 1 例 .…
第 5 回日本血液学会関東甲信越地方会，新潟市，2016

③ Akuzawa…Y,…Ito…Y,…Wakimoto…N,…Uchida…Y,…Mori…S,…Bessho…M,…Nakamura…Y.…Two…ases…of…hepatic…AL…amyloidosis…
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with…extensive…ascites.…第 78 回日本血液学会学術集会，横浜市，2016.
④ Nakamura…Y,…Kakegawa…E,…Uchida…Y,…Akuzawa…Y,…Ito…Y,…Wakimoto…N,…Mori…S,…Bessho…M.…Establishment…of…a…novel…

myeloma…cell…line…with…t（11;14）…expressing…delta/lambda…type…immunoglobulin.…第 78 回日本血液学会学術集会，
横浜市，2016.

⑤ Okuda…I,…Wakimoto…N,…Akuzawa…Y,…Shimada…T,…Ito…Y,…Nakamura…Y,…Mori…S,…Bessho…M.…Comparison…of…there…cases…
of…immune…thrombocytopenia…which…developed…intaracranial…hemorrhage.…第 78 回日本血液学会学術集会，横浜
市，2016

⑥ Kudo…D,…Komeno…T,…Ohashi…K,…Nakamura…Y,…Shinagawa…A,…Suyama…T,…Yoshida…C,…Kobayashi…T,…Wakimoto…N,…Hori…
M,…Okoshi…Y,…Kumagai…T,…KatoA,…Toyota…S,…YamamotoK,…YamamotoM,…Kawai…N,…Ohwada…A,…Miki…T,…Sakamaki…H,…
Kojima…H.…Efficacy…and…safety…of…CBD…induction…for…ASCT-eligible…NDMM…-a…phase…2…multicenter…trial-. 第 78 回日
本血液学会学術集会，横浜市，2016

⑦阿久澤有，奥田糸子，内田優美子，伊藤善啓，脇本直樹，森茂久，別所正美，中村裕一 .….Pure…white…cell…aplasia
の経過中に PRCA 様の病態を併発した 1 例 .…第 6 回日本血液学会関東甲信越地方会，東京都，2017

【総数：論文 1 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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1．7）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…
伊藤康男（ITO,…Yasuo）講師：指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
福岡卓也（FUKUOKA,…Takuya）講師：脳卒中
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．

3．研究
3-1．目的・目標
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　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）パーキンソン病（PD）・錐体外路系疾患における臨床的検討
　　　　　3）頭痛研究
　　　　　4）発汗障害に関する研究
　　　　　5）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）パーキンソン病・錐体外路疾患における臨床研究（山元・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）．また本年度は，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，高橋）．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（高橋）．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．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
指導し発表させてきた（山元）．とくに硬膜動静脈瘻により生じたパーキンソニズムの 1 例が第 10 回パーキン
ソン病・運動障害疾患コングレスにおいて最優秀奨励賞を受賞した（川崎，山元）．臨床研究では PD の四肢随
意運動に及ぼす dual…tusk の影響を詳細に検討し，同学会において若手研究者に贈られる優秀ポスター賞を受賞
した（三宅・山元）．また昨年度の国際 Movement…Disorders…Society の年次集会において，長期にわたって起立
性低血圧が先行する PD では早期に認知症が発症すること（三宅・山元），アデノシン A2A 受容体拮抗薬が精神
症状に及ぼす影響を報告した（山元）．現在，脳 MRI 画像を voxel-based…morphometry 法による経時的脳萎縮変
化を PD や進行性核状性麻痺において検討中である．

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，昨年から大学病院全診療
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」を行っており，その成果を
今年の日本神経治療学会にて発表した（池田）．その後もデータ解析を進め，次年度の国際 Movement…Disorders…
Society の年次集会にて発表を予定している．また平成 26 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）：特発性後天性全身性無汗症（AIGA）や Fabry 病などの発汗障害，とくに 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
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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）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 517 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．脳血管障害と自動車運転 .Progress…in…Medicine…36:493-496,…2016
②山元敏正．自律神経疾患の治療の進歩．神経治療学 33:542-545，2016
③山元敏正．…パーキンソン病の補助診断としての自律神経の役割…パーキンソン病の発汗障害　心血管系との相違

について．自律神経 53：276-279，2016
④高橋一司．パーキンソン病の治療　進行期パーキンソン病の治療　薬物療法．日本臨床…75：77-82，2017
⑤Nakazato…Y,…Tamura…N,…Ikeda…K,…et…al.…A…case…of…idiopathic…pure…sudomotor…failure…associated…with…prolonged…high…

levels…of…serum…carcinoembryonic…antigen.…Clin…Auton…Res.…26：451-453，2016.…
⑥ Fukuoka…T,…Hayashi…T,…Ohira…M,…et…al.…Functional…Outcomes…of…Decompressive…Craniectomy…in…Patients…with…

Malignant…Middle…Cerebral…Artery…Infarction…and…Their…Association…with…Preoperative…Thalamus…Deformation:…An…
Analysis…of…12…Patients.…Intern…Med.…55:1991-5，2016

⑦伊藤康男，荒木信夫．頭痛診療の実際　片頭痛．臨牀と研究 93：…1300-1306，2016
⑧光藤…尚 ,…田村…直俊 ,…橋本…洋一郎 ,…平山…真紀子 ,…中里…良彦 ,…荒木…信夫 ,…山元…敏正．補中益気湯で改善した交通外

傷後体位性頻脈症候群の 1 症例．痛みと漢方…26：163-165，2016
⑨光藤…尚 ,…田村…直俊 ,…平山真紀子 ,…溝井令一 ,…荒木信夫 ,…山元敏正．漢方薬とラメルテオンの併用により，10 年以

上の引きこもりから脱した体位性頻脈症候群の 1 例．日本東洋心身医学研究…31：58-60,…2016
⑩川崎一史 ,…伊藤康男 ,…福岡卓也 ,…中里良彦 ,…山元敏正．けいれん発作後に著明な高尿酸血症を認めたことから

Basedow 病の診断に至った 1 例．神経内科…85：316-317，2016
6-2．獲得研究費
　厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患克服事業　「特発性後天性全身性無汗症の横断的発症因子，治療法，予後
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の追跡研究」（中里）
　厚生労働科学研究費補助金　薬物乱用頭痛に対する抑肝散の効果の検討（荒木，光藤，伊藤，三宅）
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）補助金「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」班長：
荒木信夫，班員：伊藤，光藤，三宅ほか
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）補助金「脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関与の検討」
班長：荒木信夫，班員：山元，田村，光藤ほか
6-3．受賞
　日本自律神経学会優秀論文演題賞（光藤　尚）
　日本神経学会総会　研修医セッション最優秀ポスター賞（伊藤　唯）
6-4．特許，実用新案
　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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1．8）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）：リウマチ・膠原病学，
　　　　　　　　　　　　……免疫学：博士
横田和浩（YOKOTA,…Kazuhiro）：講師：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原病学，　
　　　　　　　　　　　　　　　臨床免疫学：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
立花秀介（TACHIBANA,…Hideyuki）:…助教：専門医員
島田祐樹（SHIMADA,…Yuki）：助教：専門医員：博士
和田琢（WADA,…Takuma）：助教：専門医員：博士
井熊大輔（IKUMA,…Daisuke）：…助教：専門医員：博士
矢澤宏晃（YAZAWA,…Hiroaki）:…助教：医員
中尾嘉修（NAKAO,…Yoshinobu）…:…助教：医員
松田真弓（MATSUDA,…Mayumi）…:…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…
柳澤麻依子（YANAGISAWA,…Maiko）：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
横川直人（YOKOGAWA,…Naoto）…：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．
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＜卒前教育＞
　以下の点を目的とする；1）解剖学，生理学，生化学，免疫学などの基礎知識に立脚した病態生理の考察が出来る，2）
個々の疾病の理解と記憶，および周辺疾患との関係などを説明できる知識を有する，3）科学的，批判的な考察力を
有する，4）自分の考える理論を言葉でまたは文章で他人に説明できる論理性を有する，5）医学における研究心の
重要性を理解する，6）他者とのコミュニケーション能力を有すること．
＜卒後教育＞
　以下の点を目的とする；1）医療面接，全身の診察，検査結果などの情報を基により高度な病態生理の考察が出来る，
2）自分の症例に関した文献的検索および考察が出来る，3）患者・患者家族および医療従事者たちとの良好なコミュ
ニケーション力を有する，4）医療安全を意識した注意力と謙虚さを有する．
＜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 44 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 -7　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（関節リウマチと関連疾患）：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 30 時間のうち当科分 15 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，横田，村島，横川）．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 週間に渡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，5 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）．
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
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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，荒木，横田，梶山）．週に
1 回，基礎系研究グループの情報交換のリサーチミーティングを開催した（佐藤）．
2-3．達成度
＜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．
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＞
　一般大学院生は，病棟業務は免除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
担が増しているがそれぞれの役割で頑張っている．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っ
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
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　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
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．欧州リウマチ学会，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．

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
4．三村俊英：埼玉県難病指定医教育研修講演会講師
5．三村俊英：テレビ東京「話題の医学」に出演（「リウマチ膠原病の診断と治療前・後編」）
6．三村俊英：第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会ランチョンセミナー座長「Bio…Switch…を考える」パシフィ

コ横浜　2016.4.21
7．三村俊英：第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会　男女共同参画委員会特別プログラム　パネリスト　パ

シフィコ横浜　2016.4.21
8．舟久保ゆう：第60回日本リウマチ学会総会・学術集会　男女共同参画委員会特別プログラム　座長　パシフィ

コ横浜　2016.4.21
9．三村俊英：第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会教育研修講演 5「薬剤性肺障害の診断と治療」
10．横田和浩：西部地区リウマチ・糖尿病連携の会「明日から役立つ関節リウマチ・膠原病の鑑別」ラ・ボア・
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ラクテ　2016.5.26
11．三村俊英：第 1 回実臨床医のためのリウマチカンファレンス講師　狭山市市民交流
12.…三村俊英：第 54 回日本内科学会信越支部主催生涯教育講演会「関節リウマチの診断と最新薬物療法」朱鷺メッ

セ　2016.6.12
13．三村俊英：第 5 回明石町リウマチ連携セミナー　特別講演　聖路加国際病院　2016.6.22
14．舟久保ゆう：Rheumatology…Forum…For…FEMALE　－女性リウマチ医の会－「関節リウマチの最新治療と妊娠

の両立」ヒルトン大阪　2016.7.9　
15．舟久保ゆう：第 8 回関節リウマチスタッフセミナー「関節リウマチの治療 - 高齢者へのアプローチ」浦和ロ

イヤルパインズホテル　2016.7.16
16．秋山雄次：第 10 回埼玉リウマチ・膠原病フォーラム「プログラフの最近の話題」浦和ロイヤルパインズ　

2016.7.30
17．三村俊英：狭山市・入間地区学術講演会　「関節リウマチの診断と新しい治療の考え方」狭山市アズグレイス

　2016.8.3
18．三村俊英：ARISE…with…APLAR「Use…of…biologics…in…special…population-HBV」シェラトンホテル香港　

2016.9.3
19．舟久保ゆう：TROIS 懇話会「ゴリムマブの可能性－高齢関節リウマチ患者における有用性－」目黒雅叙園　

2016.9.16
20．村俊英：平成 28 年度関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会「RA の最新薬物治療」栃木県総合文化

センター　2016.11.20
21．三村俊英：埼玉県難病指定医等研修会「全身性エリテマトーデス・全身性強皮症・成人スティル病について」

埼玉県県民健康センター　2016.11.27,2017.1.22
22．三村俊英：埼玉地域連携高齢者マネジメントセミナー「高齢者におけるリウマチの病態と治療」グランドホ

テル WIN　2016.12.5
23．梶山浩：第 8 回関東甲信越ループス腎炎講演会「膠原病内科におけるループス腎炎の診断・治療の実際」ベ

ルサール八重洲　2017.2.25
24．舟久保ゆう：新規関節リウマチ治療と埼玉北部の地域連携を考える会「高齢関節リウマチ患者の治療と管理ー

これからの高齢化社会に向けてー」キングアンバサダーホテル熊谷　2017.3.16

6．業績
6-1．論文・学会発表

①…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…&…Rheumatol.…May;68（5）:1111-23,…2016

② Miyoshi…F,…Honne…K,…Minota…S,…Okada…M,…Ogawa…N,…Mimura…T.
A…novel…method…predicting…clinical…response…using…only…background…clinical…data…in…RA…patients…before…treatment…
with…infliximab.…Mod…Rheumatol.…2016…;26（6）:813-816…

③ Wada…Y,…Abe…M,…Moritani…H,…Mitori…H,…Kondo…M,…Tanaka-Amino…K,…Eguchi…M,…Imasato…A,…Inoki…Y,…Kajiyama…H,…
Mimura…T,…Tomura…Y.
Potential…of…urinary…nephrin…as…a…biomarker…reflecting…podocyte…dysfunction…in…various…kidney…disease…models.…
Exp…Biol…Med…（Maywood）.…2016;241（16）:1865-76

④Usui…J,…Yamagata…K,…Imai…E,…Okuyama…H,…Kajiyama…H,…Kanamori…H,…Kaneko…S,…Kono…E,…Sakai…Y,…Sakai…N,…Sakamaki…Y,…
Taniguchi…Y,…Nakai…K,…Nishiwaki…H,…Hirata…S,…Yamaya…H,…Tsuruoka…S,…TeradaY,…Yokoyama…H,…Wada…T,…Narita…I.
Clinical…practice…guideline…for…drug-induced…kidney…injury…in…Japan…2016:…digest…version…Clin…Exp…Nephrol.…2016…
Dec;20（6）:827-831

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…Oct;51（10）:999-1010

⑥ Araki…Y,…Mimura…T.
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The…mechanisms…underlying…chronic…inflammation…in…rheumatoid…arthritis…from…the…perspective…of…the…epigenetic…
landscape.…Journal…of…Immunology…Research…Dec.…7,…2016

⑦ Araki…Y,…Mimura…T.…
　The…histone…modification…code…in…the…pathogenesis…of…autoimmune…diseases.…
　Mediators…of…Inflammation…Jan.…3,…2017
⑧ Yokota…K,…Kishida…D,…Kayano…H,…Yazaki…M,…Shimada…Y,…Akiyama…Y,…Mimura…T.

A…Case…of…Abdominal…Aortic…Retroperitoneal…and…Mesenteric…Amyloid…Light…Chain…Amyloidoma.…
　　Case…Reports…in…Rheumatology…Sept…26,…2016…[Epub…ahead…of…print]
⑨ Ikuma…D,…Yokota…K,…Sato…K,…and…Mimura…T.

A…case…of…new-onset…rheumatoid…vasculitis…becoming…evident… in… the…course…of… treatment… for…Pneumocystis…
jirovecii…pneumonia.…Japanese…Journal…of…Clinical…Immunology…
Nov…1,…2016

⑩三村俊英：特集　厚生労働省指定難病の診断基準と重症度．成人スティル病　「分子リウマチ治療」10（1）:24-26,…
2017

【総数：論文 7…件，症例報告 2 件，学会発表…33 件，講演…29 件】
6-2．獲得研究費

1．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　800,000 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　796,461 円（直接経費）

3．文部科学省科科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）三村俊英（代表）

「成人スティル病末梢血のエピゲノム異常の検討と病態解明」1,400,000 円（直接経費）,…420,000 円（間接経費）
（平成 28 年度から 3 年間：1 年目）

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」　1,100,000 円（直
接経費）,…330,000 円（間接経費）

（平成 27 年度から 3 年間：2 年目）
5．文部科学省科科学研究費補助金

基盤研究（Ｃ）荒木靖人（代表）
「関節リウマチ滑膜細胞におけるクロマチンの立体的構造に基づく転写制御異常機構の解明」1,400,000 円（直
接経費）,…420,000 円（間接経費）

（平成 28 年度から 3 年間：1 年目）
6．文部科学省科科学研究費補助金

若手研究（B）横田和浩（代表）
「自己免疫性疾患における全身性骨代謝異常の分子機構解析」500,000 円（直接経費）,…150,000 円（間接経費）
（平成 28 年度から 2 年間：1 年目）

7．平成 28 年度学内グラント
相崎良美

「リウマチ性疾患におけるヒストン修飾の解析」
900,000 円

8．平成 28 年度若手研究者育成研究費
荒木靖人

「関節リウマチ滑膜細胞におけるヒストンメチル化酵素による転写制御機構の異常の解明」
1,400,000 円
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9．平成 28 年度若手研究者育成研究費
横田和浩

「関節リウマチにおける破骨細胞様細胞の発現・機能・分化誘導機構の解析」
1,200,000 円

10．平成 28 年度若手研究者育成研究費
立花秀介

「破骨細胞に発現する miRNA の網羅的発現解析と Nfact1 の発現 / 機能解析」
1,200,000 円

11．平成 28 年度若手研究者育成研究費
矢澤宏晃

「ヒト滑膜を構成する細胞サブセットの解析」
900,000 円

12．平成 28 年度若手研究者育成研究費
相崎良美

「リウマチ性疾患のエピジェネティクス制御の解明」
1,500,000 円

6-3．受賞
1．横田和浩：2016 年度日本リウマチ学会奨励賞　
2．荒木靖人：第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会国際ワークショップ賞
3．横田和浩：埼玉医科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 9 回　埼玉 Biologics 研究会　当番世話人：三村俊英
2．2016.6.27　卒後教育委員会後援学術集会：主催：梶山　浩
3．第 67 回　埼玉リウマチ研究会　事務局：三村俊英
4．第 9 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
5．第 27 回　日本リウマチ学会関東支部学術集会　事務局会長：三村俊英
6．第 15 回北関東 Biologics…Forum　世話人：三村俊英
7．第 29 回　埼玉膠原病肺研究会　世話人：舟久保ゆう
8．第 8 回　埼玉医大膠原病研究会　事務局：三村俊英
9．第 10 回　埼玉リウマチ・膠原病フォーラム　代表世話人：三村俊英

7．自己点検・評価
　学部：学部教育に関しては，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，85 点程度に
は該当すると考える．
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1．9）腎臓内科

1．構成員
岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）:…総合診療内科兼担：教授 ,…診療部長：代表指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：
　　　　　　　　　　　　　　…博士
井上　勉（INOUE,…Tsutomu）:…国際医療センター臓器移植センター兼担：准教授 ,…副診療部長 ,…外来医長：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　学院）：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
小島智亜里（KOJIMA,…Chiari）：講師：大学院教員：腎臓病学，透析療法：博士
井上秀二（INOUE,…Shuji）：：講師：大学院教員：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
伊藤悠人（ITO,…Yuto）…: 助教 :…腎臓病学，透析療法
佐々木正道（SASAKI,…Masamichi）：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
田村郁恵（TAMURA,…Ikue）：助教 :…腎臓病学，透析療法
深谷大地（FUKAYA,…Daichi）：助教 :…腎臓病学，透析療法
川﨑大記（KAWASAKI,…Daiki）：助教 :…腎臓病学，透析療法
萩原龍太（HAGIHARA,…Ryuta）：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＞

天野博明（AMANO,…Hiroaki）…: 助教 :…腎臓病学，透析療法
杉山　圭（SUGIYAMA,…Kei）: 助教 :…腎臓病学，透析療法

＜客員教授＞
菅原壮一

＜客員講師＞
高根裕史

＜非常勤講師＞
青木宏明，小林竜也 ,…中村元信

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
①卒然教育：

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．
②卒後教育：

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 ,…
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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
①卒前教育：

腎臓内科学講座で行の卒前教育は ,…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」事を目標として最高学府として
の大学らしい「腎臓学」の講義行われる．

5 年生では BSL（Bed…Side…Learning）として ,…患者に直に接した 1 週間の病棟実習を行っている．病棟では指導医
とともに患者の診療を行い ,…日本内科学会認定用サマリーの形式を踏襲した症例のレポートを作成する．また各重要
分野に対して 1 時間程度のレクチャーを行っている．

6 年生では再度腎臓疾患全般についての系統講義を行っている．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．
②卒後教育：

当科での卒後教育は総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶことになる．また ,…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教育項目となる．

当科では週 5 日 ,…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．また ,…腎生検カンファレンス ,…抄読会 ,…レジデントセミナー ,…腎臓・膠原病合同カンファレンスなどを定期的に
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
①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．
②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 ,…レジデント向けの教育的カンファレンスを充実させた．
そのため当科での臨床研修は ,…研修医から高く評価されており ,…毎年 ,…当科の医局員が院内の優秀指導医として表彰
されている．また ,…医局員に対しては ,…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の認定試験の受験を推奨しており ,…毎年合格者を出している．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．「科学的思考を身につけること」が大学院教育の目的であり，臨床医にも必須の素
養である．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，指導教官と共に試行錯
誤する．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を設ける．腎臓専門医への素養を身に付けるために，腎臓病学，腎病理学，血液浄化法について，
背景にある学術的理論から最新の知見におよぶ高度な専門知識の教育を行う．卒業時の具体的な目標は，①英語で原
著を作成し国際誌に受理されるまでの過程を自力で遂行できること，②国内外の雑誌のすべての記事を理解できるこ
と，③国内外の学会のすべての演題の座長が務められること，以上とする．
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3．研究
3-1．目的・目標

当科の研究テーマは常に臨床応用を最終目的とする．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．卒後年数に関わらず医局員全員が何らかの研究に携わる．研究費は公的資
金であり，すべての成果は社会に還元されるべきである．学会・論文発表は積極的に行う．研究は常に人類にとって
未知の領域に踏み込む行為であり，望ましい結果というものは存在しない．得られた結果を受け入れ，真摯に考察
する姿勢を保てば，研究不正は生まれない．現在進行中の研究テーマは多数あるが，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 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：天野，fMRI：杉山）．4 つの主要課題は既に数年以上の研究期間を経ており，適宜，成果を発表している．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んでいる．講師以上は自分のテーマを
持ち独自に研究を進める．教授，准教授は研究主任・副主任であり全てのプロジェクトに関与し実施，発表までの指
導責任を負う．
3-3．研究内容と達成度
①　高齢者 CKD

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．本研究テーマの目的は，高齢者
にとって真に必要な医療を効率よく提供するための基礎資料を作成することである．複数医療機関で連携した前向き
研究の実施を予定しているが，その為の準備として当施設での電子医療記録（電子カルテ）を利用した後ろ向きの研
究を始めている（当院 IRB で承認済み）．現在までに，透析導入時の ADL など身体的な Toughness と，栄養状態（特
に血清アルブミン値）が，透析導入後の生命予後に影響することを明らかにした．

・Ono,…Atsushi,et.al.,…Analysis…of…factors…regarding…life…prognosis…at…the…time…of…dialysis…initiation…among…late-stage…
elderly…patients…starting…hemodialysis.…Annual…Meeting…of…American…Society…of…Nephrology…2018…

・小野…淳 ,…他 .…血液透析を導入した後期高齢者の生命予後に関連する導入時因子の検討 .…日腎会誌…2017;59
（3）:256.

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，生物製剤の導入が患者に
とって有益であると考えられる症例を対象としている．

・瀬戸…建 ,…他 .…成人頻回再発型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの有効性と安全性についての検討 .…日腎会
誌…2017;59（3）:351.

③　CCN2 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
線維化に関わる CCN2 の受容体，細胞内シグナル伝達経路の詳細を明らかにした．また，急性腎障害が慢性腎臓

病に移行する際にも尿細管上皮細胞に発現する CCN2 が重要な役割を持つことを突き止めた．遺伝子改変マウスを
作成し，更に詳細な検討を加えている．

・Amano,…Hiroaki,…et.al.,…Module…IV-defected…mutant…CCN2…knock-in…transgenic…mice…grow…and…develop…normally,…
but…fibrotic…properties…are…attenuated…in…a…number…of…kidney…diseases.…Annual…Meeting…of…American…Society…of…
Nephrology…2018

④　fMRI をもちいた慢性腎臓病の評価
放射線科，臨床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．患

者さんの経済的・身体的負担を増やすこと無く，既存の MRI から最大限の情報を得て担当医に還元し，実臨床に役
立てて頂く事が本研究の目的である．
⑤　単年度の研究課題：

・伊藤悠人 ,…他 .選択的キサンチンオキシダーゼ阻害薬は慢性腎臓病の進行を抑制する .…日腎会誌…2017;59（3）:268.
尿酸値が高く，腎障害の進行が早い症例ほど，尿酸生成抑制薬での腎保護効果が顕著であることを明らかにした
単施設，後ろ向きの観察研究．
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・天野…博明 ,…他 . 埼玉医科大学透析連携施設におけるリン吸着薬使用状況 .…日透析医学会誌…2017….05;50
（Suppl.1）:519.
埼玉県西部地区の全透析患者を対象にリン吸着薬の使用状態の実施調査を行った多施設の観察研究．多剤併用の
弊害・限界を実臨床データで明らかにした貴重な報告となった．

・小野…淳 ,…他 . 当院での早期腹膜炎発症リスク因子の検討 .…日透析医学会誌…2017;50（Suppl.1）:563.
腹膜透析中断の主要な原因となる PD 関連急性腹膜炎のリスク因子を検討した．透析導入前の治療へのコンプラ
イアンスが，導入後の腹膜炎のリスク因子であることが判明し，腹膜透析における自己管理の重要性が科学的に
証明された．

その他，症例報告は多数．単年度目標は概ねすべて達成している．複数年度に及ぶ研究は，基礎研究が研究計画の
6-7 割の達成度ではあるが，臨床研究はほぼ計画通り進んでいる．
3-4．自己評価と次年度計画

一作年度から開始となった主要 4 テーマについて一定の進捗が認められた．単年度の研究も複数を完遂した．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）
埼玉西部地区での腎疾患・透析診療の拠点施設として ,…断らない診療を原則とし ,…あらゆる腎疾患患者の診療を行っ

た．患者数は例年並みであったが ,…多くの重症患者を受け入れ，質の高い医療を提供できたと考えている．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
　厚生労働省腎疾患対策検討会　参考人
　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

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本腎臓学会　学術委員会 CKD 診療ガイドライン 2018 改訂委員会委員長
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業　慢性腎臓病 CKD の診療体制構築と普及・啓発による医療の向上に関する
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
厚生労働省循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業　今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための
研究　研究分担者
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
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業・腎疾患実用化研
究事業　ICT を活用した Diabetic…Kidney…Disease の成員分類と糖尿病腎症重症化抑制法の構築　研究分担者

6．業績 
6-1．論文・学会発表

論文…
① Furuichi…K,…Shimizu…M,…Okada…H,…Narita…I,…Wada…T.…Clinico-pathological…features…of…kidney…disease…in…diabetic…

cases.…Clin…Exp…Nephrol…2018…Mar…21.…
② Hoshino…J,…Nagai…K,…Kai…H,…Saito…C,…Ito…Y,…Asahi…K,…et…al.…A…nationwide…prospective…cohort…study…of…patients…with…

advanced…chronic…kidney…disease… in…Japan:…The…Reach-J…CKD…cohort…study.…Clin…Exp…Nephrol…2018…Apr;22
（2）:309-317.…

③Kato…H,…Nangaku…M,…Okada…H,…Kagami…S.…Controversies…of…the…classification…of…TMA…and…the…terminology…of…aHUS.…
Clin…Exp…Nephrol…2017…Dec…27.…
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④ Okada…H,…Research…Team…for…a…Grant-in-Aid…for…Research…on…Advanced…Chronic…Kidney…Disease…（REACH-J）,…
Practical…Research…Project…for…Renal…Diseases…from…Japan…Agency…for…Medical…Research…and…Development,…AMED.…
Essentials…from…clinical…practice…guidelines…for…CKD…stage…G3b-5…2017.…Clin…Exp…Nephrol…2018…Apr;22（2）:245-
248.…

⑤ Ono…A,…Inoue…T,…Tomori…K,…Okada…H.…Page…Kidney…Following…Renal…Biopsy.…Intern…Med…2017;56（7）:875.…
⑥ Yamamoto…R,… Imai… E,…Maruyama… S,… Yokoyama…H,… Sugiyama…H,…Nitta… K,… et… al.… Regional… variations… in…

immunosuppressive…therapy…in…patients…with…primary…nephrotic…syndrome:…the…Japan…nephrotic…syndrome…cohort…
study.…Clin…Exp…Nephrol…2018…Apr…20.…

学会発表
⑦ Tsutomu…Inoue,…Ono…Atsushi,…Koji…Tomori,…Hirokazu…Okada.…Analysis…of…factors…regarding…life…prognosis…at…the…

time…of…dialysis… initiation…among…late-stage…elderly…patients…starting…hemodialysis.…Annual…Meeting…of…American…
Society…of…Nephrology…2018…（Kidney…Week…2018）

⑧ Tsutomu…Inoue,…Ono…Atsushi,…Hirokazu…Okada.…Module…IV-defected…mutant…CCN2…knock-in…transgenic…mice…grow…
and…develop…normally,…but…fibrotic…properties…are…attenuated…in…a…number…of…kidney…diseases.…Annual…Meeting…of…
American…Society…of…Nephrology…2018…（Kidney…Week…2018）

…⑨伊藤…悠人 ,…井上…勉 ,…瀬戸…建 ,…深谷…大地 ,…田村…郁恵 ,…近藤…立雄 ,…et…al.…選択的キサンチンオキシダーゼ阻害薬は慢
性腎臓病の進行を抑制する .…日腎会誌…2017….04;59（3）:268. 井上…勉 ,…岡田…浩一 .…尿酸の管理 .…日腎会誌…2017…
.04;59（3）:213.…

⑩天野…博明 ,…大野…洋一 ,…友利…浩司 ,…井上…勉 ,…岡田…浩一 .…埼玉医科大学透析連携施設におけるリン吸着薬使用状況 .…
日透析医学会誌…2017….05;50（Suppl.1）:519.…

【総数：論文 32 件，学会発表 50 件】
6-2．獲得研究費

研究課題：CCN2 機能制御による慢性腎臓病の新規治療法の開発
研究種目：基盤研究（C）
研究代表者：井上…勉
研究期間…（年度）… 2016-04-01…-…2019-03-31

研究課題：急性腎障害後の尿細管細胞を介した慢性腎臓病重症化機序の解明とその抑制療法の開発
研究種目：基盤研究（C）
研究代表者：岡田…浩一
研究期間…（年度）… 2016-04-01…-…2019-03-31

研究課題：慢性腎臓病 CKD の診療体制構築と普及・啓発による医療の向上に関する研究　
研究代表者：柏原　直樹（学校法人川崎学園　川崎医科大学　医学部）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2017（平成 29 年度）…

研究課題：厚生労働省循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業　今後の糖尿病対策と医療提供体制の整
　　　　備のための研究
研究代表者：門脇　孝　（東京大学　医学部付属病院）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2017（平成 29 年度）…-2019（平成 31 年度）

研究課題：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
研究代表者：成田…一衛（新潟大学）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2017（平成 29 年度）…-2019（平成 31 年度）

6-3．受賞
優秀演題賞：萩原…龍太 ,…他 .CMV 感染に伴う寒冷凝集素症によりヘモジデリン沈着を伴う急性尿細管障害を呈した

一例 .…日腎会誌…2017….09;59（6）:895.
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
　平成 30 年 3 月 3 日第 3 回ＳＭＵ透析連携施設研究会
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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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1．10）感染症科・感染制御科

1．構成員
前崎繁文（MAESAKI,…Shigefumi）：教授　運営責任者　診療科長　代表指導教員（大学院）感染症学，感染制御，
　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸器病学
山口敏行（YAMAGUCHI,…Toshiyuki）：講師：教育主任　指導教員（大学院）　耐性菌感染症，HIV 感染症，感染制
　　　　　　　　　　　　　　　　　御学
樽本憲人（TARUMOTO,…Norihito）：講師：感染症学，感染制御，真菌感染症学

2．教育
［卒前教育］

2-1．目的・目標
　感染症学は各臓器に発症する疾病を対象とするため，全身の諸臓器を縦断的に理解する必要がある．そのため系統
的な感染症学の教育が求められる．さらに感染症学は基礎医学との関わりが大きく，なかでも微生物学および免疫学
の理解が不可欠である．そのため，4 年生における「感染症総論」のユニットでは小児科学と協力し，系統的な感染
症学の教育および評価を行っている．また，院内感染の教育に関しては他の医科大学では実施されていない院内感染
対策の病室実習を 5 年生で行っている．その目的としては実践の医療従事者として現場で仕事をする以前に院内感
染対策の基本的な事項を実習から習得することにあり，院内感染対策の教育としては極めてユニークなものと考える．
2-2．教育内容
　3 年生
　　【ヒトの病気】消化器　1 時間
　4 年生
　　【感染症総論】感染症　18 時間
　5 年生
　　【院内感染対策実習】火曜日（14 時～ 17 時）
　6 年生
　　【内科総論】　8 時間
　　【外科総論】　1 時間
　　【血液】　　　1 時間
2-3．達成度
　4 年生：微生物学，免疫学および小児科学のそれぞれの分担と重複なくより効果的な教育計画を作成した．また，
評価方法についてもそれぞれの分担から偏りなく評価する工夫をした．
　5 年生：診療行為として行っている院内感染対策における病棟ラウンドを実際に学生にも体験させることによって，
現場での院内感染対策を理解し，臨床にすぐ役に立つ実習内容とした．
　6 年生：国家試験に役立つ講義を目指した．
2-4．自己評価と次年度計画
　4 年次に感染症学の総論および各論講義を行った．臨床的な理解がやや不十分である学年であるため，臨床的な内
容に関してはより判りやすい講義を行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目指したが，模擬
試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．次年度もこの方針でやって
いきたい．

［卒後教育］
2-1．目的・目標
　感染症科・感染制御科は，感染症に対する治療を中心とした感染症科と，病院感染に対するインフェクション・コ
ントロールを中心とした感染制御科の双方を標榜している．感染症の専門医として感染性疾患の治療のみならず，感
染制御に関しても的確な判断ができるだけの経験が積めることが可能である．また感染症は広く内科全般に関する知
識が必要であることから，総合内科専門医の取得を推奨し，その後，感染症専門医のための臨床研修を実践する．
2-2．教育内容
　他の専門内科ローテーションにおいて，感染症入院患者の主治医として，主として入院患者の感染症の診断および
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治療の習得を行う．また，中央検査部の微生物検査室にてグラム染色をはじめとする臨床微生物学的な検査手法を習
得するとともに，臨床微生物検査の結果の適切な判断ができることを目標とする．
2-3．達成度
　初期臨床研修医が 6 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
義を考えて研究・診療にあたっている．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　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・東日本支部長（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… 13 篇
　学会発表総数… 14 篇

①樽本憲人，前﨑繁文 .…深在性真菌感染症 .…診断と治療…2016;…104（6）:…763-767.
②山口敏行．最近の新薬について　感染症関連　新しい抗菌薬皮膚科の臨床…58（6）…893-899,…2016
③ Tarumoto…N,…Sakai…J,…Kodana…M,…Kawamura…T,…Ohno…H,…Maesaki…S.…Identification…of…disseminated…cryptococcosis…

using…MALDI-TOF…MS…and…clinical…evaluation.…2016;…57（3）:E41-6
④樽本憲人，前﨑繁文 .…アスペルギルス抗原 .…化学療法の領域…2016;…32（11）:…1828-1832
⑤ Kohno…S,…Tamura…K,…Niki…Y,… Izumikawa…K,…Oka…S,…Ogawa…K,…Kadota…J,…Kamei…K,…Kanda…Y,…Kiuchi…T,…Shibuya…K,…

Takakura…S,…Takata…T,…Takesue…Y,…Teruya…K,…Tokimatsu…I,…Fukuda…T,…Maesaki…S,…Makimura…K,…Mikamo…H,…Mitsutake…
K,…Miyazaki…Y,…Mori…M,…Yasuoka…A,…Yano…K,…Yamanaka…N,…Yoshida…M.…Executive…Summary…of…Japanese…Domestic…
Guidelines…for…Management…of…Deep-seated…Mycosis…2014.…Med…Mycol…J.…2016;57（4）:E117-E163

⑥前﨑繁文．伝染性単核球症．今日の治療指針．P273-274, 医学書院，2016.
⑦前﨑繁文．テトラサイクリン系抗菌薬．Pocket…drug…2016,…p673-676,…2016.
⑧前﨑繁文．抗菌薬の考え方・使い方．埼玉県内科医会誌　23:6-16,…2016.
⑨酒井　純 , 前﨑繁文．カンジダ診断と治療：呼吸器感染症はあるのか．呼吸器内科　30:215-219,…2016.
⑩樽本憲人，前﨑繁文．MRSA 肺炎．呼吸器感染症最新の治療 2016-2018,237-240,…2016

6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　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
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持たせることが課題と考えられる．研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている．今後，
臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある．
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1．11）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）外来医長，准教授，循環器，博士
廣岡伸隆（HIROOKA,…Nobutaka）准教授，総合診療，博士
井上清彰（INOUE,…Kiyoaki）講師，内分泌・糖尿病，博士
小林威仁（KOBAYASHI,…Takehito）病棟医長，講師，呼吸器，博士
木下俊介（KINOSHITA,…Syunsuke）医局長，大学院教員，助教，神経
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（9 月より）
草野　武（KUSANO,…Takeru）助教，大学院生
大崎篤史（OOSAKI,…Atsushi）助教
中山智博（NAKAYAMA,…Tomohiro）助教
青柳龍太郎（AOYAGI,…Ryuutarou）助教
日々紀文（HIBI,…Norifumi）客員教授，消化器，博士
中嶋美智子（NAKAJIMA,…Michiko）非常勤講師，超音波，博士
竜崎崇和（RYUUZAKI,…Tunekazu）非常勤講師，腎臓・透析，博士
内藤真礼生（NAITOH,…Mareo）非常勤講師，腎臓・透析，博士
天谷礼子（AMAYA,…Reiko）非常勤講師，超音波

2．教育
2-1．目的
　2017 年（H29 年）より中立的な立場の第三者機構である「（社）日本専門医制度評価・認定機構」が認定する新
しい専門医制度がスタートする．新制度の最も大きな変化として 19 番目の新しい基本診療科として「総合診療医」
が認められる．「（社）日本専門医制度評価・認定機構」により「総合診療科」の立ち位置が明確化される事は，「総
合診療科」を目指す若い医師達にとって大きな福音となるものと思われる．
　埼玉医科大学も，国のそのような動きに先駆けて，平成 18 年度正式に「総合診療内科」をオープンした．「総合
診療内科」の目指すものは，「専門性にとらわれず，患者を単一臓器ではなく全身から診療できること．（総合診療専
門医）」の育成，さらにもっと広い観点から「地域医療を十分に担いうる診療能力を有する総合診療医（総合診療専
門医）」の育成を目指す診療科である．さらに総合診療内科として「内科全般を診療でき，全身管理ができること（総
合内科専門医）」，このような医師を目指している．これらの二つの専門医（総合診療専門医と総合内科専門医）は広
く重なり合う専門医像であるが，専門医の目指す方向性は若干異なっている．したがって，我々の「埼玉医科大学総
合診療内科」では，いずれの専門医を目指すかによって「総合内科専門医コース」と「総合診療専門医コース」の二
つの後期研修プログラムを設定している．
　国が期待している「総合（診療）医」の役割とは，6 つの Core…Competency に基づき診療を行う事ができる医師
を目指す．簡単に言えば患者さんの様々な症状を聞き，適切に診断をつけ，そして治療できる医師，そして疾患を個々
の一つの疾患としてとらえるのではなく，全身的な観点からとらえて対応できる医師を育成することにある．また重
要な点として地域を守る医師，多職種と連携し社会を守る医師の育成にある．
　我々が運営している「総合診療内科」の教育の目的は，まさに患者さんを全身的な観点からとらえ，総合的に診断
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し判断する能力を持ち，的確な診断と治療を行うことのできる医師を育成することにある．以前より掲げている「総
合医」としての臨床能力を基本に，個々が得意とする分野を「専門性」として追求する事の重要性も認識し，各自の
目指す方向性の「専門医」を取得する事，さらに科学的な考察力を身につけるため，積極的に研究・発表を行う事を
新たな目標として科の運営を行った．さらに具体的な目標として 2017 年より始まる新たな専門医制度を見据えて，

「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 11 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．
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2-3．達成度
　総合診療内科開設 11 年目の教育の分野では，昨年に引き続き学生の臨床実習教育（BSL）に積極的に参加した．
また例年とおり，臨床入門，臨床推論等で積極的に卒前教育に関わった．また卒後教育でも積極的に初期ならびに後
期の研修医教育を行った．クリニカルクラークシップでの評判は良好であり，かなりの人気を得ているものと確信し
ている．
　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，さらに血液内科を専門とする宮川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 11 年目であり，研究は 2 名の大学院生（野口　哲，草野　武）が中心となり新たな
研究体制を確立した．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継続して行った．一方草野　武は岡田浩一教授の指導の基，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．
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在宅診療研究グループ
PD ネットワークの運営（中元秀友）
　PD は末期腎不全患者に対する重要な在宅医療として広く認識されている．PD 患者等在宅患者のバックアップシ
ステムの構築を行い，広く一般開業医においても在宅患者の診療とモニタリングが可能となるシステムの構築を行っ
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．
　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．
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今年度の達成率は 70％と考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
　現在の総合診療内科開設後人員の増員に努力し，乏しい人材と資金力で可能な限りの基礎ならびに臨床研究を行っ
ている．本年度は大学院生の入学もあり，新たな研究プロジェクトもスタートしている．反省点として成果としての
十分な英文論文を発表する事はできなかった．来年度は最低でも 10 編以上の英文論文の発表を目標とする．また邦
文論文では原著，著書をあわせて 20 編以上の学会発表ならびに論文発表を行っている．しかしながら，十分な英文
論文の掲載目標は達成できていなかった事を含め 70％の達成率と評価したい．
　次年度目標として，科学研究費をしっかり取得し基礎研究をスタートさせること，さらに臨床研究は全国規模の大
規模臨床研究を幾つかスタートさせたい．具体的な目標として，きちんと成果をまとめて行く事，特に英文雑誌に
10 編の論文を掲載することと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成 26 年度は「総合診療内科」として南館 1 階外来診療センターでの初診患者の外来診療，さらに中央 2F 病棟
を中心に病棟運営を積極的展開した．さらに急患センター（ER）における時間外診療体制も 7 年目となり順調に経
過した．「総合診療内科」の特徴として，しっかりした外来診療のできる医師を育成し，臨床の現場で「総合診療」
を実践して行くことにある．本年度はまだまだ十分なスタッフの確保が困難な状況下総合診療内科の医師が中心とな
り，問題なく外来診療を運営することができた．
　この数年の大きな変化は心臓内科山本教授と消化器内科今枝教授の参加に伴う，循環器，消化器チームの充実であ
る．このように総合診療内科自体の体制が刻一刻大きく変化している．このような激動の中，さらなる診療部門の拡
張と充実にむけ，努力をして行きたい．
　最後に今後の課題を考える．当科の新しい外来診療の特徴として，すべての初診患者を「総合診療内科」で診察し，
必要とあれば専門性の高い「専門医」へ紹介する．そして大学病院の総合診療科の重要な役割は，「総合診療」がで
きる優秀な「総合医」を育成することにある．そのためにきちんとした教育体制の確立，そしてそれを支えるスタッ
フの充実が急務である．そのためにも次年度も引き続き優秀な専属スタッフの拡充と，入院ベッドの活性化と拡充，
スムーズな他科との連携の確立を第一目標としてゆきたい．
今後も皆様のご協力をお願いして最後としたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連役員の有無
　特になし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

学術誌編集委員長，編集委員
中元秀友：日本透析医学会雑誌編集委員長
中元秀友：Ther.…Apher.…Dial.…Associate…Editor
中元秀友：Renal…Replacement…Therapy…Associate…Editor
中元秀友：日本腹膜透析学会学術誌編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特になし．

6．業績
総合診療内科平成 28 年度（2016 年）業績記録
1.…Nakamoto…H:…Message…from…the…New…President…of…the…Japanese…Society…for…Dialysis…Therapy.…Ther.…Apher.…Dial.…

20（5）:431-432,…2016.
2.… Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Ohgo…H,…Yoneno…K,…Kobayashi…T,…Noguchi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Kayano…H,…Kanazawa…

M,…Nakamoto…H,…Nagata…M:…Eosinophil… infiltration…in…the…upper…gastrointestinal…tract…of…patients…with…bronchial…
asthma.…Allergol.…Int.…16:…S6-S10,…2016.…

3.…Noguchi…T,…Nakagome…K,…Kobayashi…T,…Uchida…Y,…Soma…T,…Nakamoto…H,…Nagata…M:…Periostin…upregulates… the…
effectors…of…eosinophils.…J.…Allergy…Clin.…Immunol.…2016…Jun…11.…pii:…S0091-6749（16）30439-0.…doi:…10.1016/
j.jaci.2016.05.020.…[Epub…ahead…of…print]

4.…Noguchi…T,…Nakagome…K,…Kobayashi…T,…Ueda…Y,…Uchida…Y,…Soma…T,…Nakamoto…H,…Nagata…M:…Effect…of…LTRA…on…IP-
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10-induced…eosinophil…adhesion…to…ICAM-1.…Allergol.…Int.…65:…S62-S64,…2016.
5.…Ohgo…H,… Imaeda…H,…Yamaoka…M,…Yoneno…K,…Hosoe…N,…Mizukami…T,…Nakamoto…H:… Irritable…bowel…syndrome…

evaluation…using…computed…tomography…colonography.…World…J.…Gastroenterol.…22（42）:…9394-9399,…2016.
6.…中元秀友：患者さんからの質問箱　くすり　抗凝固薬（Q&A）…腎不全を生きる　第53巻…Page45-46　（2016.03）
（総説，単行本）

7.…中元秀友：　【高齢者の透析導入を再考する】…高齢者医療費の医療経済上の問題点（解説 / 特集）　臨床透析　
32 巻 1 号…Page93-101（2016.01）（総説，雑誌）

8.…中元秀友：　第 3 章各種透析方法　2.CAPD　1.　腹膜透析　（PD）‐最新の知見‐　In.…新田孝作監修　最新透
析医療 :…先端技術との融合，pp236-pp246，2016，医薬ジャーナル社，東京（2016.01）（原著論文）

9.……今枝博之，山岡　稔，大庫秀樹，芦谷啓吾，中元秀友：透析患者における胃前庭部毛細血管拡張症の内視鏡的
検討　In.…新田孝作監修　最新透析医療 :…先端技術との融合，pp815-pp818，2016，医薬ジャーナル社，東京（原
著論文）

10.…中元秀友：III 腹膜透析　Q119　CAPD と APD の選択と適応について教えて下さい　In.…峰島三千男編集担当　
新 ME 早わかり Q&A…株式会社南山堂　1 血液浄化装置，pp254-pp257，2016，株式会社南山堂，東京（2016.01）

（総説，単行本）
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績
　該当なし

7．自己点検・評価
教育：90 点
研究：70 点
診療：80 点

　本年度は「総合診療内科」開設後 11 年目の年であり，廣岡伸隆准教授，中山智博助教，青柳龍太郎助教（新入局
1 名）を迎えいれ医局員数も着実に増加した．平成 28 年 3 月に東館病等開設を控え，新たな体制での総合診療内科
スタートをきった一年であった．東館開設までの期間は，中央棟2階病棟を着実に運用，しかしながら病棟の入院ベッ
ドは常に不足する状況下の一年であった．そのような状況下で可能な限りの実績は作れた．
　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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1．12）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）准教授：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，宇治亮
佑，細井良枝，鈴木将臣
後期研修：…

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　28 年度の年間の年間手術件数は 853 例であった．様々の症例を経験することにより一般外科および消化器外科分
野において幅広い知識と治療を経験することが可能となる．特に緊急手術が約 3 割を占めていることから primary…
care を含めた優れた臨床医の育成を行うことが我々の目標である．
2-2．教育内容（担当者）
　当科の卒後教育システムは，数人のスタッフおよびシニアレジデント（卒後 3 ～ 6 年目）とジュニアレジデント
によってチームとなり受け持ち体制をとっている．教授，准教授や講師の意見や指導の下に臨床経験を積んでいく．
年間約 1300…人の入院患者に対応し専門性にこだわらず様々な症例を担当し，典型的な症例だけでなく合併症を持つ
患者に対しても処置や治療，術前術後管理を経験する．毎朝，前日の手術症例と入院患者，術前症例に関するカンファ
レンスを行っている．
　また，手術手技の教育及び技術向上のため模型を使った皮膚縫合と腸管吻合や外科系希望医師を対象として腹腔鏡
下手術トレーニング施設でのブタによる腹腔鏡下手術の体験と開腹・閉腹や腸管吻合操作を実体験し臨床においての
デモンストレーションを行っている．　　医学生の卒前教育としてはベッドサイドラーニングに重点を置き，毎朝行
われる症例検討カンファレンスと朝晩の患者回診，そして多数の手術に助手として参加し，実習中に研修医と同等の
指導を受けることにより，臨床医として必要な姿勢を養うことが出来る．学生講義では 3…～…6…年生を対象に外科学
総論，消化器外科・一般外科（上下部消化管，肝臓，胆道系，膵臓，甲状腺・内分泌系，急性腹症，腹壁・横隔膜疾
患など）を担当している．
2-3．達成度
　胃癌，大腸癌，肝胆道系疾患などの数多くの症例を経験することにより，定型的な症例だけでなく様々な合併症を
持つ患者についても術前術後の適切な管理が行なわれ，また，手術を必要とするような急患に対する対応も数多く経
験できた．外科専門医ならびに消化器外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは十分可能である．…BSL…として
当科で行う実習は研修医やレジデントとともに患者回診や症例検討会，定期だけでなく緊急手術を助手として介助す
る事により数多くの症例を経験する事ができる．研修医を対象とした外科トレーニングは初めから患者を対象とす
るのではなく，創傷治癒の仕組みや外科において使用する器械の説明を講義した後に皮膚や腸管の模型を用いた Dry…
training…を行い，ついで step…up…として Wet…training…を行っている．これは全身麻酔下でのブタを用いた実習であり，
開腹・閉腹操作，腸管縫合，脾臓摘出や腹腔鏡下手術を実践することによって患者への安全な治療の導入が可能となっ
ている．
2-4．自己評価と次年度計画

自己評価としては，卒後教育では数多くの症例を経験している．また，研修医を対象とした講義と Dry…training，
Wet…training…は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けとなっている．学生教育では，
特に BSL の実習中に外科に興味持ってもらう事をモットーに一人一人の学生を指導している．手術の助手として実
際に手術介助を行いながら医師として必要な解剖学や癌病巣などの病変部を視覚的に確認するだけでなく直接触るこ
とにより興味と理解を促すことが出来たと思われる．次年度は更に，初期研修医に多くの症例を経験してもらい外科
学の全般的な知識の理解を促す．さらに，外科後期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者
治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実させることである．
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3．研究
3-1．目的・目標
　当教室では常に臨床応用可能な研究テーマを考案している．そして，外科治療の進歩に貢献出来る結果を出すこと
が目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①大腸癌患者における尿中プロスタグランディン測定の意義
②消化器外科手術における SSI 発生の予防と対策
③敗血症治療における栄養管理
④消化器外科領域における重症感染症患者の血清 IgG 値と予後との関連．また免疫グロブリン製剤投与による予後

改善効果．
3-3．研究内容と達成度

①大腸癌患者における術後再発の予測因子の検索
② SSI はひとたび発症すると入院期間の延長や医療費の増加など医療に及ぼす影響は大きく，その予防のためさま

ざまな対策が講じられている．術前のリスクごとの SSI 発生率やその対策を明確にする．
③消化器外科領域の敗血症患者は術後感染が遷延することが多く，栄養管理は難渋する．消化器の術後であるため

経腸栄養は敬遠される傾向にあったが近年は積極的に経腸栄養を導入している．経腸栄養管理の優越性について
検討する．

④重症感染症における血中 IgG 値と重症度との関連性が示唆されているが免疫グロブリン投与による予後改善効果
および効果的な投与方法について検討している．

3-4．自己評価と次年度計画
　研究の成果は，外科学会をはじめいくつかの学会にて報告し評価を受けている．更に，膨大な臨床データをもとに
研究テーマを広げてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　埼玉県西部をはじめ近接する地域に対し地域医療に貢献する為に，24…時間体制で患者を受け入れ，適切な治療を
行う体制をとることを目標としている．平成 28 年度の手術総数 853 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深野敬之，小島和人，荻野直己，大原泰宏，淺野博，篠塚望，石澤圭介，茅野秀一：結節性多発動脈炎による小
腸壊死の 1 例 . 日本臨床外科学会雑誌 2016;77（7）:1679-1685

②大原泰宏，菅野優貴，高山哲嘉，小島和人，荻野直己，深野敬之，淺野博，篠塚望：Pagetoid…spread…を呈した
肛門管腺癌の 1 例 . 日本外科系連合学会誌 2016;41（1）:99-104

③ Hiroshi…Asano,…Kazuto…Kojima,…Naomi…Ogino… ,…Hiroyuki… Fukano,…Yasuhiro…Ohara,…Nozomi… Shinozuka:…
Postoperative…recurrence…and…risk…factors…of…colorectal…cancer…perforation.… International…Journal…of…Colorectal…
Disease…2016;…doi:…10.1007/s00384-016-2694-3.
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④ Hiroshi…Asano,…Tetsuyoshi…Takayama,…Naomi…Ogino…Hiroyuki…Fukano,…Yasuhiro…Ohara…and…Nozomi…Shinozuka:…
Study…of…postoperative…shock…predictors… in…colorectal…perforation.… Journal…of…Japanese…college…of…surgeons…
2016;41（6）:891-896

⑤菅野優貴，伏島雄輔，小川展二，飯野佑一，高草木智史，丸橋恭子，小曽根隆，高木均，篠塚望：ラジオ波焼灼
療法後に孤立性の腹膜転移をきたした肝細胞癌の 1 例 .　日本外科系連合学会誌 2016;41（6）:989-994

【総数：論文…5…件，学会発表…23…件，講演…5…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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1．13）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
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②効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義③乳腺組織における局所エストロゲン産生と estrone…
sulfate の発現④アロマターゼ阻害剤投与時のバイオマーカー，骨量および骨代謝マーカーの変化⑤ ER 関連蛋白とホ
ルモン耐性の基礎的研究⑥ SPECT-CT を用いたセンチネルリンパ節の同定と転移リンパ節同定のための体外診断シス
テム⑦乳癌診療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑧乳癌における non-codingRNA の臨床的意義に関する
研究⑨治療効果の画像診断および病理診断⑩ CTC の同定と臨床的意義⑪高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する
研究⑫併存疾患の有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑬乳癌間質の組織形態像および生物学的性状に基づく癌悪
性度に関する研究
3-3．研究内容と達成度
　新規研究プロジェクトとして薬物療法における早期効果予測として functional… imaging を取り入れ，promising な
臨床データが蓄積されている（Br…J…Cancer.…2016…May…24;114（11）:1212-8.）．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（Int…J…Clin…Onco.…2015…Jun…17.）継続的に同ガイドラインの update に寄与
している．
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．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 査読委員，日本乳癌検診学会誌　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
　自治体マンモグラフィ検診の読影も行っており，地域の乳癌検診に一部参画．近隣の医師会や薬剤師会への学術的
講演の依頼もあり，社会的貢献も行っている．毎年 10 月の乳癌月間に日高キャンパスで行われる市民公開講座も多
くの参加者を得，定着してきた．

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Ueda…S,…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…18F-FDG…PET/CT.…J…Nucl…Med.…2016…Aug;57（8）:1189-95.

② Ueda…S,…Saeki…T,…Takeuchi…H,…Shigekawa…T,…Yamane…T,…Kuji… I,…Osaki…A:… In…vivo… imaging…of…eribulin-induced…
reoxygenation…in…advanced…breast…cancer…patients:…a…comparison…to…bevacizumab.…Br…J…Cancer.…2016…May…24;114

（11）:1212-8.
③ Arihiro…K,…Oda…M,…Ohara…M,…Kadoya…T,…Osaki…A,…Nishisaka…T,…Shiroma…N,…Kobayashi…Y:…Comparison…of…visual…

assessment…and… image…analysis… in… the…evaluation…of…Ki-67…expression…and… their…prognostic… significance… in…
immunohistochemically…defined…luminal…breast…carcinoma.…Jpn…J…Clin…Oncol.…2016…Dec;46（12）:1081-1087.…
Epub…2016…Aug…10.

④廣川詠子，大崎昭彦，杉谷郁子，上田重人，竹内英樹，佐伯俊昭，横川秀樹，中塚貴志，鹿間直人．乳房再建前
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後の放射線照射例の検討．Oncoplastic…Breast…Surgery…2016…Dec…26;1（2）:47-53.
⑤淺野　彩，上田重人，一瀬友希，貫井麻未，島田浩子，杉谷郁子，廣川詠子，竹内英樹，高橋孝郎，長谷部孝裕，

大崎昭彦，佐伯俊昭：化学療法が完全奏効した初診時 stageIV 乳癌の一例．第 78 回日本臨床外科学会総会，東京，
2016…Nov…25．

⑥貫井麻未，（大崎昭彦），一瀬友希，淺野　彩，島田浩子，杉谷郁子，廣川詠子，上田重人，竹内英樹，高橋孝郎，
佐伯俊昭：高度炎症と貧血を伴う腫瘤で発症した胎児性癌への分化を示す浸潤性乳癌の 1 例．第 841 回外科集
談会，さいたま，2016…Jun…11．

⑦重川　崇，上田重人，竹内英樹，島田浩子，杉谷郁子，廣川詠子，大崎昭彦，馬場紀行，井本　滋，佐伯俊昭：
行再発乳がんにおけるエリブリンBi-weekly投与の有効性と安全性の検討．第24回日本乳癌学会学術総会，東京，
2016…Jun…16．

⑧島田浩子，長谷部孝裕，貫井麻未，山口　慧，淺野　彩，杉谷郁子，廣川詠子，上田重人，竹内英樹，高橋孝郎，
大崎昭彦，佐伯俊昭：浸潤性乳管癌における腫瘍関連マクロファージの予後因子としての重要性．第 24 回日本
乳癌学会学術総会，東京，2016…Jun…17．

⑨杉谷郁子，上田重人，櫻井孝志，貫井麻未，山口　慧，島田浩子，杉山迪子，廣川詠子，佐野　弘，中宮紀子，
重川　崇，竹内英樹，松浦一生，高橋孝郎，長谷部孝裕，大崎昭彦，佐伯俊昭：HER2 陽性乳癌に対する術前
Docetaxel,…Carboplatin,…Herceptin（TCbH）療法の第 II 相臨床試験の解析．第 24 回日本乳癌学会学術総会，東
京　2016…Jun…17．

⑩廣川詠子，（大崎昭彦），竹内英樹，上田重人，杉谷郁子，島田浩子，山口　慧，淺野　彩，貫井麻未，佐伯俊昭，
横川英樹，中塚貴志，高橋孝郎：当院における進行乳がんにおける一次乳房再建の検討．第 4 回日本乳房オン
コプラスティックサージャリー学会，千葉，2016…Jun…18．

【総数：論文　5 件，学会発表　10 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 28 年度　日本癌治療学会　研究奨励賞受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：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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1．14）小児外科

1．構成員
古村　眞（KOMURA,…Makoto）：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：教育主任：代表指導教員（大学院）：小
　　　　　　　　　　　　　　……児外科，再生医療：博士
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：研究副主任：小児外科：博士（国際医療センター兼担）
合原　巧（Gohara,…Takumi）: 助教：研究員
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，小高哲郎，佐竹亮介，中野美和子が担当した．BSL の学生は，
担当する患者を受け持ち，病態・治療方針を理解し，カンファレンスにてプレゼンテーションを行った．また，受け
持ちの患者の手術には手洗いして手術に参加した．病態・治療方針については，患者の受け持ち医が，学生を直接指
導した．また，手術の際の指導は，古村　眞と術者となった医師によって行った．
　卒後教育：初期研修医の指導は，古村　眞，寺脇　幹，小高哲郎，佐竹亮介，高見　向平が担当した．後期研修医
に対する指導も同様の体制で行った．
2-3．達成度
　卒前教育に関する授業は，以前当科で作成されたテキストブックに準拠して授業を行い，医師国家試験を正答でき
るレベルの授業を行った．
　初期研修医の教育では，外科基本手技の習得の為に，移動性精巣，臍ヘルニア，急性虫垂炎の手術を術者とした担
当させた．小児外科で研修を行った研修医は，基本手技の習得がなされたものと考えている．また，カンファレンス
では，患者のプレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるように発現をそくし意見を求めた．患者管理の為の診断
方法，治療方針について自身で組み立てさせ，その都度，上級医によってきめ細かく指導を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育のレベルは，充分である．学生が十分な知識を得たか，試験にて確認した．限られた講義時間内で効率的
に授業を行うために，授業内容をさらに吟味し，知識の習得が効率的に行えるようにする．
　また，外科基本手技を学ぶための卒後教育についても十分行ったが，一人で確実に手技が行えるようにする為に，
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当科で行う動物実験に参加させ，外科基本手技をマスターできるように機会を増やす予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　再生医療の研究を行い，小児の外科疾患の病態解明と臨床応用できる組織ならびに臓器を再生することが目的であ
る．また，臨床研究を行い，病態，治療法，予後について検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　気道再生プロジェクトを行っており，東京大学小児外科，ティッシュエンジニアリング部と緊密な連携を取りなが
ら，臨床応用の為の研究を行っている．横隔膜の自律再生について研究した．
　臨床研究として，中心静脈カテーテルエタノールロ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．世界で初めて横隔膜筋肉の自律再生させるための手法を開発した．
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 281 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
　　小児救急医学会雑誌… 査読委員
　　Regenerative…Therapy… 査読委員
　　日本小児外科学会雑誌… 査読委員
　　J…biomed…Engineering… 査読委員
　　J…rare…disease…research…and…treatment… 査読委員…
　　J…Biomedical…materials…research… 査読委員
　寺脇　幹
　　日本周産期・新生児医学会雑誌… 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
　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
　Key…note…Forum…

Patch…tracheoplasty…by…in…body…tissue…engineering…using…collagenous…connective…tissue…membranes…（BIOSHEETs）
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Tissue…Engineering,Regenerative…and…Precision…Medicine,…December…1-2m…San…Antonio,…USA　　　

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Komura…M,…Kanamori…Y,…Tanaka…Y,…Kodaka…T,…Sugiyama…M,…Terawaki…K,…Suzuki…K,Iwanaka…T.…Mosapride…for…
gastroesophageal…reflux…disease… in…neurologically… impaired…patients.…Pediatr… Int.…2017…Mar;59（3）:347-351.…
doi:…10.1111/ped.13144.…Epub…2016…Nov…13.…PubMed…PMID:…27561215.

② Komura…M,…Komura…H,…Komuro…H,… Ikebukuro…K,…Hikita…A,…Hoshi…K,…Takato…T.…Tracheal…cartilage…growth…by…
intratracheal… injection…of…basic… fibroblast… growth… factor.… J…Pediatr… Surg.…2017…Feb;52（2）:235-238.　
doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.11.011.…Epub…2016…Nov…13.…PubMed…PMID:27887682.Aug…12.　PubMed…PMID:…
25783340

③ Tetsuro…Kodaka,…Kan…Terawaki,…Ryosuke…Satake,…Hironobu…Yonekawa,…Kenichi… Ikebukuro,…Hiroaki…Komuro,…
Keisuke…Ishizawa,…Hidekazu…Kayano,…and…others…Spermatic…cord…hematoma…with…irreducible…hernia…in…a…child:…A…
case…report…Journal…of…Pediatric…Surgery…Case…Reports,…Vol.…15,…p22-24,…2016

④ Komura…M,…Tobari…S,…Kanamori…Y,…Kato…M,…Koizumi…K,…Hoshiai…R,…Shiga…J,…Nishida…K.…Scrotal…Lymphangioma:…
Symptoms…and…Diagnosis.…Ann…Clin…Case…Rep.…2016;…1:…1177.

⑤ Komura…M,…Gohara…T,…Satake…R,…Suzuki…K,…Takami…S,…Kodaka…T,…Terawaki…K,…Ohno…Y…Trans-umbilical…assisted…
appendectomy…using…a… flexible…scope…and…energy…device… …49th…Annual…Meeting…of… the…Pacific…Association…of…
Pediatric…Surgeons…（PAPS2016）,…April…24-28,…Koloa,…Hawaii,…USA…

⑥ Suzuki…K,…Komura…M,…Terawaki…K,…Kodaka…T,…Gouhara…T,…Nakayama…Y…Repair…and…regeneration…of…diaphragm…
using…biosheets… for…congenital…diaphragmatic…hernia… in…a…rabbit…model…49th…Annual…Meeting…of… the…Pacific…
Association…of…Pediatric…Surgeons…（PAPS2016）,…April…24-28,…Koloa,…Hawaii,…USA…

⑦ Komura…M,…Komura…H…The…dose-dependent…promotion…of…tracheal…cartilage…growth…by…intratracheal…injection…of…
basic…fibroblast…growth…factor（bFGF）…British…Association…of…Paediatric…Surgeons…Annual…International…Congress…

（BAPS63rd）,…July…20-22,…Amsterdam,…Netherland…s
⑧ Komura…M…PATCH…TRACHEOPLASTY…BY…IN…BODY…TISSUE…ENGINEERING…USING…COLLAGENOUS…CONNECTIVE…

TISSUE…MEMBRANES…（BIO-SHEETs）…TERMIS-AM…2016…Annual…Meeting,…December…11-14,…San…Diego,…CA
⑨古村…眞 ,…古村…浩子 ,…中山…泰秀

ワークショップ：
小児外科領域における幹細胞研究…生体組織を用いた幹細胞誘導による組織再生の試み

　第 116 回日本外科学会定期学術集会　4 月 14 日～ 16 日　大阪国際会議場
⑩古村…眞　

シンポジウム：新生児外科の移植医療と再生医療…
気管再生医療へ向けた研究
第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会　7 月 16 日～ 18 日　富山国際会議場

【総数：論文…4…件，学会発表…6 件】
6-2．獲得研究費
　平成 28 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　
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたものと考えている．
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1．15）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：診療部長：代表指導教員（大学院）：リウマチ関節外科：博士
門野夕峰（KADONO,…Yuho）：教授：教育副主任：診療副部長：指導教員（大学院）：リウマチ関節外科：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
高橋啓介（TAKAHASHI,…Keisuke）：名誉教授：脊椎外科：博士
金　潤澤（KIM,…Yoon-Taek）：客員教授：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
織田徹也（ODA,…Tetsuya）：非常勤講師：股関節外科
助教：吉川　淳（KIKKAWA,…Jun），岡野良知（OKANO，Yoshitomo），
渡會恵介（WATARAI,…Keisuke），渡邊伯夫（WATANABE,…Michio）
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），鈴木景子（SUZUKI,…Keiko），
神成文裕（KANNARI,…Humihiro），菅野温子（KANNO,…Atsuko），
関端浩士（SEKIHATA,…Hiroshi），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（田中伸哉），感染性疾患（骨関節感染症）（田中伸哉），
脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（釘宮典孝），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（田中伸哉），
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（門野夕峰）

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，門野夕峰，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），
脊椎疾患，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

初期研修医には，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させた．基本的な外科手術手技は全員取得できたと考えている．

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，専門医受験者には少人数講義を行って受験を支援し
た．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育

長い間教育主任を務めた金潤澤教授が退任したが，新たに門野夕峰教授が赴任してその穴を埋めた．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ったが，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った．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
導した．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
て受験を支援した．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 線装置による軟骨画像評価について学会発表
・大腿骨頸部骨折に対する梨状筋温存人工骨頭置換術の臨床成績について学会発表
・人工股関節置換術後の静脈血栓塞栓症に対する抗凝固療法について学会発表
・関節リウマチに伴う外反母趾変形矯正手術の固定法について学会発表，論文発表

スポーツ整形外科グループ
・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，論文発表
・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　
・HEALCOIL…RG を用いた腱板修復後の骨孔内変化について学会発表
・少年野球における四肢・体幹の筋緊張の相関性について学会発表

外傷グループ
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・寛骨臼骨折に伴う動脈性出血について学会発表
・骨盤骨折における動脈性出血について論文発表
・下腿遠位部骨折に対する新しいアプローチを用いた手術の治療成績について論文発表

骨代謝グループ
・声量と腰椎骨密度の関連性について学会発表
・ステロイド骨粗鬆症患者に対する PTH 製剤，骨吸収抑制薬の効果について論文発表

手外科グループ
・母指 CM 関節症に対する関節形成術の治療成績について論文発表
・関節リウマチ手関節障害に対する手関節固定術の治療成績について論文発表
・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論文発表
・interference…screw を用いた母指対立機能再建法について論文発表

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 17 件，論文発表 4 編（英文 1 編）．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 15 件，論文発表 2 編．外傷グループ：学会発表 5 件，論文発表 2 編．骨代謝グルー
プ：学会発表 5 件（英語発表 1 件），論文発表 2 編（英文 1 編）．手外科グループ：学会発表 2 件，論文発表 6 編．

研究グループ全体としては学会発表 47 件（英語発表 1 件），論文発表 16 編（英文 1 編）と学会発表，論文発表
とも大幅に増加した．特にリウマチ・股関節グループとスポーツ整形グループの学会発表，手外科グループの論文発
表の増加が目立った．英語発表，英語論文が少ない点，相変わらず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，研究発表の少ないグループの躍進を期待したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
昨年度に引き続き，連携施設からの紹介患者を積極的に受け入れた．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．専攻医が 5 名入局して病棟担当の若手医師が増えたため，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．

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
Modern…Rheumatology（門野夕峰）
東日本整形災害外科学会雑誌（織田弘美）
関東整形災害外科学会雑誌（織田弘美）
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）
日本整形外科学会基礎学術集会（織田弘美）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本整形外科学会：代議員（織田弘美），スポーツ医学会社会保険委員会委員（立花陽明），
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日本股関節学会評議員（織田弘美）
日本リウマチ学会：評議員（織田弘美，門野夕峰）
日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明）

6．業績
6-1．論文・学会発表

代表的論文
① Sugiyama…T,…Oda…H…:…Vitamin…D…status…and…bone…health…in…obesity:…another…mechanistic…point…of…view.…American…

Journal…of…Clinical…Nutrition…104…:…1487,…2016
②河野慎次郎，大村泰人，川邊保隆，関口浩五郎，織田弘美関節：リウマチ手関節障害に対する軽度掌屈位での手

関節全固定術．臨床整形外科 51：1079 － 1084,…2016
③吉岡浩之，織田弘美：足関節・足部疾患の最新治療：外反母趾第 1 中足骨近位骨切り術の固定に対する底側設

置ロッキングプレートの使用経験．別冊整形外科 69：49 － 51,…2016
④吉川　淳，鳥尾哲矢，川村耕平，木村文彦，神成文裕，織田弘美：後外側アプローチと内側アプローチを併用し

た下腿遠位部骨折の治療経験．骨折 38：176 － 180，2016
⑤杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美：腱付着部症に対する体外衝撃波治療の経験…－特に治療経過につい

て－．JOSKAS…41：542 － 543，2016
【論文発表 39 編：原著 21 編，総説 7 編，症例報告 7 編，著書 4 編（欧文 26 編，和文 13 編）】
代表的な発表
⑥河野慎次郎，大村泰人，織田弘美：関節リウマチに対する Feldon 法による手関節全固定術．第 60 回日本リウ

マチ学会学術集会，2016.4
⑦杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美：腱付着部障害に対する体外衝撃波治療の治療経過と成績．第 88 回

日本整形外科学会学術総会，2016.5
⑧木村文彦，鳥尾哲矢，吉川　淳，神成文裕，織田弘美：寛骨臼骨折における動脈性出血についての検討．第 42

回日本骨折治療学会，2016.4
⑨宮島　剛，杉山聡宏，田中伸哉，門野夕峰，織田弘美：声量と腰椎骨密度の関連性についての検討．第 18 回日

本骨粗鬆症学会，2016.10
⑩木村文彦，渡會恵介，門野夕峰，金　潤澤，織田弘美：人工股関節全置換術（THA）術後に発症した静脈血栓塞

栓症（VTE）に対する抗凝固療法の比較．第 43 回日本股関節学会学術集会，2016.11
【学会発表：国外 8 件，国内 157 件（うち講演 73 件）：計 165 件】

6-2．獲得研究費
1）門野夕峰：平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金　「脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診断ガイドライ

ン策定を目指した大規模多施設研究」
2）門野夕峰：平成 28 年度医療機器開発推進研究事業補助金　「三大合併症を阻止する先端的な多機能人工膝関節

の実用化に関する橋渡し研究」
3）宮島　剛：日本運動器科学会ロコモ推進助成金　「声量と腰椎骨密度の推進活動内容」

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

1）第 60 回日本リウマチ学会総会・学術集会　2016.4.21 ～ 23
2）第 34 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会　2016.05.21
3）第 11 回彩の国骨フォーラム　2016.07.8
4）第 13 回埼玉オルソペディクスセミナー　2016.08.06
5）第 16 回 Ortho…Seminar…in…Saitama　2016.09.08
6）第 14 回埼玉股関節を語る会　2016.10.21
7）第 12 回彩の国骨フォーラム　2016.12.09
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8）第 10 回埼玉骨折治療研究会　2016.12.15
9）第 17 回 Ortho…Seminar…in…Saitama　2017.02.09
10）第 11 回毛呂山リウマチセミナー　2017.03.30

7．自己点検・評価
教育：講義については，学生からの評価は内容が多すぎるという意見が強く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．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 39 編，学会発表は 165 件と昨年より大幅に増加した．昨年度は新たな研究費の獲得はなかっ
たが，今年度は 3 件獲得できた．伝統ある [N1] 日本リウマチ学会の総会・学術集会を主催できたのは特筆
すべき業績である

臨床：専攻医 5 名の入局により，病棟の activity が活発になり，一日平均入院患者数は昨年度の 55.1 人から 62.5
人に大幅に増加して，病院経営の安定化に貢献した．
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1．16）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．藤巻は 4 年生の講義でベストティーチャーを受賞した．
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…Takeda…R,…Ookawara…M,…Fushihara…G,…Kobayashi…M,…Fujimaki…T.
Successful…Treatment…of…Hemifacial…Spasm…Caused…by…an…Ectatic…Vertebral…Artery…Accompanying…Agenesis…of…the…
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Carotid…Artery.
Surg…J…2（3）:e105-e107,…2016

②…Kobayashi…M,…Fujimaki…T,…Mihara…B,…Ohira…T.
Changes…in…intracortical…inhibition…and…clinical…symptoms…after…STN-DBS…in…Parkinson’ s…disease.
Clin…Neurophysiol…127（4）:…2031-2037,…2016

③…埼玉医科大学脳神経外科　藤巻高光，小林正人　痛みに関する外科的治療　　JOHNS…32…（5）…641-644,…2016
④…Fujimaki…T.
　Hemifacial…spasm…-etiology,…diagnosis…and…treatment…?…（Invited…lecture）
　The…7th…Korean…Society…of…Cranial…Nerve…Dysfunction…（MVD…study…group
　2016.9.3…Seoul,…Korea
⑤…Kobayashi…M.

Repetitive…transcranial…magnetic…stimulation…once…a…week…induces…sustainable…long-term…relief…of…central…post-
stroke…pain.…（Invited…lecture）…
International…symposium…on…rTMS…treatment,…Tokyo…2016,…9.…24,…Tokyo…

⑥…Fujimaki…T,…Kobayashi…M
Tips…and…pitfalls…of…microvascular…decompression…-…Based…on…900…operations…for…hemifacial…spasm,…trigeminal…
neuralgia…and…glossopharyngeal…neuralgia… -…（Special… lecture…）…1st…Asia…MVD…conference,…Shanghai,…China…
2016.11.5

⑦…Fujimaki…T,…Takamizawa…S,…Terano…N,…Kawashima…M,…Wakiya…K,…Kobayashi…M
Endoscope…assisted…MVD… -…Experience…based…on…800…cases…?…（Special… lecture）…1st…World…Neurosurgical…
Federation…of…Cranial…Nerve…Disorders…2017.1.14…Shanghai,…China

⑧…藤巻高光，河島真理子，寺野成彦，太田実紀，脇谷健治，佐藤大樹，柳川太郎，小林正人
顔面痙攣に対する神経血管減圧術における最新支援機器の有用性

　日本脳神経外科学会第 75 回学術総会　福岡　2016.9.30
⑨…藤巻高光，渋井壮一郎，加藤庸子　他

日本脳神経外科学会女性会員の輝く未来のために
　日本脳神経外科学会第 75 回学術総会　福岡　2016.9.3
⑩…藤巻高光

苦しみの先の喜び　- 同時通訳を楽しもう -
　第 29 回　日本脳神経外科国際学会フォーラム　飯塚市　2016.7.23

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）　65 万円…（総額 425 万円）
　　顔面痙攣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

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．
全国的に評価も高い．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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1．17）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）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：先天異常，顔面外傷：博士
簗由一郎（YANA,…Yuichiro）：助教：修士，
佐藤智也（SATO,…Tomoya）：助教：修士
石川昌一（ISHIKAWA,…Shoichi）…：助教：修士
栗原　健（KURIHARA,…Takeshi）…：助教：修士
宮崎春野（MIYAZAKI,…Haruno）…：助教：修士
上野千裕（UENO,…Chihiro）…：助教：修士
吉武光太郎（YOSHITAKE,…Kotaro）:…助教：修士
齋藤順平（SAITO,…Junpei）…：助教：修士
髙岡聡美（TAKAOKA,…Satomi）…：助教：修士
熊谷智代（KUMAGAI,…Tomoyo）…：助教：修士
佐藤弘樹（SATO,…Hiroki）…：助教：修士
滝本磨理香（TAKIMOTO,…Marika）…：助教：修士
森石華子（MORIISHI,…Hanako）…：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る．5 年生でその知識の実践的臨床応
用を学ぶ．特に BSL では国家試験に頻出する熱傷，外傷の知識をさらに深める．また縫合，糸結びなど外科領域の
基本的手技を修得する．

｢ 卒後教育 ｣　初期研修においては研修医に必要な熱傷，外傷の知識，治療法を中心に形成外科領域の疾患につい
て学ぶ．後期研修においては形成外科領域に関するより広い臨床知識を修得する．また形成外科専門医取得を目指し，
幅広い症例を通じ技能を高める．

｢ 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．また研究倫理，統計処理など研究者に必須な知識の修得を目指す．
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 ｣　初期研修医に対しては基本的手技の指導を十分に行った．また後期研修医 2 名が形成外科専門医を
新たに取得しており，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ほぼ完了し，現在学位の取得を目指して，論文作成の指導中である．
2-4．自己評価と次年度計画

｢卒前教育｣　医学部4年生には講義を，5年生にはBSLを整形外科と共同で実施．前者の講義は「形成外科学総論」，
「創傷治癒と難治性創傷」，「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」，「美容外科，アンチエイジング」，「形成外科で扱う
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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．形成外科領域で国家試験に頻出する部分は授業中に
も強調し学生の興味を引くように配慮している．また適宜過去問の演習を行い知識の定着に努めている．BSL は限ら
れた時間数でも成果を挙げられるよう，午前中はクルズスを行い形成外科領域で求められる基本的知識の復習，並び
に縫合等の手技を座学で学習した．午後は実際の手術をイメージしつつ縫合，糸結び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 も自らの手を動かして実習する縫合練習
は評判がよく，手術見学も含め，形成に興味が持てたという学生が多く見られた．来年度も講義，BSL はもちろんの
こと，夏期実習等の学生の自発的な教育の希望にも，積極的に対応していきたいと考えている．

｢ 卒後教育 ｣　形成外科研修を行った者に対しては，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得するための指導
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 ｣　これまでの研究成果を論文，学会で発表していく一方，次の課題に向け研究計画を立てていく予
定である．

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・皮膚軟部組織感染症の研究を推進する．
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を動物モデルで証明した．
今後臨床応用に向けて研究を進める．
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．潰瘍の再建手術におい
ていくつか新たな術式を開発しており，今後論文にまとめる予定である．
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）…創傷の細菌量が創傷治癒を阻害するメカニズムの研究
　創傷の細菌量と肉芽中の細胞増殖の速度に負の相関関係があることを明らかにした．この結果をもとに，創傷の細
菌を減らすことで臨床的に治癒が促進されるか検証していく予定である．
II-5）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．昨年度は足壊疽に対する遊離皮弁移植後の皮弁壊死を規定する因子をロジスティック回帰分析により
検証し，透析患者，重傷下肢虚血が独立した危険因子であることを明らかにした．
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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臨床応用
・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
・新規デバイスを用いた効率的なデブリードマン手技の確立
・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 28 年度の新患数は 1209 人，入院患者数 575 人，手術数 1627 件であった．再建手術では，
国際医療センター頭頚部腫瘍科と合同手術を数多く行った．先天異常では口唇，口蓋裂を中心に，多く分野の治療を
おこなった．また，難治性潰瘍・褥瘡治療では，特に下肢潰瘍に対する治療を積極的に行い，良好な結果をえること
ができた．また，昨年に引き続き再生医療の発展に大きく貢献することができた．美容外科では，レーザー治療や外
用治療を中心とした，美容皮膚科的施術を多く行い良好な結果が得られた．全体的な症例数も昨年度に比べて増え，
良い自己評価を与えることができると思われる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

日本学術会議連携会員… 中塚貴志
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員… 市岡　滋
独立行政法人医薬品医療機器統合機構（PMDA）専門委員… 市岡　滋

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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
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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
日本フットケア学会評議員… 佐藤智也
日本褥瘡学会評議員… 佐藤智也

6．業績
6-1．

（論文）
① Kanno…Y,…Nakatsuka…T,…et…al:…Computed…tomographic…evaluation…of…novel…custom-made…artificial…bones,…“CT-bone”,…

applied…for…maxillofacial…reconstruction.…Regenerative…Therapy…5:1-8,…2016
② Sato…T,…Yana…Y,…Ichioka…S.…Free…flap…reconstruction…for…diabetic…foot…limb…salvage.
　J…Plast…Surg…Hand…Surg.…2017;13:1-6.…
③ 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;55（6）:1318-1322

④中塚貴志：　腫瘍切除後の再建　TEXT…形成外科　改訂第 3 版　p366-370，監修：波利井清紀，南山堂　東京
2017 年 3 月

⑤市岡滋　糖尿病足病変の治療…:…形成外科医の観点から　プラクティス……33（3）:……289-296,…2016.
（学会）
⑥ Nakatsuka…T.:…Knocks…and…Pitfalls…on…Microvascular…Surgery…in…Head…and…Neck…Reconstruction,…Korean…Head…and…

Neck…Oncology,…May/21/2016…Busan…（Korea）　（シンポジウム，パネルなど）
⑦ Takeshi…Kurihara　…Tomoya…Sato,…Shigeru…Ichioka　…Risk…factors…for…major…amptation…and/or…in-hospital…death…in…

patients…with…lower…leg…ulceration.　…The…5th…Congress…of…the…World…Union…of…Wound…Healing…Societies.…poster　…
2016 年 9 月 25-29 日 Florence,…Italy

⑧中塚貴志：　頭頸部再建　～下咽頭再建を中心に～　日本頭頸部外科学会教育セミナー　2016年 9月 3日　東京
⑨市岡滋　形成外科医が医工学といかに関わったか　第 15 回日本フットケア学会年次学会
シンポジウム 2017 年 3 月 25 日　岡山
⑩時岡一幸　口唇形成術の要点　片側唇裂初回手術　対称性を得るための手技について　ビデオシンポジウム　第

59 回日本形成外科学会総会・学術集会　2016 年 4 月 13-15 日　福岡
【総数：論文 24 件　学会発表・講演　50 件】

6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費補助金　基盤…（C）　…H26-28（2014-2016 年）
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　
研究経費：平成 26 年度直接経費　¥1,100,000…間接経費…¥330,000
　　　　　平成 27 年度直接経費　¥1,100,000…間接経費…¥330,000
　　　　　平成 28 年度直接経費　¥1,100,000…間接経費…¥330,000　　　
研究種目　平成 27 ～ 29 年度科学研究費助成事業（挑戦的萌芽研究）
研究課題　臍帯血幹細胞を用いた再生医学的アプローチによる早期顎裂閉鎖に向けて
研究代表者　須田直人（明海大学歯学部　歯科矯正学）
研究分担者　時岡一幸

7．自己点検，評価
　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はじめとする近隣の施設などと連携
し高度な医療を実践することができた．悪性腫瘍切除後の再建では国際医療センターとシームレスな連携ができるよ
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うになりつつある．また，口蓋裂治療への再生医学への応用が軌道に乗り，症例数も増えている．教育においては，
卒前，卒後教育ともに年々指導体制が充実しており，さらに満足度の高い教育が行えるよう進める．基礎研究におい
ては，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行ってきた．臨床研究では新
たな手術手技の開発，合併症予防のための取り組みを始めており，これをさらに推進し治療成績の向上に繋げていく．



臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

384

1．18）小児科（小児科・新生児科）

1．構成員
徳山研一（TOKUYAMA,…Kenichi）… ：教授：…運営責任者：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
大竹　明（OHTAKE,…Akira）… ：教授：代表指導教員（大学院）…研究主任：
… ：小児科学，代謝・遺伝病学，分子生物学：博士
山内秀雄（YAMANOUCHI,…Hideo）… ：教授：教育主任：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，：指導教員（大学院）
… 小児科学，新生児学：博士
菊池　透（KIKUCHI,…Toru）… ：教授：診療副部長：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：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：病棟医長（小児科）：小児科学
盛田英司（MORITA,…Eiji）… ：助教：小児科学
赤塚淳弥（AKATSUKA,…Jyunya）… ：助教：小児科学：博士
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：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
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
岡田慶介（OKADA,…Keisuke）… ：助教：小児科学
清水貴寛（SHIMIZU,…Takahiro）… ：助教：小児科学
原嶋宏子（HARASHIMA,…Hiroko）… ：助手：臨床検査技師
住友直方（SUMITOMO,…Naokata）… ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
小林俊樹（KOBAYASHI,…Toshiki）… ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
田中竜平…（TANAKA,…Ryuhei）… ：教授：小児腫瘍・血液学：博士（国際医療センターとの兼担）

【客員】
佐々木望（SASAKI,…Nozomu）… ：名誉教授：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）… ：客員教授：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
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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
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）　佐藤浩一（SATO,…Hirokazu）
中里明彦（NAKAZATO,…Akihiko）　岡田文寿（OKADA,…Fumihisa）　椎貝典子（SHIIGAI，…Noriko）…
山崎　勉（YAMAZAKI,…Tsutomu）　新井克巳（ARAI,…Katsumi）　岡田邦之（OKADA,…Kuniyuki）
大鹿栄樹（OHSHIKA,…Eiki）　山口博明（YAMAGUCHI,…Hiroaki）　橋本和美（HASHIMOTO,…Kazumi）
佐藤吉壮（SATO,…Yoshitake）　松永　保（MATSUNAGA,…Tamotsu）　望月美恵（MOCHIZUKI,…Mie）
中野裕史（NAKANO,…Hiroshi）　星野正也（HOSHINO,…Masaya）　皆川孝子（MINAGAWA,…Takako）

【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）　武者育麻…（MUSHA,…Ikuma）

【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　裕（ISHII,…Hiromi）　柏葉由佳（KASHIBA,…Yuka）

【兼担：臨床心理士】
別所晶子（BESSHO,…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サブスペシャルティや地域連携小児医療などの幅広
い選択を行い，卒後 5 年で小児科専門医の取得．さらにサブスペシャル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開始となる新専門医制度にあわせ，これまでの埼玉医科大学
国際医療センターでの研修に加え，さらに新研修制度またがり型研修方式を採用し埼玉医科大学総合医療センター小
児科における研修も可能とし，結果的にオール埼玉医科大学小児科での研修が可能となるようなプログラムを構築し
実行する．

【大学院教育】
植田助教・・家埃ダニ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 thesis を提出し，学

位を取得した（指導；徳山，松下教授（免疫学））
古賀助教・・2015 年 2 月より英国 National…Heart…&…Lung…Institute…に留学し，” DJ-1（PARK7）…and…the…regulation…

of…anti-ageing…molecules” について研究中．（指導；Prof…Barnes…PJ…&…Ito…K）
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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，新生児における fMRI の意義を解明する．（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）では，小児センター病棟（南館 4 階），新生児センター NICU・GCU（南館 3 階）の病棟
での実習を各 1 週間行い，問題解決のアプローチ方法の習得を目的にそれぞれ受け持ち患者を POMR によるカルテ
記載（紙カルテ）を指導医のもとに行っている．病棟実習では取得しづらい予防注射，新生児発達，神経発達につい
ては外来実習を行っている．また，小児科領域の知識の整理のために教授・准教授・講師による対話式少人数講義を
10領域において行っている．またさらに，国際医療センター小児心臓科と小児腫瘍科での実習も行っている．カンファ
レンスには積極的に参加してもらい，チーム医療を行う一員としての自覚を促す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，原則として初期・後期研修医とともに行動し，いわゆる屋根瓦方式の実習を行い，
チーム医療の一員として活躍することの重要性と喜びを体験してもらい，単なる知識・技術のみならずメディカルス
タッフとのコミュニケーションの重要性を体得することを図っている．

【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
きるように定められた，週間予定表にしたがって指導医が 1 対 1 の指導を行っている．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われている．
後期研修医に対しては，大学病院では小児科，新生児科での研修に加え，国際医療センター小児腫瘍科，小児心臓科
における各 3 か月間の研修を行っている．さらに後期研修 2 年目以降では総合医療センター小児科において 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っている．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
おこなわれている．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】
植田助教・・家埃ダニ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している　（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・・” DJ-1（PARK7）…and…the…regulation…of…anti-ageing…molecules” について研究中．（指導；Prof…Barnes…

PJ…&…Ito…K）
櫻井助教・・新生児における無鎮静下の MRI 撮像方法の確立，及び新生児における fMRI の意義について，臨床で

評価して，論文化する．（指導；國方）
2-3．達成度

【卒前教育】
　徳山・山内の両教授がベストティーチャー賞を受賞するなど，小児科領域の講義に対する学生の評価は概ね高いと
考えられるが，さらなる改善をおこなってゆく必要がある．また系統講義の評価法の一つと考えられる試験について
は，適切な問題が偏りなく網羅される必要があり，平成 29 年度からの課題と考える．5 年生 BSL，CC に対する学生
の評価もおおむね高く，ほぼ満足のできる実習が行われた．一部の学生において満足のゆく評価が得られなかった点



387

小児科

については，再度実習方法や内容について検討する余地がある．（達成度 70％）
【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．後期研修として小児科を選択する医師は 3 名であったが，今後も努力してゆきたい．
後期研修についてはそれぞれのサブスペシャル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 70％）

【大学院教育】
植田助教・・家埃ダニ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．論文提出中（達成度 90％）（指導 ; 雨宮）
板野助教・・ヒト樹状細胞の細胞表面受容体の特徴について thesis を提出し，学位を取得した（達成度 90％）（指

導；徳山，松下教授（免疫学））
古賀助教・・” DJ-1（PARK7）…and…the…regulation…of…anti-ageing…molecules” について研究中．（指導；Prof…Barnes…

PJ…&…Ito…K．（達成度は 40％）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．
今後新生児における fMRI の意義の解析と論文化が必要（達成度 70％，指導医；國方）

2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
　講義，実習とも上記のようにある程度の達成されたものがあるものの，未解決の問題もあり，それに取り組んでゆ
く必要がある．特に講義の評価としての試験問題について偏りのない，国家試験を念頭においた良問を作成すること
は，重要な点の一つであろう．実習については対話式少人数講義は BSL にとどめ，CC では診察方法や問題解決能力
の取得と共に医療チームの一人として活躍することの大切さを認識させ，医療安全に配慮した医療のあり方，医師の
みでなく職種の違う医療スタッフに対するコミュニケーション能力の取得などを目標とし，人格的にすぐれた医師を
育成できるように指導してゆきたい．

【卒後教育】
　毎朝 8 時行っているカンファレンスにおいて前期・後期研修医に対するプレゼンテーション指導を行っているが，
症例を端的にまとめる練習を行いながら研修医全体で共有できるというメリットは大きく，その指導効果は良いと考
えられる．しかしながら，限られた時間ではあるが指導教官側のさらなる議論の参加が期待される．毎日朝夕 2 回
行われる医長回診時の研修医への指導により十分な前期後期とも適切な研修ができていると考えられる．今後は症例
に関するよりアカデミックな議論が指導側と研修医の間でより行われれることで，研究業績に結び付いてゆくことが
期待される．

【大学院教育】
植田助教・・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・・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 thesis を提出し，学
位を取得した（指導；徳山，松下教授（免疫学）

古賀助教・・” DJ-1（PARK7）…and…the…regulation…of…anti-ageing…molecules” について研究中．（指導；Prof…Barnes…
PJ…&…Ito…K）．（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）

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医療に貢献する．科研費等競争的研究資金の取得は重要であり，講師以上は必須義務，専門医を
取得した助教以上は努力義務とし，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
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10 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．
L. 小児肥満症の病態の解明および効果的な治療方法の確立

●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
F.…低出生体重児が超長期腎機能の予後に与える影響

●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
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
G.…新生児の CoQ の動態に関する検討
H.…新生児黄疸の HPLC を用いた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
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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％）．
F.…今年までに日本全国およびアジアの一部の国から合計 1900 例近くの検体を受け付け，620 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 223 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 75 例で既報告の遺伝子異常を，72 例で新規候補遺伝子異常を発見している（達成度 30%）．

G.…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，
2017 年度中に対象を拡大した検証試験を開始する（達成度 30％）．

H.…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 15 例を診断しうち 12 例に酵素補充療法を開始した（達成度
30％）．

I. 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％）．

J. 小児肥満症の外来患者に対して，体組成検査と代謝異常の関連を検討中，また，オリジナルの体重，日常生活の
記録用紙を用いた行動療法の有効性を検討中である．（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：作成を分担した思春期・青年期の患者のための CKD 診療ガイドが発刊さ

れた（達成度 100％）．
C．先天性腎尿路異常の早期診断に関する研究：作成を分担した低形成・異形成腎を中心とした先天性腎尿路異常

の腎機能障害進行抑制のためのガイドラインが発刊された（達成度 100％）．
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：持続腹膜潅流の安全性と有効性につ

いて解析を終え日本透析医学会学術集会での発表と論文化を予定している（達成度 50％）．
E.…当院における小児尿路感染症の疫学調査：発熱性尿路感染症に対する当院の膀胱尿管逆流スクリーニングの現

状について解析を終え日本小児泌尿器科学会での発表と論文化を予定している（達成度 50％）．
F.…低出生体重児が超長期腎機能の予後に与える影響：埼玉医科大学総合医療センター小児科との共同研究で低出生

体重児の急性腎障害の予後について後ろ向き研究を計画中（達成度 10％）
●アレルギー　

A.…毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．（達成度 80…％：
論文作成中）

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 60％）
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 80％）
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 50％）
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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 40％）

C.…サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：環境が行動生理に与える影響をマーモセットを用いて研究する
（達成度 40％）

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 40％）
●新生児　

A.…新生児 ･ 未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究…（達成度 30%）
B.…新生児呼吸器障害に関する成因と予後…（達成度 20%）
C.…新生児血糖測定方法の検討…（達成度 40%）
D．高インスリン血症の児での持続血糖測定（CGM）（達成度 30%）
E.…新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討…（達成度 50%）
F.…MRI を用いた新生児における脳結合性（connectivity）の検討…（達成度 30%）
G.…新生児の CoQ の動態に関する検討…（達成度 10%）
H.…新生児黄疸の HPLC を用いた基礎的な分析方法の確立　（達成度 40%）
I.…先天奇形児に対する在宅管理導入の検討…（達成度 30%）
J.…新生児仮死における aEEG の検討…（達成度 50%）
K.…出生直後の正期産新生児の SpO2 の検討…（達成度 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（達成度 10%）

3-4．自己評価と次年度計画　
　各グループの研究達成度は 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・膠原病，3）…アレルギー，4）…神経　5）…新生児の研究グループに分かれ，そ
れぞれ新しい診断法・治療法開発のための研究を行っている．多忙な臨床の中で研究成果の上積みを図るために一層
の努力を続ける必要があり，今後も各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する所存である．是非科研費の採択
に努力してゆきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　小児科では新生児部門を含め総合小児科診療を基本とした診療体制を構築している．これらには外来，病棟および
地域連携小児夜間休日診療が含まれる．また，サブ・スペシャルティー分野としてアレルギー・呼吸器（徳山），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），腎臓（秋岡），新生児（國方）の
分野を各教授・准教授が主導している．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；埼玉周産期協議会運営委員：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
厚労省：厚生労働省疾病・障害認定審査会…感染症・予防接種審査分科会委員：山内秀雄

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
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…
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　　　　　“International…Review…of…Asthma…&…COPD”…編集アドバイザー　
大竹　明：日本小児科学会雑誌編集委員会担当理事

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」，
日本小児科学会雑誌等

菊池　透：糖尿病・妊娠学会学術誌「糖尿病と妊娠」編集委員
　　　　　日本高血圧学会　“高血圧治療ガイドライン “　執筆委員
　　　　　日本肥満学会　“小児肥満症ガイドライン “　作成委員

査 読：Hypertension…Research,… Endocrine… Journal,… J…Artherosclerosis…Thorombosis,… Pediatrics…
International,……Clinical…Pediatric…Endocrinology,…Journal…of…Bone…and…Mineral…Metabolism, 日本小児科学
会雑誌，小児保健研究 ,…

國方徹也：査読 Pediatric…international,…Clinical…Biochemistry,…Journal…of…infection…and…chemotherapy,……日本成育新
　　　　　生児学会，日本周産期新生児医学会　
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・常務理事
　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
　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：日本小児科学会代議員
　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：日本小児科学会理事　和文誌編集員会＆小児慢性疾病委員会主担当，小児医療委員会副担当）
　大竹　明：日本先天代謝異常学会理事　診断基準・診療ガイドライン委員会委員長，患者登録委員会副委員長
　大竹　明：日本マス・スクリーニング学会理事　財務委員長，患者登録・支援委員会委員長
　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理事　学術委員長，常務委員
　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代表世話人・事務局
　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：日本小児科学会埼玉地方会学術委員
　國方徹也：さいたま地方裁判所鑑定人候補者
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　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
　菊池　透：日本高血圧学会，高血圧治療ガイドライン委員
　菊池　透：日本糖尿病・妊娠学会　理事
　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
　秋岡祐子：日本小児腎臓病学会　理事，男女共同参画委員会委員長
　秋岡祐子：日本腎臓病学会　評議員，男女共同参画委員会委員長
　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
　秋岡祐子：日本小児科学会埼玉地方会学術委員
　秋岡祐子：関東小児腎臓研究会運営委員

6．業績
6-1．論文・学会発表

①Kopajtich…R,…Murayama…K,…Janecke…AR,…Haack…TB,…Breuer…M,…Knisely…AS,…Harting…I,…Ohashi…T,…Okazaki…Y,…Watanabe…
D,…Tokuzawa…Y,…Kotzaeridou…U,…Kölker…S,…Sauer…S,…Carl…M,…Straub…S,…Entenmann…A,…Gizewski…E,…Feichtinger…RG,…
Mayr…JA,…Lackner…K,…Strom…TM,…Meitinger…T,…Müller…T,…Ohtake…A,…Hoffmann…GF,…Prokisch…H,…Staufner…C:…Biallelic…
IARS…Mutations…Cause…Growth…Retardation…with…Prenatal…Onset,…Intellectual…Disability,…Muscular…Hypotonia,…and…
Infantile…Hepatopathy.…Am…J…Hum…Genet…99…（2）:…414-422,…2016.…

② Ogawa…E,…Shimura…M,…Fushimi…T,…Tajika…M,… Ichimoto…K,…Matsunaga…A,…Tsuruoka…T,… Ishige…M,…Fuchigami…T,…
Yamazaki…T,…Mori…M,…Kohda…M,…Kishita…Y,…Okazaki…Y,…Takahashi…S,…Ohtake…A,…Murayama…K:…Clinical…validity…of…
biochemical…and…molecular…analysis…in…diagnosing…Leigh…syndrome:…a…study…of…106…Japanese…patients.…J…Inherit…
Metab…Dis…2017…Apr…20.…doi:…10.1007/s10545-017-0042-6.…[Epub…ahead…of…print]

③ Imai…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,…Okazaki…Y:…Rapidly…progressive…infantile…cardiomyopathy…with…mitochondrial…
respiratory…chain…complex…V…deficiency…due…to…loss…of…ATPase…6…and…8…protein.…Int…J…Cardiol…207:…203-205,…2016.

④ Koshiba…M,…Karino…G,…Mimura…K,…Nakamura…S,…Yui…K,…Kunikata…T,…Yamanouchi…H.…Psycho-Cognitive…Intervention…
for…ASD…from…Cross-Species…Behavioral…Analyses…of…Infants,…Chicks…and…Common…Marmosets.…CNS…Neurol…Disord…
Drug…Targets.…2016;15（5）:578-86.

⑤ Homberg…JR,…Kyzar…EJ,…Nguyen…M,…Norton…WH,…Pittman…J,…Poudel…MK,…Gaikwad…S,…Nakamura…S,…Koshiba…
M,… Yamanouchi…H,… Scattoni…ML,… Ullman… JF,… Diamond…DM,… Kaluyeva… AA,… Parker…MO,… Klimenko…VM,…
Apryatin…SA,…Brown…RE,…Song…C,…Gainetdinov…RR,…Gottesman…II,…Kalueff…AV.…Understanding…autism…and…other…
neurodevelopmental…disorders…through…experimental…translational…neurobehavioral…models.…Neurosci…Biobehav…
Rev.…2016…Jun;…65:292-312.…doi:…10.1016/j.neubiorev.2016.03.013.…Review.

⑥ Abe…Y,…Sakai…T,…Okumura…A,…Akaboshi…S,…Fukuda…M,…Haginoya…K,…Hamano…SI,…Hirano…K,…Kikuchi…K,…Kubota…M,…Lee…
S,…Maegaki…Y,…Sanefuji…M,…Shimozato…S,…Suzuki…M,…Suzuki…Y,…Takahashi…M,…Watanabe…K,…Mizuguchi…M,…Yamanouchi…
H.　Manifestations…and…characteristics…of…congenital…adrenal…hyperplasia-associated…encephalopathy.…Brain…Dev.…
2016…Aug;38（7）:638-47.…doi:…10.1016/j.braindev.2016.01.007.

⑦ Mamiko…Koshiba,…Genta…Karino,…Koki…Mimura,…Shun…Nakamura,…Kunio…Yui,…<U>Tetsuya…Kunikata</U>,…Hideo…
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Yamanouchi　…Psycho-Cognitive…Intervention…for…ASD…from…Cross-Species…Behavioral…Analyses…of…Infants,…Chicks…
and…Common…Marmosets　CNS…&…Neurological…Disorders-Drug…Targets…15（5）:578―86，2016

⑧ Tetsuya…Kunikata,…Kayo…Morita,…Hayato…Sakurai,…Hiroko…Kakei,…Masakazu…Honda,…Masaki…Wada,…Hidenori…
Kawasaki,…Masanori…Tamura…Status…of…and…problems…concerning…neonatal…resuscitation… in…Japan… in…2015　
Pediatric…International　59:163-66，2016

⑨Hattori…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,…Matsuo…S.…Transition…of…adolescent…and…young…adult…patients…with…
childhood-onset…chronic…kidney…disease…from…pediatric…and…adult…renal…services:…a…nationwide…survey…in…Japan.…
Clin…Exp…Nephrol…20（6）:…918-925,…2016

⑩ Mochizuki…M,…Kikuchi…T,…Urakami…T,…Kikuchi…N,…Kawamura…T,…Yokomichi…H,…Hoshino…T,…Matsuura…N,…Sasaki…N,…
Sugihara…S,…Amemiya…S;…Japanese…Study…Group…of…Insulin
Therapy…for…Childhood…Adolescent…Diabetes…（JSGIT）.… Improvement… in…glycemic…control… through…changes… in…
insulin…regimens:…findings…from…a…Japanese…cohort…of
children…and…adolescents…with…type…1…diabetes.…Pediatr…Diabetes.…2017…Sep;18（6）:435-442.…doi:…10.1111/
pedi.12409.…Epub…2016…Jul…27.…PubMed…PMID:…27460670.

【総数：論文…英文　28 件，和文　41 件，学会発表海外　12 件，国内　107 件，講演　36 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，古賀靖敏，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,…

●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-…28 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 28-…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：村山　圭，研究分
担者：大竹　明他：創薬を見据えた，ミトコンドリア病の新規病因遺伝子の発見とその病態解明

●平成 28 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 300 千円

●平成 28 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
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者，菊池透　分担研究費 300 千円
●平成 28 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 28 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 25 年－平成 28 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
●平成 26 年－平成 28 年度文部科学省科学研究費助成事業基盤研究 B（一般研究）（「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，山内秀
雄，宿谷昌則．分担研究費…研究期間全体：12,000,000 円

●平成 28 年度　成長科学協会　平成 28 年度研究助成金
「肥満小児の骨年齢促進と思春期の身長スパートの短縮に関する研究」研究代表者　菊池透　

6-3．受賞
　荒尾正人　第 38 回日本小児腎不全学会学術集会　最優秀演題賞（急性腎不全領域）
6-4．特許，実用新案　
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　　　

第 7 回埼玉小児アレルギー疾患懇話会（事務局，代表世話人：徳山研一）
　日　時：2016 年 2 月 6 日（土）16：30…～…19：00
　場　所：ラフレ埼玉（さいたま市）
第 8 回埼玉小児アレルギー疾患懇話会（事務局，代表世話人：徳山研一）
　日　時：2016 年 7 月 30 日（土）16：30…～…19：00
　場　所：大宮ソニックシティ（さいたま市）

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），2016 年 2 月 8 日，さいたま市
徳山研一．こどもの食物アレルギー．日本小児科学会埼玉地方会・埼玉医科大学小児科共催市民公開講座 .…
2016.10.1 川越市
徳山研一．よくわかる子どもの喘息．埼玉医科大学市民公開講座「子どもと大人の喘息」.…2016.12.10 川越市
The…13th…Conference…of…Asian…Society… for…Mitochondrial…Research…and…Medicine… [ASMRM]…and…The…16th…
Conference…of…Japanese…Society…of…Mitochondrial…Research…and…Medicine…[J-mit]（大会長：大竹）

　日　時：2016 年 10 月 30 日（月）-11 月 1 日（水）
　場　所：TKP…Garden…City…Shinagawa（東京都港区）
第 12 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局，代表世話人：大竹）
　日　時：2016 年 11 月 28 日（月）18：30…～…20：40
　場　所：大宮パレスホテル（さいたま市）
第 11 回埼玉酵素補充療法研究会（事務局：大竹）
　日　時：2017 年 2 月 16 日（木）18:30 ～ 20:50
　場　所：大宮パレスホテル（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 27 回 2016 年……4 月 20 日（当番幹事：山内　秀雄）
　第 28 回 2016 年　7 月 20 日（当番幹事：國方　徹也）
　第 29 回 2016 年 11 月　2 日（当番幹事：菊池　透）
　第 30 回 2017 年　3 月　8 日（当番幹事：秋岡　祐子）
第 15 回新生児黄疸管理研究会（会長：國方徹也）
　日時：平成 28 年 10 月 1 日　　　　　　　場所：フクラシア品川クリスタルスクエア
第 23 回日本小児高血圧研究会（会長　菊池透）
　日時：平成…28…年…8…月…28…日（日）　　　場所：聖路加大学　聖路加臨床学術センター

International…symposium…on…acute…encephalopathy…in…infancy…and…its…related…disorders;…The…18th…annual…meeting…
of…infantile…seizure…society…July…1-3,…2016,Tokyo…（大会長；山内秀雄，事務局長；阿部裕一）
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7．自己点検・評価　
　教育，診療，研究の業務を，徳山を含む 5 人の教授で役割を分担し（徳山運営責任者・小児科診療部長，國方新
生児科診療部長，大竹研究主任，山内教育主任，菊池副診療部長），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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1．19）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．
緒方　大（OGATA,…Dai）：講師（10 月より）：病棟医長：指導教員（大学院）：皮膚腫瘍，皮膚外科：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
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）,…柳澤宏人（YANAGISAWA,…Hiroto）,…品田美奈子（SHINADA,…Minako）,…里村（成井）英恵（SATOMURA,…
Hanae）,…岡部正和（OKABE,…Masakazu）,…中井悠斗（NAKAI,…Yuto）,…佐藤詩穂里（SATO,…Shihori）,…佐々木庸介（SASAKI,…
Yosuke）,…東郷朋佳（TOGO,…Tomoka）,…助教．
根内厚子（NEUCHI,…Atsuko），実験助手
藤野典子（FUJINO,…Noriko），島崎京子（SHIMAZAKI,…Kyouko）,…秘書，

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：
≪卒前教育≫
　医学部学生が履修すべき皮膚科の基礎を学ぶ．皮膚の構造と機能，症候学，病理組織学にはじまり，代表的な疾患
について学ぶ．
≪卒後教育≫
　外来診療・病棟診療において，炎症性皮膚疾患，膠原病，皮膚腫瘍などの各疾患の診断，問診，治療などに関して
正しい知識を習得し，診療に役立てる．診療において患者へのインフォームドコンセントを十分に行うことを身につ
ける．
≪大学院教育≫
　大学院授業において，皮膚免疫学，皮膚生理学，皮膚形態学などに関する概念を把握し，さらに手技について学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
　平成 28 年度授業は，3 年生の講義として「病気の基礎 2 コース」の「免疫ユニット」1 時限，4 年生の講義として，「ヒ
トの病気 2 コース」の「免疫ユニット」2 時限，「皮膚・運動器ユニット」…14 時限を担当した．5 年生の BSL は各グ
ル－プ 1 週間行った．6 年生の講義数は皮膚科学 8 時限，外科総論 1 時限であった．4 年生の教育全体に関するオ
リエンテーションも 2 時限担当した．また，保健医療学部の講義も，看護学科，臨床検査学科，理学療法学科にお
いて各 2 時限を担当した．
≪卒前教育≫
　講義：主にプリントを配布し，スライドを使用して行なわれた．

3 年生＜免疫ユニット＞
1．アレルギー皮膚疾患の病態・治療－中村晃一郎
4 年生　オリエンテーション－倉持朗

4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞
1．皮膚の構造と機能－中村晃一郎
2．皮膚科診断学・症候学－土田哲也
3．全身と皮膚―大林寛人
4．物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―田口理史
5．光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―田口理史
6．皮膚真菌症―中山佳代子
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7．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
8．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―清原祥夫
9．性感染症，動物性皮膚疾患―鈴木正
10．薬疹―中村晃一郎
11．母斑・母斑症―倉持　朗
12．角化症―倉持　朗
13．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
14．細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）―土田哲也

　4 年生＜免疫ユニット＞
1．膠原病の皮膚病変－土田哲也
2．皮膚のアレルギー…－中村晃一郎

　6 年生＜皮膚疾患＞
1．皮膚感染症（ウイルス性発疹症を除く）―倉持　朗
2．皮膚腫瘍―倉持　朗
3．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―土田哲也
4．角化症，母斑・母斑症―倉持　朗
5．紅斑症・紫斑病，水疱症・膿疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎

　6 年生＜外科総論＞
　　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10単位おこなわれ，小人数討論をおこなった．その他，
週 2 回の病棟総廻診へ参加し，中央手術室では，実際に手洗いをして手術の助手として手術に加わった．また，
週に 2 回行われる臨床カンファランスと組織カンファレンスに出席した．

≪卒後教育≫
　前期・後期研修医を対象とした卒後教育では，外来診療において問診をとるなどの病棟診療においても，重症感染症・
良性・悪性腫瘍，などに対して，検査法，外用療法を含めた治療，光線療法，レーザー治療，また debridment をは
じめとする外科的処置，定期手術，緊急手術などに参加する．皮膚科の診療に不可欠な技術の習得に努める．
研修医・シニアレジデントは，外来診療，病棟診療を通じて，全身的ケアはもとより，皮膚科診療に不可欠な各種検
査手技，外用療法・光線療法・外科手術を含めた治療手技の修得に努めた．
≪大学院教育≫
　大学院では週 1 回の勉強会を通して専門的な知識の習得に努めた．また，蛍光免疫染色，細胞培養，電子顕微鏡
学的手法，分子生物学的実験，タンパク質の定量実験などを行い，アレルギー疾患や色素性疾患の病態解明のための
手技を獲得した．
2-3．達成度
≪卒前教育≫
　教育評価：4 年生はユニット別試験を行いユニットとして学習成果の総括的評価をおこなった．臨床実習（BSL,…
CC）の評価は，出欠，観察記録，レポ－トおよび口頭試問を総合して判定し，不合格者はいなかった．6 年生は総
合試験，および 2 回の卒業試験が行なわれ，卒業の合否は卒業試験の成績において全科的に総合して判定された．
≪卒後教育≫
　研修医・シニアレジデントの評価は，外来・病棟研修における診療，手術，病理実習，カンファランス発表，論文
などを総合して判定した．
≪大学院教育≫
　大学院授業で，最新医学特別講義でアレルギー性皮膚疾患の基礎的研究に関する授業を行った．大学院生の評価は
大学院授業への出欠，勉強会への出席状況，実験への参加によって評価を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　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
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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
　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．
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

（1）厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する標
準治療確立のための多施設共同研究　

（2）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：神経皮膚症候群に関する調査研究班
（3）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班
（4）厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウ

イルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿
主要因の包括的研究班

（5）厚生労働科学研究費補助金：難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患についての
調査研究班

3-3．研究内容と達成度
（1）がん研究開発費
　無色素性悪性黒色腫の dermoscopy 所見では，linear-irregular…vessels，dotted…vessels が認められた．血管拡張性
肉芽腫 , 基底細胞癌，エクリン汗孔腫の血管拡張パターンとは異なっており，今後有棘細胞癌や，肉芽腫性病変との
比較検討がさらに必要であるが，dermoscopy における血管の評価が，無色素性悪性黒色腫の診断に役立つことが期
待できる．

（2）神経皮膚症候群に関する調査研究班
　本年度も，多数の神経皮膚症候群の，その各々の臨床像に対する解析・検討を進めた．従来知られていなかった本
疾患の病態を明らかにしたり，新たな治療法の開発に結び付くようなヒントが得られる可能性があるものと考えてい
る．分子生物学，病理学，脳神経外科，小児神経科，神経内科，外科，整形外科，放射線医学の，国内の幾つかの大学・
研究所と，協力しながら，これらの仕事を進めている．神経線維腫症 1 型の神経原性腫瘍に対する対応，結節性硬
化症複合の皮膚病変への対応，色素性乾皮症の皮膚悪性腫瘍への対応については，さらに種々の工夫をしながら外科
療法，その他の実践を継続している．　今年度は更に，神経線維腫症 1 型の診療ガイドライン作成の最終年度であり，
完成させることができた．

（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
チェット病の皮膚病変に関するガイドラインの概論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
　該当疾患の新たな診療ガイドラインの作成の最終年度にあたり，これを完成させることが出来た．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についての治療指針つくり，また乳児血管腫の総論の新規作成に
関しても作成者として関与できた．
3-4．自己評価と次年度計画

（1）…Dermoscopy は元来色素病変に対して診察価値が高いとされるが，dermoscopy 上の詳細な血管評価が，早期に
無色素悪性黒色腫を診断することに役立つと考えられた．

（2）神経皮膚症候群では，神経線維腫症 1 型の臨床像の解析とともに，患者の最大の問題である神経原性腫瘍への
対応について，未解決の部分に様々な考察を加えながら，実践的な診療を続けていくつもりである．日本レックリ
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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．神経線維腫症 1 型の新診療ガイドライ
ンについては，今後改定する必要性も生じてくるものと考えている．

（3）ベーチェット病の治療ガイドラインの作成に向けてさらにエビデンス情報を収集し検討する．
（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る．作成した新ガイドライ

ンを見直し，向後改定する必要性があるかどうかも，検討を加える．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　膠原病，母斑・母斑症，皮膚悪性腫瘍，皮膚アレルギー疾患などを中心に，専門的診療を行っている．これら諸疾
患は皮膚科独特の見地から，注意深く診療をすすめるものであるが，それと同時に，皮膚に症状を生じる疾患は，全
身的な視野から，内科的，外科的に総合的な診療をしていくことが必要で，そのように努めている．したがって，他
科とも十分協力しあって診療にあたっている．
　臨床上の有用性をめざして，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断，また腫瘍性病変に
対する超音波・CT・MRI…等を用いた総合的画像診断を行い，悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについて，
詳細に検討している．また，膠原病の皮疹と全身症状との関連性については，充分注意深く，種々の観点から検討を
加えており，また母斑・母斑症，血管腫・脈管形成異常では詳細な臨床症状の解析，再検討を行い，種々の症状に対
する治療法の確立をめざしている．アレルギー性疾患の治療に関しては患者 QOL の向上を考えながら治療の遂行に
あたっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉地方裁判所専門委員（土田哲也）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　皮膚科の臨床　編集委員（土田哲也）
　日本レックリングハウゼン病学会雑誌　編集委員（倉持　朗）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　土田哲也：　　　日本皮膚科学会代議員，日本皮膚悪性腫瘍学会理事長，
　　日本皮膚病理組織学会理事，皮膚かたち研究会理事，
　　日本色素細胞学会評議員，
　　日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会評議員，
　　日本乾癬学会評議員，The…international…Scociety…Board…
　　Member，
　　皮膚脈管懇話会・膠原病研究会世話人，皮膚悪性腫瘍ガイドライン作成委員会作成責任者（非リンフォーマ部門）
　倉持　朗：日本レックリングハウゼン病学会評議員
　中村晃一郎：日本皮膚科学会代議員，日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会評議員，日本乾癬学会評議員，
　　　　　　　日本研究皮膚科学会評議員，日本小児皮膚科学会世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書（ほか論文 42 編，学会発表…67 回）

① Ogata…D,…Kiyohara…Y,…Yoshikawa…S,…Tsuchida…T:…Usefulness…of… sentinel… lymph…node…biopsy… for…prognostic…
prediction…in…extramammary…Paget’ s…disease.…Eur…J…Dermatol.…2016…;…26（3）:254-259.

② Ogata…D,…Shimizu…A,…Hokama…Y,…Arai…E,…Tsuchida…T:…A…case…of…human…papillomavirus-associated…squamous…cell…
carcinoma…with…bone…invasion…and…verruca…vulgaris…of…the…fingernails.…Eur…J…Dermatol.…2016;…26（5）:508-510.

③ Ogata…D,…Yanagisawa…H,…Suzuki…K,…Oashi…K,…Yamazaki…N,…Tsuchida…T:…Pazobanib…treatment…slows…progression…and…
stabilizes…disease…in…patients…with…taxane-resistant…cutaneous…angiosarcoma.…Med…Oncol.…2016;…33（10）:116.

④ Ogata…D,…Arai…E,…Taguchi…M,…Ohara…K,…Saida…T,…Tsuchida…T:…Case…of…pigmented…epithelioid…melanocytoma…affecting…
the…thumbnail.…J…Dermatol.…2016;…doi:10.1111/1346-8138.…13680.…

⑤ Nakamura…K,…Miyano…K,…Tsuchida…T,…Meguro…A,…Mizuki…N:… Interleukin-17A…gene…polymorphism…with… the…
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susceptibility…of…intestinal…symptoms…in…patients…with…Behçet's…disease.…J…Dermatol.…2016;…43（6）:708-708.
⑥宮野恭平，難波純英，新井康介，田口理史，中村晃一郎，倉持朗，土田哲也：抗 TNFα 抗体製剤（インフリキ

シマブ）導入後，副腎皮質ステロイド薬外用剤中止により続発性副腎不全を生じた乾癬性紅皮症の 1 例 .…皮膚臨
床 .…2016;…58（4）:…563-567.

⑦村上拓生，緒方大，中村晃一郎，倉持朗，土田哲也：鼻背部に生じた嚢腫型基底細胞癌 .…皮膚臨床 .…2016;…58（9）:…
1378-1380.

⑧村上拓生，緒方大，中村晃一郎，倉持朗，土田哲也：肛門管癌より生じた続発性乳房外 Paget 病―原発性乳房外
Paget 病との臨床的な相違点についてー .…皮膚臨床 .…2016;…58（9）:…1381-1384.

⑨中村晃一郎：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2015.…アレルギー .…2016;…65（9）:1178-1181.
⑩倉持朗：いま乳児血管腫をどのように捉えるべきかープロプラノロール内服薬療法が導入されるにあたってー .…

皮膚病診療 .…2016;…38（5）:444-453.
6-2．獲得研究費
（1）厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する

標準治療確立のための多施設共同研究：研究協力者　土田哲也
（2）厚生労働科学研究補助金：神経皮膚症候群に関する調査研究班：分担研究者　倉持…朗
（3）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班：分担研究者　中村

晃一郎
（4）厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎

ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班：研究協力者　土田哲也
（5）厚生労働科学研究費補助金：難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患について

の調査研究班：研究協力者　倉持　朗
6-3．受賞　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
（1）症例検討会の開催：
　（a）病理診断部門と合同で行っている症例検討会　1 ヶ月に 2 回
　（b）院外紹介元医師を対象とした症例検討会（報告会）　3 ヶ月に 1 回

7．自己点検・評価
　診療面では，外来，病棟とも多数の患者があり，重症例に対しても優れた治療成績が得られた．手術件数，入院症
例が多く，来年度も診療面での治療成績の向上に対する充実をはかりたい．教育については BSL 指導，講義を中心
に充分に時間をかけて行っている．理解力や実践力をさらに深める教育を行いたい．研究面では，膠原病，母斑症，
血管腫，および悪性腫瘍に関し臨床研究が行なわれ，充分な成果が得られたが，来年度に向けて更に研究を進めていく．
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1．20）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）… 教授：診療副科長：医長：指導教員（大学院）：前立腺肥大症：尿道狭窄：レー
… ザー TUR：腹腔鏡手術：院内感染：博士
中平洋子（NAKAHIRA,…Yoko）… 講師：教育副主任：医長：女性泌尿器：過活動膀胱：排尿障害：博士
坂本博史（SAKAMOTO,…Hirofumi）… 助教：泌尿器科全般
花島文成…（HANASHIMA,…Fuminari）…助教：泌尿器科全般
香久山裕史（KAGUYAMA,…Hirofumi）… 助教：泌尿器科全般
林　泰樹（HAYASHI,…Taiki）… 助教：泌尿器科全般
案納忠譜（ANNOU,…Tadatsugu）… 助教：泌尿器科全般
松田　香…（MATSUDA,…Kaori）… 非常勤医師
青沼佳代（AONUMA,…Kayo）… 非常勤医師
飯田正弘（IIDA,…Masahiro）… 実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
　医学部学生が履修すべき泌尿器科学の基礎を教える．医師国家試験合格を念頭に指導する．
2-2．教育内容（担当者）
　系統講義：臨床に沿った講義を行う．
　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
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．
2-3．達成度
　実習では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．近年国家試験の合格が難しくなっており，受験指導を徹底する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床に役立つ基礎研究と，新たな evidence を示す臨床研究を行う．
3-2．研究プロジェクト
A：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磁気療法
Ｃ：排尿機能
　排尿障害患者に対する尿流動態検査（特に低活動膀胱患者について）
Ｄ：尿路結石症
　1）Dual…Energy…CT の有用性
　2）尿路結石と尿路感染症
3-3．研究内容と達成度
A：…結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫（TSC-AML:tuberous…sclerosis…complex…-angiomyolipoma）
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　TSC-AML に対するエベロリムスの有用性は証明されている．現在，長期投与症例について経過観察中である．エ
ベロリムス投与 2 年以上の症例では，副作用と医療費の関係で 8 割以上の症例で減量している．しかし，エベロリ
ムス減量により AML が再増大傾向を示す症例があるため，増量している症例もある．今後も経過観察を継続する．
B: 過活動膀胱に対する磁気療法：難治性過活動膀胱女性患者に限り，磁気療法を行っている．副作用のために薬物

療法を継続できなかった症例では磁気療法はやや有効性を示しているが，薬物療法無効症例では，磁気療法は無効
なことが多い．しかし，有害事象を発症することはなく，少なくともその点は評価できる．

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っており，最近では低活動膀胱患者の診断方
法について検討している．主に，projected…isovolumetric…pressure や watt…factor を用いて排尿筋収縮力を検討して
おり，測定法の問題点や臨床的背景との関連について検討している．

D:…尿路結石症
1）DECT は，尿路結石の成分（カルシウム含有結石や尿酸結石）が確認できることが有効であり，特に，単純Ｘ

線写真では確認できない尿酸結石の同定には有効である．引き続きデータ収集を継続している．
2）尿路結石症はしばしば重症尿路感染症を合併することがある．現在，尿路結石患者の尿と尿路結石患者より細

菌検出を試みており，その因果関係と臨床症状との関連について検討している．
3-4．自己評価・次年度計画
　将来われわれの研究が臨床応用され，患者に貢献できることを目標にする Clinical…Basic…Research…が中心である．
今後さらなる尽力を進めていかなればならないと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　一般的な泌尿器科疾患を扱う通常外来に加え専門外来（排尿機能外来，前立腺精査外来，女性ヘルスケセンター）
を開いており，埼玉西部地区における泌尿器科拠点病院として，地域医療へ貢献している．腎臓病センターと連携し
慢性腎不全に対する関連手術を担当している．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

朝倉：排尿機能学会評議委員
　　　International…Journal…of…Urology
　　　LUTS…
矢内原：International…Journal…of…Urology
　　　　Internal…Medicine
　　　　日本泌尿器科学会雑誌査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特になし

6．業績
6-1．著書・論文・学術発表

著書：欧文 0 編，和文 2 編，計 2 編
論文数：欧文 2 編，和文 0 編，計 2 編
学会発表数：国際 5，国内 13，計 18 回
著書
①朝倉博孝：1. 治療 ;Section…01…手術療法 : 下部尿路機能障害に関する手術（主に尿失禁）.
下部尿路機能障害の治療とケア　page144-154.…MC メデイカ，2017 年 1 月
②朝倉博孝：過活動膀胱の診断と治療：診断の実際 . カレントテラピー 34（12）,29-34,…2016
論文
英文
③ TasakiS,…Horiguchi…A<…Asano…T,Kuroda…K,…Sato…A,…Asanuma…J,… Ito…K,…Asano…T,…Asakura…H.…Preoperative…serum…

docosahexaenoic…acid…level…predicts…prognosis…of…renal…cell…carcinoma.…Mol…Clin…Oncol…2016,…5（1）:69-73
④ Ogihara…K,…Kikuchi…E,…Yuge…K,…Yanai…Y,…Matsumoto…K,…Miyajima…A,…Asakura…H,…Oya…M…
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　The…Preoperative…Neutrophil-to-lymphocyte…Ratio…is…a…novel…biomarker…for…predicting…worse…clinical……outcomes…in…
non-muscle…invasive…bladder…cancer…patients…with…a…previous…history…of…smoking……Ann…Surg…Oncol…2016,23（Suppl…
5）:1039-1047…

学会発表
海外
⑤ Yamanishi…H,…Asakura…H…et.al.… :Dutasteride… in…combination…with… imidafenacin…versus…dutasteride…alone… for…

management…of…benign…prostatic…enlargement…with…overactive…bladder:A…multicenter,…randomized…control…trial.…
ICS…2017,…Sept…13-16,…2016.…Tokyo,…Japan.

⑥ Sakamoto…H,…Asakura…H…et.al:Dry…mouth…of…OAB…patients…treated…with…mirabegrone…and…antimuscarnics.… ICS…
2016,Sept…13-16,…2016.…Tokyo,…Japan.…

⑦ Teranishi…Y,…Asakura…H,…et.al.:…The…evaluation…of…weak…contractility…in…elderly…women…by…projected…isovolumetric…
pressure.…IUGA…2016,…Aug…3-6,2016.…Cape…Town,…South…Africa

⑧ Hanashima…F,…Asakura…H…et.al.:…Efficacy…of…duel…energy…CT…on…urolithiasis…diagnosis…and… treatment.…13th…
International…Symposium…on…Urolithiasis.…July…19-22,…2016.…Makuhari,…Japan

⑨ Yamanishi…H,…Asakura…H…et.al.:A…52-week…randomized…comparative…study…of…a… triple… therapy（tamusulosin,…
dutasteride,and… imidafenacin）…versus…a…dual… therapy（tamusulosin…and…dutasteride）… in…benign…prostatic…
hyperplasia…patients…with…overactive…bladder…（Direct…study）…EAU…2017…March…24-28,…2017,…London,…England

国内
⑩第 104 回日本泌尿器科学会（2016.4/23），仙台市
経験の少ない術者による腹腔鏡下無阻血腎部分切除における 1 年間の術後経験観察：一般的腎部分切除との比較…
矢内原…仁，林…泰樹，香久山…裕史，寺西…悠，花島…文成，坂本…博史，…松田…香，中平…洋子，朝倉…博孝…

【総数：論文 2 件，学会発表 18 件，著書 2 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　特になし
6-3．受賞
　特になし
6-4．特許・実用新案
　特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
　第 73-75 回日本泌尿器科学会埼玉地方会

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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1．21）眼科

1．構成員
篠田　啓（SHINODA,…Kei）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：網膜硝子体疾患，視覚生理学：
　　　　　　　　　　　　……博士
板谷正紀（HANGAI,…Masanori）：教授：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）：教授：ゲノム医学研究センター：博士
加藤直子（KATO,…Naoko）：准教授：研究主任…: 診療副部長：…指導教員（大学院）：前眼部疾患，円錐角膜，重症アレルギー
　　　　　　　　　　　…疾患，屈折矯正：博士
木村　至（KIMURA,…Itaru）：准教授：教育主任 :…診療副部長：指導教員（大学院）：…緑内障，眼循環：博士
樺澤　昌（KABASAWA,…Sho）：講師：網膜硝子体疾患，眼科疾患全般
山田教弘（YAMADA,…Norihiro）：講師：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：網膜硝子体疾患，角膜疾患，
　　　　　　　　　　　　　　……遺伝子疾患：博士　
庄司拓平（SHOJI,…Takuhei）：講師 :…指導教員（大学院）：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（KATSUMOTO,…Takeshi）：助教：網膜硝子体疾患，斜視
石川　聖（ISHIKAWA,…Sho）：助教：研修担当医長：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
長島崇充（NAGASHIMA,…Takamitsu）：助教
佐々木貴優（SASAKI,…Takanori）：助教
花房　彩（HANABUSA,…Aya）：助教
吉川祐司（YOSHIKAWA,…Yuji）：助教
石井宏和（ISHII,…Hirokazu）：助教
尾﨑公威（OZAKI,…Kimitake）：助教
菊地俊介（KIKUCHI,…Shunsuke）：助教
熊谷知幸（KUMAGAI,…Tomoyuki）：助教
小島孚允（KOJIMA,…Takayoshi）：客員教授：眼腫瘍：博士
石川　弘（ISHIKAWA,…Hiroshi）：客員教授：神経眼科：博士
米谷　新（YONEYA,…Shin）：客員教授：博士
新家　眞（ARAIE,…Makoto）：客員教授：博士
村山耕一郎（MURAYAMA,…Koichiro）…：客員教授：博士：緑内障
野寄　忍（NOYORI,…Shinobu）：非常勤講師：眼科疾患全般
大木隆太郎（OOKI,…Ryutaro）：非常勤講師：糖尿病網膜症，ぶどう膜炎，涙道疾患：博士
眞鍋洋一（MANABE,…Youiti）…:…非常勤講師：屈折矯正，白内障：博士
魵澤伸介（EBISAWA,…Nobusuke）：非常勤講師：網膜硝子体疾患，網脈絡膜微小循環
土橋尊志（TSUCHIHASHI,…Takashi）：非常勤講師：加齢黄斑変性：博士
今井大介（IMAI,…Daisuke）：非常勤講師：網膜硝子体疾患：博士
小島照夫（KOJIMA,…Teruo）：非常勤講師
福本光樹（FUKUMOTO,…Teruki）…: 非常勤講師：特殊コンタクトレンズ…
林　孝彦（HAYASHI,…Takahiko）…：非常勤講師：角膜移植：博士
上山数弘（UEYAMA,…Kazuhiro）：非常勤講師：斜視弱視：博士
奥田晴美（OKUDA,…Harumi）：非常勤医師：博士
袖山丈男…（SODEYAMA,…Takeo）…:…非常勤医師：眼科疾患全般

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
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する基礎的な知識を習得する．
　具体的な目標：
（1）…眼器官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）
卒前教育
　眼科学（感覚器）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，幅広い知識を習得出来るように努めた．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）
　加藤　　　眼の解剖と機能，視機能（視力 , 屈折と調節 , 視野 , 色覚），角膜疾患
　木村　　　緑内障の診断，緑内障の治療
　樺澤　　　網膜疾患（2）　
　山田　　　網膜疾患（1）
　庄司　　　眼科医療の進歩
　堀江　　　眼内腫瘍・分子生物学
　村山　　　視機能の異常，眼科薬理学，視神経障害 , 眼瞼・眼窩腫瘍，神経眼科
　野寄　　　眼の発生とその異常・外眼部疾患
　大木　　　ぶどう膜疾患
　眞鍋　　　水晶体と白内障
　小島（照）全身疾患と眼

（5 年生）

午前 午後

月

9:30 ～ Orientation
手術患振り分け，Report 説明
10:00 ～自分の眼について
本館 9F 病棟・月曜病棟班

13:30 ～蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
本部棟 6F 医局・野寄

火
9:30 ～緑内障（クルズス）
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
9:30 ～診断学・担当患者・疾患の説明本部棟
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）

16:00 ～屈折・視野検査説明
東館 2F 外来・新藤

木
手術見学・助手（実習）
9:00 ～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・各担当医

金
10:00 ～総回診見学
本館 9F 病棟・木村

14:30 ～試問・総括
本部棟 6F 医局・木村
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（6 年生講義内容）
加藤　　前眼部疾患
木村　　緑内障・視神経疾患，眼疾患【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】
樺澤　　眼底疾患
山田　　白内障
村山　　視機能障害・眼科領域の悪性腫瘍
魵澤　　《必須の症候と疾患》眼外傷・ぶどう膜疾患
今井　　全身疾患と眼病変
卒後教育
　5 年間の眼科研修を行う事により，眼科医としての基礎的臨床力を身につけ，日本眼科学会専門医制度の眼科専門
医試験受験資格を得ることが可能である．当科は日本眼科学会専門医制度による眼科研修プログラム施行施設（認定
第…1032 号）として承認されており，本プログラムにより，眼科臨床医として基礎をしっかり身につけることができ
るとともに，キャリア形成の方向性が見いだし，それに応じて大学院，海外留学，国内留学など幅広い選択肢の中か
ら選んで自分に合ったキャリア形成を開始することができる．基礎として，幅広い症例を経験していただくことで診
断力と治療と周術期管理を身につけられるようにした．特にプログラム初年度から上級医の指導の下，白内障手術の
執刀完投を目指した．
大学院教育
＜カリキュラム＞
　シニアレジデントカリキュラムに準じ，最初の 2 年間は，まず一般眼科医の基礎をして必要な，解剖，生理，病
理などについて講義を受ける．同時に臨床医として外来，病棟で診療にあたり，眼科の内科的側面，外科的側面につ
いて学ぶ．とくに手術学理論を学ぶとともに，あらゆる眼科手術の介助を実践して手術手技を学ぶ．1 年目より白内
障手術の模擬手術トレーニングを経て，実際の白内障手術の執刀を開始し完投を目指す．
　後半の 2 年間では，前半の 2 年間を基に，指導教官と相談の上，興味のある点を研究テーマとして構想する．研
究グループに属して行われ，実験およびデータ採取，整理と管理，論文のまとめ方など一貫した丁寧な指導をする．
2-3．達成度
卒前教育
　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．
卒後教育，大学院教育
　従来のシステムより数段，臨床での経験値を積むことができた．また，大学院としてのテーマにそって早くもデー
タ採取，整理，学会発表ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　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．BSL 期間では十分に眼科学の習得することは難
しいが，検査の意味や結果の解釈ができるように指導したい．また，学生の希望するクルズスをより多くとりいれな
がら，実際の臨床をより多く触れる機会として豚眼を用いた白内障手術実習は学生に好評だった．
卒後教育
　指導医の増加や専門分野が以前より多岐にわたるようになったことから，幅広い眼科知識に触れるようになったが，
まだ十分な教育プログラムとはいえないため十分習熟できるように専門外来を検討していきたい．
大学院教育
　入局してから大学院に入学を希望する者が増えているので，サポートしながら研究や学会発表にも繋げていく．

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
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データを積み重ねることを目標とした．その具体案は，以下の研究内容の項に記載する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）眼科疾患における DNA，RNA，タンパク質，細胞の網羅的解析　～オミックス解析を通じて希少難治性疾患

の医療に貢献する基盤研究～：研究代表者　篠田啓
　国立病院機構……日本学術振興会

（2）新しいプレカット DMEK ドナーにおける角膜内皮細胞の生存率の検討：研究代表者　石……川聖
　科学研究費助成事業…若手研究（B）

（3）緑内障術後眼に起きる前房水流変化による角膜内皮細胞への影響の検討：研究代表者　山田教弘
（4）進行性円錐角膜に対する角膜クロスリンキングの経済効果の研究：研究代表者　加藤直子

3-3．研究内容と達成度
（1）現在遺伝性網膜視神経疾患のうち遺伝子及び変異が特定されている疾患は全体の 40% 程度といわれており，

のこりの 60％についてはわが国固有の変異を含め未知の遺伝子や変異があると考えられる．現在，東京医療セ
ンターを中心とする眼疾患の網羅的遺伝子解析および機能解析が行われており，当大学も参加を希望している．
進捗状況は当院での大学倫理委員会審査中である．

（2）現在，埼玉医科大学では新しい角膜内皮移植である DMEK を積極的に行っているが，その移植片の内皮細胞
の生存率は，移植片の作成方法や保存方法に影響される．移植片作成方法と保存方法を工夫することで，内皮細
胞にもっとも負荷が小さく，かつ手術に便利な方法を開発することを目標としている．達成度：現在予備実験を
終え，これから本格的なデータ採取に入るところである．

（3）緑内障眼では角膜移植片の生存率が悪く，手術成績が劣る．緑内障眼の眼内を模倣した環境で角膜内皮細胞
が受ける影響を調べ，緑内障眼に手術を行う際に角膜内皮細胞を保護するための方策を検討する．達成度：実験
系を考案し，これから予備実験を行う．

（4）角膜クロスリンキングは円錐角膜の進行を停止させる手術である．角膜クロスリンキングを行うことにより
円錐角膜を初期の状態で停止させれば，患者のその後の QOL は著しく向上する．マルコフモデルを用いて初期
に角膜クロスリンキングを行なった際の経済効果を検討する．達成度：現在データ解析中である．

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
　日本眼科学会評議員（篠田　啓）
　日本眼科学会専門医認定試験試問委員（篠田　啓）
　日本眼科学会総集会プログラム委員（篠田　啓）
　日本視野学会評議員（篠田　啓）
　日本臨床視覚電気生理学会理事（篠田　啓）
　JSCEV プログラム委員（篠田　啓）
　埼玉県眼科手術談話会世話人（篠田　啓）
　日本眼科手術学会プログラム委員（篠田　啓）
　埼玉県眼科医会顧問（米谷　新）
　日本緑内障学会特任理事（新家　眞）
　埼玉県眼科医会常任理事（小島孚允）
　埼玉県眼科医会理事（板谷正紀）
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　日本眼科手術学会理事（板谷正紀）
　日本眼科手術学会学術委員（板谷正紀）
　日本眼科手術学会編集委員会責任者（板谷正紀）
　日本緑内障学会評議員（板谷正紀）
　埼玉県賢・アイバンク協会理事（加藤直子）
　日本眼循環学会理事（木村　至）
　日本レーザー医学会評議員（庄司拓平）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本眼科学会編集委員（篠田　啓）
　PLoS…ONE（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）
　Investigative…Ophthalmology…&…Visual…Science…（庄司拓平）
　Eye（庄司拓平）
　Clinical…and…Experimental…Optometry…（庄司拓平）
　British…Journal…of…Ophthalmology…（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
　さいたま医事関係事件鑑定人（篠田　啓）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①広帯域モード・ロックレーザー光源光干渉断層計を用いた篩状板傾斜角測定と緑内障・近視の関連…（平成 27 年
度日本眼科学会学術奨励賞…受賞論文総説）　

　庄司…拓平　日本眼科学会雑誌…120（11）…764-771
② In…vivo…crystalline…lens…measurements…with…novel…swept-source…optical…coherent…tomography:…an…investigation…

on…variability…of…measurement.…Shoji…T,…Kato…N,…Ishikawa…S,…Ibuki…H,…Yamada…N,…Kimura…I,…Shinoda…K　BMJ…Open…
Ophthalmology.…1（1）…e000058　2016

③乳頭ピット黄斑症候群に術前網膜光凝固併用硝子体手術が著効した 1 例 .…菊地俊介，勝本武志，渋谷雅之，樺澤
昌，秋山　淳，篠田　啓　日本眼科手術学会　東京　2017 年 1 月

④ Techniques…for…Learning…Descemet…Membrane…EndothelialKeratoplasty…for…Eyes…of…Asian…Patients…With…Shallow…
AnteriorChamber．Kato…N,Hayashi…T,…Oyakawa…I,　…Cornea　2017…Mar;36（3）:390-393.

⑤レーザー光干渉断層計による中心窩無血管領域の検討　木村　至，黒田寛人，鈴木将之，伊吹寿士，庄司拓平，
新家　眞，米谷　新　日本眼科学会　仙台　2016 年 4 月

⑥電気生理検査（Electrophysiologyic　Examination）篠田啓　日本眼科学会　仙台　2016 年 4 月
⑦診断に苦慮した腺様嚢胞癌の 1 例　山田教弘，勝本武志，石沢圭介，佐々木惇，木村至，小島孚允　日本臨床

眼科学会　京都　2016 年 11 月
⑧日本人の進行性円錐角膜眼における角膜クロスリンキングの成績　加藤直子，許斐健二，新澤恵，葛西梢，井出武，

酒井誓子，根岸一乃，戸田郁子，坪田一男，島崎潤　日本角膜学会総会・日本角膜移植学会　福岡　2017 年 2
月

⑨流涙を主訴に来院した患者の原因の検討　石川聖，村山耕一郎，加藤直子　日本角膜学会総会・日本角膜移植学
会　福岡　2017 年 2 月

【総数：論文…11…件，学会発表…39…件，講演…57…件】
6-2．獲得研究費

・日本学術振興会 :…科学研究費助成事業　国際共同研究加速基金
　「ビッグデータを用いた極早期緑内障経時的変化の解明」…庄司拓平
・埼玉医科大学病院　若手研究者育成研究費…
　「光干渉断層計を用いた網膜内非対称性の定量化と極早期緑内障構造変化の解明」… 庄司拓平
・埼玉医科大学　学内グラント
　「新しいプレカット DMEK ドナーにおける角膜内皮細胞の生存率の検討」… 石川　聖
・ファイザー　アカデミック・コントリビューション



409

眼　科

　「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」… 庄司拓平
　「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構序の解明」… 庄司拓平
　「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」… 板谷正紀
　「抗炎症薬・抗酸化薬を用いた円錐角膜の治療」…加藤直子
　「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」…木村　至
・日本アルコン 2016 研究助成
　「プロスタサイクリン受容体異常による緑内障発祥の病態解明」… 木村　至
・ノバルティスファーマ眼疾患研究助成
　「レーザー OCT を用いた黄斑部及び視神経乳頭の包括的解析による緑内障病態の解明」… 木村　至
　「緑内障術後眼における前房内環境の変化と角膜内皮細胞への影響」… 山田教弘
　「周術期における他覚的網膜機能評価システムの確立」… 篠田　啓
　「抗炎症薬を用いた円錐角膜治療の研究」… 加藤直子
　「眼底酸素飽和度と静脈径の測定により，網膜中心静脈閉鎖症の虚血化を解明し適切な治療時期を探る」… 渋

谷雅之
・大塚製薬株式会社研究助成

　　「長波長 OCT を用いた生体篩状板の構造的変化と緑内障および近視の関連」… 加藤直子
　「角膜内皮移植の予後に影響する因子の研究」… 加藤直子
6-3．受賞
　日本緑内障学会　平成 28 年度フェローシップグラント… 庄司拓平
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉眼科講習会開催 2017 年 1 月　川越プリンスホテル
　OWL 勉強会開催 2016 年 5 月　帝国ホテル
　若葉の会開催 2016 年 4 月　丸木記念館
　若葉の会開催 2016 年 6 月　丸木記念館
　若葉の会開催 2016 年 10 月　丸木記念館
　若葉の会開催 2016 年 12 月　丸木記念館

7．自己点検・評価
※学部
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標に達した．昨年からの継続で，網膜疾患以外の，角膜，腫瘍，神

経眼科，涙道疾患の診療はより専門性の高いものになった．専門班ごとの研究，教育も充実していた．
※大学院
　大学院生も，診療にも十分携わりながら，研究面での OCT アンギオグラフィーを用いた画像解析を順調にすすめ，

データ構築は順調であった．
　次年度には，専門外来の設置などを目標とし，より外来待ち時間の短縮や，より良い質の高い診療，教育，研究

をできるように努めたい．



臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

410

1．22）（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（KIKKAWA,…Sayaka）：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………

上條篤
　「スギ花粉症」2016/5/28（埼玉県狭山市）　
池園哲郎
　「わかりやすい耳の病気のお話　～難聴　耳だれ　かゆみ　痛み　出血～」
　医学教育センター市民公開講座　主催：埼玉医科大学　2016/7/16
池園哲郎，坂本圭
　「きこえの改善　～補聴器と人工内耳～」

　　千葉市人工内耳相談会　主催：千葉市中途失聴者・難聴者協会　2016/11/20

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文（英文）
① Matsuda…H,…Sakamoto…K,…Matsumura…T,…Saito…S,…Shindo…S,…Fukushima…K,…Nishio…SY,…Kitoh…R,…Shibasaki…O,…Ito…A,…

Araki…R,…Usami…SI,…Suzuki…M,…Ogawa…K,…Hasegawa…T,…Hagiwara…Y,…Kase…Y,…Ikezono…T.…
A…nationwide…multicenter… study…of… the…Cochlin　tomo-protein…detection… test:… clinical… characteristics…of…
perilymphatic…fistula…cases.
Acta…Otolaryngol.…137…:53-59,2017/3

② Wada…T,…Sano…H,…Nishio…SY,…Kitoh…R,…Ikezono…T,…Iwasaki…S,…Kaga…K,…Matsubara…A,Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…
Suzuki…M,…Takahashi…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Hara…A,…Usami…SI.
Differences…between…acoustic…trauma…and…other…types…of…acutenoise-induced…hearing…loss…in…terms…of…treatment…
and…hearing…prognosis.…
Acta…Otolaryngol.…137:48-52,2017/3

③ Kitoh…R,…Nishio…SY,…Ogawa…K,…Kanzaki…S,…Hato…N,…Sone…M,…Fukuda…S,…Hara…A,Ikezono…T,…Ishikawa…K,…Iwasaki…S,…Kaga…
K,…Kakehata…S,…Matsubara…A,…Matsunaga…T,Murata…T,…Naito…Y,…Nakagawa…T,…Nishizaki…K,…Noguchi…Y,…Sano…H,…Sato…H,…
Suzuki…M,Shojaku…H,…Takahashi…H,…Takeda…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Yamasoba…T,…Usami…SI.
Nationwide…epidemiological…survey…of…idiopathic…sudden…sensorineural…hearing…loss…in…Japan.
Acta…Otolaryngol.…137:8-16,2017/3

④ Yoshida…T,…Sone…M,…Kitoh…R,…Nishio…SY,…Ogawa…K,…Kanzaki…S,…Hato…N,…Fukuda…S,Hara…A,…Ikezono…T,…Ishikawa…K,…
Iwasaki…S,…Kaga…K,…Kakehata…S,…Matsubara…A,Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…Nakagawa…T,…Nishizaki…K,…Noguchi…Y,…
Sano…H,…Sato…H,…Suzuki…M,…Shojaku…H,…Takahashi…H,…Takeda…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Yamasoba…T,Usami…SI.
Idiopathic…sudden…sensorineural…hearing…loss…and…acute…low-tone…sensorineural…hearing…loss:…a…comparison…of…the…
results…of…a…nationwide…epidemiological…survey…in…Japan.
Acta…Otolaryngol.…137:38-43,2017/3

⑤ Umesawa…M,…Kobashi…G,…Kitoh…R,…Nishio…SY,…Ogawa…K,…Hato…N,…Sone…M,…Fukuda…S,Hara…A,…Ikezono…T,…Ishikawa…K,…
Iwasaki…S,…Kaga…K,…Kakehata…S,…Matsubara…A,Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…Nakagawa…T,…Nishizaki…K,…Noguchi…Y,…
Sano…H,…Sato…H,…Suzuki…M,…Shojaku…H,…Takahashi…H,…Takeda…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Yamasoba…T,Usami…SI.
Relationships…among…drinking…and…smoking…habits,…history…of…diseases,body…mass… index…and…idiopathic…sudden…
sensorineural…hearing…loss…in…Japanese…patients.
Acta…Otolaryngol.…137:17-23,2017/3

⑥ Sato…H,…Kuwashima…S,…Nishio…SY,…Kitoh…R,…Fukuda…S,…Hara…A,…Hato…N,…Ikezono…T,…Ishikawa…K,…Iwasaki…S,…Kaga…K,…
Matsubara…A,…Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…Nakagawa…T,…Nishizaki…K,…Noguchi…Y,…Ogawa…K,…Sano…H,…Sone…M,…
Shojaku…H,…Takahashi…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Yamasoba…T,…Usami…SI.…
Epidemiological…survey…of…acute…low-tone…sensorineural…hearing…loss.…
Acta…Otolaryngol.…137:34-37,2017/3

⑦ Okada…M,…Hato…N,…Nishio…SY,…Kitoh…R,…Ogawa…K,…Kanzaki…S,…Sone…M,…Fukuda…S,…Hara…A,…Ikezono…T,…Ishikawa…K,…
Iwasaki…S,…Kaga…K,…Kakehata…S,…Matsubara…A,…Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…Nakagawa…T,…Nishizaki…K,…Noguchi…Y,…
Sano…H,…Sato…H,…Suzuki…M,…Shojaku…H,…Takahashi…H,…Takeda…H,…Tono…T,…Yamashita…H,…Yamasoba…T,…Usami…SI.…
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The…effect…of…initial…treatment…on…hearing…prognosis…in…idiopathic…sudden…sensorineural…hearing…loss:…a…nationwide…
survey…in…Japan.
Acta…Otolaryngol.…137:30-33,2017/3

⑧ Morita…S,…Fujiwara…K,…Fukuda…A,…Fukuda…S,…Nishio…SY,…Kitoh…R,…Hato…N,…Ikezono…T,…Ishikawa…K,…Kaga…K,…Matsubara…
A,…Matsunaga…T,…Murata…T,…Naito…Y,…Nishizaki…K,…Ogawa…K,…Sano…H,…Sato…H,…Sone…M,…Suzuki…M,…Takahashi…H,…Tono…T,…
Yamashita…H,Yamasoba…T,…Usami…SI.
The…clinical… features…and…prognosis…of…mumps-associated…hearing… loss:… a… retrospective,…multi-institutional…
investigation…in…Japan.
Acta…Otolaryngol.…137:44-47,2017/3

⑨ Komori…M,…Yamamoto…Y,…Yaguchi…Y,…Ikezono…T,…Kojima…H.…
Cochlin-tomoprotein…test…and…hearing…outcomes…in…surgically…treated…true…idiopathic…perilymph…fistula.
Acta…Otolaryngol.…136（9）:901-4,2016/9…

学会発表
【シンポジウム】
⑩ Symposium.…

Ikezono…T,…Shindo…S,…Sugizaki…K,…Inoue…T,…Itoh…A
Video…head…impulse…test,…Japan…experience.…
29th…Barany…Society…Meeting（Seoul,…Korea）.…2016/6/5-8

【総数：論文…32 件，学会発表 46 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費

関根達朗
平成 28 年度　文部科学省科学研究費…若手研究（B）
モバイルヘルス技術を用いたメニエール病の時空間的病態解析
研究代表者

池園哲郎
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」
分担研究者

上條　篤
田辺三菱製薬
スギ・ヒノキ花粉症に伴う咳嗽の機序の解明（申請番号 MTPS201605277026）

上條　篤
MSD 株式会社
スギ花粉症におけるエクソソームの検討

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
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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）
　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
新しい前庭機能検査のハンスズオンセミナー…（Vestibular…Master…Class）
企画運営　池園哲郎（local…organizer）
大阪国際会議場…2016 年 10 月 29 日 30 日
主催…近畿大学耳鼻咽喉科
後援…日本めまい平衡医学会

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
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層高度な診療レベルをめざしていきたい .
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．22）（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
金子研吾（KANEKO,…Kengo）：非常勤講師：博士
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 24 日 4 学年 臨床推論 新藤　晋
9 月 20 日 4 学年 臨床推論 新藤　晋
5 月 30 日 4 学年 聴覚検査法（1）中耳・内耳・聴覚伝導路 柴崎　修
5 月 30 日 4 学年 聴覚検査法（2）難聴の診断 柴崎　修
5 月 31 日 4 学年 平衡機能（1）機能検査 伊藤彰紀
5 月 31 日 4 学年 平衡機能（2）めまいの診断 伊藤彰紀
9 月 02 日 6 学年 耳鳴・難聴 伊藤彰紀
11 月 26 日 6 学年 必須の症候と疾患，めまい，顔面神経麻痺 水野正浩

　BSL について：
曜日 担当学年 講義名 担当者

月曜日午後 5 学年 めまいの検査・診断法実習 伊藤彰紀

卒後教育：後期研修医に対する教育が中心となる．特に全科にわたり関連する，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 2 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 28 年
度の診療実績は以下の通りである．外来新来患者数 2,273 名，再来患者数 3,978 名，入院患者数 78 名．外来新来患
者のうち，めまい疾患 1,156 名，聴覚疾患 1,227 名，顔面神経疾患 175 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 6 名，聴覚疾患 47 名，顔面神経疾患 33 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 Mizuno…M,…Shibasaki…O,…Shindo…S,…Ito…A,…Kase…Y:Unidirectional…abnormal…eye…movement…without…gaze…nystagmus-
Report…of…a…case-Auris…Nasus…Larynx…43:336-339,2016

②伊藤彰紀，柴崎　修　監修：第 32 回　日本めまい平衡医学会医師講習会　テキスト，2015
③伊藤彰紀：最新の実地診療のポイントの整理と活用．メニエール病の診断 Medical…Practice（MP）…34:2;275-

279,2017
④新藤　晋，井上智恵，杉崎一樹，関根達朗，沼倉　茜，伊藤彰紀，柴崎　修，水野正浩，池園哲郎：vHIT に

おいて二つの判定項目（VOR…gain,…CUS）がミスマッチを来した症例の検討．第 117 回日本耳鼻咽喉科学会，…
2016,5,18-21, 名古屋市

⑤池園哲郎，松田　帆，新藤　晋，柴崎　修，伊藤彰紀，加瀬康弘，宇佐見真一：CTP 検査　モノクローナル抗
体エライザキットの開発と今後の展開．第 117 回日本耳鼻咽喉科学会，…2016,5,18-21, 名古屋市

⑥伊藤彰紀：めまいの検査・診断・治療—…up…date—北多摩耳鼻咽喉科医学会学術講演会，2016,11,9，東京
⑦伊藤彰紀，新藤　晋，杉崎一樹，柴崎　修，三島陽人，池園哲郎，水野正浩：めまいを伴うハント症候群の…

vHIT の経過について．第 37 回東京埼玉神経耳科研究会，2017,1,28，東京
⑧新藤　晋：「領域講習」特別講演：video…Head…Impulse…Test…（vHIT）の実際．第 16 回埼玉県めまい・難聴研究会，

2017,2,16，さいたま市
⑨伊藤彰紀：プライマリケア医におけるめまいの診断と治療．KOWA…Web…Conference,…2017,3,10
⑩伊藤彰紀：難聴・耳鳴…/ 原因と治療，症状の克服方法．日本女性薬剤師会研修講座　平成 28 年度継続学習通信

教育講座・後期スクーリング　特別公開講座，2017,3,12，朝霞市
【総数：論文…3…件，学会発表…16 件，講演…2…件】

6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 37 回東京埼玉神経耳科研究会，2017,1,28，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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1．23）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
梶原　健（KAJIHARA,…Takeshi）：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
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
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
木村真智子（KIMURA,…Machiko）：講師：外来医長：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・専門医員・研究員：博士
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・病棟医長・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・専門医員・研究員
鷹野夏子（TAKANO,…Natsuko）: 助教：教育員・専門医員・研究員
市川大介（ICHIKAWA,…Daisuke）：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
山口　哲（YAMAGUCHI,…Tetsu）：助教：教育員・医員・研究員
吉田智昭（YOSHIDA,…Tomoaki）：助教：教育員・医員・研究員・社会人大学院 2 年生
田谷順子（TAYA,…Junko）：助教：修士
中村　藍（NAKAMURA,…Ai）：胚培養士
林るつ子（HAYASHI,…Rutsuko）：客員講師：博士
水野由美（MIZUNO,…Yumi）：客員講師：博士
堀越嗣博（HORIKOSHI,…Tsuguhiro）：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
大澤洋之（OSAWA,…Hiroyuki）：非常勤講師：博士
西林　学（NISHIBAYASHI,…Manabu）：非常勤講師：博士
鈴木元晴（SUZUKI,…Motoharu）：非常勤講師：博士
保母順造（HOBO,…Junzo）：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
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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 4 年生
串田未央（KUSHIDA,…Mio）：非常勤臨床心理士

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：通年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）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）
e）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）
f）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）
g）母子手帳に記載された情報を用いた妊娠高血圧症候群発症に影響を与える遺伝 , 胎内環境および生育環境の検
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討（宮﨑 , 三木 , 板倉）
h）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）　
i）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）
j）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）
k）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））
l）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）子宮内膜細胞の脱落真化に重要な microRNA を同定した .
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）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 .
e）妊婦家庭血圧の妊娠期間全域のデータ 250 名を提供した .
f）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 .
g）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 .
h）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 .

i）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 .

j）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,…
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WHO,Member,International…Federation…of…Fertility…Societies,…Officer：以上石原
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無

編集委員…
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員長：以上亀井
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員：以上梶原

査読委員
Human…Reproduction,…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理事 , 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 Minatoguchi…M,…Itakura…A,…Miki…A,…Kajihara…T,…Sasaki…S,…Takase…Y,…Kobayashi…K,…Asada…R,…Ikebuchi…K,…Ishihara…O.
Coagulation…factors…in…whole…blood…collected…from…pregnant…women…and…stored…at…4° C.
Nagoya…J…Med…Sci.…78（1）:…1-7,…2016

② Kajihara…T,…Ishihara…O,Brosens…JJ．
Oxidative…Stress…and…Its…Implications…Endometrial…Function.…（H…Kanzaki…editor）…
p105-23…Springer…2016

③ Mizuno…Y,…Kajihara…T,…Kimura…M,…Ishihara…O.
Important…fatty…acid…molecular…species…for…implantation
XVth…RCGM…international…Symposium…of…Academic…Frontier（日高）2016.11.11-12

④亀井良政…瘢痕部妊娠…周産期医学 46（9）:…1121-3,…2016
⑤岡垣竜吾，仲神宏子，佐藤加寿子，木村真智子，永田一郎，石原　理

当院における 75 歳以上の骨盤臓器脱手術症例の解析
第 26 回骨盤外科機能温存研究会（東京）2016.5.28

⑥難波　聡…スポーツ性月経異常…臨床婦人科産科 70（6）:…527-32,…2016
⑦木村真智子，梶原　健，瀬戸さち恵，難波　聡，岡垣竜吾，石原　理

ヒト子宮内膜における NSBP1 の着床メカニズムへの関与についての検討
第 61 回日本生殖医学会学術講演会（横浜）2016.11.3-4

⑧仲神宏子，田丸俊輔，栃木秀乃，難波　聡，亀井良政，石原　理
全前脳胞症児の遺伝学的解析により 2 番染色体長腕の HDAC4 遺伝子が存在する部位に欠失が確認された 1 症例
第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会（富山）2016.7.16-28

⑨神垣多希，難波　聡，三木明徳，石原　理，亀井良政
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卵管妊娠に対してメトトレキサート（MTX）全身投与を施行した 60 症例の転帰
第 68 回日本産科婦人科学会学術講演会（東京）　2016.4.21-24

⑩吉田智昭，鈴木裕之，風間朝子，難波　聡，石澤圭介，長谷川幸清，梶原　健，岡垣竜吾，亀井良政，藤原恵一，
石原　理
乳癌術後タモキシフェン内服中に子宮腫瘍の急速な増大を認め子宮内膜間質肉腫と診断された 1 例
第 89 回埼玉産科婦人科学会埼玉県産婦人科医会平成 28 年度前期学術集会（さいたま）　2016.7.2

（平成 28 年 1 月～ 12 月の件数）
【総数：論文・著書 50 件 , 学会発表 48 件 , 講演 31 件】

6-2．獲得研究費
平成 28 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におけるマイクログリアの機能解析と臨床応用への基礎的研究（平成 28-30 年度）
研究代表者　埼玉医科大学教授　亀井良政

平成 28 年度学内グラント
胚と子宮内膜の相互シグナルに着目した着床現象メカニズムの解明
研究代表者　埼玉医科大学教授　梶原　健

平成 28 年度学内グラント
子宮内膜の脱落膜化を制御する新規エピジェネティクス因子の探索
研究代表者　埼玉医科大学講師　木村真智子

平成 28 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 28 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））
子宮内膜機能とマイクロ RNA に関する基礎的研究（平成 28-30 年度）
研究者　埼玉医科大学助教　栃木秀乃

平成 28 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

6-3．受賞
田丸俊輔

胚組織によるシグナル伝達が子宮内膜における細胞老化・幹細胞分化の制御に果たす役割の検討
平成 28 年度中山人間科学振興財団　国際交流助成

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

第 20 回ゆずの木周産期病診連携セミナー　2016.7.4　グランドホテル WIN
テーマ「胎児付属物の異常を考える」
代表世話人　亀井良政

第 21 回ゆずの木周産期病診連携セミナー　2017.1.23　埼玉医科大学第 3 講堂
テーマ「先天性心疾患の管理を考える」
代表世話人　亀井良政

第 11 回埼玉西部産婦人科臨床研究会　2017.2.23　グランドホテル WIN
第 11 回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会　2017.3.12　東京大学伊藤国際学術研究センター

テーマ「アジアにおける骨盤臓器脱手術：未来のスタンダードに向けて」
会長　岡垣竜吾

7．自己点検・評価
「医学部」学生と研修医,専攻医の教育システムがさらに充実し,高い教員の意識を反映し,ほとんどの学生と研修医,

専攻医が満足度の高い教育と研修を受けることができた .
研究は内外各機関 , 教室との共同研究を継続し , 研究成果は順調に公刊されつつある . 研究の目標を達成し , 臨床教

室としてその研究の質と効率を維持するために , 現在の方針を次年度も堅持する予定である .
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「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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1．24）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
福島洋介（FUKUSHIMA,…Yosuke）：助教
岩崎良恵（IWASAKI,…Yoshie）：助教
伊神英治（IKAMI,…Eiji）：助教
湯本愛実（YUMOTO,…Megumi）：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），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）， 北 村 智 久（KITAMURA,…
Tomohisa），林　直樹（HAYASHI…,…Naoki）

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

・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　…
・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　
・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　
・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
・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　
・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
・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　学生講義
・依田哲也　顎関節の解剖と顎関節症，顎関節疾患　長崎大学　学生講義
・福島洋介　病態と治療Ⅲ（口腔外科）　埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 1 年生学生講義
・福島洋介　病態と治療Ⅳ（口腔疾患）　埼玉医療福祉会看護専門学校第二学科 1 年生学生講義
　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　2016 年 10 月
・歯科医師臨床研修指導（依田，坂田，佐藤，福島）

　大学院教育
・該当なし

2-3．達成度
　卒前教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
　卒後教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
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　大学院教育
　　概ね予定の教育内容を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育

医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ち将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授業
を工夫する．
　卒後教育
　研修期間の 2 年間で基礎的な口腔外科分野および一般歯科診療の知識と手技の習得ができるよう，指導内容を工
夫する．麻酔科・救命救急センター研修においては，今後の口腔外科手術や病棟管理における全身管理の重要性や手
技の習得ができるようバックアップする．
　大学院教育
　前年度と同様に，大学院生指導教員を中心に学位取得のみならず，生涯の研究テーマとなれるような研究ができる
よう指導する．

3．研究
3-1．目的・目標
　代表的な口腔外科疾患をテーマとして各スタッフが分担することにより，学術的な観点から臨床研究を推し進める．
また，基礎医学的観点から病態メカニズムの解明を図る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・顎関節疾患
・咀嚼筋腱腱膜過形成症
・骨再生に関する臨床的・基礎的研究（一酸化窒素，時計遺伝子，ニコチンの作用）
・骨芽細胞に関する基礎的研究（BMP）
・顎部炎症による重症感染症
・口腔心身症，ドライマウス
・睡眠時無呼吸症候群
・口腔ケア

3-3．研究内容と達成度
　研究室の実験設備も充実しており，各スタッフが上記疾患に関する専門性を高め研究を遂行している．学会発表・
論文執筆で成果を公表している．
3-4．自己評価と次年度計画

本年度は昨年度に採択された科学研究費の研究を行っている．新たに学内グラントも獲得し，複数の先進的研究が
同時進行する形となった．ゲノム医学研究センター病態生理部門，中央研究施設で研究している大学院生の研究成果
も学会発表などで成果を上げている．国立国際医療センター研究所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾大学医学部
腎臓内分泌代謝内科内分泌代謝ネットワーク医学講座，東京女子医科大学先端生命医科学研究所，昭和大学歯学部・
歯周病学講座との共同研究も進行している．今後さらに，顎関節，咀嚼筋腱腱膜過形成症，睡眠時無呼吸症候群，口
腔心身症等の臨床前向き研究の推進を図る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　外来において 1 日来院患者数は前年比で微増であったが，紹介率 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
領域の特化について継続的に努力していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　依田哲也：埼玉地方裁判所専門委員（非常勤国家公務員），外保連処置委員会委員，社会保険委員会副委員長
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
依田哲也：口腔病学会評議員，日本顎関節学会評議員，日本口腔外科学会評議員，日本顎関節外傷学会評議員，日

本口腔粘膜学会評議員，日本顎顔面インプラント学会評議員，国際口腔外科学会雑誌専門査読委員（Int.Ass.OMS）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

・…依田哲也　セッションⅢ　顎関節　座長　第 201 回日本口腔外科学会関東支部集会　群馬 2…
・…依田哲也　彩歯健康アカデミー　講演　加須　
・…福島洋介　口腔ケアと医療連携について　六三会学術講演会　キッセイ薬品工業株式会社　寄居　
・…福島洋介　新規抗真菌剤の受容性に関する調査　取材　シードプランニング　東京　
・…福島洋介　医科歯科連携における歯科サイドの考え方とその対応について～抗凝固薬服用患者への対応を含め

て～　坂戸鶴ヶ島医師会学術講演会　第一三共株式会社　坂戸
・…依田哲也　骨折 ,　関節脱臼　座長　第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会　箱根　
・…福島洋介　透析患者さんの口腔管理について　第 7 回坂鶴医療勉強会　キッセイ薬品工業株式会社　川越　
・…福島洋介　骨吸収抑制薬が投与されている患者における口腔マネジメント～ポジションペーパー 2016 を中心に

～　骨粗鬆症治療セミナー in 坂戸鶴ヶ島　坂戸
・…林　直樹　咀嚼筋腱・腱膜過形成症における CRYBA4 とエストロゲンの作用解明とサル腱細胞を用いた解析　

平成 27 年度若手研究者育成研究費成果報告会　医大　
・…依田哲也　公募ワークショップ　周産期口腔管理　座長　第26回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　金沢

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榎木…祐一郎 ,…福島…洋介 ,…大久保…正彦 ,…野島…淳也 ,…佐藤…毅 ,…依田…哲也：オトガイ部に発生した類上皮血管腫の 1
例．日本口腔外科学会雑誌…62 巻 10 号…Page513-517.

②依田…哲也：新しい病態診断とガイドラインに基づいた顎関節症の診断と治療（解説）．群馬県歯科医学会雑誌
21 巻…Page1-7.

③ Sato…Tsuyoshi，Yoda…Tetsuya：咀嚼筋腱 - 腱膜の過形成症　開口障害に関する新しい臨床病型（Masticatory…
muscle…tendon-aponeurosis…hyperplasia:…A…new…clinical…entity…of… limited…mouth…opening）（英語）（総説）．The…
Japanese…Dental…Science…Review52 巻 1-2 号…Page41-48.

④ Kokabu…S,…Sato…T,…Yoda…t,…et.al:…On…the…Emerging…Role…of…the…Taste…Receptor…Type…1…（T1R）…Family…of…Nutrient-
Sensors…in…the…Musculoskeletal…System.…Molecules.…22,…E469..

⑤ Sato…T,…Kokabu…S,…Shimamura…Y,…Yoda…T,…et.…al.…:…Data…in…support…of…the…bone…analysis…of…NOD-SCID…mice…treated…
with…zoledronic…acid…and…prednisolone.…Data…Brief.…23,…1486-90.

⑥ Abe…T,…Sato…T,…Kokabu…S,…Hori…N,…Shimamura…Y,…Sato…T,…Yoda…T.…:…Zoledronic…acid…increases…the…circulating…soluble…
RANKL… level… in…mice,…with…a… further… increase… in… lymphocyte-derived…soluble…RANKL… in…zoledronic…acid-…and…
glucocorticoid-treated…mice…stimulated…with…bacterial…lipopolysaccharide.…Cytokine…83:1-7.…

⑦ Niimura…M,…Sato…T,…Enoki…Y,…Okubo…M,…Kokabu…S,…Yoda…T,…et.al.:…Semaphorin…3A…Promotes…Dendrite…Elongation…of…
Osteocytes…in…Association…with…Down-regulation…of…CDK6.In…Vivo…30:…231-6.…

⑧林直樹，佐藤毅，湯本愛実，伊神英治，北村智久，大久保正彦，佐野良恵，福島洋介，依田哲也：咀嚼筋腱・腱
膜過形成症の病態解明のための腱細胞への伸展刺激負荷による遺伝子発現解析　第 29 回日本顎関節学会総会・
学術大会　箱根　7 月

⑨湯本愛実，佐藤毅，塘田健人，北村智久，林直樹，佐野良恵，榎木祐一郎，福島洋介，坂本一郎，依田哲也：顎
関節機能評価スコアの提案ならびに再現性・妥当性検証　第 3 報：顎関節症の重症度および改善率による検討
　第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会　箱根　7 月

⑩福島洋介，北村智久，伊神英治，湯本愛実，佐野良恵，佐藤毅，依田哲也：自己による舌診断の10日後に ,　死に至っ
た舌痛症の 1 例　　第 31 回日本歯科心身医学会総会・学術大会　岩手　7 月

【総数：論文 7 件，学会発表…11 件】
6-2．獲得研究費

【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」
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【2015 ～ 2017 年度】
　○榎木祐一郎（代表）　科学研究費　若手研究（B）「DSCAM および netrin-1 の骨代謝における機能の解明

【2016 年度】
　○大久保正彦　落合記念賞研究助成金（80 万円）

【2016 ～ 2017 年度】
○佐野良恵（代表）　科学研究費　若手研究（B）「NKG2D リガンド制御による歯肉癌の骨吸収抑制の可能性の検

討
【2016 ～ 2018 年度】
　○福島洋介（代表）　科学研究費　基盤研究（C）「Voxel-Based…morphometry による歯科心身症患者の脳形態変化

【2016 ～ 2020 年度】
○依田哲也（代表）　科学研究費　基盤研究（C）「咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明に向けた遺伝的および環境

的要因の解析」
6-3．受賞
＜第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会ポスター最優秀賞＞

・林直樹，他：咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明のための腱細胞への伸展刺激負荷による遺伝子発現解析　
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　　公開勉強会　2016 年 10 月

7．自己点検・自己評価
　今年度は現在の体制となって 7 年目であり，診療，教育，研究面においてさらなる充実が求め
られた．外来において 1 日来院患者数は横ばいであったものの，それぞれの専門性を生かした診療体制を構築する
ことができた．また，病診連携を推進することで，前年度よりも高い紹介率を達成することができた．入院診療にお
いても，入院患者数に大きな増減はなかったが，医局会で行っている術前ミーティングおよび診療後に毎日行ってい
るカンファレンスにより，患者の満足度の高い医療を提供できたと考える．今後は各自の専門性や年次にあわせて，
口腔外科専門医や指導医の取得をふくめたスキルアップに努力する．教育面でも前年度と同様に，充実した学生，研
修医および大学院生教育を行うことができた．次年度も引き続き具体的でわかりやすい教育を行っていく予定である．
研究面では顎関節疾患，咀嚼筋腱腱膜過形成症，口腔心身症，ドライマウス，睡眠時無呼吸症候群，専門口腔ケアな
どの各分野の臨床研究は着実に成果を上げている．論文・学会発表も変わらないペースで行えており，本年度は当該
分野で権威のある学会で 3 つの賞を受賞することができた．また生化学・分子生物学的実験設備の研究基盤が概ね
整い，ゲノム医学研究センター，中央研究施設，国立国際医療センター研究所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾
大学医学部腎臓内分泌代謝内科内分泌代謝ネットワーク医学講座，東京女子医科大学先端生命医科学研究所，昭和大
学歯学部・歯周病学講座との連携も順調に進んだ．
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1．構成員
間嶋　満…（MAJIMA,…Mitsuru）…教授：運営責任者：診療科長，教育主任：指導教員：脳卒中，インスリン抵抗性：
　　　　　　　　　　　　　………博士
倉林　均…（KURABAYASHI,…Hitoshi）…教授：研究主任：代表指導教員：動脈硬化，血栓症，温泉医学：博士
前田恭子…（MAEDA,…Kyoko）…助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：修士
知念亜紀子…（CHINEN,…Akiko）…非常勤医師：脳卒中，嚥下リハビリテーション：博士
鈴木英二…（SUZUKI,…Eiji）…非常勤准教授：嚥下リハビリテーション：博士
鈴木郁子…（SUZUKI,…Ikuko）…非常勤医師：小児リハビリテーション：修士
理学療法士 25 人，作業療法士 14 人，言語聴覚士 2 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 2 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 2
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，前田 ,…牧田・内田（国際
医療センター））．
2-2-2．卒後教育
　初期研修医 1 名に対して 4 週間の期間でリハビリテーション医学の研修指導を行った（間嶋，倉林）．
2-2-3．大学院教育
　該当なし．
2-3．達成度
　講義内容はほぼモデルコア・カリキュラムで求められている内容を網羅している．また学生によるアンケート調査
によると，BSL では今年度も高い評価を受けた．
2-4．自己評価と次年度計画
　目的を十分に達していると判断している．次年度での大きな変更はない．

3．研究
3-1．目的・目標
　大学病院の使命である急性期医療，高度先進医療に対し大きな付加価値をつけること，そして最終的には患者さん
の生活の質の向上をもたらすこと
3-2．研究グループ
3-2-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
3-2-2．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
3-2-3．動脈硬化における血管内皮，血小板，サイトカインの関与に関する研究（倉林）
3-2-4．温泉医学研究（倉林）
3-3-5．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念 ,…前田 ,…鈴木英）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
　予備的検討の結果は日本リハビリテーション医学会で報告した．平成 28 年度末で検討患者は 200 例以上に達し
た . 達成度は 40%．
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，平成 29-31 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．環境省請負事業による研究結果を解析し，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研
修会で解説した．研究達成度は 90％であった．
3-3-5．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念，前田，鈴木英）
　誤嚥性肺炎の発症に重要である嚥下圧測定検査については，その測定機器の開発を行い，国際学会で発表し，優秀
論文賞表彰を受けた．達成度は 70％である．
3-4．自己評価と次年度計画
　間嶋：3-2-1,…3-2-2 については，今後症例を増やし , その結果を来年度開催予定の日本リハビリテーション医学，
国際リハビリテーション医学会で発表予定である .
　倉林：3-3-3 については，症例数を増やし，さらに検討を重ねていく．
　倉林：3-3-4 については，科学的証拠を蓄積して，さらに検討を重ねていく．
　知念：3-2-5 については，更に症例数を増やすとともに，嚥下障害患者への治療介入効果についても検討する．また，
嚥下圧測定検査を継続し，嚥下障害の病態解明，治療に役立てる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　特定機能病院のリハ科として，1）…急性期一回復期前半に特化した集中的・包括的リハビリテーション，そして在
宅復帰，2）…動脈硬化性疾患の一次・二次予防への積極的介入，3）…先端医療とのドッキング，国際医療センターとの
連携，を目標としてリハ診療を行い，達成度は約 80％であった．今後は 1）…急性期～回復期前半に特化し，在宅復
帰を目標とした脳卒中の包括的リハ，2）…脳卒中・心筋梗塞の二次予防を目標とした維持期～回復期での包括的リハ，
3）…神経の変性疾患，慢性閉塞性呼吸器疾患の包括的リハ，4）…先端治療や高度医療を受けた人々の包括的リハ，を目
指していく．

5．その他．
5-1．自治体，政府関連委員
　環境省からの委託事業：温泉経営者管理指導講習会講師（倉林）．埼玉県庁からの委嘱業務：温泉の禁忌症，適応
症及び入浴上の注意に係る医学的判定（倉林）．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　埼玉県リハビリテーション医会副会長（間嶋），日本温泉気候物理医学会副理事長（倉林），日本医学雑誌編集会
議委員（倉林），日本医学会連絡委員（倉林），Neurocase 査読員（倉林），hypertension…Research 査読員（倉林），
Progress…in…Rehabilitation…Medicine 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）（内田）．
　野外心臓リハビリテーション（2016.6，武蔵丘陵森林公園）を開催（牧田，内田）．

6．業績目録
6-1．論文・学会発表

①間嶋満 ,…知念亜紀子 ,…前田恭子 ,…倉林均：脳卒中患者におけるインスリン抵抗性とアディポサイトカインとの関
連．Japanese…Journal…of…Rehabilitation…Medicine…53S:…I266,…2016.

②間嶋満 ,…前田恭子 ,…倉林均：発症後 7 ヵ月を経過してもなお，重度の左片麻痺嚥下と嚥下障害が残存した脳出血
の 1 症例に対する集中的リハビリテーションの経験．埼玉県医学会雑誌…51:…55,…2016.

③間嶋満：これからの急性期病院における医療提供体制とリハビリテーションの課題．理学療法科学…31（S3）:…4,…
2016.
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④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:…3,…2016.
⑤前田恭子 ,…菱沼亜紀子 ,…倉林均 ,…間嶋満：リハビリテーション科入院中に様々な原因で発症した急性腹症の 3 症

例．Japanese…Journal…of…Rehabilitation…Medicine…53S:…I269,…2016.
⑥前田恭子 ,…間嶋満 ,…知念亜紀子 ,…倉林均：繰り返す高熱の原因が尿管結石による急性腎盂腎炎であった脳膿瘍の

1 例．Journal…of…Clinical…Rehabilitation…25:…721-724,…2016.
⑦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　男女間での比較．Japanese…Journal…of…Rehabilitation…Medicine……53S:…I100,…2016.
⑧小峰美仁 ,…間嶋満 ,…知念亜紀子 ,…前田恭子 ,…倉林均：リハビリテーションを施行したギラン・バレー症候群患者の

退院時の歩行能力の検討．Japanese…Journal…of…Rehabilitation…Medicine…53S:…I136,…2016.
⑨三浦早織 ,…高山絵里 ,…名嘉寛之 ,…間嶋満：緊急開腹術後患者の離床・歩行開始時期と ICU 入室から 2 週後の ADL

動作能力，在院日数との関係．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌…26S:…245s,…2016.
⑩山本悦子 ,…知念亜紀子 ,…前田恭子 ,…仲俣菜都美 ,…鈴木英二 ,…倉林均 ,…間嶋満：SAITAMA 法を用いた Wallenberg 症

候群の嚥下圧の検討．Japanese…Journal…of…Rehabilitation…Medicine……53SI108,…2016.
【総数：論文 3 件，学会発表 44 件】

6-2．研究費
　科研費：倉林均：基盤研究（C）：運動療法がアポトーシスやアディポカインを介して脳梗塞再発を抑制する機序
の解析（360 万円）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会開催

1）第 17 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大　2016 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．



433

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．26）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
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
三枝　勉（MIEDA,…Tsutomu）：助教
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
野木武洋（NOGI,…Takehiro）：シニアレジデント
中原なほみ（NAKAHARA,…Naomi）：研究助手
客員教授 5 名，客員准教授 3 名，客員講師 1 名，非常勤講師 15 名，非常勤医員 36 名，計 60 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）小児麻酔・・・
中山英人 ,（4）全身麻酔と吸入麻酔薬・・・前山昭彦，…（5）吸入麻酔法，気管挿管，麻酔器，モニタ－・・・岩瀬良範 ,

（6）局所麻酔薬，硬膜外麻酔，脊椎麻酔，神経ブロック・・・土井克史 ,（7）重篤な麻酔合併症・・・井手康雄 ,
（8）静脈麻酔法と静脈麻酔薬，筋弛緩薬・・・長坂　浩 ,（9）術後疼痛管理とタ－ミナルケア・・・長坂　浩 ,（10）
呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・磨田　裕（国セ）,（11）痛みの生理と薬理，ペインクリニック・・・井手康雄 ,

（12）循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・北村　晶（国セ）,（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・・・中山英人 ,（2）麻酔と周術期管理・・・磨田　裕（国セ）,（3）麻酔各
論 / 局所麻酔・・・長坂　浩 ,（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．
大学院教育・・・大学院生なし．
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2-3．教育評価と達成度
4 年生は診療基礎（救急・麻酔）としての試験と再試験を行って進級を決めた．5 年 BSL にはレポートを課し，そ

の点数に実習評価を加味して期末および総合試験②の結果（2 問）と合わせて合否判定した．6 年生は総合試験，卒
業試験①，②とも 3 題（国際医療センタ，総合医療センターと分担）を出題した．…
2-4．自己評価と次年度計画

年度を通しての常勤専門医が極端に少ない状況の中で，学生教育にも可能な限り時間を割き熱心に教育 ･ 指導でき
たと総括している．とくに BSL では気管挿管実習や笑気体験実習，心肺脳蘇生クルズスは好評であった．次年度は
スタッフのさらなる減少があり分担の変更と学外の非常勤講師（専門領域）による講義を予定している．

3．研究
3-1．目的・目標

当麻酔科学部門では麻酔薬や鎮痛薬・鎮痛法の生体 ･ 臓器 ･ 組織に及ぼす影響を，臨床と基礎研究で検討している．
3-2,3．研究グループと内容，達成度
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子）：悪性高熱症友の会を主催し悪性高熱症患者データベー

スの蓄積，患者 - 医師・患者 - 患者間の交流を通して悪性高熱の予防を図ると共に，CICR 診断法の精度向上と白
血球を使用した侵襲度の少ないスクリーニング法の開発に向けて基礎的研究を進めている．

（2）麻酔と肝循環・肝機能（松本延幸，水上　智）: 基礎研究および臨床研究で各種麻酔薬の肝血流量，肝酸素需
給動態に及ぼす影響と術後の肝障害について検討している．

（3）麻酔と呼吸制御（中村信一，菊地博達）: 呼吸制御に及ぼす吸入麻酔薬と静脈麻酔薬の一次的な中枢作用の特
性について横隔神経と舌下神経の遠心性発射活動を指標として比較検討している．

（4）微小循環障害に対する神経ブロックの治療効果（松本延幸）：星状神経節ブロックや上頸神経節近傍レーザー
照射の突発性難聴と顔面神経麻痺治療への応用効果を臨床で検討している．

（5）ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範，竹内梨紗）：より有用性かつ安全性の高いビデオ喉頭鏡の開発に携わっ
ており，現在も進行中である．

（6）麻酔と血液凝固機能（東　俊晴，星島　宏）：麻酔薬の血液凝固に及ぼす影響を臨床と基礎研究で検討している．
（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前山昭彦，セボフルラン麻酔下，eGFR 値による CKD 最重症群はスガマデクスを用いた PTC1 から TOF100% ま
でのロクロニウムからの筋弛緩回復時間が有意に延長する

　日本麻酔科学会第 63 回学術集会（福岡）2016…5
②岩瀬良範，平成 28 年診療報酬改定における麻酔科学会からの要望についての評価，反省，今後の方針について

発表
　日本麻酔科学会第 63 回学術集会（福岡）2016…5
③ MAEYAMA…A,Prolonged…recovery…time…of…PTC1…to…TOF…ratio100%…from…rocuronium-induced…muscle…relaxation…

in…patients…with…severe…chronic…kidney…disease…after…receiving…Sugammadex…in…Sevoflurane…anaesthesia
　Euroanaesthesia…The…European…Anaesthesiology…Congress（ロンドン）…2016…5
④三枝　勉 ,…西洋医学で治療困難な外傷性頸部症候群に対して漢方薬が有効であった 1 症例
　日本ペインクリニック学会第 50 回大会（横浜）2016…7
⑤三枝　勉 ,…麻酔導入時口腔内に大量出血をした症例
　関東甲信越・東京支部第 56 回合同学術集会（東京港区）2016…9
⑥中村智奈 , プロポフォ－ルとセボフルランによる全身麻酔下帝王切開における出血量の比較
　関東甲信越・東京支部第 56 回合同学術集会（東京港区）2016…9
⑦星島　宏 ,C-MAC ビデオ喉頭鏡とマッキントシュ型喉頭鏡の挿管確率に対する比較－メタアナリシス－
　第 44 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会札幌）2016…10
⑧伊藤直樹 ,　手術直前に判明した完全房室ブロックを合併した腸閉塞患者の麻酔経験

　　日本臨床麻酔学会第 36 回大会（高知）2016…11
⑨西澤秀哉 ,…デスフルラン吸入時の術中 MEP モニタリング

　　日本臨床麻酔学会第 36 回大会（高知）2016…11
⑩中山英人 ,…AED の機種は Chest…Compression　Fraction に影響する

　　日本蘇生学会第 35 回大会（久留米市）201611
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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1．27）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
中谷宣章（NAKAYA,…Nobuaki）：講師：教育副主任：救急医学
高井美智子（TAKAI,…Michiko）：客員講師：：自殺予防，臨床心理学，生物統計：臨床心理士
＜大学院生＞
花澤朋樹（HANAZAWA,…Tomoki）：救急医学専攻

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①卒前教育への積極的参加．講義，問題作成，入学試験等を担当する．
②救急医療は初期臨床研修の必修科目であり，正確な診断・トリアージ，初期治療を行い専門科医師へ診療を引き

継ぐ能力の育成に力を入れる．
2-2．教育内容（芳賀，上條，中谷）

① ER における救急患者の鑑別診断，様々な病態に対する初期治療の修練
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・脱臼の初期治療．

2-3．達成度
①卒前教育については前年度に比較し前進がみられ，新たに大学の講義も担当している．今後教室員を増やして貢

献度を一層増してゆけると考えられる．
②患者数が多く初期臨床研修には適した環境であるといえるが，臨床研修 1 年目に 3 ケ月の救急部門ローテーショ

ンが義務付けられたため，配属される研修医数が倍増し，一人当たりの症例数が昨年度に比べて半減している．
臨床研修管理委員会，研修管理センターにおいてローテーション医師数の調整が必要である．

2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育はまだ十分とはいえないが，着実に貢献度を向上させている．数年前までは救急医学の卒前教育は国際医
療センター，総合医療センターに 100％依存していたが，次年度以降は大学病院救急科の担当分野を広げてゆく．
　卒後教育におけるon-the-job…trainingに関しては総ての研修医に最低限の修練を積ませることができたと考えるが，
研修医数を減らすことなしにこれ以上のレベルアップを図ることは困難である．医局内のセミナー，講義など off-
the-job…training はスタッフが増えているが，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，きめ細かい教育，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普及させることに努力する．
　また研修医のワークステーション（ドクターカー）同乗による救急業務体験を行ってゆきたいと考えており，その
ための環境整備を行っている．

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，カフェイン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マムシ咬傷に関する全国多施設調査研究
④オートプシーイメージング（Ai）のさらなる普及

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，カフェインの使用に関する全国調査．
②上條吉人，花澤朋樹：中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価．
③中谷宣章：マムシ咬傷に関する全国調査．
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④芳賀佳之：Ai の実施と結果の解析
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
ト調査を施行し，その結果を集計，解析した．平成…28 年 9 月には英文論文として公表した（業績参照）．

②カフェインの過量使用に関する全国調査
主として自殺目的で過量服用されるカフェインの使用実態を検証するため全国の医療機関を対象にアンケート調
査を施行中である．平成 28 年度中に結果を集計・解析を完了する予定．

③中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価
平成 28 年度はリバスチグミンや，ガランタミン，メタノール中毒症例についてガスクロマトグラフ質量分析器
による薬物の血中動態解析を行い，それをもとに治療法の有効性，さらに臨床的な問題点について日本中毒学会
等において報告した（業績参照）．

④中谷宣章：マムシ咬傷に関する全国調査．
マムシ咬傷に関する臨床例の全国アンケート調査を施行中である．今後結果を集計し臨床医学的な解析を行う予
定．

⑤ Ai の実施と結果の解析
死後の解剖率が極端に低い我が国では解剖の代替策として Ai…の普及が図られるべきで，死因特定が困難な急患
センター ER での外来死亡症例を中心に死後の CT 撮影を積極的に施行している．急患センター ER だけでなく
臨床各科においても Ai の重要性が認知され，ER での Ai 施行率は 50％以上に上昇している．…

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問題なく予定通り進行し，英文論文として公表した．カフェインの過量使用に

関する全国調査も順調に進んでおり，平成 29 年度には論文となるみこみである．いずれも十分目標に到達して
いるもの評価する．

②急性中毒の症例が増加し，特異なケース，社会的に新たな問題を提起するケースなどが散見されており，当初の
見込み以上の知見が得られている．来年度以降さらにガスクロマトグラフ質量分析器による血中濃度測定数を増
やし，薬物の動態解析を基礎とした臨床研究を進める予定．

③マムシ咬傷の臨床研究については現在進行中で来年度以降に結果をまとめて公表する予定である．
④院内での Ai の認知度を高めることに成功していると評価でき，次年度以降も施行率を高めてゆくため Ai に関す

る死後画像読影に関する知識普及の努力を続ける．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
①卒前教育への関与を深め，より広範な教育業務を担当するよう努める．
② ER 型救急医療を実践することで軽症～重症の多彩な救急患者に対応してゆく．救急科は地域の救急医療のニー

ズにこたえることを第一に，増加する救急搬送患者に対応すべく医局のスタッフ増員を図る．
③救急診療一般に加えて中毒の診療に力を入れ，これを急患センター ER の特徴として業務拡大に努める方針であ

る．本年度設置したガスクロマトグラフ質量分析器を活用し，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．

④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，資器材の整備，職員の教育，
DMAT の災害への即応体制整備を図る．BCP の策定にも積極的に関与する．

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
③「平成 28 年度温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策検討委託業務」に係る設備構造等基準検討会（環

境省）委員：上條吉人
④依存症拠点帰還事業の専門医療機関施設基準委員会（厚生労働省）委員：上條吉人
⑤自殺未遂者再企図防止事業評価委員会（厚生労働省）委員：上條吉人

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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

原著論文
① 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.…
2016…Sep;42(5):513-519.…　Epub…2016…Jun…17.

②北元健、上條吉人、加藤正樹：ベゲタミン過量服用の危険性．精神科治療学，31：387-390，2016．…
③上條吉人：救急医からみえる精神疾患を有する身体救急患者の問題点―向精神薬過量服用患者を中心に―．総合

病院精神医学（JGHP），29:2-7，2016．
総説
④上條吉人：危険ドラッグ．日本臨床，74:241-244，2016．
⑤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．
⑥上條吉人：「グリホサートカリウム塩を含有する除草剤による中毒―多施設共同調査―」の報告と御礼．中毒研究，

29:273-275，2016．
学会発表（シンポジウム）
⑦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）
学会発表（一般演題，ポスター）
⑧花澤朋樹，上條吉人，中谷宣章，芳賀佳之．認知症患者のコリンエステラーゼ阻害薬中毒の…2…症例 .…第 44 回日

本救急医学会総会，2016．東京（JJAAM，27：522，2016）
学会発表（座長）
⑨芳賀佳之（座長）ポスター 65　高齢者の救急…2．第 44 回日本救急医学会総会，2016．東京（JJAAM，27：

177，2016）
著書
⑩上條吉人：中毒治療薬．今日の治療薬 2017，南江堂，東京，2017，1050-1061 頁．

【総数：論文 12…編（原著論文 4 編，総説 8 編），学会発表…13 件（シンポジウム 4，一般演題・ポスター 7，座長 2），
著書 8 件，講演 3…件，その他（テレビ等医療監修）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日本救急医学会認定 ICLS コース
②日本救急医学会認定 BLS コース（隔週開催）
③埼玉医科大学卒後教育委員会後援学術集会　急性中毒と薬物分析．2016.7.15

7．自己点検・評価
東館移転後ワークステーション（ドクターカー）の運用を開始し，救急診療の幅を広げて地域の救急医療の核となっ

ている．さらに中毒診療は質，量ともに向上し，埼玉医科大学病院急患センター ER の大きな特徴として認知されつ
つある．昨年度飛躍的に増加した論文，学会発表は本年度もそのレベルを維持している．卒後教育に加え，卒前教育
についても一層関与を深め，担当分野を広げてゆく方針である．
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診療に関しては標準を上回る貢献をしており，研究では学会発表，論文，著作など多くの結果を出せていると評価
する．卒前・卒後教育に関しても大きな問題はないと自己評価する．
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1．28）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，教育副主任：研究副主任：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：博士
菊池友和（KIKUCHI,…Tomokazu）：鍼灸師
小内　愛（KOUCHI,…Ai）：鍼灸師
津崎正法（TSUZAKI,…Masanori）：鍼灸師（8 月まで）
堀部　豪（HORIBE,…Go）：鍼灸師（9 月から常勤）

（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：東京大学アレルギー・リウマチ内科：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：東文中醫クリニック・新橋…院長：漢方診療，内科・小児科疾患
佐藤知穂（SATO,…Chiho）：非常勤医師　　

（非常勤職員・鍼灸師）
菊池雅美（KIKUCHI,…Masami）：非常勤鍼灸師
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：博士
小林信満（KOBAYASDHI,…Nobuyuki）：非常勤鍼灸師
井畑真太郎（IBATA,…Shintarou）：非常勤鍼灸師：修士
池田ゆかり（IKEDA,…Yukari）：…非常勤鍼灸師
堀部　豪（HORIBE,…Go）：非常勤鍼灸師（8 月まで）：修士
津崎正法（TSUZAKI,…Masanori）：鍼灸師（9 月から非常勤）
鈴木真理（SUZUKI,…Mari）：非常勤鍼灸師：学校法人湘南医療福祉専門学校専任教員
金子聡一郎（KANEKO,…Souichirou）：非常勤鍼灸師：東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科技術補佐員：
　　　　　　　　　　　　　　　　……博士
菊池　香（KIKUCHI,…Kaori）：非常勤鍼灸師：高倉鍼灸院院長：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28年度も昨年度までと同様，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
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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ため，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」の講義も担当した．また，他
大学等の外部の講師も務め，本領域の啓蒙・普及に努めた．
2-2．教育内容（担当者：三村教授，磯部講師，大野非常勤講師，山口講師，小俣鍼灸師）
　3 年生の 2 コマの講義の中では，「西洋医学と漢方の比較」「漢方医学の特質」の講義を行った．また，2 年生の講
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．
　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 28 年度も順調に行われた．
　また，平成 26 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，
漢方医学や鍼灸治療についての講義を行い，学生の東洋医学に対する理解を深めることができた．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，次年度以降も，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公益財団法人東洋療法研修試験財団研究助成
　研究課題：医師の鍼灸治療に対する意識調査　医療連携の確立に向けてアンケート調査
②国立研究開発法人　日本医療研究開発機構（AMED）研究費
　研究課題：薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討　
③関連施設（透析センター）を受診する維持透析患者の有する苦痛や自律神経機能に対する鍼治療効果の検討
④整形外科・脊椎外科受診の腰痛・腰下肢痛患者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．他科との連携をさらに心掛け，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
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い．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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　理事
　　　（社）日本東洋医学会　代議員，監事
　　　（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



443

東洋医学診療科

　　　（公社）全日本鍼灸学会　諮問委員
　　　（公社）全日本鍼灸学会　関東甲信越支部　学術委員
　　　埼玉鍼灸学会　副会長
　　　日本自律神経学会　評議員
　　　日本温泉気候物理医学会　評議員
　　　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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① AI…KOUCHI，SATORU…YAMAGUCHI，TOMOKAZU…KIKUCHI，ISOBE…HIDEYUKI：ACUPUNCTURE…IMPROVES…
THE…QOL…OF…PATIENTS…WITH…CANCER…UNDER…PALLIATIVE　CARE．　THE…18TH　INTERNATIONAL…
CONGRESS…OF…ORIENTAL…MEDICINE…2016.…4

②菊池友和：機能検査（画像など）から見た頭痛の病態…鍼で局所脳血流が変化するのは何故か　HEADACHE…
CLINICAL…&…SCIENCE7（1）：P73-74　2016 年 5 月

③磯部八郎：「東洋医学の知恵と温泉気候物理医学への提言」…漢方の立場から…～その 2…第 81 回日本温泉気候物理
医学会（群馬県）　2016 年 5 月

④堀部　豪，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：糖尿病を合併する Bell
麻痺患者に対する鍼治療の効果－ステロイド薬投与の有無による検討－　第 65 回（公社）全日本鍼灸学会学術
大会（札幌）…2016 年 6 月

⑤池田ゆかり，山口　智，小俣　浩，菊池友和，小内愛，津崎正法，磯部秀之：内側半月板損傷に鵞足炎を合併し
た膝関節痛に対する鍼治療の 1 症例　第 73 回（社）日本東洋医学会・関東甲信越支部学術総会（新潟）…2016
年 10 月

⑥山口智：医師のための鍼灸体験講座　頭痛診療に役立つ鍼治療の実践　第 44 回日本頭痛学会（京都）2016 年
10 月

⑦ HIROSHI…OMATA，SATORU…YAMAGUCHI，TOMOKAZU…KIKUCHI，AI… KOUCHI，HIDEYUKI… ISOBE：
ACUPUNCTURE…EFFECTS…AND…AUTONOMIC…NERVOUS…FUNCTION…OF…CHRONIC…KIDNEY…DISEASE（CKD）…
PATIENTS　THE…WORLD…FEDERATION…OF…ACUPUNCTURE-…MOXIBUSTION…SOCIETIES：WFAS…TOKYO/
TSUKUBA　2016.…11

⑧津崎…正法 ,…山口…智 ,…小俣…浩 ,…菊池…友和 ,…小内…愛 ,…磯部…秀之：膝 OA に対する鍼灸治療の評価と治療戦略…軽度変
形性膝関節症の痛みと運動機能に対する円皮鍼の効果　現代鍼灸学 16（1）：P103-107　2016 年 11 月…

⑨大野修嗣：漢方学舎・実践篇…源草社　2016 年 12 月
⑩磯部秀之：大病院における漢方と鍼灸のコラボレーションの体験と問題点（長所と短所）　第 20 回日本統合医

療学会（仙台）…2016 年 12 月
【総数：論文 8 件，学会発表 31 件，講演 19 件】

6-2．獲得研究費
（山口）公益財団法人東洋療法研修試験財団研究助成：医師の鍼灸治療に対する意識調査　医療連携の確立に向け

てアンケート調査
（磯部）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　研究分担者
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）第1回（公社）埼玉県鍼灸師会学術講習会・第1回埼玉鍼灸学会認定研修C講座共催：平成28年 7月 18日（月・

祝）浦和・さいたま共済会館 601 号室
2）第 2 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 28 年 9 月 18 日（日）浦和・さいたま共済会館 504

号室
3）（財）東洋医学技術教育振興財団　東洋医学技術研修センター同窓会（研友会）研修会開催：平成 28 年 11 月

23 日（日）茗荷谷・筑波大学東京キャンパス文京校舎…113 講義室および 133 実習室
4）第 3 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催：平成 28 年 11 月 13 日（日）浦和・さいたま共済会館 601

号室
5）第 4 回（公社）埼玉県鍼灸師会学術講習会・第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座共催：平成 29 年 1 月 22 日（日）

川越・埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階大会議室
6）第 25 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 29 年 2 月 26 日（日）川越・埼玉医

科大学かわごえクリニック 6 階大会議室

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．公費による研究も出来てい
るが，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，患者の満足度を高めることに貢献していきたい．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．29）（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：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）
小澤栄人（KOZAWA,…Eito）…：准教授，教育副主任，診療専門委員：…放射線診断学，：博士
井上快児（INOUE,…Kaiji）：講師，研修担当医長：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：放射線診断学
原　祐樹（HARA,…Yuki）：助教：放射線診断学
高橋大雄（TAKAHASHI,…Masao）：助教：放射線診断学
土橋佐紀（TSUCHIHASHI,…Saki）：助教：放射線診断学
秡川真由子（HARAIKAWA,…Mayuko）：助教：放射線診断学
鈴木政司（SUZUKI,…Seiji）：助教：放射線診断学
渡邊　環（WATANABE,…Meguru）：客員教授：放射線診断学：博士
牛見尚史（USHIMI,…Takashi）：客員准教授：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 4 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．
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｢ 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．
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，神経内科，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，田中教授の主催する「位相コントラスト X 線撮影法」，お
よび小澤准教授の担当する産婦人科疾患の画像診断の研究が，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 2.6 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．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

日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
医療放射線防護誌編集委員（田中）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：
日本磁気共鳴医学会理事（新津）
日本磁気共鳴医学会国際交流委員会委員長（新津）
日本磁気共鳴医学会代議員（小澤）
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）
日本医学放射線学会専門医制度委員会委員（新津）
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書：

① Okano…N,…Niitsu…M,…Tanaka…J,…Sasaki…T,…Takahashi…K,…Araki…N,…Yamamoto…T,…Nakano…S,…Nishimura…S,…Senbonmatsu…
T,…Matsunari…I:…Comparison…of…Dopamine…Transporter…SPECT…and…123I-MIBG…Myocardial…Scintigraphy…to…Assess…
Clinical…Severity…in…Patients…With…Parkinson…Disease.…Clin…Nucl…Med.…2017…Jan;42（1）:7-14.

② Miyasaka…A,…Nishikawa…T,…Kozawa…E,…Yasuda…M,…Fujiwara…K,…Hasegawa…K:…Advanced…Mucinous…Adenocarcinoma…
Arising…from…a…Mature…Cystic…Teratoma:…A…Case…Report…and…Literature…Review.…Case…Rep…Oncol.2016.…Jun.27;…9

（2）:331-7
③ 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

④新津守：「新版　放射線医科学…―…生体と放射線・電磁波・超音波…－」大西武雄（監）　
　医療科学社 ,…東京 ,…2016；ｐ 149-151,
⑤大澤威一郎 , 新津守：画像診断道場～実はこうだった　カテーテルはどこを走行しているか？…日本医事新報

2016；NO.4823：7-8.
⑥新津守：Ⅱ . 関節リウマチ画像診断と評価 , 最新の関節軟骨 MRI…日本臨牀第 74 巻 . 第 6 号 2016.6
⑦新津守：My　Hobby ホルンと水着 . ラジオロジー 2016;NO.26:6.
⑧井上勉 ,…岡田浩一 ,…小澤栄人 ,…石川雅浩 :…慢性腎臓病の画像評価…functional…MRI の有用性 .　Heart…view.…2016/10…

Vol20…No.10.…p36-41
⑨ Hara…Y,…Tanaka…J,…Niitsu…M,…Hoshino…Y:…Evaluation…of…a…new…X-ray… imaging…system…based…on…Talbot-Lau…

interferometry:…initial…images…of…the…knee…joints…of…healthy…volunteers.…European…Congress…of…Radiology…（ECR）…,…
March…2017,…Vienna,…Austria.

⑩ Takezawa…K,…Niitsu…M,…Haraikawa…M,…Suzuki…M,… Inoue…K,…Kozawa…E,…Tanaka… J,…Yamada…K:…Feasibility…of…
Simultaneous…Display…of…Ultrasound/MR… Imaging… for…Hip… Joint.…The…76th…Annual…Meeting…of… the… japan…
Radiological…Society…Yokohama,…japan…April…13-16,…2017

【総数…論文 3 件……著書 1 件　総説 4 件　学会発表 20 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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1．29）（2）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
　川田哲也（KAWATA,…Tetsuya）: 教授：診療部長：大学院教員（大学院）：博士
　鈴木健之（SUZUKI,…Kenji）：准教授：教育主任：大学院教員（大学院）：博士
　関　智史（SEKI,…Satoshi）: 講師：大学院教員（大学院）：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）Taxane 抵抗性頭部血管肉腫に対する Pazopanib 療法の有用性についての検討・論文投稿
2）甲状軟骨転移をきたした肝細胞癌について症例報告
3）放射線治療における漢方薬の有用性について講演

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）Taxane 抵抗性頭部血管肉腫に対する Pazopanib 療法の有用性について皮膚科とともに検討した．Medical…
oncology に投稿し，受理された．

2）甲状軟骨転移をきたした肝細胞癌の症例報告
内容：軟骨は，本来血管やリンパ管に乏しく転移しにくい組織である．しかし軟骨は加齢とともに骨化すること
が知られている．骨化した軟骨では，血管新生が認められるようになり，このため血行性転移をきたす場合がある．
我々は，多発性骨転移をきたした肝細胞癌で，甲状軟骨転移を伴った一症例を経験した．59 歳，男性，B 型肝硬変，
肝細胞癌．多発性骨転移に対する対症的放射線治療の経過観察中に，頸部正中左側に腫瘤を認めた．単純 CT で
は骨化した甲状軟骨左側を破壊する腫瘍を認め，造影 CT にて造影効果が認められることから，肝細胞癌の甲状
軟骨転移と判断した．
甲状軟骨転移についての過去の症例報告例を検索したところ，原疾患として固形癌では前立腺癌，肺癌，肝細胞
癌があり，血液疾患としては多発性骨髄腫があった．
達成度：第 450 回日本医学放射線学会関東地方会定期大会（2016 年 12 月 10 日，ステーションコンファレン
ス東京）で口頭発表した．

3）放射線治療における漢方薬の有用性について
内容：放射線治療の現場において，有害事象の緩和や放射線治療前処置に，漢方薬を用い，大変有用であった．
達成度：第 25 回日本東洋医学会埼玉県部会（2017 年 2 月 26 日，川越市埼玉医科大学川越クリニック講堂）にて，
発表した．

3-4．自己評価と次年度計画
　自己評価：放射線治療に関する研究活動の足跡を残せた．
　次年度計画：引き続き，放射線治療に関する研究を継続していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　新患 275 名を含む 309 件の放射線治療をおこなった．前立腺癌に対する IMRT も開始した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Dai…Ogata,…Hiroto…Yanagisawa,…Kenji…Suzuki,…Kohei…Oashi,…Naoya…Yamazaki,… … …Tetsuya…Tsuhida.…Pazopanib…

treatment…slows…progression…and…stabilizes…disease… in…patients…with…taxane-resistant…cutaneous…angiosarcoma.…
Med…Oncol.…2016…Oct;33（10）:116.

学会発表
②甲状軟骨転移をきたした肝細胞癌の一例
　第 450 回…日本医学放射線学会…関東地方会（平成 26 年 12 月 10 日，ステーションコンファレンス東京）
　　鈴木健之，関　智史，川田哲人：埼玉医科大学病院，放射線腫瘍科
　　持田　智：埼玉医科大学病院，肝臓内科
　　楮本智子：深谷赤十字病院，放射線科
③放射線治療と漢方（教育講演：講演者　鈴木　健之）
　日本東洋医学会，第 25 回埼玉県部会（平成 27 年 2 月 26 日，川越市埼玉医科大学川越クリニック講堂）
講演
④…放射線治療の概要と最近のトピックス：講演者　鈴木　健之
　熊谷医師会学術講演会（平成 27 年 1 月 18 日，熊谷市医師会館）

【総数：論文…1 件，学会発表…2 件，講演…1 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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：埼玉医科大学においては，医学部の他，保健医療学部において講義などを担当し，医学教育に貢献できた．
研究：放射線治療に関する論文投稿，学会発表を行った．
診療：新患 275 名を含む 309 件の放射線治療を担当し，恙なく治療を遂行できた．
　　　前立腺癌に対する IMRT を開始できた．診察から放射線治療開始まで，少ない待機時間で対応できた．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．
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1．29）（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，SPECT や 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．29 年 1 月に英文誌 Clin…Nucl…Med…（Impact…factor…4.563）に掲載された．上記以外にも金沢大
学や金沢医科大学との共同研究で認知症の画像診断，心不全における心筋交感神経イメージングなど様々な成果が英
文論文として出ている．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．
28 年度は次世代型検出器である CZT 検出器を用いた最新型 SPECT/CT 装置の日本で 1 号機の導入が決定し，既に工
事が開始された．29 年度は，本装置を用いて検査時間の短縮や被曝量の軽減など，患者負担の軽減に向けた研究を
開始する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．放射性同位元素を用いた治療では，甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨードに加え，放射性ラジウ
ム（ゾーフィゴ）による前立腺癌骨転移治療，放射性モノクロナール抗体（ゼバリン）による悪性リンパ腫の内照射
療法を開始した．本年度当院では，2,788 件の検査，治療が行われたが，最新型 SPECT/CT を 1 台導入することが
決まり，既に設置工事を開始した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　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
　松成一朗

埼玉核医学研究会世話人，日本心臓核医学会評議員
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　久慈一英
日本核医学会評議員，金沢大学十全医学会評議員，日本核医学会関東甲信越地方会幹事，埼玉核医学研究会世話人，
小児核医学研究会幹事，西部放射線医学セミナー幹事，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

［論文］
① Okano…N,…Niitsu…M,…Tanaka…J,…Sasaki…T,…Takahashi…K,…Araki…N,…Yamamoto…T,…Nakano…S,…Nishimura…S,…Senbonmatsu…

T,…Matsunari…I.…Comparison…of…Dopamine…Transporter…SPECT…and…123I-MIBG…Myocardial…Scintigraphy…to…Assess…
Clinical…Severity…in…Patients…With…Parkinson…Disease.…Clin…Nucl…Med…2017;42:7-14.

② Noguchi-Shinohara…M,…Komatsu…J,…Samuraki…M,…Matsunari…I,…Ikeda…T,…Sakai…K,…Hamaguchi…T,…Ono…K,…Nakamura…H,…
Yamada…M.…Cerebral…Amyloid…Angiopathy-Related…Microbleeds…and…Cerebrospinal…Fluid…Biomarkers…in…Alzheimer's…
Disease.…J…Alzheimers…Dis…2017;55:905-913.

③ Nakajima…K,…Matsunari… I,… Jacobson…AF.… I-123…metaiodobenzylguanidine… innervation… imaging…as…a… tool… for…
norepinephrine…transporter…research:…A…possible…application…for…genetic…analysis…in…heart…failure.…J…Nucl…Cardiol…
2016.

④ Matsunari…I,…Tamaki…N,…Ikeda…M,…Naito…H,…Okazaki…O,…Miki…S,… Iida…K,…Iwado…Y,…Sakai…S,…Nagamachi…S,…Kumita…S,…
Sugiura…N,…Teramachi…M.…A…post-marketing…clinical…study…to…confirm…the…efficacy…of…18F-fluorodeoxyglucose…for…
the…diagnosis…of…myocardial…viability:…a…prospective…multicenter…study…in…patients…with… ischemic…heart…disease.…
Ann…Nucl…Cardiol…2016;2:9-20.

⑤ Matsunari…I.…Toward…standardization…of…imaging…time…points…for…123I-MIBG…scan.…Ann…Nucl…Cardiol…2016;2:56-
57.

⑥ Kobayashi…M,…Matsunari… I,…Nishi…K,…Mizutani…A,…Miyazaki…Y,…Ogai…K,…Sugama…J,…Shiba…K,…Kawai…K,…Kinuya…S.…
Simultaneous…acquisition…of…（99m）Tc-…and…（123）I-labeled…radiotracers…using…a…preclinical…SPECT…scanner…with…
CZT…detectors.…Ann…Nucl…Med…2016;30:263-71.

⑦ Fujita…W,…Matsunari… I,… Aoki… H,… Nekolla… SG,… Kajinami… K.… Prediction… of… all-cause… death… using…（11）
C-hydroxyephedrine…positron…emission…tomography…in…Japanese…patients…with…left…ventricular…dysfunction.…Ann…
Nucl…Med…2016;30:461-7.…

［学会発表］
［講演］
⑧松成一朗．" 画像から見る解剖学の基礎：心臓編 " 平成 28 年…10 月 " 第 44 回放射線技術学会秋季大会（大宮）"

　【総数：論文…7…件，学会発表…0…件，講演…1…件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　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．29 年 1 月に英文誌 Clin…Nucl…
Med…（Impact…factor…4.563）に掲載された．また金沢大学や金沢医科大学との共同研究で認知症の画像診断，心不全
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における心筋交感神経イメージングなど様々な成果が英文論文として出ている．
　診療において，本年度全体では，2,778 件の検査，治療が行われた．特に治療においては，放射性同位元素を用い
た治療では，放射性ヨードを用いた甲状腺機能亢進症の内照射治療に加え，放射性ラジウム（ゾーフィゴ）による前
立腺癌骨転移治療，放射性モノクロナール抗体（ゼバリン）による悪性リンパ腫の内照射療法を開始した．また最新
型 SPECT/CT を 1 台導入することが決まり，既に設置工事を開始した．
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1．30）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）：13 名，（言語治療）：2 名，（心理）：5 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 25 年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 5 年
目に入りいっそう活気ある雰囲気の中，実際の入院・外来診療場面を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検
討会でも学術的な面も含めた指導が行われた．
＜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
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よう，次年度もカリキュラムを整備していきたい．②卒後　①平成 18 年度以降，毎週の入院診療ミーティングに加
え退院症例・外来症例の検討会も定例で開始しているが，今年度はこれを充実させることができた．次年度もさらに
内容の充実を図って行きたい．②初期研修については，1 年目が主となるものの，精神科を自主的に選択する 2 年目
研修医も迎える体制となっている．次年度も，経験年数に応じてきめ細かな指導が行えるよう，研修医情報共有のし
くみや指導医の勤務シフトの整備を行っていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究を通じて，精神科診断・治療の技能の向上に役立つような報告や，基礎研究を通じて，各種精神疾患の病
態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていくことを目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜臨床研究＞①精神科救急研究，②児童思春期研究，③臨床精神医学研究
＜基礎研究＞①神経化学研究，②神経生理研究
3-3．研究内容と達成度
＜臨床研究＞①精神科救急研究：平成 21 年度，＜精神科スーパー救急＞算定施設となったのを機に，臨床研究の軸
足を精神科救急領域へとシフト．（a）精神科救急運営システム研究，（b）自殺企図患者研究（類型化とその特徴抽出等）
等が行われ，平成 24 年度は国際学会での発表も行われた．
②児童思春期研究：児童，思春期に発症する不登校，摂食障害などを対象として，学校や家庭を含めた総合的な見地
から研究を行い，埼玉児童思春期精神保健懇話会の中心となっている．
③臨床精神医学研究：若手医師達の学術的思考を養う意味で，実地臨床で出会った事例の臨床症例報告も積極的に積
み重ねている．
＜基礎研究＞①神経化学：動物実験によるセロトニン，ドーパミン系の受容体に関する研究，②神経生理：認知課題
遂行中の事象関連同期・脱同期反応の研究等が行われ，各種発表も行われてきた．
3-4．自己評価と次年度計画
　臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされている．今後も＜精神科スーパー救急＞算定施
設としての特性を生かし，精神科救急領域の研究報告や臨床症例報告を継続・発展させ，臨床技能の向上に役立つ知
見を集積していきたい．また，従来の基礎研究も継続し，各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するよ
うな知見を積み重ねていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　地域の一般精神科医療に広く対応するとともに，精神科救急診療，精神・身体合併症診療や各種専門診療（児童思
春期診療・言語療育訓練，てんかん診療），さらには自殺企図後のこころのケア等，当科独自の機能を生かした診療
で貢献することを目的としている．診療実績としては以下のとおりであった．

（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）
＜外来＞　①新患総数：…1224 人 / 年（※ 1）※2）含む）/715/ 年（※1）※2] 含まず [※1）同日他科受診，※2）
再来新患 ]…②再来患者：…139.1 人 / 日
＜病棟＞　①新入院患者総数：　279 人 / 年 [※ 転科→再転入を含む ]
＜往診（国際医セ）＞　84 件 / 年（日中：74+ 休日夜間：10）
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①入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※ 平成 28 年 04 月～ 29 年 03 月）
F0…症状性を含む器質性精神障害 --------------------------------------------40 人（14.3%）…
F1…精神作用物質使用による精神および行動の障害 ------------------18 人（6.5%）…
F2…統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ----------------------94 人（33.7%）……
F3…気分（感情）障害 -------------------------------------------------------------45 人（16.1%）…
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 -------35 人（12.5%）…
F5…生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 -------------20 人（7.2%）…
F6…成人の人格および行動の障害 -----------------------------------------------3 人（1.1%）…
F7…精神遅滞…--------------------------------------------------------------------------12 人（4.3%）
F8…心理的発達 -------------------------------------------------------------------------8 人（2.9%）
F9…小児及び青年期 ------------------------------------------------------------------2 人（0.7%）…
G4…てんかん ---------------------------------------------------------------------------2 人（0.7%）
合計…279 人

＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数 1036 件であり，内訳は①電話：456 件（含：反復入電 22），②
時間外診療 245 件（235 件（毛呂）+10 件（日高）），③入院（医療保護・任意：35 件，措置・緊措・応急：15 件），
④病棟対応：251 件，⑤院内往診：34 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 21，22，23，24，25，26，27，28 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埼玉県医療観察制度運営連絡協議会
⑨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
⑩医療観察法入院病棟倫理会議外部委員
⑪心神喪失者等医療観察法関係研究協議会
⑫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
⑬所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
⑭毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員

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
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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＞
坂戸保健所　こころの健康フェスティバル　講師（坂戸市）＜太田＞
精神科診断方法論研究会　講師（那覇市）＜太田＞
うつ病治療を考える会－診断学の観点より－　講師（福岡市）＜太田＞
釧路うつ病治療懇話会　講師（釧路市）＜太田＞
こどものこころ専門医試験　試験官（岡山市）＜横山＞
昭和大学精神科医局集団会　講師（東京）＜横山＞
精神科臨床薬学研究会　講師（さいたま市）＜横山＞
埼玉県私立短期大学協会　教職員研修会　講師（毛呂山町）＜松岡＞
成人期 ADHD 治療を考える会　講師（富山市）＜松岡＞
大人の ADHD を考える会　講師（八戸市）＜松岡＞
成人期発達障害研究会　講師（川越市）＜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＞
本庄保健所…地域精神保健福祉事業における研修会…講師（本庄市）＜臨床心理士：庄野＞
つどい福祉会　職員研修　講師（神川町）＜庄野＞
埼玉医科大学職員ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ　看護学生実習指導者講習会　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：庄野＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　クリニカル ･ ラダー…レベルⅢチャレンジ研修　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＞

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　平成 28 年度，臨床，教育，基礎研究の領域で，多数の発表が行われた．

①統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群…統合失調症（安定期）　臨床精神医学 2016.12.…45（増
刊）：110-112　太田敏男

②性別違和…小児の性別違和　臨床精神医学 2016.12.…45（増刊）:…369-372　横山富士男
③子どもの自己肯定感を高める発達障害支援　臨床精神医学　2016.07.…45（7）…:…883-887　横山富士男
④ Comparative…analysis…of…pharmacological…properties…of…xanomeline…and…N-desmethylclozapine… in…rat…brain…

membranes.…J…Psychopharmacol.…2016.09.…30:896-912.…Yuji…Odagaki,…Masakazu…Kinoshita,…Toshio…Ota
⑤ A…Case…of…Persistent…Generalized…Retrograde…Autobiographical…Amnesia…Subsequent…to…the…Great…East…Japan…

Earthquake…in…2011.…Case…Rep…Psychiatry.…2017.…3pages…Yuji…Odagaki
⑥ Brain…structure…differences…among…male…schizophrenic…patients…with…history…of…serious…violent…acts:…an…MRI…

voxel-based…morphometric…study.…BMC…Psychiatry.…2017.…17:105.…Noriomi…Kuroki,…Hiroko…Kashiwagi,…Miho…Ota,…
Masanori…Ishikawa,…Hiroshi…Kunugi,…Noriko…Sato,…Naotsugu…Hirabayashi,…Toshio…Ota

⑦ Activation…of…G α q…proteins…coupled…with…dopamine…D1-like…receptor…and…α1-adrenoceptor… in…rat…brain…
membranes……30th…CINP…World…Congress…2017.07…Seoul　Yuji…Odagaki,…Masakazu…Kinoshita,…Toshio…Ota

⑧児童期から成人期への自閉スペクトラム症（ASD）の診療について，現状と課題　第 112 回日本精神神経学会
　2016.06　東京　横山富士男，庄野伸幸，越智栄太

⑨大学病院型「スーパー救急」における措置入院事例の転帰予測因子について～正準判別因子について　第二報～
　第 24 回日本精神科救急学会　2016.10　久留米　松岡孝裕，平田吾一，太田敏男

⑩自殺企図による入院後にレビー小体型認知症が判明した 1 例　第 109 回東京精神医学会　2017.03　東京　下
出崇輝，大野一樹，戸塚貴雄，太田敏男　

【総数：論文…10…件，学会発表…13…件，講演…15…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

以下のような研究会，懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している．
①埼玉精神医学懇話会
②埼玉県児童思春期精神保健懇話会
③埼玉てんかん懇話会

7．自己点検・評価
1．教育　①卒前　精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後　入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め
た指導が行われた．

2．診療　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，平成 28 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）

1．31）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 28 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，血液検査を佐々木，超音波検査

を森吉，心電図・呼吸機能検査を仲野，細菌検査を舘，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，九谷）
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，腫瘤の境界，血流パターンなどのエコーパターンが診断上有用性が高いものを
考察している．

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研究プロジェクトとは別に，SLE 患者の脳波所見の検討を行い，第 45 回埼玉県医学検査学会で発表し，優秀発
表賞を受賞した．

3-4．自己評価と次年度計画
　日常検査の中から問題を設定して解析を行い，論文として発表することを目指している．今年度は超音波検査の論
文を発表した．このテーマについて今後も発展させていくこと，また，他のテーマ，例えば貴重な症例の報告につい
ても積極的に行っていきたい．
　細菌検査も日常検査として行うだけでなく，感染症の抗原検査・抗体検査との相関を調べたり薬剤耐性菌情報をま
とめたりして学会発表する，あるいは臨床検査適正化委員会を通して臨床側に通知する，などと診療や院内感染対策
に役立つように情報発信したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　検査試薬と検査機器の変更にあたり，十分な基礎検討ができ，問題なく変更に進めた．
　臨床側からの検査項目追加希望には検査部として対応できる範囲では迅速に対応した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無　
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（池淵）
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
　日本血液代替物学会査読委員（池淵）
　日本輸血・細胞治療学会査読委員（池淵）
　埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
　埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人．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
　女子栄養大学非常勤講師

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
②山岡美穂，倉持朗，九谷恵子，他：超音波検査所見が診断上有用な良性皮下腫瘤 .…臨床病理…64:…1229-35,2016
学会発表
③品田真澄 ,…加藤由佳 ,…中別府奈穂子 ,…他 .…CLEIA 法と CLIA 法による新規 PIVKA-II 測定試薬 2 種と現行法との比較

検討 .…日本臨床検査自動化学会第 48 回大会
④小針奈穂美，三志奈賢司，大谷栄江，他 .…ワンコイン検査　当院に実績と今後の課題 .…第 34 回私立医科大学臨

床検査技師会学術研修会
⑤高橋梨奈，河村亨，斉藤妙子，他：当院における抗酸菌培養検査の後方視的解析 .…第 45 回埼玉県医学検査学会
⑥友部未来，仲野浩，寺井弘江，他：SLE 患者の脳波所見の検討 .…第 45 回埼玉県医学検査学会（優秀発表賞を受賞）
⑦三志奈賢司：当検査部における NICU 支援の取り組みについて .…日本医療マネジメント学会第 6 回埼玉支部学術

集会
【総数：論文 2 件，学会発表 5 件】

6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　SLE 患者の脳波所見の検討を，第 45 回埼玉県医学検査学会で発表し，優秀発表賞を受賞した．
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　少人数の基本学科ではあるが，臨床検査と超音波検査を実施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献でき
ていると考える．
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1．32）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
石澤圭介…（ISHIZAWA,…Keisuke）: 准教授（神経内科兼担）: 神経病理学 : 博士
市村隆也…（ICHIMURA,…Takaya）: 講師 : 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（保健医療学部兼担）: 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
周東真代（SHUTO,…Masayo）: 講師（保健医療学部兼担）: 博士
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（阿部），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（塩田），
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　隔週（分担，教員全員）計 16 回 / 年
〈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，
第二版」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9,000件を超える外科病理診断，約11,000件を超える細胞診，51例（院内41例：院外10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: 編集委員査読　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
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
Journal…of…Clinical…&…Experimental…Hematology: 編集委員査読　茅野　秀一

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木　惇
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日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木　惇
日本神経病理学会理事・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 Sasaki…A,…Hirato…J,…Hirose…T,… Ichimura…K,…Sakamoto…H,…Nishikawa…R.…Review…of…ependymomas:…assessment…of…
consensus… in…pathological…diagnosis…and…correlations…with…genetic…profiles…and…outcome.… …（Clin…Neuropathol…
35:229,…2016）…11th…European…Congress…of…Neuropathology…（2016.7.6-9.…Bordeaux,…France）

② Fukumura…K,…Kawazu…M,…Ueno…T,…Sai…E,…Soda…M,…Kojima…S,…Ueda…H,…Yasuda…T,…Yamaguchi…H,…Lee…J,…Shishido-Hara…
Y,…Sasaki…A,…Shirahata…M,…Mishima…K,…Ichimura…K,…Mukasa…A,…Narita…Y,…Saito…N,…Aburatani…H,…Nishikawa…R,…Nagane…
M,…Mano…H:　Genomic…characterization…of…primary…central…nervous…system…lymphoma．　Acta…Neuropathol…
131:865-875,…2016

③山田健人：第 2 章　核内移行するヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体 -TF Ⅱ H 阻害剤複合体，抗体薬物複合体
（ADC）の設計開発　監修：…松村保広，シーエムシー出版　ファインケミカルシリーズ………P94-103，2016 年

④ Hayashi…M,…Madokoro…H,…Yamada…K,…Nishida…H,…Morimoto…C,…Sakamoto…M,…Yamada…T.…A…humanized…anti-CD26…
monoclonal…antibody…inhibits…cell…growth…of…malignant…mesothelioma…via…retarded…G2/M…cell…cycle…transition.…
Cancer…Cell…International…16:35,…2016

⑤ Inaishi…J,…Saisyo…M,…Sato…S,…Kou…K,…Murakami…R,…Watanabe…Y,…KitagoM,…Kitagawa…Y,…Yamada…T,…Itoh…H:….Effects…of…
obesity…and…diabetes…on…alpha…and…beta…cell…mass…in…surgically…resected…human…pancreas.…The…Journal…of…Clinical…
Endocrinology…&…Metabolism…101（7）:2874-82,…2016

⑥ 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.

⑦石澤圭介，小森隆司：成人びまん浸潤星細胞腫 WHO…grade…II/III．日本臨床 74 巻増刊号 7　脳腫瘍学　p196-
203,…2016（9 月）

⑧石澤圭介，佐々木惇：胚細胞性腫瘍．日本臨床 74 巻増刊号 7　脳腫瘍学　p242-248,…2016（9 月）
⑨佐々木惇：「中枢神経系生検診断のポイント（非腫瘍性疾患を中心に）」シンポジウム「中枢神経変性疾患　病

理専門医に求められる神経病理…up…to…Date:…非腫瘍性疾患を中心として」第 105 回日本病理学会総会　（仙台，
2016.5.14.）

⑩金　玲，市村隆也，李　治平，石澤圭介，茅野秀一，佐々木惇，山田健人：関節リウマチに対する IL-6 阻害剤
療法後に抗酸菌感染を発症した一剖検症例．第 105 回日本病理学会総会　（仙台，2016.5.12.）

【総数：論文 15 件・学会発表 18 件・著書 7 冊】
6-2．獲得研究費
山田健人：

①基盤研究（Ｂ）（一般）ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗がん療法の開発　研
究代表者　637 万円

②基盤研究（Ｂ）（一般）免疫系ヒト化マウスを用いた癌免疫回避機構解明と次世代遺伝子ワクチンによる克服戦
略　研究分担者　50 万円

③基盤研究（Ｃ）（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発
　研究分担者　30 万円

④基盤研究（Ｃ）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究　研究分
担者　10 万円

⑤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　研究分担者　370 万円

⑥共同研究　ニチレイバイオサイエンス株式会社　悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント
ロールスライドの開発に関する基礎的な検討　研究代表者　1250 万円
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6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

服部　豊，松下麻衣子，市川大樹，曾田宗司，須貝　威，山田健人，柳川弘志，米村　裕子　フェニルフタルイミ
ド修飾体及びそれを有効成分とする抗癌剤　出願日：2016 年 10 月 21 日　出願番号：特願 2016-207402
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
　「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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1．33）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，現在のところ臨床応用できる方法は開発されていない．今年度は，赤血球が陰性

荷電していることを利用して陽性荷電したビーズを用いたウイルス除去法を検討したが，僅か…1Log 減少しただ
けだった．また，ウイルスの不活化の評価のために必要な高感染価を有するウイルス液を簡便な方法で調整する
方法を開発した，約…100 倍の感染価が得られた．

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に進展は見られなかったが，不活化の評価に使用する高力価のウイルス液の調整法は良好な結
果が出て得られた．

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　　
① Kiyoko…Nojima,…Kazu…Okumaa,…Masaki…Ochiai,…Madoka…Kuramitsu,…Kenta…Tezuka,…Mieko… Ishii,… …Sadao…Ueda,…

Takashi…Miyamoto,…Koichiro… ,…Kamimura,…Enki…Koue,…Sanae…Uchida,…Yoshiharu…Watanabe,Yoshiaki…Okada,… … Isao…
Hamaguchi…:Establishment…of…a…reference……material…for…standardization…of…the…anti-complementary…activity…test…in…
intravenous…immunoglobulin…products…used……in…Japan:…A…collaborative…study.Biologicals,……vol.46.…68-73.…2017

学会発表　
②岡田義昭，小林清子，池淵研二：輸血用血液製剤の保存温度や白血球除去による Leishmania 原虫の不活化及び

除去効果に関する研究，第 64 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 28 年 4 月，京都
③玉栄建次，青木麻衣子，鈴木雅之，内野富美子，山田攻，松本慎二，棚沢敬志，小林　清子，池淵研二，斉藤妙

子，岡田義昭：当院における不規則性抗体陽性患者への不規則カード発行と今後の課題，第 64 回日本輸血・細
胞治療学会総会，平成 28 年 4 月，京都
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④山田攻，鈴木雅之，内野富美，小林清子，池淵研二，岡田義昭：Ko 解凍赤血球液輸血を経験した抗 Ku 保有症例，
第 64 回日本輸血・細胞治療学会総会，平成 28 年 4 月，京都

⑤水沢左衛子，落合雅樹，草川茂，内田理恵子，川村恵理子，岡田　義昭，山口照英，浜口功：HIV-RNA 国内標
準品の力価の再評価のための国内共同研究，第 64 回日本ウイルス学会総会，平成 28 年 10 月，札幌

【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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1．34）健康管理センター

1．構成員
　金澤　實（KANAZAWA,…Minoru）：教授：診療運営責任者：センター長：呼吸器：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
　松木盛行（MATUKI,…Moriyuki）:…准教授：消化器病学　外科学・内視鏡学：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）関口浩子…（SEKIGUCHI,…Hiroko）：眼科学：博士
　（非常勤）河原　毅…（KAWAHARA,…Tsuyosi）：消化器病学
　（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）…市川淳弥 ,…前田千穂 ,…小峰芳則…

2．教育
2-1．教育の目的・目標
　主として ,…社会医学系・地域診療における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よりわかり易く面接し健康の大切さを理解していただ
くことを学ぶ .…また当センターが協力する埼玉医科大学医師会主催の産業医研修会を開催し ,…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診
療放射線技師による ,…各種超音波 ,…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 年生の実習が通年通り施行され…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 . 主に産業医の育成や職
場巡視は毎年実施しているが…今後はより計画性をもったカリキュラムで対応したい .

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

○金澤は…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
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として , 内視鏡の充実に力を注いでいる．…
○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 .
○足立 ,…清水は…①予防医学領域の画像診断を中心に新しいシステム形成の確立…②ダブルチェック方法の活用の重

要性…③加齢変化を腹部超音波検査活用にて検討…⑤蓄積画像の検討などについて研究を行っている .
○丸山は…①循環器系特に動脈硬化と健康についてのの臨床研究を行った .…
○松木は…①上部消化管内視鏡の臨床実施に今年度から参加した．
○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（OCT）導入し運用開始した．

○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）消化器内視鏡検査を倍増させて健診効率を上げた .……
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）胸部写真の CAD 導入に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継続的に報告した .

3-4．自己評価と次年度計画
　さらなる内視鏡検査の充実を検討する．より効果的な健診の体制作りを当センタ－の運営に取り入れる計画を立て
ている．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
　総合健診学会編集委員（足立）
　総合健診学会・日本ドック学会の査読委員（足立・清水）
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）
　埼玉県産業医理事（足立）産業医研修会開催（足立，清水）

6．業績
① 57 回日本人間ドック学会学術大会　2016 年 7 月　長野県松本市
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　座長：清水正雄　超音波検査 2…（口頭発表）　7.28
　座長：足立雅樹　上部消化管 7（口頭発表）　7.29

発表：マンモグラフィ（MMG）における乳腺濃度と乳腺超音波との対比…第…2…報…
　　上坂　愛，…黒岩比呂美，加藤　香，有田信和，相川真樹，…阿部慶子，丸山義明
　　金澤　實，…清水正雄，…足立雅樹

②第 45 回日本総合健診医学会　2017 年 1 月 27 日 28 日　東京ベイ舞浜ホテル
　座長：足立雅樹　結果説明・リスクマネジメント（口頭発表）1.27
　座長：有田信和　臨床検査技師・放射線技師（職種別）1.28

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…第 2報…CAD/ComputerAided…Detection…について
　　　足立雅樹，清水正雄，…倉光　薫，有田信和，成田政広，松木盛行，武永　強，……
　　　丸山義明，金澤　實　

③論文：清水正雄，足立雅樹　健診分野の画像診断について：胸部単純 X 線検査…
　　　　人間ドッグ 2017 年 Vol.31…No.5…特別寄稿
④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 50 回院内看護研究会　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
　埼玉医科大学医師会産業医研修会開催　平成 28 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 28 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 .…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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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　
宮城直也（MIYAGI,…Naoya）：助教：医員
長船靖代（OSAHUNE,…Yasuyo）：助教：医員
可児和仁（KANI,…Kazuhito）：助教：医員
青山　徹（AOYAMA,…Toru）：助教：医員
林…健次郎（HAYASHI,…Kenjirou）：助教：医員
山口菜緒美（YAMAGUCHI,…Naomi）：助教：医員
細見英里子（HOSOMI,…Eriko）：助教：医員
杉浦香織（SUGIURA,…Kaori）：助教：医員
大塚武史（OTSUKA,…Takeshi）：助教：医員
荒井亮士（ARAI,…Ryoushi）：助教：医員
藤田徹郎（HUJITA,…Tetsuro）：助教：医員
石橋　朗（AKIRA,…Ishibashi）：助教（シニア）
須田健太郎（KENTARO,…Suda）：助教（シニア）
内田党央（UCHIDA,…Kunichika）：助教（シニア）
客員教授：1 名　　客員准教授：2 名　　非常勤講師：3 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．
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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
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
5）FD と心身症：屋嘉比康治
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
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
慢性胃炎と胃生理機能に関する研究は…林健次郎助教の学位論文としてまとまり，内容も慢性胃炎と上腹部ディス

ペプシア症状とのかかわりを明らかにできた内容的には優れた論文となった．特に，これまで慢性胃炎の症状とされ
ていた食欲低下や膨満感が慢性胃炎の病態，すなわち，胃粘膜萎縮の関与が少ないことを証明することができた．

食欲と消化管ホルモンに関する研究もストレスホルモン urocortin の食欲抑制作用と胃運動抑制作用を明らかにす
ることがで，その機序に交感神経が関与してをいることぉ示すことができた．さらに 2014-2015 年は 7 多施設及び
外国大学研究機関との共同研究も論文化された．
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（Psychoneuroenterology…2014）
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臨床研究については，現在進行中の「parkinson…病による食欲低下に対する六君子湯の効果」が終了する予定である．
また「機能性ディスペプシアに対する運動改善薬と H2- ブロッカー併用の効果」に関する自主研究や「胃粘膜萎縮
の胃生理機能に対する影響」の研究（林　健次郎助教）も終了予定である．

その他「IBD に対する薬物治療」の臨床研究も盛んに行われている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の特徴として消化器領域全般にわたる臨床が行えることである .　
消化管悪性腫瘍の診断と治療 ,…炎症性腸疾患 ,…消化管出血 ,…膵炎，胆石や閉塞性黄疸の診断と治療 ,…さらに肝疾患も肝
炎 ,…肝硬変 ,…肝癌の診断と治療が日常的に行われている .　

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1．社会保障審議会専門委員（疾病，傷害及び死因分類専門委員会）
2．厚生科学審議会臨時委員（がん登録部会）
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
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．日本肝胆膵外科学会 “Journal…of…Hepato-Biliary-Pancreatic…Sciences” 査読
12．日本肝臓学会雑誌「肝臓」査読委員
13．日本消化管学会…理事 ,…専門医制度審議委員会…委員長
14．第 18 回 IFHIMA 国際大会査読委員
15．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
16．埼玉医科大学雑誌　編集委員
17．日本消化器病ガイドライン委員会「慢性便秘」作成委員会委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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…屋嘉比康治 ,…山口菜緒美 ,…細見英里子：【脳腸相関　各種メディエーター，腸内フローラから食品の機能性まで】…
（Part…2）脳腸相関にかかわる生理活性物質　コレシストキニン（解説 / 特集）.…臨床栄養 .…128（6）：787-794,…
2016.05

②…屋嘉比康治 ,…上園…保仁 ,…乾…明夫 ,…武田…宏司 :【消化器内科領域で漢方薬を活用する】…グレリンと六君子湯（座談
会 / 特集）.　漢方医学 .　40（3）：124-135,…2016.8

③…屋嘉比康治：【ストレスで悪化する内科疾患 - その病態と治療 -】…《知っておきたいストレス関連疾患のメカニズ
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ム》　ストレスと脳 - 腸相関（解説 / 特集）.…Modern…Physician.　36（9）：919-924,…2016.09
④…屋嘉比康治 ,…山口菜緒美 ,…細見英里子：【臨床データーからみた機能性消化管障害へのアプローチ】…摂食調節

消化管ホルモンと機能性ディスペプシア（解説 / 特集）.　日本消化器病学会雑誌 .　113（10）：1672-1681,…
2016.10

⑤…名越澄子：【肝硬変を理解する - 分子機構から実臨床に至るまで -】…合併症の病態と治療　肝肺症候群 .　肝胆膵 .…
73（6）:…1239-1244,…2016.12　…

⑥…Kato…Shingo,…Osada…Hisato,…Yakabi…Koji：クローン病患者に対する新規 tag-less…Agile パテンシーカプセルにより
一時的に腸閉塞が生じた希な症例（Rare…case…of…temporary…intestinal…obstruction…induced…by…novel…tag-less…Agile…
patency…capsule…in…a…patient…with…Crohn's…disease）（英語）.　…Digestive…Endoscopy.　28（4）：481,…2016.05

⑦…山本龍一 ,…加藤真吾 ,…可児和仁 ,…岡…政志 ,…名越澄子 ,…屋嘉比康治：悪性胆道・十二指腸狭窄に対する胆管・十二
指腸ステント留置術後の栄養状態の検討（原著論文）.　…消化と吸収 .　38（3）：225-227,…2016.07

⑧…山本龍一 ,…高林英日己 ,…寺井悠二 ,…小林泰輔 ,…青山…徹 ,…加藤真吾 ,…岡…政志 ,…名越澄子 ,…屋嘉比康治：EUS ガイド下
膵仮性嚢胞ドレナージが有効であった膵癌の 1 例（原著論文）　　埼玉医科大学雑誌 .　43（1）:…1-6,…2016.08

⑨…高林…英日己（埼玉医科大学総合医療センター…消化器・肝臓内科）,…名越…澄子 ,…屋嘉比…康治 ,…Mao…Maria,…Todisco…
Andrea…：Helicobacter…pylori で惹起される炎症存在下胃粘膜上皮での Bone…Morphogenetic…Protein（BMP）シグ
ナルの役割（原著論文）.　潰瘍 .…43：48-50,…2016.05

⑩…山口菜緒美 ,…細見英里子 ,…林…健次郎 ,…屋嘉比康治：【臨床に必要な消化管による食欲調節の知識】…食欲調節と消
化管ホルモン　消化管ホルモンによる食欲抑制　コレシストキニンの作用と役割（解説 / 特集）.　臨床消化器
内科 .　31（9）：…1223-1232,…2016.07

【総数：論文…11 件 ,…学会発表…39 件】
6-2．獲得研究費　

1．鴨田賞
2．平成 28 年度日本医療研究開発機構肝炎等克服実用化研究事業
　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 343 回日本消化器病学会関東支部例会

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診療が定着した .
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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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．2）心臓内科

1．構成員
羽田勝征（HADA,…Yoshiyuki）：客員教授：循環器病学，心エコー図学：博士
丸山義明（MARUYAMA,…Yoshiaki）：教授（教職員・学生健康推進センター，健康管理科兼担）：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（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
井口貴文（INOKUCHI,…Takafumi）：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）
　3．5 年生 BSL（1 回 3-4 名，2 週間ｘ 16 回）および CC（1 回 2 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（西岡）
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　　クルズス 10 回（羽田，西岡，伊藤，桐村，神山，佐々木，井上，一色）
　　CC は配属チームの初期研修医とともに行動し，上級医の指導を受けた．
　卒後教育
　　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　羽田，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
　7．各種循環器疾患の短期および長期予後に及ぼす因子の検討
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．
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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

査読委員：American…Journal…of…Cardiology…（西岡）
　　　　　Journal…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
日本循環器学会代議員（西岡）
日本心臓病学会代議員（西岡）
日本超音波医学会代議員（西岡）
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 ,…佐々木英樹

　急性冠症候群または安定冠動脈疾患発症の差異に関連する因子についての検討
　日本冠疾患学会雑誌 2016;22:139-144.
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 Masaki…N,…Issiki…A,…Kirimura…M,…Kamiyama…T,…Sasaki…O,…Ito…H,…Maruyama…Y,…Nishioka…T.
Echocardiographic…Changes…in…Eosinophilic…Endocarditis…Induced…by…Churg-Strauss…Syndrome.
Intern…Med.…2016;55（19）:2819-2823.

④Matsue…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.
Prognostic…impact…of…early…treatment…with…tolvaptan…in…patients…with…acute…heart…failure…and…renal…dysfunction.
Int…J…Cardiol.…2016…Oct…15;221:188-93.

⑤ Toyama…K,…Rader…F,…Ayabe…K,…Kar…S,…Trento…A,…Nishioka…T,…De…Robertis…MA,…Siegel…RJ.
Mitral…annular…motion…in…patients…after…transcatheter…MitraClip…and…mitral…valve…surgery.
Echocardiography.…2017…Mar;34（3）:334-339.

⑥ 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.…2017…Mar;65（3）:167-170.

⑦ Toyama…K,…Ayabe…K,…Rader…F,…Kar…S,…Trento…A,…MD,…De…Robertis…MA,…Siegel…RJ.
Mitral…Annular…Motion…in…Patients…after…Transcatheter…MitraClip,…Surgical…Mitral…Valve…Repair…and…Replacement.
American…Society…of…Echocardiography…the…27th…Annual…Scientific…Sessions,…Seattle,…USA,…June…12,…2016.

⑧ Sasaki…O,…Nishioka…T,… Inoue…Y,…Tsukada…S,… Inokuchi…T,…Yamaguchi…R,…Koike…A,…Toyama…K,…Yuhara…M,…Ando…T,…
Kamiyama…T,…Kirimura…M,…Ito…H,…Maruyama…Y,…Yoshimoto…N.
Predictors…of…In-hospital…Survival…in…Patients…with…Acute…Myocardial…Infarction
第 81 回…日本循環器学会学術集会　金沢　2017 年 3 月 17 日

⑨高鳥仁孝,…一色亜美,…中田貴彬,…中東威,…中村嘉宏,…塚田俊一,…安藤敏行,…井上芳郎,…桐村正人,…神山哲男,…佐々木修,…
伊藤博之 ,…西岡利彦
心嚢穿刺後に心膜気腫をきたした 2 例
第 64 回…日本心臓病学会学術集会　東京　2016 年 9 月 24 日

⑩井上和也 ,…内野愛聡 ,…児玉圭太 ,…徳井研太 ,…大木康則 ,…一色亜美 ,…伊藤博之 ,…西岡利彦
急激な血清カリウム値の上昇により autocapture にも関わらずペーシング不全となった一例
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第 9 回…植え込みデバイス関連冬季大会　大阪　2017 年 2 月 16 日
【総数：論文…6…件，学会発表…7…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．

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても，おおむね目標は達成されていると思われる．
　卒前教育は質を保ちつつ，さらに分かりやすく記憶に残る教育となるよう心掛ける必要がある．卒後教育に関して
は，臨床能力の向上に主眼が置かれがちであるが，臨床研究に携わる能力も身に付くように教育する必要がある．
　診療に関しては，日中などスタッフが十分にいる場合には救急患者を2例並列で受け入れられるように努力したい．
今後は現在実施していない不整脈のカテーテルアブレーション治療に関しても，導入の方向で検討したい．
　またスタッフは救急対応などで多忙であり研究に費やす時間の余裕が少ないが，日々の臨床の中で実施可能なプロ
トコルを立案し，徐々に成果を出しつつある．
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2．3）呼吸器内科

1．構成員
植松和嗣（UEMATSU,…Kazutsugu）：教授：運営責任者：診療部長：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（平成 28 年 10 月 31 日まで）
坂井浩佑（SAKAI,…Kosuke）：助教
菊池　聡（KIKUCHI,…Satoshi）：助教
平田優介（HIRATA,…Yusuke）: 助教
桑原由樹（KUWABARA,…Yoshiki）：助教
小島章歳（KOJIMA,…Akitoshi）：助教
戸田麻衣子（TODA,…Maiko）：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）中堅スタッフが減っていく中，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．
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3．研究
3-1．目的・目標
　呼吸器疾患診療において重要な課題を取り上げ，その解決のために基礎と臨床の観点から有用な研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．肺癌化学療法の有用性に関する研究
2．COPD の病態および治療に関する研究
3．気管支喘息の病態および治療に関する研究
4．肺癌，中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究
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．5 に関
しての論文は Medicine 誌に掲載された（6-1．論文・学会発表・著書①）．4 に関しての論文は，海外誌において査
読中である．
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に受け入れを行
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　Oncotarget
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　植松和嗣．第 8 回　埼玉医科大学総合医療センター　がん診療支援室市民公開講座　「導入講演」　川越市ウェス
タ川越　2016 年 7 月 16 日

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Kyoyama…H,…Hirata…Y,…Kikuchi…S,…Sakai…K,…Saito…Y,…Mikami…S,…Moriyama…G,…Yanagita…H,…Watanabe…W,…Otani…
K,…Honda…N,…Uematsu…K.…Evaluation…of…pulmonary… function…using…single-breath-hold…dual-energy…computed…
tomography…with…xenon:…Results…of…a…preliminary…study.…Medicine…（Baltimore）:…Volume…96,…Issue…3…（2017）,…
Page…e5937.

②植松和嗣．第 3 章　がん薬物療法に使用する薬剤辞典　3．アルキル化薬．がん薬物療法　現場のルール　一般
臨床で役立つポケットマニュアル（弦間昭彦　総編集）210-214　南江堂（東京）2016 年

③西村敬一郎 ,…山野貴史 ,…畑中星吾 ,…新保宗史 ,…鷲巣佳奈 ,…内海暢子 ,…村田…修 ,…本戸幹人 ,…植松和嗣 ,…中山光男 ,…高橋
健夫．早期肺癌ならびに転移性肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療．埼玉県医学会雑誌：51 巻，1 号（2016），
395-399．

④坂井…浩佑 ,…井上…麻耶 ,…菊池…聡 ,…平田…優介 ,…斎藤…友理子 ,…教山…紘之 ,…森山…岳 ,…弦間…昭彦 ,…植松…和嗣．Heat…Shock…
Protein70（HSP70）発現抑制による胸膜中皮腫細胞増殖への影響の検討．第 56 回日本呼吸器学会学術講演会
　2016 年 4 月 8 日

⑤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．短期間に肺炎を繰り返したメモリー
B 細胞欠損による原発性免疫不全が疑われた 1 例．第 56 回日本呼吸器学会学術講演会　2016 年 4 月 10 日
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⑥坂井…浩佑 ,…井上…麻耶 ,…桑原…由樹 ,…小島…章歳 ,…戸田…麻衣子 ,…菊池…聡 ,…平田…優介 ,…齋藤…友理子 ,…教山…紘之 ,…森山…岳 ,…
弦間…昭彦 ,…植松…和嗣．胸膜中皮腫細胞における 70kDa 熱ショックタンパク質の発現抑制とゲフィチニブの併用
による抗腫瘍効果の検討．第 57 回日本肺癌学会学術集会　2016 年 12 月 19 日

⑦関口…絢香 ,…田邉…厚子 ,…植松…和嗣．慢性呼吸器疾患看護認定看護師による在宅療養指導室での患者支援活動　6
分間歩行試験の試み．第 26 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会（横浜）　2016 年 10 月 10 日

⑧杉山…亜斗 ,…桑原…由樹 ,…平田…優介 ,…井上…慶明 ,…青木…耕平 ,…福田…祐樹 ,…儀賀…理暁 ,…植松…和嗣 ,…中山…光男．鍼治療を
契機に発症した胸膜炎，胸壁膿瘍の 1 例．第 159 回　日本呼吸器内視鏡学会関東支部会　2016 年 11 月 26 日

⑨植松和嗣．第 8 回　埼玉医科大学総合医療センター　がん診療支援室市民公開講座　「導入講演」　川越市ウェ
スタ川越　2016 年 7 月 16 日

【総数：論文…3…件，学会発表…5…件，講演…1…件】
6-2．獲得研究費
　坂井浩佑　平成 28 年度学内グラント
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
　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り，海外誌にも掲載された．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
的場玲恵…（MATOBA,…Reie）…：助教（後期研修医）
坂下杏奈…（SAKASHITA,…Anna）…：助教（後期研修医）
山崎悠理子（YAMASAKI,…Yuriko）：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
中島　啓（NAKAJIMA,…Kei）：客員教授：生活習慣病：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
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．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．
　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の為時
間短縮勤務や週 4 日勤務となることがあった．山崎医師（助教）は出産のため H29 年 3 月より休暇を取った．阿部
医師（助教）が日本糖尿病学会専門医を取得した．山崎医師（助教）が内分泌学会専門医を取得した．
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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
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．今年は大崎医師がスタッフに加わ
り充実がはかられた．
　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．今年度は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
ジェクトの研究成果の発表を行うことができた．今後もこの研究は進めてゆく．
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）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進
めている．
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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　糖尿病診療についてはパラダイムシフトとして血糖管理を低血糖なく長期血糖が維持でき膵 β 細胞保護が主とな
り合併症の進展を抑制するという治療が主流となってきた．
　地域からの期待と需要が非常に多く医療教育の場の提供という大きな使命も担っており糖尿病教室と糖尿病教育入
院を医療チームで実施している．埼玉医科大学総合医療センター内の CDEJ（糖尿病療養指導士）認定者数も日本で
もトップクラスとなっている．
　CGM（持続血糖モニター）は入院で主に実施してきたが，今後は外来診療において積極的に実施し特に他院から
紹介で 1 日受診にて CGM を装着しデータを返事する症例を増やし地域医療に役立てたい．
　外来患者は新患も多数で，また入院診療においても併科で診療していることが多く非常に多忙であるが，スタッフ
の質と量の両面の充実に地域から信頼される医療に努めたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉糖尿病対策推進会議（松田…昌文）
　「埼玉県方式」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）
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　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 18 論文（松田…昌文）
　院内講演会／ CPC　1 ／ 1 件（松田…昌文／佐藤　秀彰 [ 研修医 ]）
　海外講演　インド内分泌学会からの招待講演　（松田…昌文）
　Web 講演（2017 年 1 月 20 日：松田…昌文）
　研究会・協会主催講演会　演者　39 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 .…2016 年 11 ～ 12 月：皆川真哉先生（皆川医院，当科非
常勤医師）を中心に実施．
静岡県平成 28 年度…「糖尿病性腎症重症化予防研修会」（2016 年 11 月 2 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/）

6．業績
6-1．論文・学会発表　（代表 10）

①犬飼…敏彦 ,…麻生…好正 ,…成瀬…里香 ,…原…健二 ,…末次…麻里子 ,…土屋…天文 ,…竹林…晃三 ,…成宮…学 ,…粟田…卓也 ,…松田…昌文 ,…
加計…正文 ,…石川…三衛 ,…川上…正舒 ,…片山…茂裕 :…埼玉県地区における 2 型糖尿病患者に対するシタグリプチン単
独療法の短期および長期投与の有用性に関する検討　多施設共同試験（SUCCEED…Trial 中間報告）…Progress…in…
Medicine（0287-3648）37 巻 2 号…Page245-253（2017.02）

②松田…彰 ,…川崎…竜平 ,…油井…綾子 ,…セーボレー…純子 ,…田淵…麻衣 ,…込山…敦子 ,…筒井…侑希 ,…廣瀬…朗子 ,…吉川…由佳里 ,…桂…
奈緒美 ,…桜井…順也 ,…松田…昌文 :…特定健診受診者における生育環境要因と生活習慣病の関連調査　出生時体重と耐
糖能異常のリスク…糖尿病…59 巻 12 号…Page775-781（2016.12）

③松田…昌文：連載ワンポイントアドバイス　持効型インスリンは眠前に打つな！　Medical…Practice（MP）　Vol…
33（11）:1821,…2016

④松田…昌文：【DPP-4 阻害薬を極める～有効性と安全性を踏まえた適正使用に向けて～】…DPP-4 阻害薬と GLP-1 受
容体作動薬の適切な使い分け .…月刊糖尿病 8 巻 12 号…Page64-69（2016.12）

⑤秋山…義隆 ,…森田…智子 ,…松田…昌文 :【肥満糖尿病克服への新たな挑戦】…肥満症治療薬の現状と問題点…糖尿病…59 巻
11 号…Page734-735（2016.11）

⑥大竹…啓之 ,…松田…昌文 :【糖尿病診療における心血管合併症の診かた up…to…date】…糖尿病患者における周術期心機
能評価とマネジメント　糖尿病内科医の立場から .…月刊糖尿病 8 巻 7 号…Page73-81（2016.07）

⑦松田　昌文 :…「いま知っておきたい 2 型糖尿病の注射療法の疑問 67」…GLP-1 受容体作動薬はいつ注射したらいい
ですか？…毎日注射する GLP-1 受容体作動薬は，何を目安に用量調整しますか？：編集…寺内康夫…南江堂…2016 年
12 月

⑧松田…昌文：「糖尿病治療薬クリニカルクエスチョン 120」…多様な薬剤をうまく使いこなすために…編集　寺内康夫
　田島一樹…近藤義宣　診断と治療社…2016 年 05 月 25 日

⑨松田…昌文 ,…葛谷…健 :…糖尿病臨床・研究の歴史をたずねて（第 3 回）インスリン感受性の指標あれこれ　Matsuda…
index のいきさつ…プラクティス（0289-4947）33 巻 6 号…Page711-719（2016.11）

⑩ Sellami-Mnif…Houda,…的場…玲恵 ,…坂下…杏奈 ,…阿部…義美 ,…大竹…啓之 ,…森田…智子 ,…秋山…義隆 ,…森澤…智子 ,…大村…栄治 ,…
矢澤…麻佐子 ,…小池…美江 ,…徳永…貢 ,…和田…誠基 ,…皆川…真哉 ,…松田…昌文 :……臨床上におけるリラグルチドとインスリ
ン併用投与の有効性と費用分析（Efficacy…and…cost…analysis…of…the…combination…use…of… liraglutide…and…insulin…in…
clinical…settings）…糖尿病…59 巻 Suppl.1…Page…S-293（2016.04）

【総数：論文…9 件，学会発表…15 件，講演…40 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
　埼玉糖尿病療養指導セミナー（森田　智子）
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　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 28 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．平成 29 年度には「外
来血糖管理マニュアル」が刊行される．（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
田中佑加（TANAKA,…Yuka）：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 / 得平教授が慢性骨髄
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渡部准教授，多林講師が担
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
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につけ ,…血液専門医の資格取得を目指すべく ,…自分のテーマを見つけて学会発表を行った .…
・大学院教育
　責任者は木崎教授が担当した .…当科では基礎研究を始め ,…豊富な臨床症例からの臨床研究も積極的に行っており ,…
本人が興味あるテーマを見いだし ,…学位のみならず ,…医学界に寄与できる研究を積極的な展開を行っている .…
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,…H28 より ,…それぞれ高橋康之 ,…田中佑加が社会人大学院生
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
　3 名の大学院生を有し ,…これまで順調な経過と理解している .…富川武樹に関して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 .…高橋康之および田中佑加は後期研修医
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 ,…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
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2．臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞

・BROAD-J…試験（BoRtezomib-based…Optimized…therapy…Aiming…Disease…control…in　Japan;…未治療移植非適応の多
発性骨髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究）

・BROAD-J2 試験（BoRtezomib-based…Optimized…therapy…Aiming…Disease…control… in　Japan/…Japan2;…未治療移植
非適応の多発性骨髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究 / 未
治療移植非適応の多発性骨髄腫患者を対象とする皮下注射ボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関
する探索研究）

・JCOG…0904：再発・再燃・治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する bortezomib…+…dexamethasone 併用（BD）療法と
thalidomide…+…dexamethasone 併用（TD）療法のランダム化第 II 相試験

・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
　CBFAML209kit,… AML209-GS,…CS-11,…ALL-CS-12,…CML212,…MDS212,…APL212G,…Burkit-ALL213,… Ph（-）

B-ALL213,…AML209GWS,…CS17
・関東造血幹細胞移植共同研究グループ…KSGCT 臨床試験：1102,…1201,1301,…1303,…KSGCT ー TRUMP,…

1502,1601 非寛解期 AML 移植成績後方視的
・CML-CSG…group:…CML 患者における他施設共同後方視的解析 .

＜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/
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．
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　さらに多林講師が中心となり，NF- κ B…経路以外に，Wnt/β-catenin…経路の阻害薬がボルテゾミブ耐性である骨髄
腫細胞のアポトーシスを誘導すること，MAPKK…ファミリーである…TOPK…の阻害薬がボルテゾミブ耐性株の増殖を強
力に抑制…することなどを見出し，シグナル伝達経路の阻害薬によって薬剤耐性が克服できる可能性が示唆されてい
る．さらに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．
＜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．

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．
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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
臨床工学技師試験委員
臨床工学技師試験委員

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 Watanabe…R,…Tabayashi…T,…Tomikawa…T,…Sagawa…M,…Anan-Nemoto…T,…Kimura…Y,…Takahashi…Y,…Tokuhira…M,…
Otaki…S,…Oi…H,…Sawano…M,…Sugiyama…S,…Kizaki…M.…Successful…early…romiplostim…use…in…a…case…of…severe…immune…
thrombocytopenia…with…critical…carotid…arterial…injury.…Int…J…Hematol.…2017;105（1）:100-103.

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 Higashi…M,…Tokuhira…M,…Fujino…S,…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

④得平道英 .…Mechanisms…of…drug…resistance…and…sensitivity…concerning…novel…agents…for…multiple…myeloma.…臨床血
液 .…2016.…57（5）.…p563-574.

⑤木崎…昌弘 .…分子標的療法の変遷と展望 .…日本臨床 .…2016.…74 巻増刊 8.…p57-63.
⑥木崎…昌弘 .…多発性骨髄腫の治療 .…治療の総論と治療アルゴリズム .…日本臨床 .…2016.…74 巻増刊 .…p5372-378.
⑦ Kimura…Y,…Tabayashi…T,…Takahashi…Y,…Tanaka…Y,…Tomikawa…T,…Anan…T,…Watanabe…R,…Tokuhira…M,…Kizaki…

MAzacitidine… for…higher-risk…myelodysplastic… syndromes:… single… institute… retrospective…study.…The…7th…JSH…
International…Symposium.…2016/5.…

⑧ Tokuhira…M,…Kizaki…M,…Tabayashi…T,…Kimura…Y,…Tomikawa…T,…Shimizu…T,…Mori…T,…Momose…S,…Higashi…M,…Watanabe…
R,…Okamoto…S,…Tamaru…J,…Anan…T,…Tanaka…Y,…Saito…S,…Takeuchi…T.…CD14-CD15+,…possible…cell…are…potent…myeloid-
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derived…suppressor…cells,…which…affect…the…pathogenesis…of… induction…and…regression…in…methotrexate-mediated…
lymphoproliferative…disorders.…58th…Annual…Meeting…of…American…Society…of…Hematology.…2016.12.8.…

⑨ Takezako…N,…Tokuhira…M,…Sekiguchi…N,…Kurihara…Y,…Ito…K,…Kurimoto…M,…Suzuki…K,…Kizaki…M.…The…efficacy…and…safety…
of…weekly…bortezomib…containing…VMP…followed…by…bortezomib…maintenance…therapy…in…unfit…or…frail…multiple…
myeloma…patients.…58th…Annual…Meeting…of…American…Society…of…Hematology.…2016.12.8.

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.……58th…Annual…Meeting…of…American…Society…of…Hematology.…2016.12.8.

【論文…7 件 .…学会報告 40 件 .】
6-2．獲得研究費
木崎昌弘

厚生労働省
平成 28 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 28 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）

6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　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を継続的に行なっており，骨髄腫治療に向けた取り組みとし
て進展していると判断している．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：脳血管障害…: 博士
木下正信（KINOSHITA,…Masanobu）… 非常勤医師：筋緊張性ジストロフィー：博士
山里将瑞（YAMAZATO,…Masazumi）… 非常勤医師
王子　聡（OJI,…Satoru）… … … 助教：教育副主任：免疫性神経疾患，血液浄化療法：博士
吉田典史（YOSHIDA,…Norihito）… … 助教：パーキンソン病
伊﨑祥子（IZAKI,…Shouko）… … 助教：重症筋無力症：大学院
小島美紀（KOJIMA,…Miki）… … 助教：視神経脊髄炎
久保田昭洋（KUBOTA,…Akihiro）… … 助教：免疫性神経疾患，認知症：博士
田島孝士（TAJIMA,…Takasi）… … 助教：脳血管障害
成川真也（NARUKAWA,…Shinya）…… 助教：電気生理学，末梢神経疾患
原　渉（HARA,…Wataru）… … 助教：頭痛
齋藤あかね（SAITOU,…Akane）… … 助教：神経疾患
鈴木理人（SUZUKI,…Masato）… … 助教：パーキンソン病，認知症
石塚慶太（ISHIZUKA,…Keita）… … 助教：神経疾患
田中　覚（TANAKA,…Satoru）… … 助教：免疫性神経疾患：大学院
古谷真由美（FURUYA,…Mayumi）…… 助教：血液浄化療法
宮内敦生（MIYAUCHI,…Atsuo）… … 助教：脳血管障害
杉本恒平（SUGIMOTO,…Kouhei）… … 助教：神経疾患，電気生理学
山鹿哲郎（YAMAGA,…Tetsuo）… … 助教：神経疾患
橋本ばく（HASHIMOTO,…Baku）… … 助教：神経疾患：大学院

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する際に役立つ様な実践に沿った知
識の習得を目指す．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，深浦）：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，深浦，王子）：医師としての基本的な態度，神経疾患の問診のとり方，神経診察方法，神
経内科領域全般の指導を実際の臨床に沿って行っている．全員が後期研修医中に日本内科学会認定内科医を取得する
様に指導すると同時に，日本神経学会神経内科専門医取得のための勉強会も週に 1 回行っている．また，臨床研究
を含めた学会活動も積極的に参加する様に指導している．

大学院教育（担当：野村，深浦，坂本（機能部門））：神経免疫学の基本的な知識の整理を行い，新たな神経免疫検
査法を取得するため大学病院，中央研究施設，機能部門との協力の基に研究を行っている．また，当施設では，抗体
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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
　2．平成 28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
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（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，MS キャビン（難病患者会への支援）
　（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王子　聡 ,…野村恭一，ほか．ギラン・バレー症候群に対する免疫吸着療法施行中の血圧低下を予測する因子につ
いての検討．日本アフェレシス学会雑誌 2016；35…Suppl：145．

②田中　覚 ,…野村恭一，ほか．抗 MOG 抗体関連疾患・抗 AQP4 抗体 NMOSD における寛解期の末梢血 T・B リン
パ球サブセットの比較．神経免疫学 2016；21：145．

③久保田昭洋 ,…野村恭一，ほか．重症筋無力症患者の免疫療法における濾胞性ヘルパー T 細胞の変動．神経免疫学
2016；21：130．

④王子　聡 ,…野村恭一，ほか．Neuromyelitis…optica 安定期における末梢血白血球分画と再発抑制効果の関連性に
ついての検討．神経免疫学 2016；21：124．

⑤鈴木理人 ,…野村恭一，ほか．両側小脳梗塞を契機に Vertebral…artery…stump…syndrome と診断した 66 歳男性例．
臨床神経学 2016；56：645．

⑥伊崎祥子 ,…野村恭一，ほか．特発性 CD4+ リンパ球減少症の関連が示唆され，メフロキンが有効であった小脳・
脳幹型進行性多巣性白質脳症の 1 剖検例．NEUROINFECTION…2016；21：200．

⑦野村恭一．【免疫性・炎症性神経疾患 - 病態解明から疾患修飾薬開発まで -】…免疫性神経疾患の免疫グロブリン静
注療法．Modern…Physician2016；36：651-658．

⑧吉田典史 ,…野村恭一．【よくわかる中枢神経系血管炎】…小血管炎　ANCA 関連血管炎　好酸球性肉芽腫性多発血管
炎（Churg-Strauss 症候群）．Clinical…Neuroscience…2016；34：545-547．

⑨王子　聡 ,…野村恭一．【免疫性神経疾患の病態解明と診療の進歩】…免疫性神経疾患の最新治療．Medical…Science…
Digest…2016；42：378-381．

⑩ Satoru…Oji,…Kyoichi…Nomura,…et…al.…Quotient…of…cerebrospinal… fluid/serum…immunoglobulin…G…as…a…predictive…
factor…for…non‐responders…to…intravenous…methylprednisolone…therapy…in…patients…with…relapsing…neuromyelitis…
optica… spectrum…disorder:… Implication… for… early… initiation…of…plasmapheresis.… Clinical… and…Experimental…
Neuroimmunology2016;…7,…272-280.

【総数：論文 4 件，学会発表 22 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
　厚生労働省難治性疾患（神経免疫疾患）政策および実用化研究班　平成 28 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
　（1）第 6 回臨床神経軽井沢カンファレンス　…2016 年 6 月（軽井沢）
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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
近藤恒夫（KONDO,…Tsuneo）：講師：博士
武井博文（TAKEI,…Hirofumi）：助教
奥山あゆみ（OKUYAMA,…Ayumi）：助教：博士
倉沢隆彦（KURASAWA,…Takahiko）：助教
千野健太郎（CHINO,…Kentaro）：助教：（大学院生）
柴田明子（SHIBATA,…Akiko）：助教
岡田悠介（OKADA,…Yusuke）：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
菊池　潤…（KIKUCHI,…JUN）：非常勤医師
酒井亮太（SAKAI,…Ryota）：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 6 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 30 コマ中 7 コマを担当（天野 2，近藤 2，青木 1，武井 1，奥山 1）

2）初期研修医教育
研修医クルズス
臨床病理カンファレンス　
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける
回診（天野）：病態把握，鑑別診断，治療法選択などの考え方を学ぶ

3）後期研修医教育
回診／カルテ回診（天野）：治療方針決定能力を養う
カンファレンス／抄読会：最新の臨床・研究面での topics を学ぶ
症例報告／学会発表：症例の presentation と症例のまとめ方を学ぶ

4）大学院教育
　週 1 回のカンファレンスにて研究テーマについて discussion し，学位取得を目指す
2-3．達成度
　学生教育：90%
　初期研修医教育：80％
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　後期研修医教育：80％
　大学院教育：60％
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．
3-2．2016 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
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 例登録し，試験は終了．現在解析も終了し論文投稿中．達成度 100％．

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
るか関節エコーを併用して評価．24 例登録し継続中．達成度 80％．

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．登録は中止し現在解析中．達成度 90％．

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．論文化し 2017 年 accept された．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％

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．26 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
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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 27 例．達成度 50％．
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．論文化し 2017 年 accept された．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．登録は終了し，

現在解析中．達成度 80％．
基礎①：現在試験は中断中．

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 Sakai…R,…Kondo…T,…Kikuchi…J,…Shibata…A,…Chino…K,…Okuyama…A,…Takei…H,…Amano…K：Corticosteroid-free…treatment…of…

tocilizumab…monotherapy…for…microscopic…polyangiitis:…a…single-arm,…single-center,…clinical…trial.…Mod…Rheumatol.…
2016…Nov;26（6）:900-907

② Sada…KE,…Harigai…M,…Amano…K,…Atsumi…T,…Fujimoto…S,…Yuzawa…Y,…Takasaki…Y,…Banno…S,…Sugihara…T,…Kobayashi…
M,…Usui…J,…Yamagata…K,…Homma…S,…Dobashi…H,…Tsuboi…N,…Ishizu…A,…Sugiyama…H,…Okada…Y,…Arimura…Y,…Matsuo…S,…
Makino…H;…for…Research…Committee…of…Intractable…Vasculitis…Syndrome…and…Research…Committee…of…Intractable…
Renal…Disease…of…the…Ministry…of…Health,…Labour,…and…Welfare…of…Japan：Comparison…of…severity…classification…in…
Japanese…patients…with…antineutrophil…cytoplasmicantibody-associated…vasculitis… in…a…nationwide,…prospective,…
inception…cohort…study.Mod…Rheumatol.…2016…Sep;26（5）:730-7.…Doi:…10.3109/14397595.…2016.…1140274.…
Epub…2016…Mar…11.

③ Sada…KE,…Yamamura…M,…Harigai…M,…Fujii…T,…Takasaki…Y,…Amano…K,…Fujimoto…S,…Muso…E,…Murakawa…Y,…Arimura…Y,…
Makino…H;…Research…Committee…on…Intractable…Vasculitides,…the…Ministry…of…Health,…Labour…and…Welfare…of…Japan.…
Different…responses…to…treatment…across…classified…diseases…and…severities…in…Japanese…patients…with…microscopic…
polyangiitis…and…granulomatosis…with…polyangiitis:…a…nationwide…prospective…inception…cohort…study.…Arthritis…Res…
Ther…2015…Nov…2;…17:305…DOI:…10.1186/s13075-015-0815-y

④ Nakamura…S,…Suzuki…K,… Iijima…H,…Hata…Y,…Lim…CR,… Ishizawa…Y,…Kameda…H,…Amano…K,…Matsubara…K,…Matoba…R,…
Takeuchi…T:… Identification…of…baseline…gene…expression…signatures…predicting…therapeutic…responses…to… three…
biologic…agents… in… rheumatoid…arthritis:…a… retrospective…observational…study.…Arthritis…Res…Ther.…2016…Jul…
19;18:159

⑤ Watanabe-Imai…K,…Harigai…M,…Sada…KE,…Yamamura…M,…Fujii…T,…Dobashi…H,…Amano…K,… Ito…S,…Homma…S,…Kumagai…
S,…Banno…S,…Arimura…Y,…Makino…H;…Clinical…characteristics…of…and…risk…factors…for…serious… infection… in…Japanese…
patients…within…six…months…of…remission…induction…therapy…for…antineutrophil…cytoplasmic…antibody-associated…
vasculitis…registered…in…a…nationwide,…inception…cohort…study.…Research…Committee…in…Intractable…Vasculitides,…the…
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Ministry…of…Health,…Labor…and…Welfare…of…Japan.…Mod…Rheumatol…2016…Oct…10:…1-6
⑥ Kaneko…Y,…Atsumi…T,…Tanaka…Y,… Inoo…M,…Kobayashi-Haraoka…H,…Amano…K,…Miyata…M,…Murakawa…Y,…Yasuoka…H,…

Hirata…S,…Nagasawa…H,…Tanaka…E,…Miyasaka…N,…Yamanaka…H,…Yamamoto…K,…Takeuchi…T:…Comparison…of…adding…
tocilizumab…to…methotrexate…with…switching…to…tocilizumab…in…patients…with…rheumatoid…arthritis…with…inadequate…
response…to…methotrexate:…52-week…results…from…a…prospective,…randomised,…controlled…study…（SURPRISE…study）．
Ann…Rheum…Dis.…2016…Nov;75（11）:1917-1923

学会発表
⑦ Chino…K,…Shibata…A,Okuyama…A,…Kondo…T,…Kikuchi…J,…Sakai…R,…Takei…H,Amano…K：Tocilizumab…Mono-Therapy…for…

Polymyalgia…Rheumatica…～…A…Single-Center,…Open,…Single-Arm…Trial…2016.6.9……The…Annual…European…Congress…of…
Rheumatology…EULAR…2016…London,…United…Kingdom……poster…

⑧ Sakai…R,Yoshimoto…K,Kondo…T,…Kurasawa…T,Shibata…A,Kikuchi…J,Chino…K,Okuyama…A,…Takei…H,Suzuki…K,Takeuchi…
T,Amano…A：An…Increase…in…Treg-…and…Th2-Associated…Serum…Chemokines,…MDC…（CCL22）…and…TARC…（CCL17）…
during…Tocilizumab…Monotherapy…in…Patients…with…Microscopic…Polyangiitis… …2016.6.10……The…Annual…European…
Congress…of…Rheumatology…EULAR…2016…London,…United…Kingdom……poster

⑨ Kondo…T,Okada…Y,Shibata…A,Chino…K,Okuyama…A,… Takei…H,Amano…K：Corticosteroid-Free…Tocilizumab…
Monotherapy… for…Adult…Onset… Still’ s…Disease:…Results… in… Six…Month…2016…ACR/ARHP…Annual…Meeting…
Washington,…DC…2016.11.13…Poster…

⑩ Okuyama…A,…Kondo…T,Takei…H,Kurasawa…T,Chino…K,Shibata…A,Okada…Y,Amano…K:…Tocilizumab…monotherapy…for…
large…vessel…vascoulitis.…A…prospective,single-center,open-labal…study…2017.3.26…The…18th…International…Vasculitis…
&…ANCA…Workshop…Tokyo……poster

【総数：原著 10 件，総説 11 件，国際学会発表 8 件，国内学会発表 15 件，症例報告 21 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
　＜ 2016 年＞

2016 年 7 月 20 日　第 23 回川越リウマチ懇話会
2016 年 10 月 14 日　第 4 回川越骨粗鬆症セミナー

　＜ 2017 年＞
2017 年 3 月 8 日　第 24 回川越リウマチ懇話会

7．自己点検
教育：学生，研修医教育では知識の伝達のみにならないよう，診療に対する考え方などを伝えるように努めた．専

　　修医には専門医として知識や技術を磨き，とるべき資格をきちんと取得してもらうよう指導した．
研究：基礎研究の論文はなく，研究業績は十分とは言えないが，当科の使命は臨床研究を主体とし，多施設共同研

　　究に積極的に参加し，協力することで成果はいくつか論文化された．今後は基礎研究も他の研究機関の協力
　　を得て行いながら充実させていきたい．

診療：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）
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
塩田裕也（SHIOTA,…Yuya）：助教：医員，研究員，教育員：（－）：腎臓病学：学位無し
小暮裕太（KOGURE,…Yuta）：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
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
小川公己（OGAWA,…Koki）：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】
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）

【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）

【派遣中（非常勤医）】
田山陽資（TAYAMA,…Yosuke）非常勤講師（イムス富士見総合病院派遣中，腎臓内科部長）
三谷知之（MITANI,…Tomoyuki）：非常勤講師（赤心堂病院派遣中，内科部長）
岩永みずき（IWANAGA,…Mizuki）：非常勤 III 類（赤心クリニック派遣中，透析副部長）
清水泰輔（SHIMIZU,…Taisuke）：非常勤 III 類（埼玉県立循環器・呼吸器病センター派遣中，腎臓・高血圧内科部長代理）
木場藤太（KIBA,…Tota）：非常勤講師（赤心クリニック派遣中，透析部長）
岡崎晋平（OKAZAKI,…Shinpei）：非常勤 III 類（赤心堂病院派遣中，内科医長）
稲村めぐみ（INAMURA,…Megumi）：非常勤 III 類（埼玉セントラル病院派遣中，総括医局長）
岡田良美（OKADA,…Yoshimi）：非常勤 III 類（埼玉県立循環器・呼吸器病センター派遣中，腎臓・高血圧内科）

【国内留学中（非常勤医）】
岩下山連（IWASHITA,…Takatsugu）：非常勤 II 類（新潟大学腎研究施設分子病態学分野）

【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】
松田昭彦（MATSUDA,…Akihiko）：非常勤講師（まつだクリニック）
吉川　賢（KIKKAWA,…Masaru）：非常勤講師（きっかわクリニック）

【非常勤医師】
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）
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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

「臨床に貢献しうる，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，POMR，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，それ以外の時

間は極力ベッドサイドで診療チームと一緒に行動するよう配慮している．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」を基本目標として掲げ，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）
水電解質代謝異常，酸塩基平衡異常（担当：長谷川…教授）
腎疾患総論と慢性腎臓病…（CKD）（担当：叶澤…講師）
急性腎不全の鑑別，慢性腎不全の原因と治療（担当：寺尾…助教）
ネフローゼ症候群（担当：山本…助教）
慢性糸球体腎炎（担当：廣瀬…助教）
急速進行性糸球体腎炎（担当：小川（公）…助教）
血液透析と腹膜透析の原理（担当：小川（智）…講師）

●実技見学型 BSL クルズス
尿所見の見方（尿所見から分かること）（担当：下郷…助教）
血液透析と腹膜透析の実際（担当：小川（智）…講師）
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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：小川（公）…助教）
腎疾患総論と慢性腎臓病…（CKD）（担当：叶澤…講師）
水電解質代謝異常，酸塩基平衡異常の考え方（担当：長谷川…教授）
腎生検の適応と腎組織所見の読み方（担当：小暮…助教）
慢性糸球体腎炎（担当：羽田野…助教）
ネフローゼ症候群（担当：佐野…助教）
急速進行性糸球体腎炎（担当：山本…助教）
糖尿病性腎症（担当：安田…助教）
高血圧と降圧薬の使い方（担当：叶澤…講師）
急性腎不全の鑑別，慢性腎不全の原因と分類，治療（担当：河合…助教）
膠原病に伴う腎疾患（担当：塩田…助教）
血液透析と腹膜透析の原理（担当：小川（智）…講師）
長期透析患者の合併症（担当：廣瀬…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（尿所見）から分かること（担当：寺尾…助教）
血液透析と腹膜透析の実際（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2016年度に1年目24名，2年目研修医11名，計35名の初期研修医を受け入れた．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．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．2016 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），中心静脈穿刺について　（担当：安田）
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：佐野）
③病理組織標本の見方の基本　（担当：小暮）
④腎と栄養管理
　食事・点滴作成の実際　（担当：原）　
⑤腎炎診療の基本
　尿所見など臨床兆候からの原疾患の考え方　（担当：羽田野）
⑥電解質代謝異常の基本
　輸液の基本的考え方，ステロイドや免疫抑制薬の使い方や副作用　（担当：長谷川教授）
⑦透析の種類と特徴，その方式
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　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，Ca，P 管理，腹膜炎，出口部感染などの腹膜
透析の合併症　（担当：小川講師）
⑧血圧管理の基本～降圧薬の使い方　（担当：叶澤講師）
　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
　当科では，大学院生に対して「独創性と自主性をもって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．
2016 年度の当学科所属の大学院生は，社会人大学院生 2 名で，病棟診療，外来診療などをこなしながら，それぞれ
フルクトース過剰摂取時の腎間質障害に対する基礎研究，SGLT2 阻害による糖尿病性腎症および腎炎・ネフローゼ
の進展抑制効果に対する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，5 日間ないし 4 日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，実際の患者を担当することは困難である．そのため，総合的な達成度としては必ずしも十分とは
言えず，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，を指導原則としている．
　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
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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 1 研究棟で行い，解析を第 2 研究棟内の当学科研
究室で行っている．
（1）… 腎尿細管間質障害におけるマグネシウム代謝異常に関する基礎的研究
… … 研究責任者：清水…泰輔…助教
… … 研究協力者：長谷川…元…教授，高栁…佳織…専任研究員（理学修士）

（2）… 果糖（フルクトース）過剰摂取に伴う尿細管間質障害進展機序の基礎的解析
… … 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）

（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，当学科の診療上の特徴の一つである多発性嚢胞腎に関するものが 2 題，尿細管間質性腎障害の新
規診断・評価法に関するものが 1 題，糖尿病治療薬による糖尿病腎症の進展抑制に関するものが 2 題，血液浄化療
法に関するもの，高齢者ネフローゼ症候群の治療に関する多施設共同研究が各 1 題となっている．研究責任者となっ
ている教室員の多くは甲または乙での学位取得を目指している．
（5）… 遺伝性多発性嚢胞腎の腎障害進展に関する臨床的パラメーターに関する研究
… … 研究責任者：小暮裕太　助教
… … 研究協力者：長谷川…元…教授，高栁…佳織…専任研究員，青栁…麻衣（メディカルアシスタント）

（6）… 遺伝性多発性嚢胞腎に対する治療効果の解析
… … 研究責任者：小暮裕太　助教
… … 研究協力者：長谷川…元…教授，高栁…佳織…専任研究員，青栁…麻衣（メディカルアシスタント）

（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）… Na 依存性ブドウ糖輸送体阻害薬の腎保護効果に関する研究
… … 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，高栁…佳織…専任研究員（理学修士），岩下…山連…助教，長谷川…元…教授

（9）… DPP4 阻害薬の腎保護効果に関する研究
… … 研究責任者：叶澤…孝一…講師
… … 研究協力者：長谷川…元…教授

（10）… 非 Ca 系 P 吸着薬による維持透析患者におけると動脈硬化進展抑制効果に関する臨床的検討
… … 研究責任者：岩永みずき…助教（非常勤医）
… … 研究協力者：小川智也…講師，長谷川…元…教授

（11）… 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

（12）… 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

（13）… 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
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3-3．研究内容と達成度
　基礎研究プロジェクトのうち，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，2017 年度の学会発表，2018 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データ採取中であるが，研究責任者（大学院生）の出産と夫の留学に伴う渡米により，
現在事実上の休学となっているためあり，当初の予定よりデータ解析と論文化が遅れるものと思われる．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，原罪論分投稿準備中であり，採択の後は研究代表者の学位取
得申請を予定している．膜性腎症由来ネフローゼ症候群に対するミゾリビン併用療法法の有効性に関する研究は多施
設共同研究として行われており，当教室が事務局を勤めている．前方視介入型研究であり，現在研究期間が終了し，デー
タ解析中である．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きたが，2016 年度は残念ながら未達であった．しかし 2017 年度
には複数の原著論文の発表が可能と思われる．国内外学会への参加は引き続き活発である．教室員の学位取得の推進，
社会人大学院生の拡充，学内外の研究機関との連携強化，各教室員がそれぞれテーマをもち，全員が研究に参加する
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，高い症例集
積度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… 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
… Hemodialysis…Int　小川智也
… J…Vasc…Access　小川智也
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… 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
　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　審査委員　長谷川元
　埼玉県医療事故調査専門委員　長谷川元
　埼玉県糖尿病対策推進会議　幹事　長谷川元
　日本腎臓学会　評議員：長谷川元，叶澤孝一，加藤　仁
　日本透析医学会　評議員：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：小川智也
　日本急性血液浄化学会　評議員：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…
　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 28 年度（2016 年度）業績
6-1．論文・学会発表（主要なもの，英文論文 2 編，和文総説…3 編，海外学会報告 5 編）

①Yasuda…K,…Iwashita…T,…Tayama…Y,…Makino…Y,…Watanabe…A,…Sano…T,…Shimizu…T,…Ogawa…T,…Kanozawa…K,…and…Hasegawa…
H.Severe…hyponatremia… in…a…patient…with…schizophrenia…associated…with…prolonged…consciousness…disturbance.…
Clin…Exp…Nephrol…Case…Rep…6:5-11,…2017.

② Furukawa…C,…Fujiia…N,…Matsunaga…T,…Endoa…S,…Hasegawa…H,…Ito…Y,…Yamaguchi…M,…Yamazaki…Y,…and…Ikari…A.…Up-
regulation…of…transient…receptor…potential…melastatin…6…channel…expression…by…tumor…necrosis…factor-α…in…the…
presence…of…epidermal…growth…factor…receptor…tyrosine…kinase…inhibitor.…J…Chem…Physics…232:2842-2850,…2017.

③小川智也，宮田昭 .…わが国に今必要とされるガイドラインとは ?…“アクセス” .…日本透析医学会雑誌 49（12）…:…
769-771,…2016.

④長谷川元 .…臨床編 I:…低 Na 血症の鑑別と治療選択 .…研修医・腎臓入門医のための「やさしい水電解質」.…腎と透析…
81…（5）:…718-724,…2016

⑤長谷川元 .…臨床編 I:…薬剤を主因とする電解質異常 .…研修医・腎臓入門医のための「やさしい水電解質」.…腎と透
析…81…（6）:…922-927,…2016
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⑥ Hatano…M,…Takayanagi…K,…Sano…T,…Mitani…T,…Okada…Y,…Kawai…Y,…Terao…M,…Iwashita…T,…Tayama…Y,…OgawaT,…Kanozawa…
K,…Hasegawa…H.…Clinical…evaluation…of…renal…tubulo-interstitial…nephropathy…by…assessing…renal…blood…flow…with…
ultrasonography.…53rd…European…Renal…Association…and…European…Dialysis…and…Transplantation…Association…
Congress.…May…22,…2016,…Vienna,…Austria

⑦ Hara…H,…Takayanagi…K,…Onizawa…N,…Yamamoto…R,…Hirose…K,…Nakamura…Y,…Yasuda…K,… Inamura…M,…Shimizu…T,…
Kanozawa…K,…Hasegawa…H.…High-fructose…diet…induces…ATP-depletion…resulting…in…the…renal…interstitial…damage…and…
fibrosis.…53rd…European…Renal…Association…and…European…Dialysis…and…Transplantation…Association…Congress.…May…
22,…2016,…Vienna,…Austria

⑧ Takayanagi…K,…Nakamura…Y,…Ogawa…K,…Kawai…Y,…Sato…S,…Yasuda…K,…Kogure…Y,…Hara…H,…Iwashita…T,…Kanozawa…K,…
Hasegawa…H.…Molecular…mechanisms…of…characteristic…hypermagnesiuria…and…magnesium…supplementation-
induced…blood…pressure…lowering…in…obese…type…2…diabetic…rats.
XIV…International…Magnesium…Symposium,…June…23-24,…2016,…Rome,…Italy

⑨Kanozawa…K,…Katayama…S,…Sugawara…S,Nakamura…S,…Kono…R,…Sato…S,…Okada…Y,…Yasuda…K,…Hara…H,…Hatano…M,…Ogawa…T,…
Hasegawa…H.…Effects…on…renal…function,…renal…protection…and…glucose…metabolism…of…sitagliptin…to…type…2…diabetes…
with…moderate…or…severe…renal…dysfunction.…Renal…Effect…and…Safety…of…Sitagliptin…（REAL）…Trial…50th…American…
Society…of…Nephrology…/…Kidney…Week…2016,…Nov…15-20,…2016,…Chicago,…IL,…U.S.A.

⑩ Ogawa…T,…Sasaki…Y,…Kanayama…Y,…Yasuda…K,…Okada…Y,…Kogure…Y,…Sano…T,…Hatano…M,…Hara…H,…Kanozawa…K,…
Hasegawa…H.…Evaluation…of… the…functions…of… the…temporary…catheter…with…vario…us… tip… types.…Annual…Dialysis…
Conference.…March…11-14,…2017,…Long…Beach,…CA,…U.S.A

【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 60 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：長谷川元，2016 年 4 月 9 日　川越市）
第 13 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2016 年 4 月 27 日　さいたま市）
第 9 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2016 年 5 月 7 日　さいたま市）
第 42 回関東腎研究会（運営幹事・事務局：長谷川元，2016 年 6 月 25 日　東京）
第…25…回…埼玉臨床体液カンファレンス…（2016 年 7 月 2 日　東京）
第 7 回埼玉アクセス研究会（運営事務局：小川智也，2016 年 7 月 31 日　さいたま市）
第 3 回西埼玉先端医療研究会（代表世話人：叶澤孝一，2016 年 10 月 17 日　川越市）
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第 5 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，2016 年 10 月 22 日　東京都）
第 61 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：長谷川元，2016 年 11 月 5 日　さいたま市）
第 10 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2016 年 11 月 26 日　さいたま市）
第 43 回関東腎研究会（運営幹事・事務局：長谷川元，2017 年 1 月 21 日　東京）
第 6 回…Meet…the…Expert…in…Hypertension（代表世話人：叶澤孝一，2017 年 1 月 27 日　さいたま市）
第 64 回埼玉 CAPD 研究会（会長：松田昭彦，2017 年 3 月 5 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は高く，学生

からの評価も良好である．昨年度より取り組みを強化した研修医教育体制に関しては，初期研修 1 年目を主たる対
象に，内科医あるいは医師として要求される基本スキルや救急対応などを中心にしたクルズスを実施しており，研修
医からは好評を得ている．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
ていく予定である．

研究は大学の教室として必要要件であり，また良き臨床医の育成にとっても必須と考えている．基礎研究にも複数
の教室員が積極的に取り組み，また国内研究機関との共同研究も行っている．臨床研究では県内の多施設共同臨床試
験の提案と実施，全国レベルでの臨床試験や学会主導の臨床検討にも数多く参加している．こうした取り組みは原著
論文発表として成果を挙げつつあるが，更に競争的研究資金獲得へ向けた努力を重ねていく方針である．

診療面では，腎炎ネフローゼ，水電解質代謝異常，血圧異常，内分泌代謝異常，骨代謝異常，急性慢性腎不全や各
種血液浄化療法，腎移植医療に加え内シャント手術，腹膜透析関連手術やカテーテルインターベンションなど，教室
員の専門領域が多岐にわたっている特性を生かし，総合腎疾患専門医療機関として県内外の広範囲からの診療依頼に
応え，診療実績を挙げている．今後は臨床工学技士，看護師，薬剤師，栄養士等との多職種医療連携 IPW を更に積
極的に推進し，また教室員の施設外研修機会を増やしていくことなどを通じ，年々増大する需要に応え，医療の質的
向上を図れるよう努力を継続していく方針である．
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2．9）感染症科・感染制御科

1．構成員
大野秀明（OHNO,…Hideaki）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：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 28 年度は医学部 6 年生（3 コマ），4 年生（4 コマ）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 28 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 29 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．特
に過去の医師国家試験問題を分析し，正答への導き方についての教育を行う．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感染症における宿主感染防御機構に関する研究
　（国立感染症研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
　昨年度より北米でアウトブレイクを起こしている高病原性Cryptococcus…gattii の病原性や宿主感染防御機構に関す
る研究を行っている．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），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 28 年度も，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，さらにこれはインターフェロン γ（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 29 年度も貪食能に関する研究を継続するとともに，高病原
性 C.…gattii 感染症における IFN-g の感染防御に果たす効果について研究を行う予定である（共同研究）．
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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 月に設置された基本学科であり，診療科として一般外来診療枠や入院患者を
持っていない（依頼に応じて外来併診は行っている）が，入院患者を主な対象とした感染症診療（院内紹介，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 28
年度実績では感染症診療依頼（各診療科からの紹介診療）122 症例，感染症科ラウンド　　84 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 6 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 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:…32-35,…2016.
② Urai…M,…Kaneko…Y,…Ueno…K,…Okubo…Y,…Aizawa…T,…Fukazawa…H,…Sugita…T,…Ohno…H,…Shibuya…K,…Kinjo…Y,…Miyazaki…

Y.… Evasion…of… innate… immune… responses…by… the…highly… virulent…Cryptococcus… gattii… by… altering… capsule…
glucuronoxylomannan…structure.…Frontiers…in…Microbiology…January…2016…vol…5,…article…101,…2016…（1）.

③ Nagi…M,…Tanabe…K,…Nakayama…H,…Ueno…K,…Yamagoe…S,…Umeyama…T,…Ohno…H,…Miyazaki…Y.…Iron-depletion…promotes…
mitophagy…to…maintain…mitochondrial…integrity…in…pathogenic…yeast…Candida…glabrata.…Autophagy…2016…（6）.…DOI:…
10.1080/15548627.2016.1183080

④ Tarumoto…N,…Sakai…J,…Kodana…M,…Kawamura…T,…Ohno…H,…Maesaki…S.…Identification…of…disseminated…Cryptococcosis…
using…MALDI-TOF…MS…and…clinical…evaluation.…Med…Mycol…J…57E:…E41-E46,…2016.

⑤ Hoang…Thi…Thu…Ha,…Hideaki…Ohno,…Luong…Minh…Hoa,…Nguyen…Thuy…Tram…Pham…Thanh…Hai,…Nguyen…Thai…Son,…
Nguyen…Van…Tien,…Duong…Ngoc…Thuy,…Nguyen…Tran…Hien…and…Dang…Duc…Anh.…Seroprevalence…of…Histoplasmosis…in…
lung…infection…patients…in…Hanoi…hospitals.…Vietnam…Journal…of…Preventive…Medicine…XXVI…3…（176）:…22-26,…2016.

⑥樽本憲人，大野秀明 .　VI 呼吸器感染症　13. 肺結核（症）.　呼吸器疾患最新の治療 2016-2018，p243-246，
南江堂，東京，2016.

（学会発表）
⑦菊池明子，原　竜也，長山直美，大澤雄一郎，樽本憲人，大野秀明，岸野　亨 .　当院における抗真菌薬の使用

状況についての検討 .　第 64 回日本化学療法学会総会，神戸国際会議場，神戸，2016.
⑧梅山　隆，壇辻百合香，犬飼達也，中村茂樹，山越　智，名木　稔，田辺公一，大野秀明，宮崎義継 .　次世代シー

ケンサーを用いた Aspergillus…fumigatus 近縁種の網羅的ゲノム解析による抗真菌薬耐性の原因解明 .　第 64 回
日本化学療法学会総会，神戸国際会議場，神戸，2016.

⑨大野秀明 .　特別講演 1　真菌の培養検査，感受性検査 .　第 37 回関東医真菌懇話会，京王プラザホテル，東京，
2016.

⑩壇辻百合香，中村茂樹，大野秀明，犬飼達也，梅山　隆，上野圭吾，名木　稔，山越　智，金城雄樹，宮崎義継 .　
Cryptococcus…neoformans および Cryptococcus…gattii 脳髄膜炎に対する IFNγ の有効性解析 .　第 60 回日本医
真菌学会総会，東京都立産業貿易センター台東館，東京，2016.

【総数：論文…7…件，学会発表…19…件，講演…6 件】
6-2．獲得研究費
　競争的研究費：該当なし，奨学寄附金：3 社
6-3．受賞
　該当なし
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6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　スタッフが実質 1 人のため，思うように教育，診療の業績があげられ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 29 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（兼担）：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，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，村松俊
輔：助教，伊藤徹哉：助教，近谷賢一：助教，石川　葵：助教．
非常勤講師 21 名，非常勤医師 6 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，学位を授与された．
　また，社会人大学院生 2 名が遺伝性大腸癌の基礎研究に着手している．

3．研究
3-1．目的・目標
　消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ等．
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．
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．
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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．消化器癌の悪性度評価と転移能の研究．
25．内痔核に対する ALTA 療法の治療成績の検討 .
26．直腸癌リンパ節転移診断に関する研究 .
上記のいずれの研究にも着手しており，一部では論文化も終了している．

3-4．自己評価と次年度計画
　H17 年度からの新体制となり業績が徐々に結実している．安定した研究環境，研究体制の確立を目指している．
低侵襲手術，消化管関連ホルモンの研究に着手している．また，進行大腸癌に対する化学療法の感受性予測因子に関
する基礎的研究にも一定の成果を収めている．また，遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症，リンチ症候群）の基礎的研
究にも着手し，リンチ症候群の網羅的スクリーニングを開始した．これらの検討項目について次年度解析および発表
していく予定である．消化管外科としての独創性のある従来の臨床研究と平行して基礎的な研究をバックグラウンド
に置いた真に臨床に還元できるエビデンスレベルの高い研究を追及している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　急性虫垂炎・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの一般外科的疾患から，食道・胃・大腸の悪性疾患・炎症性腸疾患・緊
急性の高い急性腹症・急性消化管出血・腹部外傷など幅広い範囲でそれぞれの専門医が診療を担当している．手術に
関しては，機能温存手術や，腹腔鏡補助下手術などの低侵襲手術も積極的に取り入れて行っており，治療成績の向上
に努めている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Surgery…Today　査読委員（石田）
　Surgery…today,…case…report 誌　編集委員（持木）
　日本腹部救急医学会雑誌　査読委員（石田）　
　日本家族性腫瘍学会誌　編集委員長（石田）
　日本外科系連合学会誌　編集委員（石橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし．

6．業績　
① Kumagai…Y,Takubo…K,Kwada…K,Higashi…M,Ishiguro…T,Sobajima…J,Fukuchi…M,Ishibashi…K,Mochiki…E,Aida…J,Kawano…

T,Ishida…H.
Endocytoscopic…observation…of…various…types…of…esophagitis
Esophagus13:200-207,2016

② Fukuchi…M,Mochiki…E,Ishiguro…T,Ogura…T,Sobajima…J,Kumagai…Y,Ishibashi…K,Ishida…H
Prognostic…factors…for…gastric…cancer…with…cancer…cells…in…peritoneal…cavity
Anticancer…Res…36:2481-2486,2016

③ Kumagai…Y,Sobajima…J,Higashi…M,Ishigurro…T,Fukuchi…M,Ishibashi…K,Mochiki…E,Yakabi…K,Kawano…T,Tamaru…j,Ishida…H
Tumor-asociated…macrophages…and…angiogenesis…in…early…stage…esophagneal…squamous…cell…carcinoma
Esophagus13:245-253,2016

④ Kumamoto…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…Today46:713-720,2016

⑤ Tajima…Y,Ishida…H,Ymamoto…A,Chika…N,Onozawa…H,Mtsuzawa…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…elective…colon…cancer…surgery:a…randomized…contolled…trial
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Surg…Today46:735-740,2016
⑥ Fukuchi…M,Mochiki…E,Ishiguro…T,Ogura…T,Sobajima…J,Kumagai…y,Ishibashi…K,Ishida…H

Improved…effcacy…by…addition…of…protein-bound…polysaccharide…K…to…adjuvant…chemotherapy…for…advanced…gastric…
cancer
Anticancer…Res…36:4237-4242,2016

⑦ Kumagai…Y,Takubo…K,Kawada…k,Higashi…M,Ishiguro…T,Sobajima…J,Fukuchi…M,Ishibashi…K,Mochiki…E,Aida…J,Kawano…
T,Ishida…H.
A…newly…developed…continuous…zoom-focus…endocytoscope.
Endoscopy.49:176-180,2017

⑧ Suto…T,Ishiguro…M,Hamada…C,Kunieda…K,Masuko…H,Kondo…K,Ishida…H,Nishimura…G,Sasaki…K,Morita…T,Hazama…
S,Maeda…K,Mishima…H,Ike…H,Sdahiro…S,Sugihara…K,Okajima…M,Saji…S,Sakamoto…J,Tomita…N.
Pleplanned…safety…analysis…of…the…JFMC37-0801…trial:A…randomized…phase…Ⅲ…study…of…six…months…versus…twelve…
months…of…capecitabine…as…adiuvant…chemotherapy…for…stage…Ⅲ…colon…cancer.
Int…J…Clin…Oncol…22:805-806,2017

⑨ Watanabe…Y,…Ishida…H,…Baba…H,…Iwama…T,…Kudo…A,…Tanabe…M,…Ishikawa…H.
Pancreas-sparing… total…duodenectomy… for…Spigelman…stage… IV…duodenal…polyposis…associated…with… familial…
adenomatous…polyposis:…experience…of…10…cases…at…a…single…institution.
Fam…Cancer…16:91-98,2017

⑩ Ishibashi…K…,…Kumamoto…K,…Koda…K,…Kato…H,…Nishimura…G,…Yoshimatsu…K,…Yokomizo…H,…Ooki…S,…Tanaka…S,…Asano…M,…
Yokoyama…M,…Kawada…T,…Ishida…H
A…phase…II…clinical…study…of…mFOLFOX6…/XELOX…as…adjuvant…chemotherapy…after…curative…resection…of…stage…III…
colon…cancer:…The…FACOS…Study
Ann…Cancer…Res.24:…17-22,2016

【総数：論文 51 件，学会発表 126 件，講演 25 件】
6-2．獲得研究費
　平成 28 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　（近）
6-3．受賞
　第 85 回大腸癌研究会　優秀発表賞　（近）
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 30 回関東腹腔鏡下胃切除研究会　（持木）

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．今後は研究成果をさらに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
すめている．　
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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，中沢祥子，
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，北川大輝
非常勤講師：…池田理恵，池袋賢一，川嶋　寛

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

①肝胆膵外科における安全な肝切除，膵切除の確立
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②膵癌に対する新規抗癌剤の安全な投与方法の確立
③術中ナビゲーションを用いた安全・正確な肝切除術の研究
④肝胆膵外科・小児外科領域における安全な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
　小高明雄：埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員会委員
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,…Odaka…A,…Muta…Y,…Beck…Y,…Sobajima…H,…Tamura…M:…Recycling…small… intestinal…contents…from…proximal…
ileostomy… in… low…birth…weight… infants…with… small…bowel…perforation:… retrospective… case… series.… J…Pediatr…
Gastroenterol…Nutr…64（1）:…e16-18,…2017.

②牟田裕紀，小高明雄 , 井上成一朗，北川大輝，別宮好文：外科的治療を要する「小児急性腹症」の手術．手術…70（6）:…
785-792,…2016.

③牟田裕紀，小高明雄,井上成一朗：腹壁破裂に合併した出生時腹腔外脱出精巣の経験．日小児泌会誌…26（1）:80-82,…
2017.

【総数：論文 3 件，学会発表 6 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
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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
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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…（～ 2016/7/31）
谷口良輔（TANIGUCHI,…Ryousuke）：助教
神谷千明（KAMIYA,…Chiaki）：助教　（～ 2016/5/31）
森井北斗　（MORII,…Hokuto）：助教　（2016/10/1 ～ 2016/12/31）
芝山浩樹　（SHIBAYAMA,…Hiroki）：助教　（2017/1/1 ～ 2017/3/31）
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）
　卒前教育：学部学生に対しては系統講義を行っているが，講義に配分されている時間が少ないため，実習に回って
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，論文執筆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，学生教育に参加した．
　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．特に来年度からは重点に絞ったわ
かりやすい講義を目指したい．
　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．
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3-4．自己評価と次年度計画
　平成 27 年度に蓄積された臨床データをもとに来年度以降，更に研究の成果を公表する．近年，進歩している血管
内治療についても，臨床研究を中心に取り組んでいく．血管外科学全般にわたる新たな研究テーマにも積極的に取り
組むことが目標である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の診療は血管疾患全般にわたるが，特に下肢閉塞性動脈疾患に対する末梢バイパスの症例数が多く，また治療
成績は良好である．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 27 年の年間手術件数は他科との共同治
療も含め 397 件（血管内治療を含む）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
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 Urabe…G,…Hoshina…K,…Shimanuki…T,…Nishimori…Y,…Miyata…T,…Deguchi…J.Structural…analysis…of…adventitial…collagen…to…
feature…aging…and…aneurysm…formation…in…human…aorta.…J…Vasc…Surg…2016;63:1341-50

② Tanno…J,…Gatate…Y,…Kasai…T,…Nakano…S,…Senbonmatsu…T,…Sato…O,… Ichioka…S,…Nishimura…S.…A…novel… index…using…
ankle…hemodynamic…parameters… to…assess… the…severity…of…peripheral…arterial…disease:…A…pilot…study.…Plos…one…
DOI:10.1371/journal.pone.…0164756…Oct…19,2016

③ Taniguchi…R,…Miura…Y,…Koyama…H,…Chida…T,…Anraku…Y,…Kishimura…A,…Shigematsu…K,…Kataoka…K,…Watanabe…T.…
Adequately-Sized…Nanocarriers…Allow…Sustained…Targeted…Drug…Delivery…to…Neointimal…Lesions…in…Rat…Arteries.…
Mol…Pharmaceutics…2016;13,…2108-2116

④谷口…良輔，出口…順夫，神谷千明，北岡…斎，佐藤…紀…重症下肢虚血におけるサルコペニア診断とその意義第 44
回日本血管外科学会…2016.05;…東京

⑤神谷…千明…，北岡…斎，…谷口…良輔，…出口…順夫，…佐藤…紀…心不全を契機に発見された腸骨動脈仮性動脈瘤・腸骨静脈
瘻の 1 例．第 44 回日本血管外科学会…2016.05;…東京

⑥佐藤　紀…糖尿病の時代における閉塞性動脈硬化症治療 - 変化する病態と新たな治療法の模索．第 44 回日本血管
外科学会…2016.05;…東京

⑦谷口…良輔 ,…望月…康晃，出口…順夫，佐藤…紀．重症下肢虚血における肢予後予測因子としてのサルコペニア．第
47 回日本心臓血管外科学会学術総会…2017.02;　東京

⑧望月康晃，谷口良輔，北岡齋，出口順夫，佐藤　紀．尺側皮静脈転位内シャントの開存率と有用性の検討．第
57 回日本脈管学会総会　2016.10；奈良

⑨出口…順夫，望月…康晃，谷口…良輔，佐藤…紀．バスキュラーアクセス困難例での上腕静脈表在化および尺側皮静
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脈転位動静脈瘻の有用性．第 47 回日本心臓血管外科学会学術総会…2017.02;　東京
⑩佐藤　紀．下肢閉塞性動脈硬化症の診断と治療ストラテジー．第14回埼玉整形外科トピック・リエゾンセミナー

2016.10；　浦和ロイヤルパインズホテル
【総数：論文…3…件，学会発表…6…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 44 回日本血管外科学会総会　主催　（2016 年 5 月 25 日～ 5 月 27 日，東京）

7．自己点検・評価
　本年度は，東京台場にて第44回日本血管外科学会を主催した．本学会は我が国の血管外科における代表学会であり，
約 2000 名の参加があった．
　臨床面においては，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

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
樋野興夫（HINO,…Okio）：客員教授：病理学：博士
高野利実（TAKANO,…Toshimi）：客員教授

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性を実習を通して学習していけるよう指導する .…

（卒後教育）初期研修医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）平成 28 年度は BSL が開始され ,…矢形 ,…藤本が担当 ,…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を行った .…外来診療及び手術見学と手技を指導し ,…最終
日にレポート提出し講義を行った . 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）今年度研修医の研修はなし .…次年度からも引き続き研修プログラムに沿って ,…患者の社会的背景や合併症ま
でを含めたケアを重視する全人的な対応が行える .マンモグラフィー ,…乳房超音波 ,…乳房MRI 検査の読影と細胞診 ,…組
織診の習熟 ,…乳癌の病理診断評価と治療の選択 ,…国際的ガイドラインに沿った標準治療とEBMを理解できる .…遺伝性腫
瘍（遺伝性乳がん卵巣がん症候群）の重要性を説明できるよう指導 .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）ブレストケア科開設後初の BSL であり ,…人員不足による激務の中ではあるが ,…丁寧に指導を行った .…手術
縫合の手技などは丁寧に指導したため ,…特に好評であった .

（卒後教育）研修医は ,…外来診療にて乳腺の検査 ,…診断にあたり ,…乳癌の化学療法 ,…ホルモン療法の実施を指導医とと
もに行った .…また ,…実際の手術に参加し ,…局所解剖の理解と手術手技 ,…病棟での術後管理を体験した .
2-4．自己評価と次年度計画

人員不足 ,…激務の中 ,…効率よく学習してもらえるよう努めた .…来年度も引き続き卒前卒後教育のさらなる充実を図る .

3．研究
3-1．目的・目標

乳腺領域を中心とする臨床研究を行う .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

研究グループは形成しないが ,…各自がテーマを決めて互いに協力する体制である .
3-3．研究内容と達成度

乳房用超音波画像診断装置の有効性に関する予備的研究．予定通り症例を蓄積しデータを報告した．
3-4．自己評価と次年度計画

当科の体制がまだ十分整っていない中で，一部でも研究を開始出来たことは評価に値する．次年度は患者の QOL
に関する多施設研究を ,…また HBOC における共同研究の計画 ,…実施を行っていく .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
検査件数，手術数の増加が目標であるが，スタッフ数に応じた実績を継続してけるよう努力していく．
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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

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 Yagata…H,…Ohtsu…H,…Komoike…Y,…et…al：Joint…symptoms…and…health-related…quality…
of…life…in…postmenopausal…women…with…breast…cancer…who…completed…5…years…of…
anastrozole.…Support…Care…Cancer…2016;…24（2）:…683-9.

② Nakayama…K,…Yagata…H,…Hayashi…N,…et…al.：…Breast…cancer…with…an…extremely…high…
Ki-67…labeling…index…despite…a…low…nuclear…grade.…Pathol…Int…2017;…67（2）:…118-20.

③北川…瞳，矢形…寛，吉田…敦：トリプルネガティブ乳癌における BRCA1/2 遺伝子変異陽性率の検討 .…乳癌の臨床…
2016;…31（3）:…223-7.

④矢形…寛：…サバイバーを支える看護師が行うがんリハビリテーション…医学書院…2016 年 3 月発行…監修：日本がん
看護学会…3．上下肢のリンパ浮腫に対するがん患者のリハビリテーション…乳がん，子宮がん，卵巣がん，大腸
がんなど .…1．症状のメカニズム，2．リンパ浮腫の評価，3．手術前後に行うセルフケアの指導…67-76

⑤矢形…寛：Ⅰ…ジャンル別超音波最新動向…5．体表臓器領域の最新動向
1）乳腺…-…乳腺超音波診断のブレイクスルー…17-20……インナービジョン…2016…March

⑥矢形…寛：腫瘍病理鑑別アトラス…乳癌…第 2 版…文光堂…2016 年 5 月 3 日発行…編集：森谷卓也，津田均．第 4 部…
臨床との連携…Ⅰ．遺伝性乳癌…p220-223

⑦矢形…寛：第 14 回日本臨床腫瘍学会（2016 年 7 月 28 日，神戸）Symposium…6
エビデンスに基づく遺伝性腫瘍診療の現状と課題（スクリーニング・治療・予防・リスク低減手術）遺伝性乳癌・
卵巣癌症候群（HBOC）診療の現状と展望：スクリーニングからリスク低減手術へ

⑧矢形…寛：第 23 回日本遺伝子診療学会（2016 年 10 月 17 日，東京）シンポジウム 2
がん治療と遺伝子診療　HBOC 診療…-…最近の考え方と課題

⑨ Yagata…H：2016.9.2…Hakata…The…14th…Asian…Breast…Diseases…Association…Meeting…&…Symposium…How…should…we…
manage…borderline…lesions…of…the…breast…as…surgeons?

⑩藤本浩司 ,…矢形　寛：第 78 回日本臨床外科学会総会（2016/11/25）　ビデオワークショップ 06…乳腺領域にお
ける術式の工夫　「Muscle-sparing…LD…flap を併用した乳房温存術」

【総数：論文…4…件，学会発表…6…件，講演…25…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」（藤本）

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
平成 28 年 10 月 15 ～ 16 日　第 37 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会会長
平成 28 年 10 月 2 日乳がん市民公開講座＋第 1 回 With…You…小江戸 ? あなたとブレストケアを考える会～

7．自己点検・評価
ブレストケア科開設 2 年目となり ,…診療体制も落ち着いてきた .…教育 ,…研究 ,…診療ともに成果が得られるよう ,…引き
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続き鋭意努力する .…人員の確保と診療場所の確保に努める .…
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臨床医学部門（川越キャンパス）

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，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，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：博士：
　　　　　　　　　　　　　……平成 28 年 5 月に退職
　福田祐樹（FUKUDA,…Hiroki）：助教：平成 28 年 6 月に国外留学から帰室：研究主任：教育副主任：大学院教員（大
　　　　　　　　　　　　　　……学院）：10 月より講師：博士
　青木耕平（AOKI,…Kohei）：助教：病棟医長
　井上慶明（INOUE,…Yoshiaki）：助教：大学院 5 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：平成 29 年 3 月に退任
　泉陽太郎（IZUMI,…Yotaro）：平成 28 年 6 月より客員准教授
　羽藤　泰（HATOU,…Tai）：平成 29 年 1 月より非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
　真に社会から信頼され必要とされる臨床外科医の育成を目的とし，特に呼吸器外科領域の疾患に精通する医師の育
成に力を注いでいる．また，研究能力を兼ね備えた臨床医の育成も同時に目標としている．
　卒前教育では，それまでに学んできた基礎医学や診察技能に関するバラバラの知識を統合し，実際の臨床に結び付
ける能力を養成する目的で，受け持ち患者を通して問題点の発見，分析，基礎的知識との照合，それらを統合しての
問題解決，といった臨床医に必要とされる能力の育成を目標とした実習を行なっている．また，患者および他の医療
スタッフとの信頼関係を構築するための心構えや，患者中心の医療を実践するための患者の立場に立った考え方など
も実際の診療を体験する中で会得できるように配慮している．
　卒後教育では，初期研修医には呼吸器外科の診断から治療までの大筋の流れを理解することを目標とし，気管支鏡
検査など呼吸器外科医に不可欠な検査や基本的な切開縫合手技などが行えるように指導している．後期研修から卒後
8 年目までの医師には外科専門医および呼吸器外科専門医の資格の取得を目標として，年次ごとの到達目標を明らか
にし，それを達成するための支援システムを作り，病棟入院患者の受け持ちから手術の助手，手術の執刀までが行え
るよう指導している．
2-2．教育内容
　卒前教育では，主に呼吸器外科分野の臨床入門，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（手術，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，福田）．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…終了時に試問を行っている（担当者：泉，福田）．CC では呼吸器外科患者数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，
福田）．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
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　卒前教育の BSL は，1 週間で術前診断，手術，術後管理に関する見学型実習が行なわれ，クルズスも含めて概ね予
定通りの目標を達成できた．6 年生の CC には 5 月に 1 名が，5 年生の CC には 1 月に 2 名，2 月に 2 名が実習に参
加して，呼吸器外科患者1～2名を受持ち，医師と共に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わっ
た．呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるような実習が行われ，概ね予定通りの目標を達成できた．
　卒後教育では，後期研修医の杉山助教が外科専門医予備試験に合格．次年度の外科専門医取得に向け研修を継続し
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，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
修了し，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，解析が終了し，Gen…Thorac…Cardiovasc…Surg…（64:470-475　2016 年 5 月）および日呼外会誌（30
巻 5 号　P526-533……2016 年 7 月）に論文を発表した．

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．
解析結果を第 33 回日本呼吸器外科学会総会および European…Congress…of…Radiology…2017 で発表し，論文を作
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成中である．
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．データを解析し，その成果を第 33 回日本呼吸器外科学会総会で発
表した．

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．現在症例の集積は終了し，予後観察およびデータ解析を継続中である．

6.…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，成果を第 57 回日本肺癌学会学術集会で発表した．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（現自治医科大学）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．成果を第 75 回日本癌学会学術総会，第 33 回日本呼吸
器外科学会総会および IASLC…17th…World…Conference…of…Lung…Cancer で発表し，作成した論文を PLoS…ONE に投
稿した．

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（現自治医科大学）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，
解析が終了し学会発表および論文発表が終了した．現在副論文を作成中である．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 は症例集積が終了し，解析結果を学会で発表し，論文を作成中
である．テーマ 4 は症例集積，データ解析が終了し，学会発表を行った．テーマ 6 はⅠ相試験の成果を第 57 回日本
肺癌学会学術集会で発表し，現在Ⅱ相試験の症例を集積中である．テーマ 8 は検索方法が確立され，その内容につ
いて学会発表を行い，論文を投稿した．テーマ 5，7，9 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）246 例で，主な疾患では原発性肺癌 133 例，自然気胸 41 例，転移性
肺腫瘍 23 例，縦隔腫瘍 20 例（重症筋無力症症例 3 例を含む），炎症性肺疾患 6 例，肺良性腫瘍 3 例，胸膜腫瘍 2
例，膿胸 2 例，胸壁腫瘍 1 例，炎症性気管狭窄 1 例，その他 8 例，生検 6 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
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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（1997.4 － 2012.3）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
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中山光男
気管・気管支損傷
呼吸器外科テキスト　P294-297　2016 年 4 月

②儀賀理暁
疼痛コントロール，緩和ケアの実際
呼吸器外科テキスト　P486-489　2016 年 4 月

③ Nobumasa…Takahashi,…Noriyoshi…Sawabata,…Masafumi…Kawamura,…Takashi…Ohtsuka,…Hirotoshi…Horio,…Hirozou…
Sakaguchi,…Mitsuo…Nakayama,…Katsuo…Yoshiya,…Masayuki…Chida,…Eishin…Hoshi
Multicenter…prospective…study…of…sublobar…resection…for…c-stage Ⅰ non-small…cell…lung…cancer…patients…unable…to…
undergo…lobectomy…（KLSG-0801）:…complete…republication
Gen…Thorac…Cardiovasc…Surg…64:470-475　2016 年 5 月

④高橋伸政・澤端章好・川村雅文・大塚崇・堀尾裕俊・坂口浩三・中山光男・吉谷克雄・千田雅之・星永進
肺葉切除非耐用症例の臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する縮小手術の多施設前向き研究（KLSG-0801）
日呼外会誌　30 巻 5 号　P526-533……2016 年 7 月　

⑤井澤菜緒子・泉陽太郎・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
肺葉内肺分画症内に発生した扁平上皮癌の一例
日呼外会誌　30 巻 6 号　P731-736　2016 年 9 月

⑥ Tomohiro　Murakawa,…Hajime…Sato,…Sakae…Okumura,… Jun…Nakajima,…Hirotoshi…Horio,…Yuichi…Ozeki,…Hisao…
Asamura,…Norihiko… Ikeda,…Hajime…Otsuka,…Haruhisa…Matsuguma… ,… Ichiro…Yoshino,…Masayuki…Chida,…Mistuo…
Nakayama,…Toshihiko… Iizasa,…Meinoshin…Okumura,…Satoshi…Shiono,…Ryoichi…Kato,…Tomohiko… Iida,…Noriyuki…
Matsutani,…Masafumi…Kawamura,…Yukinori…Sakao,…Kazuhito…Funai,…Go…Furuyashiki,…Hirohiko…Akiyama,…Shigeki…
Sugiyama,…Naoki…Kanauchi…and…Yuji…Shiraishi,…on…behalf…of…the…Metastatic…Lung…Tumor…Study…Group…of…Japan
Thoracoscopic…surgery…versus…open…surgery… for… lung…metastases…of…colorectal…cancer:…a…multi-institutional…
retrospective…analysis…using…propensity…score…adjustment.
European…Journal…of…Cardio-Thoracic…Surgery…51:1157-1163　2017 年 2 月

⑦泉陽太郎・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・儀賀理暁・中山光男・田村克巳
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肺癌切除例における原発巣の metabolic…volume…と病理組織学的因子との関連
第 33 回日本呼吸器外科学会総会……2016 年 5 月

⑧福田祐樹・Elie…Fadel・泉陽太郎・中山光男
Anterior…transcervical…approach…と…Posterior…midline…approach の併用による胸椎椎間孔浸潤の SST の手術
第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会　2016 年 9 月

⑨ Yoshiaki… Inoue・Ato…Sugiyama・Kohei…Aoki・Hiroki…Fukuda・Masatoshi…Gika・Yotaro… Izumi・Kunihiko…
Kobayashi・Mitsuo…Nakayam・Koichi…Hagiwara
A…Comprehensive…Test…of…Cancer…Treatment-Related…Genes… for… the…Clinical…Samples…of…Non-Small…Cell…Lung…
Cancer…（NSCLC）
IASLC…17th…World…Conference…of…Lung…Cancer……2016 年 12 月

⑩ N.…Honda,…H.…Osada,…W.…Watanabe,…K.…Aoki,…M.…Nakayama,…T.…Itoh,…K.…Otani
Ventilation/perfusion…ratio…map…by…dual-energy…CT…after…xenon…inhalation…and…intravenous…contrast…media
European…Congress…of…Radiology…2017　2017 年 3 月

【総数：論文 10 件，学会発表 22 件，講演 5 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会 ･ 研究会 ･ セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・自己評価
　1997 年 4 月に診療を開始してから 20 年間，2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 9 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．
　5 月に泉講師が退職したが，6 月に福田助教がフランスの Paris-Sud 大学 Centre…Chirurgical…Marie…Lannelong 病院
から帰室したため，呼吸器外科の構成員は中山教授，儀賀准教授，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 6 名での体制が継続された．また，退職した泉陽太郎医師は 6 月より客員准教授として学
位研究の指導を継続し，10 月には福田祐樹医師が講師に昇格し，2017 年 1 月からは新たに羽藤泰医師が非常勤講
師として手術に携わり，3 月には菊池功次客員教授が退任した．
　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増加傾向にある．9 月から呼吸器外科の手術枠が 4 枠 / 週
から隔週で 6 枠 / 週に増えたこともあり，本年度の全麻手術症例数は 246 例となり，また，肺癌手術例皺は 133 例
と初めて 100 例を超えた．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，診療以外の面では，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．

5．その他
5-1．自治体・政府関係委員　
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　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

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文・総説
① Kohsaka…S,…Miyata…H,…Motomura…N,?Imanaka…K,…Fukuda…K,…Kyo…S,…Takamoto…S.…Effects…of…Preoperative…β-Blocker…

Use…on…Clinical…Outcomes…after…Coronary…Artery…Bypass…Grafting:…A…Report…from…the…Japanese…Cardiovascular…
Surgery…Database.…Anesthesiology.…2016;…124（1）:…45-55.

②平沼俊亮，諸角誠人，矢野晶大，立花康次郎，杉山博紀，張英軒，竹下英毅，岡田洋平，川上理，山田拓己，小澤文明，
別宮好文，今中和人　心臓に到達する cT3c 腎細胞癌根治術における血管確保の有用性　泌尿器外科…2016;…29

（7）:…1171-4
③今中和人　2 章　成人心臓外科―Ｂ弁膜疾患・不整脈疾患―3 僧帽弁疾患…a 僧帽弁狭窄症　pp171-177…In 新心

臓血管外科テキスト　中外医学社　2016
学会発表・その他
④松岡貴裕，山火秀明，今中和人肺炎球菌による感染性心内膜炎，髄膜炎の一治験例　
　第 170 回　日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2016.3.12　横浜
⑤後藤…博志，峯岸…祥人，山火…秀明，今中…和人　喀血を伴う急性大動脈解離の一例
　第 24 回　日本血管外科学会関東甲信越地方会　2016.10.8　東京
⑥後藤博志，松岡貴裕，峯岸祥人，山火秀明，今中和人 Aortomitral…continuity…の穿孔による仮性瘤をきたし…た…

PVE…の一例…第 172 回　日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2016.11.5　東京
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
税田和夫（SAITA,…Kazuo）：教授：診療部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：脊椎外科：博士
星川淳人（HOSHIKAWA,…Atsuto）：講師：診療副部長：教育主任：研究副主任，膝関節外科，スポーツ医学：博士
荻原　哲（OGIHARA,…Satohi）: 講師：脊椎外科，周術期感染：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），中
村春彦（NAKAMURA,…Haruhiko），黒畑順子（KURUHATA,…Junko），田沼優一（TANUMA,…Yuichi），高村一豊

（TAKAMURA,…Kazutoyo），高瀬千衣子（TAKASE,…Chieko）佐藤慧（SATO,…Kei），深堀賢翔（FUKABORI,…Kento），
丸峻　典（MARU,…Takanori），小林史明（Kobayashi,…Fumiaki）

〔非常勤講師〕: 君塚　葵（KIMIDUKA,…Mamori），関谷繁樹（SEKIYA,…Shigeki），石上浩庸（ISHIGAMI,…Hironobu），
井上純一（INOUE,…Junichi），本強矢隆生（MOTOSUNEYA,…Takao）

〔非常勤医師〕: 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），吉澤貴弘（YOSHIZAWA,…Takahiro），溝部弘敬（MIZOBE,…
Hirotaka），佐々木有記（SASAKI,…Yuki），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,…
katuhiko），武井良太（TAKEI,…Ryota），金澤貴仁（KANAZAWA,…Takahito），松本理沙（MATUMOTO,…Risa）井上
良輔（INOUE,…Ryosuke），山下　哲（YAMASHITA,…Tetsu）

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，腰椎疾患の病態，診断，治療について解説した．5 年生の BSL…実習では，症例を通して単なる
知識ではなく医療面接，診察，診断，治療がどのように関連しているかの過程を理解することを目標とした．
　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．
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：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，
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（小林陽介，高村）．臨床研修指導医講習会コーディネータを努めた（税田）．
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，
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月曜日には抄読会を行った．
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（小林陽介）．
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 .
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，重要なポイントを明示して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．さらに最初に基本的知識を確認する試験を予定
している．
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，整形外科分野は学会主体であるが新専門医制度をすでに開始しており，それに対応できる体制を維持していく．
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，感染性脊椎炎に関
する研究）

腰部脊柱管狭窄症に対する手術法の研究，感染性脊椎炎の治療法に関する研究）
人工関節グループ（人工股関節置換術の安全な手術手技の研究）
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（脊椎周術期感染の危険因子に関する研究，骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開発）

3-3．研究内容と達成度
　骨粗鬆症性椎体骨折の治療法，脊椎周術期感染の危険因子に関する研究，骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開
発に関し学会発表を行った．
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 4 編の論文と学会発表を残せた．またいくつか
の症例報告の学会発表を行った．基礎的研究は十分にできなかった．次年度は臨床研究を論文の実績に残るよう充実
を図り，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 :…31426 人，入院患者総数：782 人，手術総数：757 件であり，
入院・手術は増加した．今後とも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．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　税田：Journal…of…Spinal…Research…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

税田：日本整形外科学会専門医資格認定委員，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
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嵯峨野淳 ,…白銀暁 ,…星川淳人 ,…福田潤 ,…酒井宏哉：スケート滑走姿勢の違いが膝痛発生におよぼす影響につい

て - 下腿長軸延長線に対する肩峰の位置を指標としたスケート滑走姿勢評価－．日本臨床スポーツ医学会誌 24
（2）,226-234，2016

②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（1）,18-22，2016

③佐々木有記 ,…星川淳人 ,…平岡久忠 ,…井上良輔 ,…酒井宏哉：前十字靭帯損傷を合併した大腿四頭筋腱断裂の一例．日
本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌 41（3）,851-854，2016

④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．日本関
節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌 41（3）,855-859，2016

⑤税田和夫，小林陽介，遠藤実，神田翔太郎，穴水依人：骨粗鬆症性椎体骨折後遅発性麻痺の骨折高位と術式選択．
第 45 回日本脊椎脊髄病学会，2016/4/14-16，千葉

⑥荻原哲，山崎隆志，丸山徹，稲波弘彦，筑田博隆，三好光太，東成一，大島寧，高野裕一，山田高嗣，村上元昭，
河村直洋，山川聖史，原慶宏，森井次郎，税田和夫：他施設前向き手術部位感染（SSI）サーベイランスの手法
を用いた成人腰椎後方除圧術・椎間板ヘルニア切除術における SSI リスクファクターの検討．第 45 回日本脊椎
脊髄病学会，2016/4/14-16，千葉

⑦丸峻典，荻原哲，小林陽介，小林史明，税田和夫：連続する 2 椎体の偽関節に対し手術を行った 2 例 .　…第 22
回埼玉骨粗鬆症研究会…2016/11/12，さいたま

⑧三上千衣子，高村一豊，小林史明，丸峻典，税田和夫：偽性副甲状腺機能低下症における異所性骨化に対して外
科的治療が奏効した 1 例．第 57 回関東整形災害外科学会…2017/3/17-18，東京

⑨中曽根功，田沼優一，税田和夫，品沢聡：受傷初期にＸ線診断が困難であった趾節癒合骨骨折の 3 例．第 57 回
関東整形災害外科学会…2017/3/17-18，東京

⑩小林史明，荻原哲，小林陽介，税田和夫：胸椎椎体血管腫の骨増殖により両下肢麻痺をきたした 1 例．第 30 回
埼玉脊椎・脊髄研究会…2017/3/18，さいたま

【論文：件，学会発表：18 件，講演：9 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 13 回埼玉オルソペディクスセミナー（2016 年 8 月 6 日　川越）（税田）

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努力して業務を行った．その結
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果，どの分野においても評価できる治療成績を残せた．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，すでに投稿中の論文もあり研究成果の増
加を図っている．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（MATSUI,…Toru）：教授：運営責任者：診療部長：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：診療副部長：…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
庄島正明（SHOJIMA,…Masaaki）：教授：診療副部長：：学位論文審査教員（大学院）：脳血管障害：血管内治療
大宅宗一（OYA,…Soichi）：准教授：診療副部長：病棟医長：研究副主任：学位論文審査教員（大学院）：脳血管障害：
　　　　　　　　　　　良性脳腫瘍：博士　
印東雅大（INDO,…Masahiro）：講師：大学院教員（大学院）：外来医長：博士
中村　巧（NAKAMURA,…Takumi）：助教：研修担当医長：…大学院教員（大学院）
土屋　掌（TSUCHIYA,…Tsukasa）：助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（FUJISAWA,…Naoaki）：助教：研究員：教育副主任
吉田信介（YOSHIDA,…Shinsuke）：助教　
平田　操（HIRATA,…So）：助教　（H29 年 4 月から）
菊池美祐（KIKUCHI,…Miyu）：助教　（H29 年 7 月から）
石川達哉（ISHIKAWA,…Tatsuya）：非常勤講師　秋田県立脳血管研究センター長
海津啓之（KAIZU,…Hiroyuki）：非常勤講師　武蔵野総合病院院長
小原琢磨（OBARA,…Takuma）：非常勤講師　三愛病院脳神経外科部長
鈴木千尋（SUZUKI,…Chihiro）：非常勤講師　鈴木脳神経外科院長
平川　亘（HIRAKAWA,…Wataru）：非常勤講師　池袋病院副院長

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前：卒前教育としての脳神経外科の 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 7 年間で脳神経外科の標準的臨床が出来る教育を目指しており，具体的には脳神
経外科認定医を取得することを目標とする．さらに卒後 10 年までには，学位が取得し個人の専門性を高める指導を
行っている．また当科には血管内手術指導医，日本脊髄外科学会指導医，脳卒中の外科技術指導医，神経内視鏡認定
医，等の指導医が在籍しており，これらの資格取得が可能である．
　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としている．
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．予定手術は高度な治療を要する難症例が多
く，ほかにも緊急の新入院も含め連日 3 ～ 4 人の入退院があり，臨床実地訓練には十分である．脳外科の研修を専
らとして集中的に行うならば，前期研修 1 年目終了時点で脳出血や転移性腫瘍，2 年目終了時点で簡単なクリッピン
グ術の術者となることも可能である．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．
脳神経外科総会をはじめさまざまな発表の機会があり，上級医の指導下に多くの経験を積むことができる．結果的に
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10 年目を迎える頃には，脳神経外科専門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 7 年の最短で難関の脳神経外科専門医試験に合格している．当科のカリキュラムにて卒
後 15 年目を迎えるころには，十分に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：大学病院は，診療，研究，教育をバランスよく実施することが要求される．当院は高度医療を提
供する大学病院であると同時に，地域の基幹救急病院の側面もあり，そのため研修教育施設としては十分な入院患者
数や手術数を有している．
　研究に関しても，後述の複数の臨床研究が進行しており，今後も多くの研究成果を発表できると確信している．教
育については，学生や初期研修医の指導は勿論，ローテンションで当科にて研修中の後期研修医の指導にも力を入れ
ている．また，他大学出身の学生や他病院で初期研修中の医師の当科見学は常時受け付けており，多くの見学者が訪
れている．引き続き当科で研修を希望する研修医の指導に邁進していく．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前：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：当科と提携している他の関連施設からの前期および後期研修医は，常時 1-2 年間のローテーションを受け入
れており，当科の手術教育は非常に好評を得ている．今後は，当科のプログラムに所属する新入医局員を増やす努力
を続けていく．研修医および若手医師の労働環境も過剰な負担とならないように，スタッフ一同，留意している．

3．研究
3-1．目的・目標

当科では臨床に根ざした研究を基本的な姿勢としており，主に研究を通して論理的思考と臨床への還元方法を学ぶ
ことを目標としている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1. 頭蓋底部の手術アプローチ
2. 髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
3. 慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
4. 内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
5. 未破裂脳動脈瘤の高悉皆性研究
6. 脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
7. 三叉神経痛の phase…contrast…MRI による病因診断法の開発

3-3．研究内容と達成度
1. 頭蓋底部の手術アプローチ

当科の脳腫瘍手術数は年間 100 を超え，頭蓋底技術が必要な手術リスクの高い症例が多い．埼玉医科大学解剖学
教室の多大なるご協力のもと，頭蓋底部の cadaver…studyを積極的に手術教育に取り入れている．また新たなアプロー
チの開発にも取り組んでいる．
2. 髄膜腫・神経鞘腫術中迅速増殖能評価法

髄膜腫や神経鞘腫などは良性腫瘍ではあるが，ときに急速な再発や悪性化も経験する．しかし，多くの手術技術や
手術支援機器が発達した現在でも，こうした個々の腫瘍の生物学的特性を術中に推測し手術戦略に取り入れる方法が
ない．当科では髄膜腫の摘出組織を用いて術中にフローサイトメトリー検査を行い，個々の腫瘍の増殖能・浸潤性と
の関連を調べており，近日中に報告予定である．
3. 慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について

漢方五苓散の再発予防における有効性を示す報告はあるが，RCT はない．術後ランダムに内服治療を割り付けし，
投与群は 3 ヶ月内服，術後 6 ヶ月後の再発を評価する RCT である．
4. 内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について

内頚動脈内膜剥離術 CEA 術後に視野が明るくなったという複数の患者の感想に基づいて研究を開始した．CEA に
よって眼動脈血流増加を介して網脈絡膜血流動態が改善することで視力が改善すると仮説を立て，眼科協力のもとで
コントラスト法（CSV-1000）を導入しより正確な視力測定を行っている．近日中の予定症例数が終了する予定である．
5. 未破裂脳動脈瘤の悉皆研究

未破裂脳動脈瘤の自然暦の報告は日本でも大規模のものが存在するが，その悉皆性は決して高いとはいえず追跡か
ら漏れる症例が存在する．そこで，悉皆性をより極限まで高めた自然歴を追っており，外来の患者に協力いただき 5
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年間の追跡調査中である．真の破裂率を求めて未破裂脳動脈瘤を有する患者の不安の軽減に資することを目的とし，
すでに 100 名以上の患者に協力していただいている．
6. 脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究

脳神経外科においては術前の画像評価と手術アプローチの検討が極めて重要である．さまざまな画像の融合と 3D
画像で，特に頭蓋底病変などでは手術アプローチの検討が可能である．より安全かつ確実な手術を可能にするのみな
らず，術者以外の医師やコメディカル，患者とその家族，また学生などと情報の共有が可能となる．融合画像の実用
性に関しては当科内では十分に確立しており，実際の手術の安全性を高めている．
7. 三叉神経痛の phase…contrast…MRI による病因診断法の開発

血管圧迫のない三叉神経痛でも，開頭により三叉神経周囲のくも膜を切開することにより劇的に症状が改善する症
例が存在する．血管圧迫がない場合の手術適応を決定するために術前に髄液の流れを phase…contrast…MRI にて評価
し診断基準となるか，利用可能性を検討している．現在までに 10 数人のデータを蓄積している．
3-4．自己評価と次年度計画
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. 髄膜腫術中迅速増殖能評価法

症例を蓄積している段階であるが，既存の免疫染色学的指標との関連が明らかとなった．近日中に予定症例数に達
する見込みである．
3. 慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について

予定症例数の半分程度であるが，有意差はないものの投与群の再発率は非投与群より低い値になっている．
4. 内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について

症例が 8 割ほど蓄積された段階である．近日中にデータを解析し結果を発表する予定である．
5. 未破裂脳動脈瘤の悉皆研究

症例を蓄積している段階である，現段階で 100 例強の登録があり出血例はない．さらに数を増やし 5 年の追跡期
間中の出血率を明らかにする予定である．
6. 脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究

手術困難な頭蓋底腫瘍や稀なアプローチの症例などでは術前に融合画像を作成し，術前検討に非常に有効になって
いる．引き続き症例を蓄積し，今後は CFD や tractography，MRA などを応用しより高度な画像研究を進めていく予
定である．
7. 三叉神経痛の phase…contrast…MRI による病因診断法の開発

現在症例蓄積中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉西部地区における脳神経外科疾患高度医療施設として期待される機能を十二分に果たすべく努力し実績を上げ

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）
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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
Journal…of…Neurosurgical…Sciences
World…Neurosurgery
脳神経外科速報

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 Nejo…T,…Oya…S,…Tsuchiya…T,…Yamaguchi…N,…Matsui…T.…Limitations…of…Routine…Verification…of…Nasogastric…Tube…
Insertion…using…X-ray…and…Auscultation:…Two…Case…Reports…of…Life-Threatening…Complications.…Nutr…Clin…Pract.…
2016…May…13…[Epub…ahead…of…print]

② Oya…S.…Simpson…grading…system.…Letter…to…the…Editor.…J…Neurosurg…2017…126（1）:…341-43
③ Niwa…R,…Oya…S,…Nakamura…T,…Hana…T,…Matsui…T.…Rapid… intracranial…pressure…drop…as…a…cause… for…posterior…

reversible…encephalopathy…syndrome:…Two…case…reports.…Surg…Neurol…Int.…2017…Jun…5;8:103
④頭蓋底髄膜腫における手術の意義の再検証…-…腫瘍の生物学的特性に注目した tailor-made…surgery へ向けた試み．

大宅宗一，土屋掌，藤澤直顕，吉田信介，松居徹．日本脳神経外科総会 .…2016.9.29
⑤小児の脳動静脈奇形の特徴と治療成績…-…いかに出血源を特定し，閉塞を確認するか .　…大宅宗一，吉田信介，藤

澤直顕，土屋掌，中村巧，印東雅大，張漢秀，松居徹．第 45 回脳卒中の外科学会．2016.4.15
⑥対側にも高度なhemodynamic…compromiseが併存する両側高度内頚動脈狭窄症の治療戦略．大宅宗一，吉田信介，

藤澤直顕，土屋掌，中村巧，印東雅大，張漢秀，松居徹．第 45 回脳卒中の外科学会．2016.4.15
⑦妊娠に合併した出血性脳血管障害の対する当院での治療経験 .　吉田信介，大宅宗一，丹羽良子，酒井優，花大洵，

藤澤直昭，土屋掌，中村巧，印東雅大，張漢秀，松居徹．第 45 回脳卒中の外科学会．2016.4.15
⑧大宅宗一．髄膜腫，EBM に基づく脳神経疾患の基本治療指針第 4 版…pp157-60,…2016
⑨大宅宗一．D.…無症候性脳腫瘍，1.　髄膜腫　Clinical…Neuroscience…34（4）:…462-5,…2016.4.1
⑩大宅宗一．脳底動脈瘤　B 高位 .　前大脳動脈瘤・椎骨脳底動脈瘤のすべて .　メディカ出版 .　pp271-4　2016

【総数：論文 4 件，学会発表 24 件，講演 3 件，著書 6 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
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日本 CI 学会総会
日本意識障害治療学会
埼玉脳血管懇話会
埼玉西部地域脳血管研究会
埼玉脳神経外科シンポジウム
西埼玉脳神経疾患懇話会
埼玉脳神経外科懇話会
Brain…Protection…in…Nishisaitama
当教室主催，共催の研究会，学会
第 1 回～第 7 回埼玉脳神経外科シンポジウム
第 5 回 ISCVD（平成 16 年 12 月海運倶楽部）
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

当科は現在，脳神経外科専門医 9 人，血管内治療専門医 2 人，脳卒中専門医 8 人，脊髄外科専門医 1 人，神経内
視鏡専門医 1 人を有する診療科である．

当脳神経外科における代表的手術は，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．当科における 2016 年の総手術件数は 609 件であり，過去最高を記録した．

脳動脈瘤への当科の基本姿勢としては，開頭術に加え血管内治療でも対応でき，動脈瘤や状態などで最適な治療を
選択している．2016 年は，破裂脳動脈瘤に対する開頭手術件数は 61 件であった．未破裂脳動脈瘤に対して開頭手
術件数 14 件，血管内手術は 17 件であった．未破裂脳動脈瘤に関しては，巨大動脈瘤や増大傾向にある動脈瘤など
必要な症例のみ治療の対象としており，一方で多くの未破裂脳動脈瘤患者が外来通院しており，慎重に経過を観察し
ている．2017 年からは血管内治療指導医を迎え，さらに医局員からも血管内治療専門医も 1 人増えたため，血管障
害に対しての血管内治療が益々充実していくと思われる．

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．2016 年は，脳腫瘍の手術件数が 100 件に
到達し，頭蓋底手術以外にもグリオーマを代表とする悪性脳腫瘍，下垂体腫瘍などの症例も増えてきた．また手術の
レベルを向上させる手段として，最新のナビゲーションシステムへの tractography の融合をルーチン化しており腫
瘍摘出時の脳機能保存を最大限に活かしている．また神経内視鏡専門医も在籍し，今まで保存的に対応していた血管
障害や腫瘍に，積極的適応が増えている．さらに，診断面においても 2017 年から当院放射線科に神経放射線診断医
を迎え，カンファレンスで活発な意見効果が行われるようになった．

後期研修医の指導にも力を入れており，早期から執刀する機会を与えている．指導医は適宜アドバイスや術者交代
などで患者に最善の治療を行うことは当然の前提である．学生や研修医の見学も多くなっており，今後医局員の充実
が期待される．

当科の現状と展望をまとめた．
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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
呉アンナ（OH,…Anna）：助教
中山由衣（NAKAYAMA,…Yui）：助教
中山大輔（NAKAYAMA,…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．リンパ浮腫
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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 Mashiko…T.,…Minabe…T…et…al.…Platelet-derived…Factor…Concentration…with…Hyaluronic…Acid…Scaffolds…for…Treatment…

of…Deep…Burn…Wounds.…Plast…Reconstr…Surg…Glob…Open.…2016…Oct26;4（10）:e1089
＜著書＞

②大西文夫，三鍋俊春 . 皮膚切開と縫合法 2. 剥離，止血，ドレナージ法 .…形成外科治療手技全書第 1 巻第 4 章 .…克
誠堂出版 2016.4.1 発行

＜学会発表＞
③病態把握から始まる系統的手術戦略～ SLIMS…concept　大西文夫　他 .

第 59 回日本形成外科学会総会・学術集会　2016.4 月　福岡
④ Fusion…of…Surgery…and…Complex…Decongestive…Therapy…-Beyond…the…Limitation　…Fumio…Onishi…et…al.…2016…Seoul…

Symposium.　2016.11 月　Seoul,…Korea
⑤ Microsurgical…management…of…lymphedema;…Strategy,…efficacy,…and…limitation　Fumio…Onishi…et…al.74th…Congress…

of…the…Korean…Society…of…Plastic…and…Reconstructive…Surgeons　2016.11 月　Seoul,…Korea
⑥インプラント乳房再建における簡便なサイズ決定法の検証～ピンチ法による projection の選択について～ .　山

川知巳　他 .
第 59 回日本形成外科学会総会学術集会　2016．4 月　福岡

⑦皮膚・軟部組織の厚みがインプラント乳房再建の整容性へ及ぼす影響の検討　山川知巳　他 .…日本乳癌学会総会
　2016 年 6 月　東京

⑧リンパ浮腫治療効果最大化の工夫～当センターにおける周術期管理の取り組み .　繼渉，大西文夫　他 .
第 59 回日本形成外科学会総会学術集会　2016.4 月　福岡

⑨前足部切断時における足底皮弁に関する一工夫～ split…flap…method ～　塩川一郎　他
第 59 回日本形成外科学会総会・学術集会　2016．4 月　福岡

⑩重度四肢外傷再建における広背筋皮弁の意義 -…皮島の再利用 .　中山大輔，大西文夫　他 .
第 43 回日本マイクロサージャリー学会学術集会　2016.11 月　広島

【総数：論文…1 件，著書 1 件，学会発表…9…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）（2）小児科（小児科・総合周産期母子医療センター新生児科）

1．構成員
（小児科部門）

森脇浩一（MORIWAKI,…Kouichi）… ：教授　運営責任者代行：小児血液学：博士
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
田中理砂（TANAKA,…Risa）… ：講師：小児免疫学
齋藤孝美（SAITO,…Takami）… ：非常勤医：小児神経学　新生児栄養学
水田桂子（MIZUTA,…Keiko）… ：助教
漆原康子（URUSHIBARA,…Yasuko）… ：助教
布施至堂（FUSE,…Michitaka）… ：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
渡邉貴明（WATANABE,…Takaaki）… ：後期研修医 2 年目
坂本　航（SAKAMOTO,…Wataru）… ：後期研修医 1 年目
清水　純（SHIMIZU,…Jun）… ：後期研修医 1 年目（飯田市立病院より）
非常勤
山崎和子（YAMAZAKI,…Kazuko）… ：非常勤講師：小児免疫学
星野恭子（HOSHINO,…kyoko）… ：非常勤医：小児神経学

（小児救命救急センター部門）
櫻井淑男（SAKURAI,…Yoshio）… ：…准教授：小児集中治療学
北岡照一郎（KITAOKA,…Teruichirou）… ：講師：小児集中治療学
長田浩平（OSADA,…Kouhei）… ：助教：小児集中治療学
小林信吾（KOBAYASHI,…Shingo）… ：助教
板倉隆太（ITAKURA,…Ryuta）… ：助教
宮本　和（MIYAMOTO,…Ai）… ：助教
今井智子（IMAI,…Tomoko）… ：兼担

（新生児部門）
田村正徳（TAMURA,…Masanori）… ：特任教授：総合周産期母子医療センター長
… ………研究主任：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
金井雅代（KANAI,…Masayo）… ：講師
伊藤加奈子（ITO,…Kanako）… ：助教
川崎秀徳（KAWASAKI,…Hidenori）… ：助教
藤沼澄江（FUJINUMA,…Sumie）… ：助教
本島由紀子（MOTOJIMA,…Yukiko）… ：助教
岡俊太郎（OKA,…Shyuntaro）… ：助教
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松村　峻（MURAMATSU,…Shun）… ：助教
大島拓也（Oshima,…Takuya）… ：助教
三宅史人（MIYAKE,…Fumihito）… ：助教
大島あゆみ（OSHIMA,…Ayumi）… ：助教
百瀬太一（MOMOSE,…Taichi）… ：助教
内田悠太（UCHIDA,…Yuta）… ：後期研修医
岩谷綾香（IWATANI,…Ayaka）… ：後期研修医
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
高嶋幸男（TAKASHIMA…Sachio）… ：非常勤講師：柳川療育センター施設長
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　幸男…（ARAI,…Yukio）… ：非常勤講師：小児神経学
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
星　礼一（HOSHI,…Reiichi）… ：非常勤講師：ほしおとなこどもクリニック
長野伸彦（NAGANO,…Nobuhiko）… ：非常勤医師
荻野青空（OGINO,…Aozora）… ：非常勤医師
市川　俊（ICHIKAWA,…Syun）… ：非常勤医師
大森雄介（OMORI,…Yusuke）… ：非常勤医師
桒田聖子（KUWATA,…Seiko）… ：非常勤医師
三宅芙美（MIYAKE,…Fuyu）… ：助教

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．

平成 28 年度総合医療センター新生児部門の目標は，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にある．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（被介入群の研究継，専門医の育成とともに，指
導内容の充実を図った．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，小児在宅医療を視野に入れた心のケアを支援するた
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．MA（Medical…Assistant）の果たす役割は年ごと
に充実し，小児在宅医療支援事業への参加，調査解析は厚労科研活動の充実に寄与するところは年々大きくなってい
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．
2-2．教育内容
1）卒前教育
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（小児科部門）（担当者：研修担当　櫻井淑男：卒前担当　山崎崇志）
田村正徳特任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．櫻井准教授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，田中講師らが総合医療センター看護専門学校の小児科の講義を分担して担当し，病棟実習にも協力し
ている．

（新生児部門）医学生，看護短大生，総合医療センター看護学校生
医学生：教育主任　側島久典教授
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

（側島教授，加部教授）．
5 年生：
BSL　1 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．

5 年生クリニカルクラークシップ（CC）：
新生児科 1 週間の CC は，BSL とは異なった到達目標を以下のように明示した．2017 年 1 月から 2 クール各学生

2 名計 4 名（4 ブロック）が実習来院し，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．
・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．

・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．

・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．

・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，1 フィードバックを行う．
側島久典教授が医学部 1 年生（early…exposure 解説，医学概論），4 年生（側島久典，加部一彦教授）および 6 年生（田

村正徳教授）に対する臨床講義
埼玉医療短期大学母子看護学科・助産科コース
　15 セッション（各 90 分授業）の講義中 12 セッション（10：側島久典教授，2 加部一彦教授）2 セッション補講

（側島久典教授）
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　総合医療センター看護学校 2 年：新生児学系統講義（側島久典教授）実施
2）卒後教育

（小児科部門）
・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 28 年度は，2 人が当院から 2 人が他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 2 人ずつ）．3
人が引き続き研修中である（新生児部門 2 人と小児科病棟 1 人と PICU1 人）．
・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

（新生児部門）
　初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）新生児専門医取得対象医
・初期研修医：…

研修プログラム（3 病院自由選択プログラムが主体）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
新生児医療の魅力を，学会発表テーマを与えて取り組む計画とした．
・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活動し当センター独自の NICU 実践マニュアル作成を上
級医と共に行うという目標を立案，実行に移した．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ことを目標とした．
・小児科専門医取得：

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：小児科専門医取得後 3 年以上の研修．学会専門
医制度への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．

定例回診（朝，夕 1 日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り，朝は当直上級医が司会，プレゼンテーション指導と当
日を含めた治療方針の検討，ナースリーダー，心理士交え総合討論を行った．学生も参加し，屋根瓦方式のチーム医
療としての教育を進めた．担当医，チームとして，患児の病態把握，方針に対して，教授から形成的評価を加えた．

毎週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，加部教授，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．新生児専門医制度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
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（小児科部門）
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．
（新生児部門）
＜医学生＞

・1 年生：この学年から，実習後のアンケート，感想のまとめが医学教育センターから配布され，高い満足度と，
小さな生命への感動が寄せられた．

　Early…exposure…を受けて，10 月 14 日に，側島久典教授が医学概論講義（良医への道）で周産期医療の紹介を再
度行い，40 名の見学者を含むこの学年に，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．この感激を卒業後まで維持してゆきたい．

・学外からの公式学生見学要請：
　順天堂大学医学部，公衆衛生院外実習授業（3 年生）の公式見学は，ここ 3 年定例となり，本年は 2017 年 2 月

3 日に 12 名が来院した．学生からの小さな命の感動に寄せた感想文が届いた．
・4 年生：
　母体胎児ユニットとして 4 コマ講義（側島，加部教授）を行った．子宮内から胎外生活への新生児に特有な適

応生理，このプロセスが障害されるために発症する疾患への理解を中心とした．
・5 年生：
　BSL：26年度BSLは16組が実習を行った．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．新生児に触れ，コミュニケーションを修得する．成熟徴
候判定法の講義直後に実際に新生児に触れる体験学習を行った．新生児身体診察法は，正期産児を対象に，成熟
度判定も交えた実習とした．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，BSL とは異なった到達目標を以下のように明示した．
2017 年 1 月から 2 クール各学生 2 名計 4 名（4 ブロック）が実習来院し，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．

・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．

・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．

・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．

・受け持ち症例を総回診以外でもプレゼンテーションを行い，方法についてもフィードバックを行う．
・初期研修医：
　3 病院自由選択プログラムの研修医のうち，新生児科研修 1 か月では，緑，黄どちらかのチームに所属し新生児

蘇生法Aコース取得は1つの目標で，2名が該当した．帝王切開立ち会いにも資格取得は有用となった．地方会，
研究会等への 1 演題の発表を目指し，埼玉県新生児医療懇話会の 1 演題を発表した．

・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：10 月に行われた専門医試験を目指した（基幹

施設指導医：側島久典）
2-4．自己評価と次年度計画

（小児科部門）
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
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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．

（新生児部門）
・医学部 1 年生 Early…exposure 参加は，その後の学部講義，良医への道での反応，感想文でもわかるように，こ

どもの素晴らしさを体験する意味は大きく，高い関心を持った学生が多いことが判った．母子の心のケアを交え
た広い視点で若い学生に紹介し，長く維持できるように，その後の講義，BSL への対応に生かしたい．

・BSL,CC 学生へは，課題提示と，最初の実習に対する意識づけが重要．新生児とのふれあいを，正期産新生児室，
授乳介助など能動的プログラムの作成は有用．

・初期研修医へは，院外での乳児健診同行は好評であり，学内，外でのプログラム作成は有用であった．
・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．
・以上を次年度に生かすプログラム作成，周知を進める．

3．研究
3-1．目的・目標

（小児科部門）
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．

（新生児部門）
臨床研究，基礎研究を通じて診療に対する理解を深め，医療の質を向上させる．
周産期医療，新生児医療の向上のために，当センター独自の臨床研究の計画，全国調査と多施設共同研究にて当教

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る．

臨床と結びつく基礎研究に力を入れて，リサーチマインドを養成する．
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
下記の研究プロジェクトがある．

●…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…
・…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，加部一彦）

●…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．
●…小児在宅医療：成人在宅医向け小児在宅医療講習会（ウェスタ川越），追跡調査研
　勇美記念財団助成　平成 29 年 1 月 21 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（側島久典）
●新生児脳適応障害に関する研究

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（側島久典）
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●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
・…新生児用スウィングラックの臨床応用の開発
・…aEEG 装着し，揺れによる覚醒度の変化を NBAS 評価を加えて検討する．

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％

・「新生児低体温療法レジストリー」での Web 登録は 5 年目となり，毎月 10 ～ 15 例が全国から入力される．
2016 年 11 月大阪での第 61 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 170…で，日本の
3 年間の成果を Scientific…Report から世界に発信できた．達成度 95%

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．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，論文掲載され評価は高い．デー
タ解析から，低体温開始時の心拍数，血圧と，長期予後の関係を分析し，新しい知見を国内外に発信する計画である．

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 28 年小児科外来患者数は時間内・時
間外延べ 25,390 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をしているため，日勤以外
の時間外患者数は延べ 6,484 人に達した．平成 28 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,293 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）
が開設した．新生児部門では，年度終了時には，2 つの総合周産期センターが稼働する状況となった．極低出生体重
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児，超低出生体重児の収容数は，その重症度が増しており，NICU 内での病棟チームワークと，周産期センター，産科，
周産期麻酔科，小児外科をはじめ多職種のチームワークを更に前進させる内容であった．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も徐々に浸透しており新たな総合周産期センター
としての役割が向上しつつある．地域の総合的な周産期医療の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（新生児部問委員）

・アジア蘇生協議会　新生児部門 Task…Force
・日本蘇生協議会（Japan…Resuscitation…Council:…ＪＲＣ）　新生児蘇生法担当理事
・日本医学会連絡委員（日本周産期・新生児医学会担当）
・日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員
・医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
・日本医用機器工業会乳幼児用放射式保育器 JIS 原案・認証基準作成委員会委員
・財団法人日本救急医療財団日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会委員
・国立保健医療科学院　医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト委員
・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度再発防止委員会」委員
・小児科学会　教育委員会　新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
・国立成育医療センター　研究評価委員

田村正徳 - 埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員長，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
・埼玉県医療対策協議会委員，埼玉県救急医療情報システム等検討委員会委員，
・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

・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，
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国際標準に則った低体温療法の全国展開に尽力した．
・日本周産期・新生児医学会理事長
・日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業委員会委員長として，
1）新生児蘇生法（NCPR）普及事業：講習会のインストラクターを養成するための新生児蘇生法「インストラクター

養成講習会トレーニングサイトを全国 12 箇所に展開した．
2）国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（受講

生テキスト，インストラクター用マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講誤用スライド・ＣＤ，アルゴリ
ズム図など）を活用した E-learnig システムを学会ホームページに立ち上げた．

・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長
・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
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．

側島久典
卒前・卒後医学教育 FD，指導医講習会
　臨床研修指導医講習会講師等として以下に参加．
・平成 28 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 9 月 10 日～ 9 月 11 日　日本都市センターホテル（東京都）
・第 37 回埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ
　平成 28 年 8 月 5 日～ 8 月 6 日　川越クリニック（埼玉県川越市）
・第 15 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 28 年 11 月 26 日～ 11 月 27 日　川越クリニック（埼玉県川越市）
・第 137 回臨床研修指導医養成講習会講師（チーフタスクフォース）
　平成 29 年 2 月 24 日～ 2 月 26 日　日本都市センターホテル（東京都）
・日本専門医機構
　第 4 回総合診療特任指導医養成ワークショップ
・平成 28 年 8 月 13 日～ 8 月 14 日　北海道立道民活動センターかでる 2.7（札幌市）
・日本周産期精神保健研究会理事長
・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　2016.9.6
・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 2016.11.15
　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 月名栗

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表

（小児科部門）
共著論文
①小児在宅医療の現状と課題と解決策の検討　埼玉県での取り組み
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　田村正徳 ,…松本吉郎　小児保健研究　75 巻 6 号…Page694-700　（2016.11）
②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　田村正徳　日本小

児科医会会報…51 号…Page56-61…（2016.04）
学術論文
③【在宅と医療設備機器 / 介護福祉と設備】小児在宅医療の医療機器
　森脇浩一 ,…奈倉道明 ,…山崎和子 ,…高田栄子 ,…側島久典 ,…星順 ,…奈須康子 ,…小泉恵子 ,…田村正徳　病院設備…58 巻 5 号…

Page70-73…（2016.09）
④「特定行為に係る看護師の研修制度」を小児領域でどう活かすか　いよいよ始動した日本版小児 NP の活動の実

際（第 4 回）　新生児・小児医療における特定看護師研修制度
　櫻井淑男 ,…田村正徳　小児看護…39 巻 9 号…Page1193-1196…（2016.08）
⑤【在宅・施設内障がい児の口腔ケア　診療室を飛び出そう !】小児在宅医療の現状　小児在宅医療患者の増加の

背景と現状　森脇浩一 ,…奈倉道明 ,…山崎和子 ,…高田栄子 ,…側島久典 ,…星順 ,…奈須康子 ,…小泉恵子 ,…田村正徳　小児歯
科臨床…21 巻 7 号…Page19-23…（2016.07）

学会発表
⑥埼玉県初の小児救命救急センター稼働状況と現在の問題点　櫻井淑男 ,…宮本和 ,…阪井裕一 ,…田村正徳　第 44 回日

本集中治療医学会…2017.3.9-11（札幌）
⑦若年性線維筋痛症児における身体各部の疼痛の性質の把握　山崎和子 ,…山崎崇志 ,…田中理砂 ,…森脇浩一 ,…田村正徳

　2016.10.21-23（千葉）
（新生児部門）

論文・学会発表・著書
⑧ Motojima…Y,… Ito…M,…Oka…S,…Uchiyama…A,…Tamura…M,…Namba…F.… …Use…of…high-flow…nasal…cannula… in…neonates:…

Nationwide…survey…in…Japan.…Pediatr…Int.…2016…Apr;58（4）:308-10.…doi:…10.1111/ped.12903.…PubMed…PMID:…
27095676.

⑨ Namba… F,…Ogawa…R,… Ito…M,…Watanabe… T,… Dennery… PA,… Tamura…M.… … … Sex-related… differences… in… long-
term…pulmonary… outcomes… of… neonatal… hyperoxia… in…mice.… Exp… Lung…Res.… 2016;42（2）:57-65.… doi:…
10.3109/01902148.2016.1141264.…PubMed…PMID:…27070483.

⑩ shiguro…A,…Fujinuma…S,…Motojima…Y,…Oka…S,…Komaki…T,…Saito…A,…Kawasaki…H,…Araki…S,…Kanai…M,…Sobajima…H,…Tamura…
M.………Postnatal…changes…in…skin…water…content…in…preterm…infants.…Early…Hum…Dev.…2015…Sep;91（9）:505-9.…doi:…
10.1016/j.earlhumdev.2015.05.009.…Epub…2015…Jun…27.…PubMed…PMID:…26121280.

【総数：論文 35 件，学会発表 40 件】
6-2．獲得研究

1）…田村正徳（研究代表者）：厚生労働科学研究費補助金…疾病・障害対策県有分野…障害者政策総合研究（H28- 身体・
知的 -一般 -006）「医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携促進に関する研究」…553万

2）…田村正徳（研究代表者）：厚生労働科学研究費補助金…健康安全確保総合研究分野…地域医療基盤開発推進研究
（H28- 医療 - 一般 -009）：「周産期搬送に関する研究」…540 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」40 万円…

4）…田村正徳（分担研究者）：新宅班（研究代表者…新宅治夫（大阪市立大学）：日本医療研究開発機構研究費…再生医
療実用化研究事業…「低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療に関する研究」60 万円

5）…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…

6）…川崎秀徳．2016 年度『未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン静注に関する研究』総合医療センター
若手医師研究助成・かもだ研究奨励賞（50 万円）　

7）…渡邉貴明．2016 年度『新生児慢性肺疾患に対する臍帯血由来幹細胞を用いた再生医療に関する研究』埼玉医
科大学学内グラント（50 万円）

8）…2016 年度　岡俊太郎．『新生児慢性肺疾患重症化における好中球の役割と重症化予防に関する研究』　埼玉医
科大学学内グラント（50 万円）

9）…長田浩平．2016 年度『新生児慢性肺疾患マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオレドキシンの重要性』
落合記念賞研究助成金（100 万円）

10）…難波文彦．2016 年度『新生仔期高濃度酸素性肺傷害修復過程における HAPLN1 の重要性』文部科学省科学研



小児科

556

究費（基盤 C）（500 万円）
11）…小牧健．2016 年度『遠隔期予後改善を目指した，Fontan 患者の至適な運動量（日常活動量）レベルの決定』

　総合医療センター若手医師研究助成・かもだ研究奨励賞　100 万円
12）…大島あゆみ．2016 年度　総合医療センター若手医師研究助成・かもだ研究奨励賞　100 万円
13）伊藤加奈子．2016 年度　「新生児乳児呼吸器疾患が脳循環に及ぼす影響に関する研究」総合医療センター若

手医師研究助成・かもだ研究奨励賞　50 万円
14）…漆原康子．2016 年度　「極低出生体重児の右室長軸機能は，新生児慢性肺疾患発症を予測するか？」総合医

療センター若手医師研究助成・かもだ研究奨励賞　50 万円
15）…側島久典（委託研究費）：「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：石黒秋生　平成 28 年度日本小児科学会学術研究賞
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
　小児科の主催

・第 41 回川越小児科臨床検討会　平成 28 年 6 月 14 日　埼玉医科大学総合医療センター
5 Ｆ小講堂
特別講演　「小児てんかん治療の最近の動向」
講師：東京大学医学部小児科学教室教授　岡　明　先生

・第 42 回川越小児科臨床検討会　平成 28 年 11 月 8 日　埼玉医科大学総合医療センター
5F 小講堂
特別講演　「肥満の起源を基にした小児肥満対策」
講師：埼玉医科大学小児科教授　菊池　透　先生

・第 43 回川越小児科臨床検討会　平成 29 年 3 月 7 日　埼玉医科大学総合医療センター
5F 小講堂
特別講演　「小児急性脳症診療ガイドラインを理解する」
講師：埼玉医科大学小児科教授　山内　秀雄　先生

新生児部門の主催
・第 14 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
2016 年 6 月 11 日 -6 月 12 日：エスポワール伊佐沼　　　　　参加人数 14…名

・第 6 回日本小児在宅医療支援研究会　会長田村正徳
日　時：平成 28 年 9 月 3 日　…大宮ソニックシティ市民ホール　参加人数…230 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：2017 年 1 月 21 日…9：50 ～ 17：00　会場：ウエスタ川越　多目的ルーム
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…講師 ･ スタッフ ･ 見学…40 名

・第 19 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：田村　正徳　幹事
2017 年 2 月 16 日～日　大町市文化会館　長野県大町市

・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 29 年 3 月 18 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　40 名，講師スタッフ見学　合計　104 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会議室
☆第 21 回・日　時：2016 年 5 月 18 日　　　参加人数 67 名

特別講演「小児在宅医療の地域展開～大阪府及び三次病院の「役割」
講師　位田　忍先生（大阪府立母子保健総合医療センター消化器 ･ 内分泌科…主任部長）…☆第 22 回・日　時：
2016 年 7 月 27 日　　参加人数…84 名
ミニシンポジウム…「埼玉県の在楽医療患者に対する災害対策について」
…H27 年度小児在宅医療患者個別生活状況調査より
…埼玉県の災害対策の現状
…県内の防災教育や取組の実際

☆第 23 回・日　時：2016 年 11 月 16 日　　参加人数…74 名
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特別講演「小児在宅医療における訪問薬局の可能性と課題」
講師　串田　一樹先生（昭和薬科大学）……

☆第 24 回・日　時：2017 年 2 月 22 日　　　参加人数…83 名名
ミニシンポジウム「埼玉県の在宅療養児の短期入所の現状と課題

シンポジスト：熊谷敏成氏（埼玉県福祉部障害支援課）
　　　　　　　　　　…：若杉　直哉先生（南平野クリニック）
　　　　　　　　　　…：大山　昇一先生（済生会川口総合病院小児科）　　　
・埼玉小児在宅医療訪問看護師研修会（アドバンス編）

埼玉医科大学総合周産期センター管理棟 2 階カンファ室 9：30 ～ 17：30）
第 1 回講習会 2016 年 9 月 10 日　　第 2 回講習会…2016 年 10 月 1 日　
県内 25 名の訪問看護師

・埼玉小児在宅医療訪問リハビリ研修会
埼玉医科大学総合周産期センター管理棟 2 階カンファ室 9：30 ～ 17：30）
第 1 回講習会 2016 年 10 月 30 日　…第 2 回講習会 2016 年 11 月 27 日
第 3 回講習会 2016 年 12 月 18 日　　埼玉県内参加者 20 名

・新生児蘇生法トレーニングステーション：講習会
1．一般助産師・看護師対象　新生児蘇生法「専門」コース

・平成 28 年 7 月 23 日　12:00 ～ 17:00　会場：埼玉医科大学病院 9 号館
　対象：助産師・看護師　　受講生：12 名
・平成 28 年 7 月 24 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：23 名
・平成 28 年 8 月 28 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：21 名
・平成 28 年 9 月 17 日　12:00 ～ 17:00　会場：埼玉医科大学病院 9 号館　
　対象：助産師・看護師　受講生：12 名
・平成 28 年 9 月 25 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：14 名　
・平成 28 年 10 月 30 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：20 名
・平成 29 年 2 月 5 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：12 名
・平成 29 年 3 月 5 日　12:00 ～ 17:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：12 名

2．一般助産師・看護師対象　新生児蘇生法「基礎」コース
・平成 28 年 5 月 7 日　13:00 ～ 16:00　会場：上尾中央病院　
　対象：助産師・看護師　　受講生：11 名
・平成 28 年 6 月 5 日　13:00 ～ 16:00　会場：医療法人社団尚篤会赤心堂病院
　対象：助産師・看護師・医師　受講生：12 名
・平成 28 年 7 月 23 日　13:00 ～ 16:00　会場：上尾中央病院
　対象：助産師・看護師　受講生：4 名
・平成 28 年 11 月 20 日　13:00 ～ 16:00 会場：医療法人社団尚篤会赤心堂病院
　対象：助産師・看護師・医師　受講生：12 名

3．スキルアップ講習会
・平成 28 年 6 月 15 日　9:00 ～ 12:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：6 名
・平成 28 年 6 月 15 日　13:00 ～ 16:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：4 名…
・平成 28 年 8 月 17 日　9：00 ～ 12:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：8 名
・平成 28 年 8 月 17 日　13：00 ～ 16:00 会場：埼玉医科大学総合医療センター　
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　総合周産期センター新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：3 名
・平成 28 年 10 月 19 日　9：00 ～ 12:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：6 名
・平成 28 年 10 月 19 日　13：00 ～ 16:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：6 名
・平成 28 年 12 月 21 日　9：00 ～ 12:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：4 名
・平成 29 年 2 月 4 日　13：00 ～ 16:00 会場：独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院…
　対象：助産師・看護師　受講生：6 名
・平成 29 年 12 月 15 日　9：00 ～ 12:00　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新棟 2 階第 1 会議室　対象：助産師・看護師　受講生：6 名
・平成 29 年 3 月 4 日　13：00 ～ 16:00 会場：独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院…
　対象：助産師・看護師　受講生：5 名　　　　　　　　　
＜総合周産期母子医療センター研修事業＞
・総合周産期センター NICU 特別講演会
　日　時：平成 29 年 2 月 3 日 18：00 ～ 19：30
　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　
　特別講演「周産期・小児医療における臨床研究」
　国立成育医療研究センター臨床研究企画室　室長　小林　徹　先生　参加人数　31 名
・ハッピースマイル（NICU 卒業生の会）
　日　時：平成 28 年 10 月 23 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 27 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 50 名，極低出生体重児 57 名，その家族 121 名）
　参加総数　228 名
・第 6 回埼玉県西部地区新生児臨床検討会
　日　時：平成 29 年 2 月 7 日 18：00 ～ 21：00
　会　場：埼玉医科大学総合医療センター 5 階小講堂
　「診療実績報告」石黒　秋生　講師
　「出生後高度喉頭狭窄が判明し気管内静脈針留置により救命し得た一例」松村…峻…助教
　「当院 PICU に入室した新生児症例の検討」　板倉　隆太　助教　　　
　特別講演『Emergencies…in…the…first…28…days…of…life』
　University…of…British…Columbia…（Canada）　Ran…Goldman 教授　参加人数　62　名

看護師部門
・助産師倫理研修「実で体験する倫理問題」
　山梨大学　医学部看護学科　成育看護学教授　中込　さと子　先生　
　日　時：平成 28 年 7 月 14 日（金）…10：00 ～ 16：00
　会　場：総合医療センター　5 階小講堂　参加人数　30 名
・講演「産科医療に携わる看護職の倫理的ジレンマ研修」
　山梨大学医学部看護科　成育看護学　教授　中込さと子先生　
　日　時：平成 29 年 3 月 7 日
　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　参加人数　30 名
・講演「みんなで小児・新生児の皮膚ケアを考えよう」
　長野県立こども病院新生児病棟看護師長　山崎　紀江先生
　日　時：平成 29 年 3 月 10 日
　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　参加人数　30 名
保健師部門
・平成 28 年度…第 1 回…保健師研修会
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　日　時：平成 28 年 12 月 15 日（木）16 日（金）10：00 ～ 16：00
　会　場：埼玉医科大学総合医療センター　5 階…小講堂
　1 日目「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」
　「産後うつの現状と課題」　　
　「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」
　「産科における母親への支援」　　
　「ＮＩＣＵと新生児科外来見学」　　　　　　
　「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・小野　義久・高田　栄子・星　順
　　　　　守岡　義徳・伊藤　淳子・岡本　行江・原田　優花　参加人数…23 名
・平成 28 年度…第 2 回…保健師研修会
　日　時：平成 29 年 1 月 26 日（木）27 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「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」
　「産後うつの現状と課題」　　
　「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」
　「産科における母親への支援」　　
　「ＮＩＣＵと新生児科外来見学」　　　　　　
　「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・小野　義久・高田　栄子・星　順
　　　　　守岡　義徳・伊藤　淳子・岡本　行江・原田　優花　　参加人数 20 名

7．自己点検・評価
（小児科部門）
　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 28 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,293 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．
　28 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．

・小児部門・NICU・PICU・小児循環器部門がひとつの科である．
　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
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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．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）が稼働した．そのため小児科病棟 8 床の重症
治療室は医療支援入院や軽症ではあるが付き添い入院できない児の入院ベッドとなり機能している．PICU や平
成 25 年 4 月に当センターに隣接して開設した重度心身障害児施設「カルガモの家」との連携により，NICU 卒
業生も含めて重症児を一貫して治療できている．さらに重症心身障害児の在宅医療を推進してきた．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．

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．

（新生児部門）
平成 28 年度は極低出生体重児年間入院数 118 名と前年度とほぼ同数ながら，このうち超低出生体重児が 71 名と

前年度の 58 名と比較すると顕著増加が見られる年度となった．救命率は全国登録による数値と比較して格段に高く
NICU ベッドでの治療期間が極めて長期となり，総入院数が減少したと考えられる．NICU51 床，GCU30 床（計 81 床）
での運用へのニーズは極めて高く，MFICU との更なる連携により，母体搬送受け入れができた結果と考えられる．

これには埼玉県母体新生児搬送周産期応需情報 Web 施設状況入力を逐次行うようになり，搬送コーディネーター
との連携が向上したことも一因と考えられる．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られた．

低酸素性虚血性脳症例には低体温療法が高い推奨となり，全国登録事業（レジストリー）への症例から我が国での
論文作成も発信されるに至った中，自己臍帯血幹細胞輸血を加えた治療研究への第 I 相試験（新宅班）に参加し，3
例目に当たる症例を登録することができた．安全性を確認する重要な研究に参加できていることは極めて意義が大き
い．

医学生，研修医，専門医の学習，研修へのプログラムを確立する必要がある．
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．
小児在宅医療は全国的広がりがあり，患児が自宅に戻った地域での多職種からの多くの支援が得られるよう，

NICU からの情報発信と連携の充実が望まれる．第 6 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，埼玉県からの助成を受
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 2 回を昨年に続き開催され．次年度にもつな
げて行きたい．
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2．20）皮膚科

1．構成員
福田知雄（FUKUDA,…Tomoo）…… ：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：指導教員（大学院）：真菌症 ,…
… ………皮膚腫瘍 ,…皮膚外科：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
伊崎誠一（IZAKI,…Seiichi）… ：…名誉教授：炎症学 ,…皮膚病態生理学 ,…生化学：博士
寺木祐一（TERAKI,…Yuichi）… ：…准教授：研究主任：指導教員（大学院）：皮膚免疫学 ,…アレルギー学：博士
人見勝博（HITOMI,…Katsuhiro）… ：…講師：教育員・研究員：医局長：博士
平原和久（HIRAHARA,…Kazuhisa）… ：…講師：教育員・研究員：病棟医長：博士
天方將人（AMAKATA,…Masato）… ：…助教：教育員・研究員・医員：博士
佐藤良樹（SATO,…Yoshiki）… ：…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 ,…仲　弥 ,…須山孝雪…各非常勤講師計 3 名 ,…その他非常勤医員…（田口良吉…豊岡第一病院出向を含む）…6 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…福田）
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…紅斑症 ･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…福田）
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…48 名…（担当…福田 ,…寺木 ,…人見 ,…平原 ,…ほか含非常勤講師）
医学部5年生臨床実習…（CC）……年間合計……8 週間 ,…合計…4 名… （担当…福田 ,…寺木 ,…人見 ,…平原 ,…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があげられている .…教育スタッフ全員で協力し ,…定期的クルズスをより充実させるとと
もに ,…学生が希望する分野のクルズスも不定期開催で臨機応変に行ってきた .…平成 28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 28 年度は概ね達成できたと考える .…平成 29 年度は教室の人的資源のさらなる充
実を計り ,…一層の向上を目指す .…また ,…出来れば真菌症 ,…美容皮膚科など ,…これまで行ってこなかった分野にも積極的
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に取り組んでいきたいと考えている .…これまで同様 ,…教育体制と教育内容の充実に努めていく .

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 .…これまでは薬疹・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中心に行ってきたが，今後は真菌症，皮膚悪性腫瘍など，よ
り幅広い領域の研究を行っていきたいと考えている .…

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 .…この方面に関し
てもさらなる充実を図る .
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 ,…平原）…
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…寺木）
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…福田）
f…真菌症… （担当…福田）

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.…薬疹は主要なテーマとして継続的に研究を続け ,…成果を発表している ;…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ている ;…c.…
d…サルコイドーシス ,…肉芽腫性血管炎に関する臨床研究を行い ,…特にサルコイドーシスでは皮膚症状に対するミノサ
イクリンの有用性を示す発表まで行うことが出来た ;…e.…悪性黒色腫に関する臨床研究 ;…f. 真菌症に関する基礎的研究
を平成 28 年度より開始した .…全体としての達成度は 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 .…慢性的な人員不足が続いている .…マ
ンパワーが減っていても ,…診療 ･ 教育業務の総量は変わらないため ,…研究に回す余裕が生まれてこない .…人員を充実
させることが必須である .…平成 29 年度は何とか教室の人的資源の上乗せを計り ,…向上を目指す .…すぐに人員が大幅に
増えることは望めないため ,…今しばらくは残った医局員皆で協力して苦しい時期を乗り切っていきたい .

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 28 年度の初診患者数は…3,748 名 ,…再診患者数は…26,286 名 ,…入院患者の外来診察を含め総数…31,863 名
であった .……入院患者数は…336 名 ,…入院手術件数は…163 件 ,…平均在院日数は…15.98 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）,…埼玉県社会保険診療報酬審査委員会委員…（伊崎）,…埼玉県国民健康
保険診療報酬審査委員会委員…（福田）
5-2．学術誌 ,…編集委員 ,…査読委員の有無

査読 :…日本皮膚科学会雑誌 ,…J…Dermatol,…Medical…Mycology…J…その他…（福田 ,…寺木）
5-3．その他 ,…社会あるいは医学貢献に関わる業務…

日本皮膚科学会東京支部代議員 ,…運営委員…（福田 ,…寺木）

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表 ･ 著書…
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① Takamura…S,…Teraki…K.…
Eosinophilic…pustular…folliculitis…associated…with…hematological…disorders:…a…report…of…two…cases…and…review…of…
Japanese…literature.
J…Dermatol,…43（4）:…432-435,…2016.

② Nakamura…K,…Hitomi…K,…Teraki…Y.
Primary…cutaneous…histiocytic…sarcoma…presenting…as…a…keratotic…lesion…on…the…thumb.
J…Dermatol,…43…（6）:…721-723,…2016.

③ Teraki…Y,…Hitomi…K.…
Unilateral…prurigo…pigmentosa:…A…report…of…two…cases.
J…Dermatol,…43…（7）:…846-847,…2016.

④ Takamura…S,…Suyama…T,…Teraki…Y.…
Immunoglobulin…G4-related…disease…presenting…with…prurigo:…circulating…T-helper…2…cells…may…be…involved…in…the…
pathogenesis.
J…Dermatol,…43…（9）:…1067-1070,…2016.

⑤ Suyama…T,…Yokoyama…M,…Teraki…Y,…Izaki…S.…
Case…of…squamous…cell…carcinoma…arising…within…a…linear…nevus…sebaceus…on…the…trunk.
J…Dermatol,…43…（10）:…1236-1237,…2016.

⑥天方…將人 ,…高村…さおり ,…河辺…美咲 ,…寺木…祐一 .…
Circumscribed…palmar…ｈ ypokeratosis…の…3 例 .…
臨床皮膚科…70…（6）:…397-400,…2016.

⑦佐藤…良樹 ,…高村…さおり ,…寺木…祐一 .…
全身性強皮症を合併し広範囲に紅斑と浮腫を呈したサルコイドーシスの…1 例 .
皮膚科の臨床…58…（11）:…1737-1740,…2016.

⑧横山…恵美 ,…須山…孝雪 ,…天方…將人 ,…寺木…祐一 ,…伊崎…誠一 .…
蜂窩織炎に続発した左上肢コンパートメント症候群の…1 例 .　…
皮膚科の臨床…58…（12）:…1799-1802,…2016.

⑨須山…孝雪 ,…横山…恵美 ,…人見…勝博 ,…寺木…祐一 ,…伊崎…誠一 .…
膝窩リンパ節郭清の皮切について　―S 字切開か逆 S 字切開か―.…
皮膚科の臨床…59…（1）:…61-65,…2017.

⑩天方…將人 ,…寺木…祐一 .…
Non-bullous…neutrophilic…lupus…erythematosus…の…2 例 .
皮膚科の臨床…59…（2）:…185-188,…2017.

【総数：論文発表…21 件 ,…学会発表…19 件 ,…講演…2 件】
6-2．獲得研究費

若手医師育成研究助成費…かもだ研究奨励賞（50 万円）高村…さおり
若手医師育成研究助成費…かもだ研究奨励賞（10 万円）天方…將人

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

2016 年…7 月 12 日…乾癬治療…UP…TO…DATE…in…KAWAGOE
2016 年 10 月…7 日…埼玉膠原病・皮膚シンポジウム

7．自己点検 ･ 評価
平成 28 年度の当教室は ,…教室員が減少する中 ,…残った人員の頑張りで前年度を上回る診療実績をあげることが出

来た .…入院患者数 ,…外来患者数を維持し ,…総診療稼動額はこの 5 年で右肩上がりに増えている .…教育にも力を入れ ,…
BSL…からの反応も良い .…平成 29 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 .…中長期展望として ,…人材の充実を計り ,…これまで蓄積してきた教室の活動を一層活発に展開し ,…教
育に関しても ,…診療についても ,…研究についても一段一段底上げしていきたい .

先ずは ,…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
諸角誠人（MOROZUMI,…Makoto）：准教授：運営責任者：教育主任：指導教員（大学院）：尿路結石，尿路性器腫瘍：
　　　　　　　　　　　　　　　……博士
川上　理（KAWAKAMI,…Satoru）：准教授：診療部長：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
岡田洋平（OKADA,…Yohei）：講師：医長：尿路性器腫瘍，尿路結石：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：尿路性器腫瘍，排尿障害：博士
香川　誠（KAGAWA,…Makoto）：助教：尿路性器腫瘍
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
　医学部学生に対しては，講義と BSL（Bed…Side…Learning）により泌尿器科的疾患への理解を深め，問題解決能力の
習得を図る．初期研修医に対しては，日々の診療現場でのきめ細やかな指導と共に，教育を通して診療技術の向上を
図るとともに，症例発表や臨床研究を通して診療技術の向上を図る．
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育（諸角誠人，川上　理，岡田洋平，竹下英毅）
　泌尿器科領域では，まず尿路の病態生理を正しく理解することが重要である．患者の症状や各種臨床情報より疾病
を診断し治療を遂行する必要があり，以下の項目を目標に卒前教育を進める．
　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（諸角誠人，川上　理，岡田洋平，竹下英毅）
　研修医は初期研修プログラムの選択必修期間中に研修医 1 名につき指導医 1 名で man…to…man の教育が行われ，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．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う．
2-3．達成度
2-3-1．卒前教育
　講義では泌尿器科の基礎的知識の習得と，臨床情報の統合整理を行っている．臨床実習では少人数（2-3 人）でお
こなわれ，上記目標達成のため臨床実習で十分な経験をつむことが出来る．
2-3-2．卒後教育
　希望に沿った日程で前期研修医の在籍が可能であり，多様な臨床技術の取得が可能である．後期研修医においては，
臨床・学会活動を通して専門医取得のための十分な経験と知識を得ることが出来る．
2-4．自己評価と次年度計画
2-4-1．卒前教育
　講義終了後，学生からの評価，要望を参考に講義内容の改善を行っている．泌尿器疾患に対する学生の関心は高く，
内容の高い講義が遂行できていると考える．次年度も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．



565

泌尿器科…

3．研究
3-1．目的・目標
　排尿障害，尿路結石，泌尿器悪性腫瘍，腫瘍マーカー，急性陰嚢症，経尿道手術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排尿障害，尿路結石，泌尿器悪性腫瘍，腫瘍マーカー，急性陰嚢症，経尿道手
術に分けられる．以下に現在進行中の臨床研究について列挙する．

1）尿路上皮癌における腫瘍マーカーの有用性の検討…（申請番号 884,…1230）
2）急性陰嚢症とくに精巣捻転症の診断と外気温との関連についての前方視的検討（申請番号 1123 ②）…
3）腎細胞癌における糖代謝関連物質のバイオマーカーとしての有用性の検討（申請番号 1133）…
4）膀胱癌に対する経尿道的膀胱粘膜下筋層一括切除（Transurethral…dissection：TUD）の前方視的臨床検討（申

請番号 1164）…
5）膀胱癌に対する正確な組織学的深達度の判定を目的とした経尿道的膀胱粘膜下筋層一括切除（Transurethral…

dissection：TUD）の臨床的意義の検討（申請番号 1175）…
6）前立腺肥大症に対するデュタステリド療法の後方視的検討（申請番号 1185）…
7）去勢抵抗性前立腺癌におけるバイオマーカーの検討（申請番号 1197）…
8）化学療法未治療去勢抵抗性前立腺か゛んにおけるエンサ゛ルタミト゛の効果予測因子としての好中球数・リン

ハ゜球数比を評価するための後方視的研究（申請番号 1231）…
9）女性腹圧性尿失禁に対する筋膜ハンモック法（山田法）の術後尿禁制・QOL…調査（申請番号 1260）…
10）泌尿器がん由来のがん幹細胞の制御機構の解明…（申請番号 1363）
11）予後不良進行性胚細胞腫瘍に対する末梢血幹細胞移植併用救済化学療法の有効性と安全生に関する検討（申

請番号 1499）…
12）浸潤性膀胱癌に対する化学放射線療法を用いた膀胱温存療法の後方視的検討（申請番号 1514）…
13）片腎摘出術後の高尿酸血症に対する尿酸降下療法の腎機能への影響の後向き検討（申請番号 1602）…
14）経尿道的手術で発生するサージカルスモークの曝露回避を目的とした閉鎖式持続還流システムの後方視的観

察研究（申請番号 1672）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．排尿障害

5 α還元酵素阻害薬であるデュタステリドの使用により，前立腺肥大症に起因する諸臨床データーへのインパクト
について検討する．女性の腹圧性尿失禁に対する自己筋膜使用による尿失禁手術の治療成績に関し検討する．
3-3-2．尿路結石
　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癌の根治性を担保しつつ，QOL の改善を目標とした治療の開発・実践を行っている．浸潤性
膀胱癌に対する放射線化学療法併用の膀胱温存療法，腎癌・前立腺癌に対する低侵襲手術（ミニマム創内視鏡下手術：
平成 20 年度より保険適応）．進行性上部尿路癌に対する術前化学療法などを施行している．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）を行っており，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．
3-3-4．腫瘍マーカー

転移性尿路上皮癌は診断から癌死まで約 1 年と予後不良の疾患であり，確立した予後予測マーカーが存在しない．
血清 CYFRA21-1 は肺扁平上皮癌のマーカーとして有用性が認められているが，尿路上皮癌でもその有用性が散発的
に報告されており，当教室でも注目している．CYFRA21-1 を用いた予後予測に基づき，ハイリスク群を選び，出し
集学的治療を行うことで生存率の改善を目指している．
3-3-5．精巣捻転症（急性陰嚢症：泌尿器救急疾患）

3.…精巣捻転症は，診断や捻転解除の緊急手術が遅れると，精巣虚血から壊死をきたし精巣を喪失する泌尿器科救
急疾患である．生命には影響を及ぼさないが，思春期に好発するため，精巣喪失が起こった場合，心的外傷を来した
り訴訟問題に発展したりする可能性があり，泌尿器科医・小児科医にとって特に注意すべき社会的に重要な疾患であ
る．急激な陰嚢痛とともに発症するが，特異的な所見に乏しく，診断は時に困難であり，試験切開が必要になること
もある．簡便で臨床で有用な診断法と，捻転した虚血精巣を可能な限り温存する方法が求められており，当教室では
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その開発に取り組んでいる．
3-3-6．経尿道手術

経尿道的内視鏡泌尿器手術（膀胱・前立腺）は，確立された基本的手術であるが，まだ改善すべき課題が存在する．
膀胱腫瘍では，腫瘍を細切して尿道から取り出すために，正確な病理学的診断が妨げられる点，さらに，電気メスに
よる切除時に発生するガスが膀胱内に貯留し内視鏡を通して排出されるため，術者が高濃度で暴露されるが，その安
全性について不明である点，などがあげられる．これらの課題に対する解答を得るための研究を行う．
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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　尿路感染症，尿路結石症，泌尿器科悪性腫瘍，排尿障害，泌尿器救急疾患（急性陰嚢症）を網羅した総合泌尿器科
を目的とする．QOL を考慮した尿路癌に対する低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術），尿路結石症に対するレーザー
などのエネルギーを用いた内視鏡的尿路結石手術は安定した成績が得られている．次年度も各人の診療能力を向上さ
せることにより，グループとして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
　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
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
＜論文発表＞

① Yamada…Y,…Matsubara…N,…Tabata…KI,…Satoh…T,…Kamiya…N,…Suzuki…H,…Kawahara…T,…Uemura…H,…Yano…A,…Kawakami…
S.…Abiraterone…acetate…after…progression…with…enzalutamide… in…chemotherapy…naïve…patients…with…metastatic…
castration-resistant…prostate…cancer:　a…multi-center…retrospective…analysis.…BMC…Res…Notes…2016;…9:…471.

②Takeshita…H,…Kawakami…S,…Numao…N,…Sakura…M,…Tatokoro…M,…Yamamoto…S,…Kijima…T,…Komai…Y,…Saito…K,…Koga…F,…Fujii…Y,…
Fukui…I,…Kihara…K.…Diagnostic…performance…and…safety…of…a…three-dimensional…14-core…systematic…biopsy…method.…
BJU…Int.…2016;…115:…412-8.

③ Takeshita…H,…Moriyama…S,…Arai…Y,…Washino…S,…Saito…K,…Chiba…K,…Horiuchi…S,…Noro…A.…Randomized…Crossover…
Comparison…of…the…Short-Term…Efficacy…and…Safety…of…Single…Half-Dose…Silodosin…and…Tamsulosin…Hydrochoride…in…
Men…With…Lower…Urinary…Tract…Symptoms…Secondary…to…Benign…Prostatic…Hyperplasia.…Low…Urin…Tract…Symptoms.…
2016;…8:…38-43.

④平沼俊亮，諸角誠人，矢野晶大，立花康次郎，杉山博紀，張英軒，竹下英毅，岡田洋平，川上理，山田拓己，小
澤文明，別宮好文，今中和人．心臓に到達する腫瘍栓を有するｃT3ｃ腎細胞癌根治術における血管確保の有用性．
泌尿器外科 2016,…29:…1171-4.

⑤岡田洋平，川上理，竹下英毅，矢野晶大，諸角誠人，山田拓己．筋層非浸潤膀胱癌に対する鈍的剥離（peeling
法 ） を 併 用 し た Transurethral…Dissection:…TUD．　Audio-Visual…Journal…of…JUA…（The…Japanese…Urological…
Association）．2016,…22（4）-23.

⑥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．

＜学会発表＞
⑦ Yano…A,…Sugiyama…H,…Cho…E,…Takeshita…H,…Okada…Y,…Morozumi…M,…Kawakami…S,…Yamada…T.…Baseline…serum…

dehydroepiandrosterone…sulfate…（DHEAS）…can…predict…responsiveness…to…primary…androgen…deprivation…therapy…
in…patients…with…hormone…naïve…metastatic…prostate…cancer.…The…110th…annual…meeting…of…the…American…Urological…
Association,…2016/5/6,…San…Diego,…CA,…USA.
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⑧香川誠，山野貴史，西村敬一郎，竹下英毅，矢野晶大，岡田洋平，高橋健夫，諸角誠人，川上理．高リスク前立
腺癌に対する外部照射併用高線量率組織内照射の治療成績．第 54 回埼玉県医学会総会，2017/2/26，埼玉．

⑨諸角誠人．尿路結石症の薬剤治療を中心とした内科的治療の考え方，基礎理論を学び，日常診療に生かすための
教育講演．第 81 回日本泌尿器科学会東部総会，2016/10/9，青森．

⑩立花康次郎，諸角誠人，川上理，岡田洋平，矢野晶大，竹下英毅，香川誠，杉山博紀，平沼俊亮．健診を契機に
発見された左副腎皮質癌の 1 例．第 73 回日本泌尿器科学会埼玉地方会 .…2016/6/25,…埼玉．

【総数：論文 10 件，学会発表 23 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
　学生からの声を参考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．
　臨床面でも集学的な治療によるＱＯＬを維持したより治療効果の高い治療法を実践している．結石治療に関しては，
細径内視鏡とレーザーを用い，世界的スタンダードの最先端をいく治療を継続している．
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2．22）眼　科

1．構成員
小幡博人（OBATA,…Hiroto）：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）：角結膜疾患，
　　　　　　　　　　　　…眼瞼疾患，眼腫瘍，眼病理：博士
河井信一郎（KAWAI,…Shin-ichiro）：准教授：診療副部長，教育副主任，研究副主任，指導教員（大学院）：眼科一般；
　　　　　　　　　　　　　　……　未熟児網膜症，眼形成，眼薬理：博士
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
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：博士，黄斑疾患

2．教育
A．卒前教育
2-1．目的 ･ 目標
　国家試験合格のための知識の習得のみならず，将来，医師として知っておいて欲しい眼科の基礎知識を学ぶことを
目標とする．プライマリ・ケアにおいて必要な眼科領域の疾患とその病態を理解する．
2-2．教育内容
　BSL は，1 週間で，細隙灯顕微鏡検査と眼底検査の実習，外来見学，種々の検査の原理の理解，手術見学などを行っ
た．CC では，これらに加え，医師として知っておいて欲しい眼科の基礎知識の講義や過去の国家試験問題から眼科
学を勉強する講義と資料の配付などを行った．
2-3．達成度
　BSL と CC は，眼科学とは何か，眼科の主な疾患にはどのようなものがあるか，という観点で目標を達成できたと
思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　人員が少ないなか，我が医学生のために，熱意をもって臨んだ．今後，人員を増やし，豚眼による白内障手術の
wet…lab や新しいクルズスも加えたい．
B．卒後教育
2-1．目的 ･ 目標
　眼科は視覚器とその付属器の疾病の予防・治療・視機能回復，生理や病態の研究などを主として行う外科系診療科
である．眼科研修は，生涯にわたって眼科専門医として地域住民ならびに国民の眼科医療に貢献することを目指す医
師を対象とし，眼科専門医認定試験の受験に必要十分な研修を行うとともに，専門医資格を獲得することを重要な目
標の一つとして行う．
2-2．教育内容
　眼科では，研修医1名に対し1名の助手がついて，患者を受け持ち，外来，病棟，手術などの一連の診療にあたりつつ，
外来医長，病棟医長，診療部長の指導，監督を受ける．下記の研修内容を主なカリキュラムの柱とする．
（1）眼科臨床に必要な基礎的知識，特に解剖，組織，病理の習得
（2）眼科診断，特に検査に関する原理の理解，技能の習得，所見の読み方
（3）眼科治療に関する知識と技能の習得：関与する眼科手術 100 例以上（外眼手術，内眼手術，およびレーザー

手術がそれぞれ執刀者として 20 例以上を含む）
（4）学会，集談会，講演会などの出席
（5）英語論文の抄読会での発表
（6）眼科に関する論文を単独または筆頭著者として 1 篇以上および学会（集談会等を含む）報告を演者として 2
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報以上
2-3．達成度
　後期研修医の 1 人は，眼科専門医認定試験の受験資格を得て，無事試験に
合格した．
2-4．自己評価と次年度計画
　眼科の基礎をしっかりと身につけてもらうという観点で目標は概ね達成できている．スタッフの増員をはかり，よ
り専門性の高い教育を行う．眼科の医療機器は日進月歩であり，検査や手術器械が日々進化している．今後，最新の
設備で最新の医療を学ぶ機会を提供すること，眼科部門システムの導入により症例検討会やスライドカンファレンス
を行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　個々の患者の病態にあったより良い治療（主に手術方法）を目指して，臨床研究を主体に行った．…
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）網膜硝子体手術
2）低侵襲白内障手術
3）網膜神経保護
4）低侵襲網膜レーザー治療

3-3．研究内容と達成度
1）網膜硝子体手術
　網膜硝子体疾患に対する内境界膜剥離併用硝子体手術の有用性の検討や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
2）白内障手術
　術中低灌流・低吸引圧による有用性の検討
3）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
4）低侵襲網膜レーザー治療
　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治療の検討

3-4．自己評価と次年度計画
　手術に関する臨床研究は，学会発表や原著にまとめることができた．手術器械は日進月歩であり，個の技術と機器
の進歩の両者が関わる手術治療において，広い視点で客観的な評価が必要であると思われた．教授がかわり研究テー
マがシフトすることになるが，臨床に直結した研究を推し進めていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　網膜硝子体手術・緑内障手術を中心とした紹介患者や糖尿病網膜症やステロイド緑内障に関する他科診察依頼が多
くを占め，疾患が進行した状態であっても，治療成績の良い，再手術の少ない治療を目指している．眼科の診療は細
分化が進み，多くの器械とそれぞれの専門家を必要としているが，人員が少ない．人員を増やし，より多くの疾患に
対応できるようにする．教授が交代し，角膜，結膜，眼瞼，腫瘍などの症例が増加しつつある．未熟児網膜症に関す
る診療が多いのは，他の病院にない特色である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働省：希少がん対策ワーキンググループ眼腫瘍分科会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　小幡博人：Japanese…Journal…of…Ophthalmology,…Section…Chief
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本眼科学会評議員：小幡博人
　日本眼腫瘍学会理事長：小幡博人
　日本眼病理研究会世話人：小幡博人
　日本病理学会コンサルテーションシステム臓器別チーム責任者：小幡博人
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　埼玉県眼科医会顧問：小幡博人
　埼玉県眼科医会理事：河井信一郎
　埼玉臨床眼科セミナー世話人：小幡博人
　彩の国眼科研究会世話人：小幡博人

6．業績
6-1．論文・学会発表

①林亜里紗，櫻井真彦，星太，小泉宇弘，阿部竜三郎，山田布沙絵，河井信一郎：アトピー性皮膚炎に伴う網膜剥
離に対する硝子体手術の手術成績 .　眼科臨床紀要 9：1001-1006，2016

②阿部竜三，櫻井真彦，星太，河井信一郎，小泉宇弘，林亜里紗，山田布沙絵：核硬度 5 度の例における低設定
超音波水晶体乳化吸引術の角膜内皮細胞への影響 .…第 29 回埼玉県眼科手術談話会，2017.7.10.

③山田布沙絵，櫻井真彦，星太，河井信一郎，小泉宇弘，阿部竜三郎，林亜里紗：核硬度 5 度の例における低設
定超音波水晶体乳化吸引術の角膜内皮細胞への影響．第 11 回埼玉臨床眼科セミナー，2017.2.10.

④小幡博人：眼球と付属器 .…病理診断に直結した組織学 .…病理と臨床 35（臨時増刊号）：87-96，2017
⑤小幡博人：副涙腺と副涙腺嚢胞．あたらしい眼科 34:237-238,…2017
⑥小幡博人：ドライアイとドライアイ類縁疾患の診断と治療．特別講演，埼玉県眼科教育講演会，浦和，

2017.2.5.
⑦小幡博人：どうする？小児霰粒腫の治療 .　モーニングセミナー「マイボーム腺と角結膜カンファランス 2017」，

角膜カンファランス 2017　2017.2.17.
⑧小幡博人：緑内障と角膜の諸問題 .…ファイザー株式会社社内招聘勉強会，大宮，2017.3.14.
⑨河井信一郎：緑内障点眼薬 ROCK 阻害薬について .…平成 28 年度千葉県医師会医学会第 17 回学術大会，千葉，

2016.10.28.
⑩河井信一郎：グラナテック点眼液の使用経験 .　…グラナテック WEB カンファランス，2016.12.2.

【総数：論文 3 件，学会発表 3 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
　日本医療研究開発機構（AMED）：眼部腫瘍の全国症例登録システムの構築に関する研究
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教室員が少ないなか，数多くの重度の高い患者の診療を行ってきた．今後は，さらに十分なインフォームドコンセ
ントにより，安全で確実，患者満足度の高い診療を行う必要がある．また，病診連携を今まで以上に強化する．教育
と研究に関しては，講師以上のスタッフが少ないこともあり，十分とは言えない．人員の確保に関していろいろと模
索しているが，難しいのが現状である．学会発表や論文発表が少ないことに関しては，次年度に増加させる．今年度
は，教授が交代した時期であり，今後の発展が期待される．眼科は，手術で治す疾患と，感染性の炎症や非感染性の
炎症（ぶどう膜炎，視神経炎，甲状腺眼症，etc.）など内科的な治療で治す疾患がある．あらゆる疾患，難症例に対
応できるように，大学病院としてのミッションを果たしていきたい．
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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：博士（医学）
田原　篤（TAHARA,…Atsushi）：助教：耳鼻咽喉科一般…
石川淳一（ISHIKAWA,…Junichi）：助教：耳鼻咽喉科一般
杉木　司（SUGIKI,…Tsukasa）：助教：耳鼻咽喉科一般
北野佑果（KIKANO,…Yuka）：助教：耳鼻咽喉科一般
堀越友美（HORIKOSHI,…Tomomi）：助教：耳鼻咽喉科一般
髙嶋正利（TAKASHIMA,…Masatoshi）助教：耳鼻咽喉科一般
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）
馬塲有加（BABA,…Yuka）：非常勤医師
杉本裕彦（SUGIMOTO,…Hirohiko）：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 28 年度は BSL および系統講義再開から 15 年目になり，系統講義を菊地，大畑，大木
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野村が担当した．新臨床研修制度も 13 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．…その中から田中助教が「急
性喉頭蓋炎 285 例の臨床的検討」で学位を取得した．
3-4．自己評価と次年度目標

平成 29 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 28 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,…Kikuchi…S,…Ohata…A,…Baba…Y,…Ishikawa…J,…Sugimoto…H.…Features…of…oral,…pharyngeal,…and…laryngeal…lesions…
in…bullous…pemphigoid.…Ear…Nose…Throat…J…95（10-11）:E1-E5,…2016

② Nomura…T,…Takeuchi…S,…Takanami…T,… Ishimoto…S.…Cephalometric…analysis…of…sleep…apnea…patients,…comparing…
patients…with…and…without…hypertrophy…of…the…palatal…tonsil.…Open…Journal…of…Stomatology
2016,…6,…164-169

③ Nomura…T,…Takeuchi…S,…Takanami…T,…Ishimoto…S.…Histomorphometric…comparison…of…Transmandibular…implant…and…
titanium…implant.…A…Long-Term…Effects…of…Medical…Implants…26:209-215,…2016

④ Nishijima…H,…Kondo…K,…Nomura…T,…Yamasoba…T.…Ethmoidectomy…combined…with…superior…meatus…enlargement…
increases…olfactory…airflow.…Laryngoscope…Investigative…Otolaryngology…Early…View,…Version…of…Record…online:…10…
FEB…2017

⑤ Ohki…M,…Kikuchi…S.…Nasal,…oral,…and…pharyngolaryngeal…manifestations…of…pemphigus…vulgaris:…endoscopic…
ororhinolaryngologic…examination.…Ear…Nose…Throat…J…96（3）;120-127:2017．

⑥北野佑果，菊地　茂，田中　是，野村　務，田原　篤，堀越　友美
声門下狭窄にて緊急気管切開を施行した多発血管炎性肉芽腫症の一例
JOHNS　33（2）：259-264，2017．

⑦第 117 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会…2016　5.18（名古屋）
特発性両側喉頭麻痺症例の検討
大木雅文，高嶋正利，杉本裕彦，馬塲有加，大畑　敦，菊地　茂

⑧ 10th…International…Conference…on…Cholesteatoma…and…Ear…Surgery,…2016.6.5-8,…Edinburgh,…UK…Surgical…results…of…
transcanal…endoscopic…ear…surgery…in…chronic…otitis…media.…Ohki…M,…Takashima…M,…Horikoshi…T,…Kitano…Y,…Tahara…A,…
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Tanaka…S,…Nomura…T,…Ohata…A,…Kikuchi…S
⑨第 68 回日本気管食道科学会　2016.11.17-18　東京

急性喉頭蓋炎の各科での対応と重症度スコア
田中　是

⑩第 10 回首都東京臨床耳鼻咽喉科研究会　2016.11.19　東京
耳鼻咽喉科領域の救急疾患―急性喉頭蓋炎と深頸部感染症を中心に―
菊地　茂

【総数：論文 7 件，学会発表 16 件】
6-2．獲得研究費：該当なし…
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：

研究会開催：第 12 回埼玉耳鼻咽喉科感染症 ･ アレルギー研究会，2016 年 9 月 29 日，さいたま市

7．自己点検・自己評価　　
　平成 28 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 15 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
赤堀太一（AKAHORI,…Taichi）：助教：博士
板谷雪子（ITAYA,…Yukiko）：助教
成田達哉（NARITA,…Tatsuya）：助教
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
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

イリスク妊娠カンファレンス（月曜日 17:30 ～）に参加する…_
10．クルズスに参加する…_
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◎より興味を深めるために参加を勧める _
1．鉗子分娩（骨盤位分娩，双胎分娩を見学する）…_
2．子宮脱手術など腟式手術，広汎子宮全摘術に立ち会う…_
3．人工授精，胚移植に立ち会う…_
4．ヒト卵子，精子，初期胚を観察する…_
5．当直医とともに，産婦人科当直業務を経験する…_
6．母体搬送，産褥搬送，緊急手術症例などを見学する積極的に外来診療・病棟診療に参加してもらう．

クルズス・カンファレンスの予定…_
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…

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

・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
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細胞治療部，埼玉医科大学医学部解剖学教室，帯広畜産大学原虫病研究センター，城西大学薬学部薬科学科皮膚
生理学部門，順天堂大学医学部産婦人科学教室，東京大学医学部産科婦人科学教室，加藤レディスクリニック先
端生殖医学研究所，国立成育医療研究センター研究所再生医療センター，米国マサチューセッツ総合病院ヴィン
セント生殖生物学研究センターとの共同研究．

3-3．研究内容と達成度
婦人科腫瘍学部門では，「妊娠に合併した子宮頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」，「妊娠に合併した卵巣

悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」，「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」，「子宮肉腫の術前診
断精度向上に関する研究」，「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する研究」といった臨床研究に対し，
国内外で研究成果の発表を行った．またこれらの研究内容に関して，現在，論文化を進めている．

不妊・内分泌部門では，生殖補助医療で得られた余剰の凍結胚盤胞を用いて，国内 2 例目となる胚性幹細胞（ES 細胞）
4 系列を樹立した．性同一性障害患者を対象としたヒト卵巣凍結保存技術の確立とその臨床応用に向けた研究を学内
倫理委員会へ申請・認可を受け，卵巣組織の凍結保存ならびに再移植に関する基礎研究を施行した．ヒト凍結卵巣組
織から卵子幹細胞の抽出に世界で初めて成功し，内外のメディアで広く報道された．達成度 70％．
3-4．自己評価と年次目標

臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，学位を取得を目指す．
来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
婦人科・腫瘍部門：2016 年度の年間の婦人科入院症例は 1274 件である。また婦人科手術件数は 716 例（うち内

視鏡手術は 327 件）、産婦人科救急疾患センター、がんセンターとしての機能も果たしている。
不妊・内分泌部門：…303 周期の採卵と 258 周期の凍結融解、計 561 周期の生殖補助医療を実施している他、悪性

腫瘍等に罹患した若年がん患者に対する生殖機能温存療法としての卵子・受精卵凍結も施行しており、大学病院なら
ではの多様性に富んだ不妊症診療を展開し、地域および埼玉県全体にとって不可欠な診療を行っている。

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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 Shimada…M,…Seki…H,…Samejima…M,…Hayase…M,…Shirai…F…Salivary…melatonin… levels…and…sleep-wake…rhythms… in…
pregnant…women…with…hypertensive…and…glucose…metabolic…disorders:…a…prospective…analysis…BioSci.…Trends.…
2016；10：34-41…DOI:…10.5882/bst.2015.01123

② Mikami…Y,…Nagai…T,…Gomi…Y,…Takai…Y,…Saito…M,…Baba…K,…Seki…H…Methotrexate…and…actinomysin…D…chemotherapy…in…a…
patient…with…porphyria:…a…case…report.…J.…Med.…Case…Rep.…2016；10：9…doi:…10.1186/s13256-015-0790-6

③…Wang…L,…Matsunaga…S,…Mikami…Y,…Takai…Y,…Terui…K,…Seki…H…Pre-delivery…fibrinogen…predicts…adverse…maternal…or…
neonatal…outcomes…in…patients…with…placental…abruption.…J.…Obstet.…Gynaecol.…Res.…2016；42：796-802

④…Rumbajan…JM,…Yamaguchi…Y,…Nakabayashi…K,…Higashimoto…K,…Yastuki…H,…Nishioka…K,…Matsuoka…K,…Aoki…S,…Toda…S,…
Takeda…S,…Seki…H,…Hatada…I,…Hata…K,…Soejima…H,…Joh…K…The…HUS1B…promoter…is…hypomethylated…in…the…placentas…of…
low-birth-weight…infants.…Gene…2016；583：141-146…doi:…10.10…16/j.gene.2016.02.025.

⑤…Seki…H,…Takeda…S…A…review…of…prerequisites…for…vacuum…extraction:…Appropriate…position…of…the…fetal…head…for…
vacuum…extraction…from…a…forceps…delivery…perspective.…Medical…&…Clincal…Reviews…2016；2…（2）：22…e1-5

⑥ Kawabe…A,…Takai…Y,…Tamaru…J,…Samejima…K,…Seki…H…Placental…abruption…possibly…due…to…parvovirus…B19…infection.……
SpringerPlus…2016；5：1280.…doi:…10.1186/s40064-016-2946-2.

⑦…Kizaki…Y,…Nagai…T,…Ohara…K,…Gomi…Y,…Akahori…T,…Ono…Y,…Matsunaga…S,…Takai…Y,…Saito…M,…Baba…K,…Seki…H…Ovarian…
mature…cystic…teratoma…with…fistula…formation…into…the…rectum:…a…case…report.…Springerplus…2016；5：1700

⑧ Wang…L,…Mikami…Y,…Ono…Y,…Matsunaga…S,…Saito…M,…Takai…Y,…Baba…K,…Seki…H…Management…of…amniotic…sheet…with…a…
hammock-like…placenta.…J.…Med.…Ultrasound.…2016；24：121-124

6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし…
6-5．研究会，セミナーの開催実績

1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会
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7．自己点検，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産科）

1．構成員
関　博之（SEKI,…Hiroyuki）：副センター長：教授：運営責任者：診療部長：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
鮫島浩輝（SAMEJIMA,…Koki）：助教
深津真弓（FUKATSU,…Mayumi）：助教
酒井あゆみ（SAKAI,…Ayumi）：助教
村上圭佑（MURAKAMI,…Keisuke）：助教
上村のぞみ（UEMURA,…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（HUANG,…Haipeng）：助教
重松幸佑（SHIGEMATSU,…Kosuke）：助教
中村永信（NAKAMURA,…Eishin）：助教
入江佑子（IRIE,…Yuko）：助教
杉田怜佳（SUGITA,…Reika）：助教
柏原総一郎（KASHIWABARA,…Souichiro）：助教
宮澤祐樹（MIYAZAWA,…Yuki）：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
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　10．クルズスに参加する
　◎ 2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容

担当者 内　容
関教授 妊娠高血圧症候群，口頭試問

馬場教授／斉藤教授 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
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着胎盤である症例の安全な分娩方法（帝王切開）の確立，産科大量出血の管理法の確立（産科大量出血において，①
血中 fibrinogen 値が出血の重症度の評価因子となり得るかに関して，後方視的研究を行っている．②血中 fibrinogen
値が輸血必要量を推測するパラメーターとなり得るかに関して，後方視的研究を行っている．），吸収糸を用いた頚管
縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表，論文化，学位取得へと導く．また，大学院生や海外留学の医師によ
る基礎研究も行い，研究マインドを持った臨床医の養成を行う．
3-2．研究グループ
　上述した妊娠高血圧症候群に関する研究，前置癒着胎盤に関する研究，吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などの臨
床研究，および妊娠高血圧症候群に関する基礎研究を総合周産期母子医療センターで行う．
　その他，基礎的研究は慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，九州大学産婦人科教室，埼玉医科大学ゲノム医学
センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞治療部との共同研究として行われている．
3-3．研究内容と達成度

（1）…妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては，superimposed…gestational…hypertension を病型から除い
たが，その妥当性に関して後方視的研究，および妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科ストレス
に対する反応に関する基礎的研究をそれぞれ英文論文として発表した．常位胎盤早期剥離における凝固因子の動態
に関して，日本産婦人科・新生児血液学会誌に論文として発表した．

（2）…吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では，その有用性を明らかにし，現在論文作成中である．また，
prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究に関し
ても，発症美かニズムに関与していることを明らかにし，英文論文として作成中である．

　それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
　臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
我々の施設の主な診療実績は，総分娩数 944，多胎妊娠 117（双胎 116，品胎 1），帝王切開 560，産科手術 93，

早産 364（妊娠 28 週未満の早産…53），母体救命コントロール症例 77，母体搬送依頼 461，母体搬送応需数 218，
応需率 47.3% で，症例の重症度，重症症例の数は全国トップと言っても過言ではない．埼玉県の周産期医療の「最
後の砦」としての役割を果たしている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

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．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし
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6．業績目録
6-1．論文・学会発表

（論文）
① Shimada…M,…Seki…H,…Samejima…M,…Hayase…M,…Shirai…F　Salivary…melatonin… levels…and…sleep-wake…rhythms…in…

pregnant…women…with…hypertensive…and…glucose…metabolic…disorders:…a…prospective…analysis　BioSci.…Trends.　
2016；10：34-41　DOI:…10.5882/bst.2015.01123

② Mikami…Y,…Nagai…T,…Gomi…Y,…Takai…Y,…Saito…M,…Baba…K,…Seki…H　Methotrexate…and…actinomysin…D…chemotherapy…in…
a…patient…with…porphyria:…a…case…report.　J.…Med.…Case…Rep.　2016；10：9…doi:…10.1186/s13256-015-0790-6

③…Wang…L,…Matsunaga…S,…Mikami…Y,…Takai…Y,…Terui…K,…Seki…H　Pre-delivery…fibrinogen…predicts…adverse…maternal…or…
neonatal…outcomes…in…patients…with…placental…abruption.　J.…Obstet.…Gynaecol.…Res.　2016；42：796-802

④…Rumbajan…JM,…Yamaguchi…Y,…Nakabayashi…K,…Higashimoto…K,…Yastuki…H,…Nishioka…K,…Matsuoka…K,…Aoki…S,…Toda…S,…
Takeda…S,…Seki…H,…Hatada…I,…Hata…K,…Soejima…H,…Joh…K　The…HUS1B…promoter…is…hypomethylated…in…the…placentas…
of…low-birth-weight…infants.　Gene　2016；583：141-146　doi:…10.10…16/j.gene.2016.02.025.

⑤…Seki…H,…Takeda…S　A…review…of…prerequisites…for…vacuum…extraction:…Appropriate…position…of…the…fetal…head…for…
vacuum…extraction…from…a…forceps…delivery…perspective.　Medical…&…Clincal…Reviews　2016；2…（2）：22…e1-5

⑥ Kawabe…A,…Takai…Y,…Tamaru…J,…Samejima…K,…Seki…H　Placental…abruption…possibly…due…to…parvovirus…B19…infection.
　…SpringerPlus　2016；5：1280.…doi:…10.1186/s40064-016-2946-2.

⑦…Kizaki…Y,…Nagai…T,…Ohara…K,…Gomi…Y,…Akahori…T,…Ono…Y,…Matsunaga…S,…Takai…Y,…Saito…M,…Baba…K,…Seki…H　Ovarian…
mature…cystic…teratoma…with…fistula…formation…into…the…rectum:…a…case…report.　Springerplus　2016；5：1700

⑧ Wang…L,…Mikami…Y,…Ono…Y,…Matsunaga…S,…Saito…M,…Takai…Y,…Baba…K,…Seki…H　Management…of…amniotic…sheet…with…a…
hammock-like…placenta.　J.…Med.…Ultrasound.　2016；24：121-124

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：診療部長：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：診療副部長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：囊胞，口腔粘膜疾患：
　　　　　　　　　　　　……博士（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）
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）：助教：研究員
久保田魁（KUBOTA,…Kai）：研修医
山田美喜（YAMADA,…Miki）：研修医
西原正樹（NISHIHARA,…Masaki）：研修医
横井健太郎（YOKOI,…Kentaro）：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
矢部菜々美（YABE,…Nanami）：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．



歯科・口腔外科

584

　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．

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相沢光延，中村悟士，飯島洋介，日野峻輔，深井俊一，近藤圭祐，那須大介，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸郎，

下山哲夫：超音波ガイド下に OK-432 注入硬化療法を行った顎下型ラヌーラの 3 例．第 25 回日本有病者歯科医
療学会総会・学術大会 ,…2016 年 3 月 4,5,6 日，松戸 .

②金子貴広 ,…増田一生 ,…中村悟士 ,…日野峻輔 ,…近藤圭祐 ,…深井俊一 ,…堀江憲夫 ,…下山哲夫：コンピュータガイデッド
サージェリーを応用した移植材を用いない上顎洞底挙上術の骨量評価．第46回日本口腔インプラント学会総会・
学術大会．

③ T.…Kaneko,…S.…Hino,…N.…Horie,…T.…Shimoyama:…CONTINUOUS…BONE…REGENERATION…AFTER…NONGRAFTED…SINUS…
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LIFT…WITH…A…PLLA…MESH…PLATE…DEVICE…AND…DENTAL…IMPLANT…PLACEMENT…IN…AN…ATROPHIC…POSTERIOR…
MAXILLA:…A…CASE…REPORT.…23th…Congress…of…the…European…Association…for…Cranio…Maxillo-Facial…Surgery，2016
年 9 月 13-16 日，イギリス，ロンドン .

④山田美喜，日野峻輔，近藤圭祐，那須大介，金子貴広，工藤逸郎，堀江憲夫，下山哲夫：小児の上顎洞に充満し
た角化囊胞性歯原性腫瘍の 1 例．第 28 回一般社団法人日本小児口腔外科学会総会・学術大会，2016 年 10 月
28,29 日…東京．

⑤中村悟士 ,…金子貴広 ,…日野峻輔 ,…増田一生 ,…堀江憲夫 ,…工藤逸郎 ,…下山哲夫：スポーツ外傷後の重度顎堤萎縮症に
対してインプラント補綴を行い長期観察した 1 例．第 20 回（公社）日本顎顔面インプラント学会総会・学術大
会，2016 年 12 月 3,4 日，東京．

⑥近藤圭祐，中村悟士，飯島洋介，日野峻輔，深井俊一，那須大介，金子貴広，堀江憲夫 ,…工藤逸郎，下山哲夫 :…
耳下腺に散在性の石灰化像を認めたPrimary…Sjogren’ssyndromeの 1例．第61回（公社）日本口腔外科学会総会・
学術大会…2016 年 11 月 25,26,27, 日，東京．

【総数：論文 12 件，学会発表…6…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・自己評価
　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．
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2．26）リハビリテーション科

1．構成員
【医師】

山本　満（YAMAMOTO,…Mitsuru）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）；
　　　　　　　　　　　　　　………　中枢神経，呼吸器・心臓・腎臓などの内部疾患のリハビリテーション：博士
山岸宏江（YAMAGISHI,…Hiroe）：助教：外来医長，病棟医長：教育員：研究員；中枢神経，嚥下障害のリハビリテー
　　　　　　　　　　　　　…………ション
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），野々垣直子，森本貴之，高野敬士，樺山有香，岩崎寛之，小林大祐，鈴木翔太，
高畑朱理，大久保裕也，三本木光，長谷部悠葵，岡本晴香，服部　寛，小山智世，岩田一輝，栗原達也，萩原郁美，
荒木心太，加藤星也，工藤沙也，冨樫健太，福地萌子，武あかね，三浦未里衣，尾内優梨子，曾田萌美，鈴木健
太，三村孝雅，赤塚萌子，後藤ちひろ，久喜啓誉，小野巧介，秋元麻由，佐藤佑実，大沢　巧，橘愛梨香，佐川
大輔，小島沙織，守岡義紀，野々垣政志，丸山侑里子，茂木恵美，石川由樹，濱田勇志，小島一紗

＜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，松原秀徳，高畑幸弘，中村さなえ，井上友里，竹島な
つき ,…関根エリ子 , 本間裕子，児山美咲 ,…飯塚航平 ,…井上俊昭 ,…藤松未祐

＜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，後藤愛理

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
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を行い，各々評価と今後の検討課題をまとめる．
3-2．研究グループ

1.…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.…ダウン症児に対する装具療法の効果：守岡義紀，茂木恵美，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，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，丸山侑里子，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，東謙一，高野香緒里，

松原秀徳，髙畑幸弘，中村さなえ，井上友里，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 130,000 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；編集委員・査読委員：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
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　10）Japan…Paralympic…Committee：医学委員長
　11）Asia…Paralympic…Committee（APC）：医科学委員長
　12）International…Paralympic…Committee,…Anti-Doping…・TUE…Committee
　13）日本アンチ・ドーピング機構：理事
　14）日本アンチ・ドーピング・メデイカルオフィサー
　15）国際障害者アーチェリー協会・International…Classifier
≪山本満≫
　1）日本リハビリテーション医学会・代議員
　2）日本リハビリテーション・ネットワーク研究会・常任理事
　3）埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
　4）日本障害者スポーツ協会・医学委員
　5）国際障害者バドミントン協会・International…Classifier
　6）日本義肢装具学会・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 Hiroshi…Hattori,…Kiyokazu…Akasaka,…Takahiro…Otsudo,…Keiichi…Takei,…Mitsuru…Yamamoto:…The…effects…of…elbow…
bracing…on…medial…elbow…joint…space…gapping…associated…with…repetitive…throwing…in…high…school…baseball…players.…
Orthopaedic…Journal…of…Sports…Medicine.…次号にて掲載予定

②藪崎純：シームレスなリハビリテーションの実践に向けて－急性期リハビリテーションと回復期リハビリテー
ションにおける連携－．リハビリテーションネットワーク研究…14（1）：29-32，2016

③鈴木翔太，武井圭一，國澤佳恵，山本満：異なる歩行練習によって即時的運動学習効果に違いを認めた運動失調
症例．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌…16（1）：24-26，2016

④岩﨑寛之，武井圭一，高野敬士，大久保裕也，萩原郁美，荒木心太，冨樫健太，久喜啓誉，山本満：順調
に杖なし歩行自立に至った不全頸髄損傷例の術後身体活動量の推移　　第 81 回理学療法科学会学術大会．
2016/4/17，埼玉

⑤小山智世，武井圭一，藪﨑純，鈴木翔太，山本満：脳卒中患者における理学療法の介入度と効果の年齢区分別比
較　第 81 回理学療法科学学会学術大会．2016/4/17，埼玉

⑥東沙希，武井圭一，森本貴之，山本満：早期人工呼吸器離脱に向けた理学療法士の関わり－呼吸ケアサポートチー
ムの活動を日常診療に活かすために－　第 81 回理学療法科学学会．2016/4/17，埼玉

⑦野々垣政志，武井圭一，守岡義紀，丸山侑里子，茂木恵美，石川由樹，山本満：ジュベール症候群により無呼吸・
重度発達遅滞を呈した児のバギー作製時期と留意点　第 81 回　理学療法科学学会学術大会．2016/4/17，埼玉

⑧濱田勇志，武井圭一，守岡義紀，野々垣政志，茂木恵美，石川由樹，山本満：周期性呼吸・無呼吸発作に対して
腹臥位が呼吸安定化に効果的であった超低出生体重児　第 81 回　理学療法科学学会学術大会．2016/4/17，埼
玉

⑨武井圭一，國澤洋介，森本貴之，岩田一輝，山本満：糖尿病教育入院患者における個別運動指導後の行動変容ス
テージ変化を考慮した身体活動量推移の特徴　第 51 回日本理学療法学術大会．2016/5/27-5/29，北海道

⑩高野敬士，武井圭一，森本貴之，山本満：片麻痺を呈する心臓外科術後患者に対する NU-STEP を用いた運動負
荷試験の試み　第 51 回日本理学療法学術大会．2016/5/27-29，北海道

【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 17 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会学術集会．2017/2/4，埼玉
　2）第 16 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．2016/12/4，東京
　3）第 3 回埼玉がんのリハビリテーション研修会，2016/6/18-19，東京
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　4）第 5 回埼玉がんのリハビリテーション研修会，2016/8/6-7，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）：准教授：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
田中　基（TANAKA,…Motoshi）：講師：産科麻酔科医長，教育員，研究員
清水健次（SHIMIZU,…Kenji）：講師：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，牟田寿美（MUTA,…Hisami）：医局長，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，成田優子（NARITA,…Yuko）：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，北岡良樹（KITAOKA,…Yoshiki）：専門医員，教育員，研究員，大浦由香子（OORA,…Yukako）：専
門医員，教育員，研究員，佐々木華子（SASAKI,…Hanako）：専門医員，教育員，研究員，原口靖比古（HARAGUCHI,…
Yasuhiko）：専門医員，教育員，研究員，青柳瑠美子（AOYAGI,…Rumiko）：専門医員，教育員，研究員，前田紘一
朗（MAEDA,…Koichiro）：専門医員，教育員，研究員，研究員，成瀬　智（NARUSE,…Satoshi）：専門医員，教育員，
渡邊美由樹（WATANABE,…Miyuki）：専門医員，教育員，鈴木菜穂（SUZUKI,…Nao：専門医員，教育員，研究員，岩
﨑洋平（IWASAKI,…Yohei）：専門医員，教育員，研究員，金子恒樹（KANEKO,…Koki）：専門医員，教育員，平井規
雅（HIRAI,…Norimasa）：医員，教育員，研究員，橘　陽介（TACHIBANA,…Yosuke）：医員，教育員，研究員，菊池
佳奈（KIKUCHI,…Kana）：医員，教育員，研究員，中野由惟（NAKANO,…Yui）：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，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，黒木将貴（KUROKI,…
Masataka）：医員，教育員，研究員，坂本尚子（SAKAMOTO,…Shoko）：医員，教育員，研究員，小島　啓（KOJIMA,…
Akira）：医員，教育員，研究員，伊野田絢子（INODA,…Ayako）：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），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，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，BSL 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
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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3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
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 回開催される埼玉医大 3 病院麻酔科研究会（SMU-CAN，代表
世話人小山）は，3 病院の情報交換およびエキスパートからの講義を受ける貴重な研究会である．同じく年 2 回開催
される埼玉麻酔科専門医会は，埼玉県内麻酔科専門医の意見交換と同時に，1 年目後期研修医の学会発表デビューの
場になっている．
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，教育副主任鈴木准教授，後期研修担当牟田助
教，初期研修担当佐々木助教を中心に 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
義では医師国家試験の出題傾向を考慮し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る．入
局した後期研修医3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ている．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）．埼玉医科大学東洋医学講座，防衛医科大学校麻酔科学教室などと共同で研究を行い，
複数の分野で博士号論文につながる研究を継続している．
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，新しい腎機能評価の指標としての尿中 PO2 測定，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，帯状疱疹後神経痛の臨床経過，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，田中，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月 1-2 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，ASA，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している．
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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，体液代謝研究会評議員として活躍
した．
　照井は，日本麻酔科学会代議員，体液代謝研究会評議員，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，エドワーズライフサイエンス，等
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，北岡，大浦，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 3 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．救命新棟手術室置オープンに伴い手術室増室，
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 も救命新棟 2 階に移動，入室患者も年々増加，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．地域での急変患
者の蘇生率向上に貢献すべく，AHA認定心肺蘇生講習会を定期開催している．このように総合医療センター麻酔科は，
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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
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
久村正樹（HISAMURA,…Masaki）：講師：研究主任：精神科救急
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：教育副主任
淺野祥孝（ASANO,…Yoshitaka）：助教：専門委員
遠井敬大（TOOI,…Takahiro）：助教：専門委員
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
城下　翠（JOUSHITA,…Midori）：助教：医員
安齋勝人（ANNZAI,…Masato）：救急救命士

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診療の意義を理解し，心肺停止症例においては

BLS を体験し，ACLS の内容を理解する．
「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救急診療の基礎を
修得する．2 年目では 1 年目研修医および学生の指導ができ，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：中村）

「卒前教育」
独歩来院の救急患者に対して医療面接を行い，その病態を考えて診療録に記載する．診断に必要な検査を考え，そ

の結果を考察して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，侵襲的処置の指導を受け，機会があれば縫合処置など簡単な処置を実
地経験をする．

「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，
必要な蘇生処置など診療手順を提案する．JATEC を基本に，プライマリーサーベイを実施する．指導のもと創処置な
ど侵襲的処置を実施する．入院患者に対しては病態の変化を把握し，治療方針を考察する．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．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を実地臨床に活かしたいが，症例にばらつきがありすべての学生で目標を達成できなかった．

「卒後教育」
初期研修では，経験できる症例内容と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の

役割は果たせていないが，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十分に経験できた．
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2-4．自己評価と次年度計画
北米型 ER 救急医療を目標に診療しているが，内因性疾患の診療体制を構築できていない．そのため初期研修医に

は満足のいく救急医療研修を提供できていない．急性冠症候群，脳梗塞など特殊な疾患を除き，今後は内因性救急患
者を積極的に受け入れ，学生・研修医に対し総合的な救急診療の研修ができる環境を提供していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

1）侵襲的検査および治療を，研修医が安全に実践できるようシミュレーションから臨床への応用を実現できる教
育システムを確立させる．

　2）主にドクターヘリ事業における病院前医療の意義を検証する．
　3）病院前医療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）重症外傷患者の初期診療がその後の経過に及ぼす影響について検証する．
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）ACLS 検証チーム
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
全症例について症例検討を実施し，ドクターヘリ活用時と通常の救急システムとの差異および現場での活動内容
について検証している．また，消防側職員も含めた検討会を行っている．

　3）戦略会議
救命と共同で，M&M カンファレンスを行い，その結果をふまえ外傷症例の治療戦略を検討している．ER スタッ
フとしては主に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議論に参加してい
る．

　4）ACLS 検証チーム
AHA ガイドラインに基づき診療を行っているが，エビデンスが明確でない治療や地域救急医療体制に則した治
療方針を検討し，地域メディカルコントロール協議会へ提言する．

3-4．自己評価と次年度計画
研究実績をまとめ一部学会報告を行ってきた．今後は論文として発表していきたい．
蘇生に関しては一般市民への普及活動まですすめていく予定であり，川越市内の小学生への蘇生教育を計画する．
また，新たな試みとして人工知能搭載ロボットを活用して，急性期入院患者の精神機能に及ぼす影響について研究

していく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　北米型 ER 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．今後の課題としては内科系医師の確保と院内協力体制の構築である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会
　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
　日本行動療法学会編集委員，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
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　埼玉県夢のかけはし事業
　埼玉 DMAT
　JICA
　埼玉県救急救命士養成所専任教員・講師
　日本臨床救急医学会評議員
　日本蘇生学会評議員
　日本臨床スポーツ医学会評議員
　日本航空医療学会評議員
　日本こころとからだの救急学会代表理事

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①今日の治療指針　アナフィラキシーショック（医学書院）（共著）2017 年 1 月
②体外式膜型人工肺を導入後良好な経過をたどった侵襲性肺炎球菌肺炎の 1 例 ,…日本救急医学会関東地方会雑誌…

2016 年 12 月
③服薬準備時のダブルチェック方法変更に伴う看護師業務改善の評価 ,…安全医学…2017 年 3 月
④出血性ショック / 血圧上昇を避けたい病態合併時の気管挿管プロトコルの検討 , 第 19 回日本臨床救急医学会総

会 2016 年 5 月
⑤自発呼吸下の鎮静・麻酔による呼吸抑制状態研究 ,…第 44 回日本救急医学会総会
　2016 年 11 月
⑥裁縫針を飲み込むも無症状で経過している 1 例 ,…第 44 回日本救急医学会総会
　2016 年 11 月
⑦タクロリムス軟膏を大量服薬し，急性中毒が懸念された 1 例 ,…第 67 回日本救急医学会関東地方会 2017 年 2 月
⑧原因不明の呼吸不全 + 腐食性食道炎に対して GS/MS 法にて有機溶剤中毒を診断できた 1 例 ,…第 67 回日本救急

医学会関東地方会 2017 年 2 月
⑨外来外科手技に滅菌手袋は必要か ,…第 67 回日本救急医学会関東地方会 2017 年 2 月
⑩救急患者受け入れ困難事例ゼロを目指して　埼玉県の取り組み ,…第 67 回日本救急医学会関東地方会 2017 年 2

月
【総数：論文…2…件，著書…1 件…学会発表…9…件】

6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　北米型 ER 救急医療体制を構築し，総合医療センターが地域のみならず埼玉県全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．また，ドクターヘリ事業では群馬県とも協定を結び，病院前医療を提
供している．その中で，内因性の救急に関して，十分に他科と連携がとれていないことが課題となっている．診療科
内で内科系を専門とする救急医を育成することも必要であるが，外部からの人材確保に努めなければならないと感じ
ている．それにより，外傷に偏らない救急医療に関する教育を提供することができ，結果として研修医獲得につなが
ると思われる．
研究に関しては，臨床研究を継続的に実施できず，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
者の指導不足であるが，今年度加わったスタッフの支援で少しずつ研究意識が高まってきた．今後につなげていきた
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
中田一之…（NAKATA,…Kazuyuki）：准教授：診療副科長：内科学（循環器，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
大河原健人…（OKAWARA,…Kento）：講師：外来医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学：博士
福島憲治…（FUKUSHIMA,…Kenji）：講師：教育副主任，整形外科学（外傷，一般），災害医学，救急医学
大餐和憲（OAE,…Kazunori）：講師：診療専門員，整形外科学（外傷，一般）,…救急医学：博士
山口　充…（YAMAGUCHI,…Atsushi）：講師：ICU 病棟医長，集中治療学，救急医学
石塚京子（ISHIZUKA,…Kyouko）：助教，診療専門員
上村直子（KAMIMURA,…Naoko）：助教，診療専門員
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
乾　貴博…（INUI,…Takahiro）…：助教，診療員
阿部健彦…（ABE,…Takehiko）：助教，診療専門員
大井秀則（OOI,…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
平山一郎…（HIRAYAMA,…Ichiro）…：助教，診療員
神田翔太郎…（KANDA,…Shoutarou）…：助教，診療員
今本俊郎…（IMAMOTO,…Toshirou）：助教（シニアレジデント），診療員
安藤光宣…（ANDOU,…Mitunobu）…：助教（シニアレジデント），診療員
米本直史…（YONEMOTO,…Naofumi）…：助教（シニアレジデント），診療員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（1）卒前教育（学生）においては，クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけてもらう一方，救急医
療の第一線の現場を自ら体験し，救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを目標とした．

（2）卒後教育（初期臨床研修）に対しては，上述した目標以外にも，さらに各種重症疾患に対する集中治療につい
ての実践的な知識や技能の習得にも重点を置いた．

（3）大学院教育においては，救急医療の実践の中で見出した問題意識や疑問点を整理し，新しい知見へと結び付け
る研究の方法論や技能を身につけさせることを目標とした．また，基礎領域の学術集会の企画・準備・運営への参
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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，研修中は極めて多岐にわたる手技，手術，検査などを経験することができる．

*…当高度救命救急センターは，地域救急医療，災害医療，ドクターへリ事業，国際，緊急医療援助などでも中心的
な役割を担っており，他の施設では機会の少ないこれらの分野の研修ができる．

　後期（専門）研修については，2017 年度よりの新しい専門医研修制度に対する取り組みとして，救急専門医の専
門研修プログラムを作成，日本救急医学会に提出し承認を得た．

（3）大学院教育
　堤晴彦教授が代表指導教員，杉山聡教授，間藤卓准教授，澤野誠准教授が指導教員として担当した．以上 4 名は
学位論文審査教員として担当した．

（4）救急隊員・消防隊員教育
　救急隊員・消防隊員教育は福島憲治講師が教育副主任（責任者）として担当したが他のスタッフもほとんど全員関
与した．県内の救急隊員の教育にも力を注いでおり，埼玉県の委託を受けて総合医療センター内で施行されている年…
3 回の救急標準課程の講義・教育の大半を救急科（ER）とともに当科のスタッフが担当しており，また埼玉県救急救
命士養成所（さいたま市）にも出張し，講義・教育を行っている．
　救急救命士病院実習を定期的に受け入れており，救急救命士の当直実習のない日は週末のみという日々が続いて
いる．BLS（Basic…Life…Support）.…ACLS…（Advanced…Cardiovascular…Life…Support）.…JATEC…CJapan…Advanced…Trauma…
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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比較的長期であったこと，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，基礎系の国際学術大会に大学院生も参画・発表をおこない，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）
*…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）
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*…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）
*…中田准教授・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
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
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高度救命救急センター…

①松田…真輝（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 ,…大河原…健人 ,…佐川…幸司 ,【腹
部外傷における腹腔内出血コントロール -Interventional…Radiology と Damage…Control…Surgery の適応の限界
-】…Damage…Control…Surgery の原点回帰 , 日本腹部救急医学会雑誌（1340-2242）36 巻 6 号…Page1033-1036

（2016.09）
②澤野…誠（埼玉医科大学総合医療センター…高度救命救急センター）,【生体ガスと臓器保護】…CO ガスによる生体

内信号伝達の仕組み ,ICU と CCU（0389-1194）40 巻 8 号…Page541-547（2016.08）
③平松…玄太郎（埼玉医科大学総合医療センター…救急科（ER））,【研修医の ER での動き方】…コンサルテーション ,

月刊レジデント 9 巻 9 号…Page45-51（2016.09）
④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）,【脊椎・脊髄損傷 - その基礎と新たな展開

を学ぶ】…脊髄（頸髄）損傷患者の集中治療 , 救急医学（0385-8162）40 巻 5 号…Page527-533（2016.05）
⑤澤野…誠（埼玉医科大学総合医療センター…高度救命救急センター）, 集中治療　救急・集中治療の合併症への対応
（深部静脈血栓症 / 肺静脈血栓塞栓症）, 救急・集中治療医学レビュー 2016-'17 巻…Page319-324（2016.02）

⑥八幡…直志（埼玉医科大学総合医療センター…高度救命救急センター）,【骨盤骨折の最新治療】骨盤輪骨折に対す
る脊椎インストゥルメントを用いた治療 , 整形・災害外科（0387-4095）59 巻 4 号…Page407-412（2016.04）

⑦大饗…和憲（埼玉医科大学総合医療センター…高度救命救急センター）,【骨盤骨折の最新治療】重症骨盤骨折に対
する止血戦略 , 整形・災害外科（0387-4095）59 巻 4 号…Page377-385（2016.04）

その他学会発表多数
6-2．獲得研究費
　澤野准教授が，分担研究者として日本学術振興会科学研究費補助制度　基盤研究（B）　課題名「呼気フロー分析
による低侵襲な化学診断法の創成」を獲得している．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　杉山聡教授を会長として第 23 回日本航空医療学会（2016.10.28?10.29，川越）を主催した．

7．自己点検・評価
　教育面では，2 年目の選択研修期聞に高度救命救急センターなかでも…ICU チーム研修を選択する研修医が引き続き
増加してきでいるのも卒後教育の成果と考えている．学生教育は短期間の…BSL では人形を用いた…BSL・ACLS の実技
実習を積極的に取り入れた．クリニカルクラークシップではモーチベーションの高い学生が多かったこと，さらには
実習期間が 3 週間と長期であったこと，が功を奏したことから今後とも力を入れたい．救急隊員教育では，地域の
プレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，われわれも側面から多少なりとも貢献しているものと考
える .
　研究面では，救急医療分野の発展に貢献することを目的とし，上述した多方面の研究を行っている．呼気分析を用
いた内因性一酸化炭素の体内動態や循環血液量の測定法などは，すでに多数の論文や競争的資金の獲得につながって
いる他方，学会発表のレベルに止まっているものが多く，今後の課題と思われる .…主要スタッフは多くの国内外の学
会の役員として活発に活動しており，学会開催予定も急増している．それにともない事務面，人員面での体制づくり
が急務である．
　診療面では，総症例数が安定している中でも外傷症例数，特に重症外傷症例の増加が特筆でされる . また…ISS40 以
上の最重症外傷症例については生存退院率…50% と米国のレベル…l 外傷センターをも上回る治療成績を上げている . 次
年度も現在の高い診療水準を維持することが目標である．質的にも量的にも高度な診療体制は，スタッフのプライベー
トタイムの犠牲の上にかろうじて成り立っているが，今後もこの体制を維持していくためには，スタッフの大幅な増
員は不可欠なものと考えている．
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2．30）（1）放射線科（画像診断科・核医学科）

1．構成員
土屋一洋（TSUCHIYA,…Kazuhiro）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育副主任：指導者教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　………放射線画像診断：医学博士
本田憲業（HONDA,…Norinari）：教授：研究副主任：代表指導教員（大学院）：放射線画像診断，核医学：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：医学
　　　　　　　　　　　　　博士
阿部　敦（ABE,…tsushi）：講師：核医学：医学博士
清水裕次（SHIMIZU,…Yuji）：助教：医局長：医学博士
渡部　渉（WATANABE,…Wataru）：助教：外来医長：医学博士
大野仁司（OHNO,…Hitoshi）：助教
上原崇弘（UEHARA,…Takahiro）：助教

（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA,…Kikuo）：医学博士

（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：医学博士
清水伸幸（SHIMIZU,…Nobuyuki）：消化管画像診断：医学博士

（非常勤講師）
薄井庸孝（USUI,…Nobutaka）：医学博士
岡田武倫（OKADA,…Takemichi）…
鹿島田明夫（KASHIMADA,…Akio）：医学博士
釜野　剛（KAMANO,…Tsuyoshi）
河辺哲哉（KAWABE,…Tetsuya）
河野正志（KONO,…Masashi）
佐貫榮一（SANUKI,…Eiichi）：医学博士
島野靖正（SHIMANO,…Yasumasa）：医学博士
瀧島輝雄（TAKISHIMA,…Teruo）：医学博士
中田　桂（NAKADA,…Kei）：医学博士

（非常勤医師）
天野芙美（AMANO,…Fumi）
木谷智子（KITANI,…Tomoko）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

放射線科としての全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た画像診断医を養成する．
2-2．教育内容（担当者）
｢ 卒前教育 ｣｢ 卒後教育 ｣｢ 大学院教育 ｣

*…神経放射線診断学（土屋）
*…胸部領域の画像診断（本田）
*…腹部領域の画像診断（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．

2-3．達成度
達成度は約 80％である．
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2-4．自己評価と次年度計画
従来設定の目標をより上昇させる．

3．研究
3-1．目的・目標

画像診断の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.…静脈洞血栓症における頭部ルーチン MRI 撮像法の診断能の比較検討
2.…鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－ Arterial…spin-labeled…MRI を用いた検討－
3.…ヨード造影剤と生理食塩水の混合溶液を用いた test…injection による混合割合と造影効果に関する検討
4.…肺動静脈分離 3D-CT…angiography におけるヨード造影剤量低減の検討

3-3．研究内容と達成度
　達成度は約 40％である．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記テーマに基づき更なる上昇を計画する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　添付の表を参照
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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
　American…Journal…of…Roentgenology,…Neuroradiology,…Journal…of…Magnetic…Resonance…in…Medicine,…Acta…Radiologica
　査読（土屋）
　「CI 研究」，「臨床画像」，「断層映像研究会雑誌」，「分子脳血管病」，「Journal…of…Pediatric…Neuroradiology」　編集委
員（土屋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本医学放射線科学会… 専門医委員会委員，国際交流委員会委員（土屋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Honda…N,…Osada…H,…Watanabe…W,…Aoki…K,…Nakayama…M,…Itoh…T,…Otani…K.…Ventilation/perfusion…ratio…map…by…dual-
energy…CT…after…xenon…inhalation…and…intravenous…contrast…media.…European…Congress…of…Radiology…2017.……March…
1-5,…2017.…Vienna,…Austria

② Honda…N.…Nuclear… Imaging…of…Pulmonary…Embolism.…8th… International…Workshop…on…Pulmonary…Functional…
Imaging.…March…24-26,…2017.…Seoul,…Korea

③本田憲業，長田久人，渡部渉，大野仁司，清水裕次，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，髙橋健夫．IHE 放射線
領域日本国別拡張（IHE…RAD…TF…National…Extension…for…Japan）の制定：…JAHIS 放射線データ交換規約との関連．
第 29 回電子情報研究会学術集会．2016 年 9 月 17 日，京王プラザホテル

④清水裕次，長田久人，渡部渉，大野仁司，上原崇弘，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．同時性重複癌に FDG-PET/CT 検査を施行した一例．第 56
回日本核医学会学術総会．2016 年 11 月 3 ～ 5 日，名古屋国際会議場

⑤上原崇弘，清水裕次，大野仁司，渡部渉，長田久人，西村敬一郎，山野貴史，髙橋健夫，本田憲業，土屋一洋．
一側性の三叉神経腫瘤を契機に診断された悪性リンパ腫の 1 例．第 450 回日本医学放射線学会関東地方会定期
大会．2016 年 12 月 10 日，ステーションコンファレンス東京

⑥土屋一洋，五明美穂，大原有紗，片瀬七朗，宮崎功．ASL を用いた 3D 撮像 MRDSA のもやもや病の診断への応用．
第 46 回日本神経放射線学会．2017 年 2 月 17 ～ 19 日，ソラシティカンファレンスセンター

⑦本田憲業，土屋一洋，長田久人，清水裕次，渡部渉，大野仁司，河辺哲哉，髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，
山野貴史，畑中星吾，鷲巣佳奈，本戸幹人，上野周一，中田桂，瀧島輝雄．CT による V/Q 比画像作成の試み．
第 49 回埼玉核医学研究会．2017 年 2 月 18 日，大宮ソニックシティビル

⑧清水裕次，土屋一洋，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，鷲巣佳奈，本戸幹人，上野周一，中田桂，瀧島輝雄．特異的画像所見を呈し，臨床的に診
断された肺及び心臓 sarcoidosis の一例．第 49 回埼玉核医学研究会．2017 年 2 月 18 日，大宮ソニックシティ
ビル

⑨五明美穂，土屋一洋，宮崎功，大原有紗，片瀬七朗，渡邉正中，似鳥俊明．3D-T1 強調…black…blood…imaging に
よる椎骨動脈解離の血管壁信号と増強効果の経時的変化の検討．第 46 回日本神経放射線学会．2017 年 2 月 17
～ 19 日，ソラシティカンファレンスセンター

⑩大原有紗，土屋一洋，五明美穂，渡邉正中，片瀬七朗，似鳥俊明．初期に脳軟膜転移を呈したと考えられる転移
性脳腫瘍の 3 例．第 40 回日本脳神経 CI 学会総会．2017 年 3 月 3 ～ 4 日，鹿児島サンロイヤルホテル

【総数：論文…0…件，学会発表…13…件，講演…4…件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　第 48 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2016/10/29
　第 49 回埼玉核医学研究会，ホテルブリランテ武蔵野，2017/2/18
　第 56 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2016/7/7
　第 57 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2017/1/13
　第 10 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，2016/5/20

7．自己点検・評価
　研究の業績が少なく，一層の努力が必要である．
　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．



609

臨床医学部門（川越キャンパス）

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
畑中星吾（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，山野　貴史）．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．特
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に臨床推論に力を入れている．クリニカルクラークシップでは教室員に準じて各種カンファレンスに参加し担当
患者サマリーを作成し，臨床の現場を体験しながら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．国内一線で
活躍できる放射線腫瘍医の育成を行っている．
●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リーダーとなれる良医を育成する（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）

・脳グループ（髙橋健夫，畑中星吾，山野貴史，上野周一）
・呼吸器グループ（髙橋健夫，畑中星吾，西村敬一郎，鷲巣佳奈，内海暢子）
・泌尿器グループ（髙橋健夫，畑中星吾，山野貴史）
・婦人科グループ（髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，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，山野貴史，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，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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍学に根差した放射線治療を推進し高い治療効果，QOL の向上を目指した治療を行っている．放射線治療のみ

ならず腫瘍外科学，腫瘍内科学，緩和ケア領域との密接な連携のもと包括的な治療（診断含む）を実施し，地域がん
診療連携拠点病院としての機能を果たす．通常放射線治療に加え，定位放射線治療，強度変調放射線治療，小線源治
療などの高精度放射線治療を推進．緩和的放射線治療にも力を注いでいる．国内・海外に向けエビデンスを発信し，
地域におけるがん診療に貢献する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

International…Cancer…Conference…Journal…（Editorial…Board）;…髙橋健夫
International…Scholary…Research…Network…Radiology…（Editorial…Board）;…髙橋健夫
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）．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…Hatanaka…S,…Kawada…Y,…Washizu…K,…Utsumi…N,…Yamano…T,…Nishimura…K,…Watanabe…T,…Hosaka…K,…Todoroki…K,…
Nakajima…G… ,…Shimbo…M,…Takahashi…T.… …The…Impact…of…Variation…in…Bladder…Volume…on…the…Doses…of…Target…and…
Organ-at-Risk… in… Intensity-Modulated…Radiation…Therapy… for…Localized…Prostate…Cancer.… … Journal…of…Cancer…
Therapy…7（10）：741-751,…2016.…DOI:10.4236/jct.2016.710075

②…Shoji…H,…Motegi…M,…Osawa…K,…Okonigi…N,…Okazaki…A,…Andou…Y,…Asao…T,…Kuwano…H,…Takahashi…T,…Ogoshi…K.…Output-
limiting…symptoms… induced…by…radiofrequency…hyperthermia.…Are… they…predictable?… International…Journal…of…
Hyperthermia…32…（2）…:…199-203,…2016

③…畑中星吾，大友哲也，保坂勝仁，渡邉哲也，轟圭介，中嶋剛，鷲巣佳奈，内海暢子，山野貴史，西村敬一郎，
新保宗史，髙橋健夫．仮想単色Ｘ線ＣＴ画像を利用した前立腺高線量率組織内照射の治療計画における最適なエ
ネルギー選択に関する検討．断層映像研究会雑誌．43（1）：1-7，2016

④…西村敬一郎，山野貴史，畑中星吾，新保宗史，鷲巣佳奈，内海暢子，村田修，本戸幹人，植松和嗣，中山光男，
髙橋健夫．早期肺癌ならびに転移性肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療．埼玉県医学会雑誌．51（1）：395-
399，2016

⑤…Nishimura…K,…Takahashi…T,…Shimizu…Y,…Yamano…T,…Hatanaka…S,…Shimbo…M,…Washizu…K,…Utsumi…N,…Gika…M,…Sakurai…
H,…Nakayama…M,…Honda…N.……A…Case…of…Pulmonary…Artery…Intimal…Sarcoma…Presenting…as…a…Lung…Tumor.……J…Radiol…
Radiat…Ther…4（2）:…1064,……2016.

⑥…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，本戸幹人，村田修，長田久人，本田憲業．
再発転移に対する放射線治療によるＱＯＬならびに精神反応に及ぼす影響についての検討．第 75 回日本医学放
射線学会総会．2016 年 4 月 14 ～ 17 日，パシフィコ横浜

⑦…西村敬一郎，上野周一，山野貴史，鷲巣佳奈，内海暢子，本戸幹人，村田修，畑中星吾，吉田和代，新保宗史，
髙橋健夫．再発・転移性腫瘍に対する緩和的放射線治療が患者の生活の質・精神心理に及ぼす影響．日本放射線
腫瘍学会第 29 回学術大会．2016 年 11 月 25 ～ 27 日，国立京都国際会館

⑧…山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，本戸幹人，新保宗史，畑中星吾，木谷哲，上野周一，長田久人，本田憲業．
当施設における頭蓋底髄膜腫に対する寡分割定位放射線治療成績．第 75 回日本医学放射線学会総会．2016 年
4 月 14 ～ 17 日，パシフィコ横浜
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⑨…山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，鷲巣佳奈，内海暢子，新保宗史，畑中星吾．当施設における T4 食道癌の放
射線治療成績．第 54 回日本癌治療学会学術集会．2016 年 10 月 20 ～ 22 日，パシフィコ横浜

⑩…山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，鷲巣佳奈，新保宗史，畑中星吾，本戸幹人，木谷哲，内海暢子，本田憲業．
当施設における AVM にたいする寡分割定位放射線治療成績．日本放射線腫瘍学会第 29 回学術大会．2016 年
11 月 25 ～ 27 日，国立京都国際会館

【総数：論文　7 件，学会発表　23 件，講演　3 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．新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究．

・髙橋健夫．学術研究助成基金助成金（科学研究費助成事業）．基盤 C.…局所進行非小細胞肺癌に対する重粒子線・
化学療法併用に向けて基礎的研究．

・畑中星吾．汎用性の高い高原子番号物質周辺の線量分布評価システムの開発．平成 28 年度学内グラント
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
　第 28 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2017/9/3
　第 29 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2017/3/11
　第 56 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2016/7/7
　第 57 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2017/1/13
　第 10 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，2016/5/20
　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 5 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2016/7/13
　放射線腫瘍学セミナー（第 6 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2016/12/21
　放射線腫瘍学セミナー（第 7 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2017/2/15
　第 48 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2016/10/29
　第 49 回埼玉核医学研究会，ホテルブリランテ武蔵野，2017/2/18
　第 24 回地域の緩和ケアを考える会，ラ・ボア・ラクテ，2016/9/9
　第 25 回地域の緩和ケアを考える会，ウエスタ川越…，2017/3/17
　第 2 回川越 Bone…Manegement…Forum，埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2017/3/29
　第 56 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2016/7/7
　第 57 回川越 ･ 東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2017/1/13

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 ･ 解離性障害：博士
安田貴昭（YASUDA,…Takaaki）：講師：診療副部長：周産期メンタルヘルス，生殖心理学，コンサルテーション・
　　　　　　　　　　　　　　…リエゾン精神医学，地域連携，家族療法：指導教員（大学院）：博士
小林清香（KOBAYASHI,…Sayaka）：特任講師（臨床心理士）：認知行動療法，コンサルテーション・リエゾン心理学：
　　　　　　　　　　　　　　　指導教員（大学院）
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）
畠田順一（HATAKEDA,…Junichi）: 助教（後期研修医）
丸　玲奈（MARU,…Rena）：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）
宮脇優子（MIYAWAKI,…Yuko）：精神保健福祉士
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
　卒前教育において学生は，診療の一端を担いながら，時間をとって患者に寄り添うことを体験し，患者と家族の苦
痛の大きさを知る．精神科的な診断の仕方や，合理的な治療の組み立て方について知識を深め，患者や家族の意向を
取り入れながらの診療を体得する．また，医療が多職種の関与で進められていることを理解し，チームの一員として
治療に参加する心構えを養う．精神疾患に対する偏見があるとすれば，それを修正する機会とする．
　初期研修において研修医は，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を深め，経験を積む．医師として，治療場面で活躍するためのコミュニケーション
能力を拡充する．安心を与えることのできる人間力を高める．
　後期研修において専攻医（シニアレジデント）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，全体を見ることができる医師を目指す．診療場面でリーダー
シップを発揮することができる精神科医を育成する．
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 1 年生に対して，行動科学と医療倫理について 2 コマの講義を行った（五十
嵐）．医学部 4 年生第 14 班 6 名をアドバイザーとして担当した（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（1 名）と 5 月（1 名），医学部 5 年生が 1 月（1 名）
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と 2 月（2 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」に 2 名，「医療に活
かされる「心理学」を知る」に 4 名，「幼少期のトラウマと成人の精神疾患」に 4 名の参加があった．
　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

（非常勤を含む）で分担して担当している．
　精神医学の初期研修では，研修医の多く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，および，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，埼玉精神神経
センターへ 1 週間のローテートを選択する研修医が多い．
　後期研修は，当院を基本にしながら，入院症例の研修については入院設備のある病院で行っている．近年は，埼玉
精神神経センターまたは埼玉医科大学病院で 1 年間の研修を行い，精神保健指定医の資格を得るために必要な症例
の研鑚を行っている．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 28 年度は，昨年度に引き続き梅村が埼玉精神神経センターで研修を行った．
　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，実習，臨床研究の指導を行っている．
　医局員を対象に，仙波客員教授の精神薬理連続講義，深津客員教授の認知症セミナーが開催された．
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．
　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ことを通して，時間
をとって患者と向き合うこと，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．カンファレンスなどでの発表や発言の機会については，
今後のさらなる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，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
　従来から行ってきた，「プライマリケアでのうつ病診療における共同的ケアの有用性の検討」をまとめて発表した．
また，この論文を，学位申請論文として医学研究会委員会に提出し，学位審査委員会が設置され，審査が行われた．
埼玉医科大学のディプロマ ･ ポリシーに相当する人材であると評価され，医学博士を授与された（安田）．
　自殺に関する精神医学的な研究を継続的に行っている．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．
　平成 30 年 4 月から，当院の神経精神科が，新専門医制度における，精神科後期専門研修基幹施設になることが決
定した．新専門医制度では，研究マインドを持つことが，専門医としての素養として必要であると認識されている．
専門研修施設群の中で，後期研修の期間内での研究活動をサポートすることが当院の大切な役割であることを認識し，
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体制を整えていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成28年4月から，精神科リエゾンチームが活動を開始した．精神科リエゾンチームは，専従の精神保健福祉士（宮
脇），専任精神科医師（吉益・安田・棚橋），精神看護専門看護師（大賀）を中心に，精神科医師，臨床心理士，初期
研修医，学生が参加し，多角的な視点から協働している．精神科リエゾンチームは，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，さらに，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することを目的とし
ている．当院全体のパフォーマンスをさらに底上げできるような活動を行いたい．
　身体疾患のために入院中で，精神疾患を合併している患者は多くあり，高齢化など社会の変化に応じてますます増
加している．身体疾患と精神疾患を併せ持つ患者への対応は難しく，一定の専門性が求められる領域でもある．大学
と病院の方針のもと，精神科病棟の検討を具体的に開始する．
　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．

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
　日本周産期メンタルヘルス学会会誌編集委員（安田貴昭）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

妊産婦死亡症例検討評価委員会（吉益晴夫・安田貴昭）
日本認知・行動療法学会企画委員（五十嵐友里）
妊産婦メンタルヘルスケアプロジェクト委員会（安田貴昭）
周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド作成委員会（安田貴昭）
日本臨床心理士会　災害対策構想班（小林清香）
精神保健福祉士試験委員（吉益晴夫）
日本周産期メンタルヘルス学会評議員・学会誌編集委員・情報関連委員（安田貴昭）
埼玉周産期メンタルヘルス研究会世話人・事務局担当（安田貴昭）
東京臨床心理士会　代議員（小林清香）
東京臨床心理士会　医療福祉領域委員会（小林清香）
日本サイコネフロロジー研究会　世話人（小林清香）
日本循環器心身医学会　理事（小林清香）
埼玉サイコネフロロジー研究会　理事（志賀浪貴文）
日本臨床心理士会　医療保健領域委員会（小林清香）
日本総合病院精神医学会リエゾンコメディカル委員会（五十嵐友里，小林清香）
日本総合病院精神医学会専門医制度委員会（小林清香）
日本総合病院精神医学会臓器不全・臓器移植関連委員会（小林清香）
日本肥満症治療学会メンタルヘルス部会（五十嵐友里）
日本周産期メンタルヘルス学会評議員・学会誌編集委員・情報関連委員（安田貴昭）
埼玉周産期メンタルヘルス研究会世話人・事務局担当（安田貴昭）
さいたま看護専門学校　心理学　講師（五十嵐友里）
立教大学大学院現代心理学研究科　兼任講師（五十嵐友里）
早稲田大学人間科学学術院心理相談室　臨床指導員（五十嵐友里）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（吉益晴夫）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（安田貴昭）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（棚橋伊織）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（五十嵐友里）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（志賀浪貴文）
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埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（森田美穂）
埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（長谷川哲也）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（吉益晴夫）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（安田貴昭）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（棚橋伊織）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（五十嵐友里）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（志賀浪貴文）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（長谷川哲也）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①吉益晴夫・安田貴昭・畠田順一．…身体の異常で説明できない身体症状を訴える medicina，…53：1935-1939.
②安田貴昭，大賀公子，五十嵐友里，大野由希子，中村有里，志賀浪貴文，森田美穂，小川智也，堀川直史，吉益

晴夫．地域の透析センターに通院する患者が抱えるストレス因子．第 27 回日本サイコネフロロジー研究会
③安田貴昭・志賀浪貴文・大賀公子・五十嵐友里・棚橋伊織・梅村智樹・吉益晴夫．…総合病院精神科外来初診に

おける周産期症例．…日本周産期メンタルヘルス学会学会誌 2…：61-66．
④安田貴昭・五十嵐友里・堀川直史・河田真理・長尾文子・得丸幸夫・眞弓久則・猪熊滋久・早川佳彦・加藤

貴紀・三谷雅人．…プライマリケアでのうつ病診療における協同的ケアの有用性の検討．…精神科治療学，31：
1081-1088．

⑤ T.Yasuda,…C.Ozawa,…T.Shiganami,…Y.Fujii,…T.Hiwatashi,…T.Hasegawa,…T.Umemura,…M.Morita,…I.Tanahashi,…Y.Igarashi,…
K.Ooga,…Y.Ono,…H.Seki,…H.Yoshimasu.…Anxiety,…Depression…and…Psychosocial…background…of…pregnants…admitted…to…
MFICU（Maternal-Fetal…Intensive…Care…Unit）…for…threatened…preterm.…Marc?…Society…Biennial…Scientific…Meeting,…
Melbourne,…Australia.

⑥小林清香．コンサルテーション活動における心理職の役割と実際．総合病院精神医学，28：332-339.…
⑦小林清香・西村勝治．腎移植後の深刻な心理的問題と精神疾患．腎と透析，82：237-241．
⑧棚橋伊織．介護者に対して , 暴力を振るうようになってしまいました．どういったことを考え対応したらいいで

すか？家族への説明方法も教えてください．高尾昌樹（編）…神経内 Clinical…Questions…&…Pearls　認知症．…中外
医学社…，222-225.

⑨五十嵐友里・中村菜々子．…糖尿病や透析患者に対して心理職が行うケア．…精神科治療学，31：1177-1180．
⑩志賀浪貴文・丸玲奈・畠田順一・長谷川哲也・森田美穂・棚橋伊織・木暮裕太・堀川直史・安田貴昭・吉益晴

夫．…強い不適応反応が生じた維持透析患者の一例：精神療法の具体的な方法．第 27 回日本サイコネフロロジー
研究会．

【総数：論文 23 件，学会発表 21 件，講演 4 件】
6-2．獲得研究費
　身体疾患患者および医療チームに関わる心理職の能力要件に関する研究
6-3．受賞
　メディカルスタッフ優秀賞　日本臨床腎移植学会（小林清香）
　第 13 回「精神科治療学賞」最優秀賞（安田貴昭）
　日本総合病院精神医学会　優秀賞（小林清香・共同演者）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

コミュニティの危機に医療チームがどのように関わるか - 災害時のチーム医療から（小林清香）
第 4 回精神科リエゾンチーム講習会（小林清香・五十嵐友里）
埼玉周産期メンタルヘルス研究会　世話人（安田貴昭）
糖尿病とこころのケア研究会（五十嵐友里）
リエゾンに関わる精神科医と心理職の勉強会（五十嵐友里）

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
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無形の資産が伝達され続けていることは，開院 30 周年を迎えた成熟した施設にふさわしい状況である．病院内の他
診療科との協働，埼玉医科大学内の協力，地域の施設との連携を継続的に進め，病院内外に貢献できる体制をさらに
整備していきたい．
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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］室谷孝志，伊藤浩治，庄司和春，関根和江，藤宮　敏，高田雅代，井上彩子，中野博貴，渡辺　剛（修
　　　　　……士），谷合希和，新井雅人，大谷瑠璃，那須野智美

［形態検査］寺井弘明，奈良　豊，笛木知子，鈴木美子，石塚めぐみ，島田崇史，西牧　悦，東田久美子，波木井裕之，
　　　　　……大出　淳，渡邊裕樹，鈴木理恵，酒井良太朗

［微生物検査］…関根　進，江端英祐，松村敬依子，鈴木康巴，下田麻衣子，渡辺裕子（修士），大塚聖也
［生理機能検査］吉田和広，金島奈津子，伊藤友彦，安田あさみ，樋川市淑，小松見帆，伊藤真千子，江原由美香，
　　　　　　　……根本彩子

［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，廣瀬久美，鈴木　勤，茂木　健
［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，波木井清夏，木下佳美，野口　咲，
　　　　　　　　　　　…………大山貴衣

［出向（放射線部 MRI）］田中映美，渡邊彩香
［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 6 年生の講義，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．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．「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．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，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 29 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
比較検討．妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異の検討．
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
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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．妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について総合医療センター
および埼玉医科大学での倫理審査を受審し遺伝子解析研究を開始した．
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．妊娠時一
過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について検索・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．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．また，
より良い患者サービスの提供・検査結果の質の向上・人的資源の有効活用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全
な職場環境の構築を目指し，臨床検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得と中央検査部
の改修に向けて準備を進めた．

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代表世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　①三橋知明：甲状腺疾患の診断とバセドウ病の治療　
　　Medical…Practice　33 巻　臨時増刊　86-93,…2016 年 ,…文光堂
　②秋山義隆，坂下杏奈 ,…的場玲恵 ,…阿部義美 ,…大竹啓之 ,…森田智子 ,…松田昌文 ,…
　　三橋知明：妊娠中に持続的甲状腺中毒症を呈し TSH 受容体異常による hCG 感受性の
　　増大が疑われた 1 例
　　第 89 回日本内分泌学会学術総会　2016 年 ,…京都
　③波木井裕之 ,…島田崇史 ,…渡邊裕樹 ,…渡辺裕子 ,…酒井良太朗 ,…奈良豊 ,…吉元美知子 ,
　　三橋知明：クリプトコッカス髄膜炎の 1 症例
　　第 65 回日本医学検査学会　2016 年 ,…神戸
　④笛木知子 ,…鈴木理恵 ,…東田久美子 ,…高田雅代 ,…鈴木美子 ,…寺井弘明 ,…吉本美知子 ,…
　　三橋知明：臨床経過から先天性血栓性素因が疑われた 1 症例
　　第 65 回日本医学検査学会　2016 年 ,…神戸
　⑤奈良豊 ,…波木井裕之 ,…渡邊裕樹 ,…渡辺裕子 ,…酒井良太朗 ,…島田崇史 ,…吉元美知子 ,
　　三橋知明：髄液 IgG…Index の検討
　　第 65 回日本医学検査学会　2016 年 ,…神戸
　⑥庄司和春 ,…室谷孝志 ,…大室美紀 ,…三橋知明 ,…小高明雄 ,…山田博文：CONUT 値の変法
　　（mCONUT 値）を用いたリアセスメントの試み
　　第 32 回日本静脈経腸栄養学会学術集会　2017 年 ,…岡山
　⑦大谷瑠梨 ,…伊藤浩治 ,…関根和江 ,…高田雅代 ,…渡辺剛 , 吉元美知子 ,…三橋知明：
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　　東ソー HLC-723…G11 型 HbA1c 測定装置と従来装置の比較検討
　　第 45 回埼玉県医学検査学会　2016 年 ,…さいたま市
　⑧鈴木理恵 ,…寺井弘明 ,…笛木知子 ,…鈴木美子 ,…東田久美子 ,…大出淳 ,…吉元美知子 ,…
　　三橋知明：母がベルナール・スーリエ症候群の児に血小板減少を認めた 1 症例
　　第 45 回埼玉県医学検査学会　2016 年 ,…さいたま市
　⑨新井雅人 ,…室谷孝志 ,…庄司和春 ,…谷合希和 ,…那須野智美 , 吉元美知子 ,…三橋知明：
　　ECLIA 法による血清 ProGRP 測定の評価と有用性　
　　第 45 回埼玉県医学検査学会　2016 年 ,…さいたま市
　⑩酒井良太朗 ,…奈良豊 ,…石塚めぐみ ,…島田崇史 ,…波木井裕之 ,…渡邊裕樹 ,…吉元美子 ,
　　三橋知明：当センターで経験した Fabry 病の 1 症例　
　　第 45 回埼玉県医学検査学会　2016 年 ,…さいたま市
　【総数：学会発表…9…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 28 回日本臨床検査医学会関東・甲信越支部総会　平成 28 年 11 月 5 日（川越）
　会長：三橋知明
　第 33 回甲状腺病態生理研究会会長　平成 29 年 2 月 4 日（東京）　
　会長：三橋知明

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，結核などの感染症診療に貢
献した．臨床検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得に向けて着実に準備を進めた．
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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：教育副主任：代表指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　……人体病理学，血液分子病理学：博士
東　守洋（HIGASHI,…Morihiro）：准教授：研究副主任，教育副主任，診療副部長：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：研究副主任，教育主任，診療副部長：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，研究員，教育員，医員，博士
高木大輔（TAKAGI,…Daisuke）:…助教，研究員，教育員，医員
山口絵理子（YAMAGUCHI,…Eriko）:…助教，研究員，教育員，医員
高柳奈津子（TAKAYANAGI,…Natsuko）：助教，研究員，教育員，医員
菊地　淳（KIKUCHI,…Jun）：助教，研究員，教育副主任，医員
増田　渉（MASUDA,…Wataru）：助教，研究員，教育副主任，医員，博士
山崎真美（YAMAZAKI,…Mami）：助教，研究員，教育員，医員，博士
川野竜太郎（KAWANO,…Ryutaro）：助教，研究員，教育員，医員，大学院
沢田圭佑（SAWADA,…Keisuke）：助教，研究員，教育員，医員，大学院
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
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）,…大澤久美子（OHSAWA,…
Kumiko）,…松野和子…（MATSUNO,…Kazuko）,…大野優子…（OHNO,…Yuko）,……花見恭太（HANAMI,…Kyouta）,…青木智章…（AOKI,…
Tomoaki）,…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，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（山下，高木，藤野，山口，川野），埼玉医科大学保健医療
学部，女子栄養大学，東武医療技術専門学校，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），千葉大学医学部 3 年生の血液病理講義（田丸），順天堂大学医学部 3 年生の腫瘍学総論講義（百瀬）．卒後教
育として，CPC，CC（年 11 回），当センター特定看護師認定のための講義（川野），臨床とのカンファレンス（血液
内科，泌尿器科，腎臓内科，脳神経外科）を行っている．大学院教育としては医学部大学院講義（田丸），保健医療
学部修士講義（田丸，百瀬），大学院生の研究指導（田丸，百瀬）を行っている．
また，株式会社ニチレイバイオサイエンスから社員 3 名の研修を受け入れている．
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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
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，4 年以内に学位取得できる
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）各種悪性腫瘍の臨床病理学的研究
3）膀胱癌の化学療法耐性メカニズム

3-3．研究内容と達成度
1）［悪性リンパ腫における転写因子 NF-kB…signal…の役割］

B 細胞性リンパ腫ではその病態形成に転写因子である…NF-kB…の活性化が重要と考えられており，新薬のターゲッ
トとして注目されている．近年，この分子は " 細胞質 - 核振動 " という動きをしていることが見出されてきた．この
細胞内の移動がホジキンリンパ腫においていかなる挙動を示すか，生きた細胞を用いタイムラプス観察を行ない…細
胞内の NF-kB との挙動と NF-kB により調節される分子の発現を解析している．
2）［がん発生における性指向分子の役割］

腫瘍発生における性差はよく知られており，性ホルモンとの関連は古くから研究されている．しかしながら，性ホ
ルモン依存性でない細胞種を起源とする腫瘍発生の性差についてはほとんどわかっていないのが現状である．われわ
れは悪性リンパ腫の遺伝子変異探索の過程において，性指向性に変異を認める遺伝子を新たに見出した．今後，この
遺伝子を，リンパ腫発症にかかわる分子メカニズム・分子標的治療への展望とともに，分子疫学的観点からの解明を
目指す．
3）［蛍光ナノ粒子を用いたリンパ腫治療階層化のための試み］

病理診断において免疫染色は診断の確定のみならず，分子標的治療適応の可否や治療階層化などに広く用いられて
いる．悪性リンパ腫の中で最も多い疾患単位であるびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫…（DLBCL）は病理形態，分子病
態ならびに臨床病理学的にも雑多な疾患群である．現在広く用いられている通常の免疫組織化学染色では客観的定量
は克服すべき問題が多いのが現状である．われわれは蛍光ナノ粒子 Phosphor…Integrated…dot…（PID）を用いて，タン
パク発現の客観的定量法を確立することで，DLBCL の治療階層化ならびに分子標的治療適応の可否を目的としたシ
ステムの開発に取り組んでいる．実際，MYC の半定量的測定により，MYC のタンパク発現と予後に有意な相関を見
出した．
4）［口腔内白板症診断のためのバイオマーカーの探索］

口腔内白板症は一部悪性化の転機をたどる病変であるが，その診断は主に病理形態診断によるところが大きい．ま
た境界悪性と思われる症例や自然消退する症例もあり，その診断根拠として形態的変化以外のバイオマーカーが求
められている．われわれは，実際の患者検体にて遺伝子検索を行い，遺伝子変異による層別化を行っている．さらに
mRNA を抽出し，網羅的遺伝子発現解析系を確立した．
5）［Hodgkin リンパ腫におけるがん微小環境の解明］

Hodgkin リンパ腫は，多数の非腫瘍性細胞を背景に少数の腫瘍細胞が生存する特異な微小環境を構築している .…こ
の微小環境の一旦を解明するため，我々は複数のサイトカインを調節するプロテアーゼに着目した .…Hodgkin リンパ



623

病理部…

腫培養細胞株にプロテアーゼ阻害剤を投与すると，リンパ腫細胞が相互接着して大型集塊を形成した．…これは，プ
ロテアーゼ阻害による腫瘍の運動能低下・浸潤抑制の可能性が示唆された．この現象を支配する分子機構の解明は，
サイトカイン調節というがん微小環境の解明を越え，治療応用への展望まで見込まれる意義深い研究と考えている．…
6）［尿路上皮癌における薬剤耐性能獲得機序の解明および癌幹細胞の研究］

これまで我々は尿路上皮癌において薬剤耐性分子 YB-1 の発現と癌抑制遺伝である p53 や膜型薬剤耐性分子
p-glycoprotein の発現間に関連があることを示し，さらに YB- がゲムシタビンの薬剤耐性分子の 1 つであることを報
告した．現在尿路上皮癌のゲムシタビン耐性機序を解明すべく，ゲムシタビン耐性尿路上皮癌モデルを作製し，癌幹
細胞や薬剤耐性分子を中心とした分子機構の解明を行っている．ゲムシタビンは尿路上皮癌の標準的な化学療法の中
心薬剤であるが，その耐性獲得が臨床上問題となっているため，ゲムシタビン耐性機序を解明することは尿路上皮癌
の新規治療法へとつながるものと期待している．
7）［悪性リンパ腫に…おける…LR11…発現と機能］

LR11…は「病的未分化バイオマーカー」として注目されつつある分子で，千葉大，東邦大，ウィーン大学（オース
トリア）との共同研究で白血病症例にて，血中可溶型…LR11…濃度が…30-50…倍へと増大することを見出した．さらに…
B…細胞リンパ腫の一部で発現が高いことを見出した．可溶型…LR11…の検出はリンパ腫診断に用いられる sIL-2R…より
も特異性が高い可能性もあり，臨床的な研究と機能解析を行なっている．
8）［悪性リンパ腫…における…CSD…family…分子の役割］

薬剤耐性に関与するとされる…CSD…ファミリー分子の一つが…CD30…陽性の種々のリンパ腫において高率に発現し，
さらにこの分子を発現するびまん性大細胞型…B…細胞リンパ腫は予後が悪いことを見出している．CD30…陽性のリンパ
系腫瘍の病態の解明ならびに分子標的…を用いた治療戦略の新しい道を切り開くものと期待される．
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進めていきたい．今年度は共同研究を含む複数の研究課題が開始もしく
は遂行されている．

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，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．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．切り出し室はホルマリン対策，染色室は有機溶
媒対策を施した．解剖室に関してもホルマリン対策，有機溶媒対策，感染症対策を行った．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，泌尿器科，腎臓内科，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
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Higashi…M,…Tokuhira…M,…Fujino…S,…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）,…161-166.

② Matsuoka…S,…Ishii…Y,…Nakao…A,…Abe…M,…Ohtsuji…N,…Momose…S,…Jin…H,…Arase…H,…Sugimoto…K,…Nakauchi…Y,…Masutani…
H,…Maeda…M,…Yagita…H,…Komatsu…N,…Hino…O;…Establishment…of…a…Therapeutic…Anti-Pan…HLA-Class…II…Monoclonal…
Antibody…That…Directly…Induces…Lymphoma…Cell…Death…via…Large…Pore…Formation.…PLoS…One.…2016…Mar…30,…11（3）.

③ Kawabe…A,…Takai…Y,…Tamaru…J,…Samejima…K,…Seki…H;…Placental…abruption…possibly…due…to…parvovirus…B19…infection.…
Springer…Plus.…2016,…（5）,…1280-1284

④ Kumagai…Y,…Sobajima…J,…Higashi…M,…Ishiguro…T,…Fukuchi…M,…Ishibashi…K,…Mochiki…E,…Yakabi…K,…Kawano…T,…Tamaru…J,…
Ishida…H;…Tumor-associated…macrophages…and…angiogenesis…in…early…stage…esophageal…squamous…cell…carcinoma.…
Esophagus,…2016,…13（3）,…245-253.

⑤大澤久美子，青木智章，渡部玲子，得平道英，阿部佳子，新井栄一，木崎昌弘，田丸淳一 ;…Diffuse…large…B-cell…
lymphoma,…spindle…cell…variant の 1 例 .…日本臨床細胞学会雑誌 ,…平成 28 年 ,…55（4）,239-244.

⑥高柳奈津子，兼子…耕，山下純男，百瀬修二，田丸淳一 ;…乳腺過誤腫内に発生した浸潤性乳癌の 1 例 .…診断病理 ,…
平成 28 年 ,…34（2）,119-124.

⑦百瀬修二，田丸淳一 ;…リンパ腫の病理診断 .…内科 ,…平成 28 年 ,…117（6）,1279-1284.
⑧川野竜太郎 ,…沢田圭佑 ,…金子貴広 ,…堀江憲夫 ,…高橋雅幸 ,…下山哲夫 ;…下唇の痺れを契機として発見されたバーキッ

トリンパ腫の 1 例 .…日口外誌 .…平成 28 年 ,…62（4）,…15-20.
⑨百瀬修二 ;…ホジキンリンパ腫のゲノム研究の最前線 .…血液フロンティア ,…平成 28 年 ,…26（2）,…33-38.
⑩田丸淳一 ;…ホジキンリンパ腫の分子病態 .…日本医事新報 ,…平成 28 年 ,…4836,…55-55.

　【総数：論文…16 件，学会発表…15 件，講演 10…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

文部科学省科学研究費補助金基盤（C）…16K08673……2016-04-01…-…2019-03-31「がんの発生の男女差を規定する単
一遺伝子 DDX3X の同定」研究代表：百瀬修二

日本医療研究開発機構専任研究開発（革新的医療実用化研究事案）;…平成 28 年度 ,…JCOG1305 病理事務局：田丸
淳一

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

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療について，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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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．34）輸血部（輸血細胞医療部・細胞移植療法部）

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
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　「卒前教育」：実習の充実に努めている．例えば，…写真を加えた専用のテキストの作成．さらに実習内容を教員が実
演する DVD を作成している . これにより，実習に対する学生からの評価は高くなっている . 学生は口頭試問を苦手と
しており，質問を促しても自ら質問をすることはほとんどない．そこで，学生の知識整理と習熟の手助けとなるよう
に，過去に学生から質問のあった事項や実習で誤りやすい事項をまとめた自学自習用のプリントを配布することとし
た .…また，到達度確認試験を充実させることも次年度計画とする．
　「卒後教育」：輸血部門の卒後教育の成果は輸血療法の診療内容に反映するものと考えられる．今年度から当院では
輸血管理料の適正使用加算の申請ができるようになった．このレベルにまで当院の適正輸血が到達したことは，各診
療科の協力と広い意味での「卒後教育」の成果であると考えられるため，今後もこれらを推進してゆく．…

3．研究
3-1．目的・目標
　輸血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 8,141 件，交差適合試験：時間内 14,550 単位…
＋…時間外 4,685 単位，感染症検査：時間内 17,689 件…＋…時間外 2,739 件（於 HCV 抗体の検査）,…HLA 検査は 98 件
である .…実使用量は RBC…16,080 単位，自己血 274.75 単位（採取 228 バッグ，不使用 104,2 単位），FFP…6,655 単位：
うち血漿交換2,254単位，PC…42,535単位，アルブミン56,087.5g=18695.8単位．末梢血幹細胞18回採取，移植18回，
この他骨髄液からの単核球精製・赤血球除去を実施 .…O 型赤血球濃厚液の緊急輸血に対応 . 中央検査部の協力により
24 時間態勢の交差適合試験を実施 . 薬剤部の協力によりアルブミン製剤を一元管理 .…FFP/RBC（補正）=0.338，ア
ルブミン /RBC…=1.143（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：評議員，クリオ・フィブリノゲン製剤小委員会委員長，学会認定・アフェ
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レーシスナース制度試験委員長（山本）．
　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 Santagostino…E,…Martinowitz…U,…Lissitchkov…T,…Pan-Petesch…B,…Hanabusa…H,…Oldenburg…J,…Boggio…L,…Negrier…
C,…Pabinger… I,…von…Depka-Prondzinski…M,…Altisent…C,…Castaman…G,…Yamamoto…K,…Álvarez-Román…M-T,…Voigt…C,…
Blackman…N,…Jacobs…I,… for…the…PROLONG-9FP…Investigators…Study…Group.…Long-acting…recombinant…coagulation…
factor…IX…albumin…fusion…protein…（rIX-FP）…in…hemophilia…B:…results…of…a…phase…3…trial.…Blood…127:1761-1769,…
2016.

② Yisireyili…M,…Takeshita…K,…Hayashi…M,…Wu…H,…Uchida…Y,…Yamamoto…K,…Kikuchi…R,…Hao…CN,…Nakayama…T,…Cheng…XW,…
Matsushita…T,…Nakamura…S,…Murohara…T.…Dipeptidyl…peptidase-IV… inhibitor…alogliptin… improves…stress-induced…
insulin…resistance…and…prothrombotic…state…in…a…murine…model.…Psychoneuroendocrinology…73:186-195,…2016.

③ Yamamoto…K,…Yamaguchi…A,…Sawano…M,…Matsuda…M,…Anan…M,…Inokuchi…K,…Sugiyama…S.…Pre-emptive…administration…
of…fibrinogen…concentrate…contributes…to…improved…prognosis…in…patients…with…severe…trauma.…Trauma…Surgery…&…
Acute…Care…Open…1:e000037,…2016.

④ Kondo…T,…Tasaka…T,…Tomioka…N,…Sano…F,…Tokunaga…H,…Suemori…S,…Tsujioka…T,…Matsuhashi…Y,…Nakanishi…H,…Wada…
H,…Tohyama…K,…Sugihara…T.…Low…neutrophil…alkaline…phosphatase…score… is…a…new…aspect…of…calreticulin-mutated…
myeloproliferative…neoplasms.…Springerplus…5:1146,…2016.

⑤山本晃士，前田平生：クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン製剤の使用実態について．日本輸血細胞治療
学会誌 62…:…751-752,…2016.

⑥中桐逸博，岡井美樹，仲井富久江，文屋涼子，松橋　佳子，田坂大象，通山　薫，和田秀穂：輸血療法適正使用
委員会主導によるアルブミン製剤使用量削減に向けた取り組みとその成果 .…日本輸血細胞治療学会誌 62…:…606-
609,…2016.

⑦中桐逸博，岡井美樹，仲井富久江，文屋涼子，徳永　博俊，松橋　佳子，田坂大象，通山　薫，和田秀穂：輸血
後感染症検査にて HIV-1…p24 抗原が一過性に偽陽性反応を呈した症例の検討 .…日本輸血細胞治療学会誌 63…:…36-
39,…2017.

⑧文屋涼子，中桐逸博，岡井美樹，仲井富久江，徳永　博俊，松橋　佳子，田坂大象，通山　薫，和田秀穂：輸血
システムを応用した移植細胞管理システムの構築 .…日本輸血細胞治療学会誌 63…:…46-49,…2017.

⑨ Yamamoto…K,…Yamaguchi…A,…Inokuchi…K,…Sawano…M,…Sugiyama…S,…Sugiyama…K,…Nishimura…S,…Fujita…H.…Pre-emptive…
administration…with…fibrinogen…concentrate…or…cryoprecipitate…contributes…to…the…better…prognosis…for…survival…of…
severe…traumatic…patients.…2016…AABB…Annual…Meeting,…Orland,…U.S.A.,…October…22-25,…2016.

⑩山本晃士，山口　充，井口浩一，澤野　誠，杉山　聡，杉山和宏，西村滋子，藤田　浩：重症外傷症例に対する
クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン製剤の早期投与の試みとその効果．第 38 回日本血栓止血学会学術
集会 SPC シンポジウム（2016）

【総数：論文 9 件，学会発表 9 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 29 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
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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，
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（健康管理センター兼担）：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
288 名が受診し，150 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児玉圭太，井上和哉，小島達也，他
　ペースメーカーにおける植込み術後急性期における自動閾値測定機能についての検討
　Ther…Res…37:…472-475,…2016
②佐々木　修，西岡利彦，井口貴文，他
　急性冠症候群または安定冠動脈疾患発症の差異に関連する因子についての検討
　冠疾患学会誌…22:…139-144,…2016
③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
　Ther…Res…37:…467-469,…2016
④ Masaki…N,…Issiki…A,…Kirimura…M,…et…al
　Echocardiographic…changes…in…eosinophilic…endocarditis…induced…by…Churg-Strauss…syndrome
　Intern…Med…55:…2819-2823,…2016
⑤ Inokuchi…T,…Sasaki…O,…Nishioka…T,…et…al
　Momentary…and…wide…aortic…regurgitation…as…an…indicator…of…aortic…dissection
　Gen…Thorac…Cardiovasc…Surg…65:…167-170,…2017
⑥高鳥仁孝，一色亜美，佐々木　修，他
　複数の画像検査が診断に有用であった心嚢穿刺後心嚢気腫の 2 例
　第 64 回日本心臓病学会学術集会　東京　2016 年 9 月 24 日
⑦井上和哉，大木康則，児玉圭太，他
　急激な血清カリウム値の上昇により autocapture にも関わらずペーシング不全となった 1 例
　第 9 回植込みデバイス関連冬季大会　大阪　2017 年 2 月 16 日
⑧ Sasaki…O,…Nishioka…T,…Inoue…Y,…et…al
　Predictors…of…in-hospital…survival…in…patients…with…acute…myocardial…infarction
　第 81 回日本循環器学会学術集会　金沢　2017 年 3 月 17 日
⑨児玉圭太，井上和也，内野愛聡，他
　院内外における突然死予防を目的とした着用型除細動器の運用
　第 6 回日本医療マネージメント学会埼玉支部学術大会　さいたま
　2017 年 3 月 19 日
⑩伊藤博之
　労働者における健診でみられる循環器異常所見の対応
　比企医師会産業医学研修会　東松山　2016 年 10 月 21 日

【総数：論文…5…件，学会発表…4…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
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　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
野中康一（NONAKA,…Kouich）：准教授：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
小畑　力（KOBATAKE,…Tsutomu）：助教
原田舞子（HARADA,…Maiko）：助教
谷坂優樹（TANISAKA,…Yuki）：助教
小林正典（KOBAYASHI,…Masanori）：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
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



消化器内科

634

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 Nonaka…K,…et…al.…Development…of…a…new…classification…for… in…vivo…diagnosis…of…duodenal…epithelial… tumors…with…
confocal…laser…endomicroscopy…-a…pilot…study-…Dig…Endosc…2016;…28（2）:…186-93.　…

② Nonaka…K,…et…al.…Confocal… laser…endomicroscopy…performed…after…oral… intake…of…fluorescein…sodium…containing…
bath…additives…Dig…Endosc…2016;…28（1）:…99.…

③Sato…Y,…Gonda…K,…et…al.…Increased…neutrophil-to-lymphocyte…ratio…is…a…novel…marker…for…nutrition,…inflammation…and…
chemotherapy…outcome…in…patients…with…locally…advanced…and…metastatic…esophageal…squamous…cell…carcinoma.…
BIOMEDICAL…REPORTS…2017;…7:…79-84.

④ 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;…23（2）:…132-6.

⑤ Kurihara…T,…Yasuda…I,…Isayama…H,…Tsuyuguchi…T,…Yamaguchi…T,…Kawabe…K,…Okabe…Y,…Hanada…K,…Hayashi…T,…Ohtsuka…
T,…Oana…S,…Kawakami…H,…Igarashi…Y,…Matsumoto…K,…Tamada…K,…Ryozawa…S,…Kawashima…H,…Okamoto…Y,…Maetani…I,…
Inoue…H,…Itoi…T.…Diagnostic…and…therapeutic…single-operator…cholangiopancreatoscopy…in…biliopancreatic…diseases:…
Prospective…multicenter…study…in…Japan.…World…J…Gastroenterol.…2016;…7:…22（5）:1891-901.

⑥ Isayama…H,…Nakai…Y,…Rerknimitr…R,…Khor…C,…Lau…J,…Wang…HP,…Seo…DW,…Ratanachu-Ek…T,…Lakhtakia…S,…Ang…TL,…
Ryozawa…S,…Hayashi…T,…Kawakami…H,…Yamamoto…N,… Iwashita…T,… Itokawa…F,…Kuwatani…M,…Kitano…M,…Hanada…K,…
Ponnudurai…R,…Moon…JH,…Itoi…T,…Yasuda…I,…Irisawa…A,…Maetani…I.　The…Asian…consensus…statements…on…endoscopic…
management…of…walled-off…necrosis…Part1:…Epidemiology,…diagnosis…and…treatment.…J…Gastroenterol…Hepatol.…2016;…
31（9）:1546-54.

⑦良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，佐藤洋子，谷坂優樹，原田舞子 .…ERCP の基本テクニック…胆道 .…2016;…30（2）:…
189-197,…2016.

⑧良沢昭銘，岩野博俊，谷坂優樹，小畑力，原田舞子，大宮久美子 .…術後再建腸管におけるバルーン内視鏡による
胆膵疾患の診断と治療 .……Gastroenterological…Endoscopy.…2016;…58（9）:…1395-1403.

⑨谷坂優樹，岩野博俊，田場久美子，佐藤洋子，原田舞子，勝倉暢洋，岡田克也，宮澤光男，山口浩，須藤晃佑，新井晋，
真下由美，良沢昭銘．2 度にわたる超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）で術前診断が可能であった男性発生
小型 Solid-pseudopapillary…neoplasm…（SPN）の 1 例．膵臓…2016;31:101-108.

⑩谷坂優樹，岩野博俊，田場久美子，佐藤洋子，原田舞子，勝倉暢洋，合川公康，宮澤光男，山口　浩，良沢昭銘．
造影超音波内視鏡検査が術前診断に有用であった胆管内乳頭状腫瘍の 1 例．日消誌…2016;…113（7）:1236-1243.

【総数：論文…37 件，学会発表…21 件，講演…44…件】
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6-2．獲得研究費：…
①平成 28 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
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成された．次年度も教育，研究，診療のいずれにおいても目
標達成に努めたい．



臨床医学部門（日高キャンパス）

636

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：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：
　　　　　　　　　　　　　　　　　心臓核医学：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
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
加藤律史（KATO,…Ritsushi）教授：不整脈科診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：
　　　　　　　　　　　　……カテーテルアブレーション：博士
岩永史郎（IWANAGA,…Shiro）教授：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
千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）兼担教授（RA 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
中島淑江（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）准教授：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，平成 28 年 9 月より内閣府出向
池田礼史（IKEDA,…Yoshifumi）…講師：循環器病学：不整脈：デバイス治療：博士
丹野　巡（TANNO,…Jun）講師：研修医長：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
後藤貢士（GOTO,…Koji）助教：循環器病学：不整脈：デバイス治療：博士
吉本晴美（OGAWA,…Harumi）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士　
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：カテーテルアブレーション：博士，留学中
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，留学中
丸山隆元（MARUYAMA,…Ryugen）…兼担助教（救命救急科）：循環器病学
田中沙綾香（TANAKA,…Sayaka）助教：循環器病学
浅野　奏（ASANO,…So）助教：病棟医長：循環器病学
坂下　徳（SAKASHITA,…Toku）…助教：循環器病学
筋野容守（SUJINO,…Yasumori）…助教：循環器病学
深澤佑介（FUKASAWA,…Yusuke）助教：循環器病学
山田良太（YAMADA,…Yoshihiro）…助教：循環器病学
神田さやか（KANDA,…Sayaka）…助教：循環器病学
豊崎雄一（TOYOSAKI,…Yuichi）…助教：循環器病学
大山馨子（OYAMA,…Kyoko）助教：循環器病学
小國哲也（OGUNI,…Tetsuya）助教：循環器病学
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：博士
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
客員教授：

河本修身（KOHMOTO,…Osami）：循環器病学：心不全：博士
清水　渉（SHIMIZU,…Wataru）：循環器病学：不整脈：博士
小宮山伸之（KOMIYAMA,…Nobuyuki）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
小泉智三（KOIZUMI,…Tomomi）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士

客員講師：
元山　猛（MOTOYAMA,…Takeshi）: 循環器病学：博士
森本義博（MORIMOTO,…Yoshihiro）：循環器病学：博士
宮本直政（MIYAMOTO,…Naomasa）：循環器病学：虚血性心疾患：博士
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山田裕一（YAMADA,…Yuichi）…: 循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
関　憲司（SEKI,…Kenji）: 循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
荻野達夫（OGINO,…Tatsuo）…: 環器病学：不整脈：博士
原　幹（HARA,…Motoki）：循環器病学：不整脈：博士

2．教育
2-1．目的・目標
　卒前教育：3 年生では循環器ユニット中の症候論や検査・治療の基本を，病態生理に基づいて講義している .…4
年生では臨床入門（臨床推論）を分担・担当している .…また，5 年生の Bed…side…learning（BSL）および Clinical…
Clerkship（CC）では，学生を医療チームの一員として，診断と治療に関して能動的な経験を行うことを目標としている．
BSL 循環器ユニットのプログラムでは，循環器系 3 診療科（心臓内科，心臓血管外科，小児心臓科）を 2 週間でローテー
トし，心臓血管外科と小児心臓科にそれぞれ 2 日間をかける．このユニットでは心臓内科の実習を中心とし，総括
も当科で行っている．6 年生への講義は，医師国家試験に合格することを目標として企画しているが，一部は初期臨
床研修で求められる事項も含んでいる．今後に予定されている医学教育改革に伴って，プログラムを変更する必要が
ある．
　卒後教育：初期研修医は主に緊急入院する救急患者の受持医となり，医療チームの一員として症例の診断・検査に
携わり，治療方針を立案できることを目標としている．…
　大学院教育：数名が在籍し，学位取得を目指し，研究を計画している .　社会人大学院生も入学しているが，臨床
研修と研究が両立できるように配慮している .
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育：3 年生は系統講義を前期 24 時間，6 年生は前期…14 時間，後期 8 時間を担当した．5 年生の BSL は，
学生自身のチェックリストによる自己評価，新入院患者のプレゼンテーション，教授回診時の聴診実習，終了時の諮
問などを通して学習させている．卒前教育は，教育主任の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 8:00 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）を補講としての行っている．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：大学院生として長谷川早紀先生が，「Effect…of…cardiovascular…risk…factors…and…time…of…hospital…
presentation…on…mortality…of…maintenance…hemodialysis…patients…presenting…with…acute…pulmonary…edema」というテー
マの論文で博士号を平成 29 年 3 月取得した .
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育：概ね目標を達成できた．系統的講義は基礎となる解剖学や生理学を理解した上で，循環器疾患の病態生
理を学べるように行えている．胸部診察は臨床医学入門の中で重要な部分を占めるため，OSCE への対応として指導
医が十分な内容の教育を行えるように，今後，指導医にさらに指導者としての研鑽を積ませる必要がある．心臓内科
での BSL 実習期間は 7 日間と少なくなり，循環器内科全般の知識を復習する時間的余裕がなかった．BSL では一般
内科の診断や治療に関する技能の習得は賄えているが，循環器領域の専門技能の取得にはさらなる努力を要する．5
年生後半から 6 年生初頭にかけての CC では，各タームで 4 名の学生を受け入れ，医療チームの一員として診療にあ
たらせ，卒後臨床研修と同等のレベルを目指した指導を行った．
　卒後教育：到達目標の大部分を達成できた．初期臨床研修においては，すべての到達目標を達成する必要があるた
め，他診療科と協力して教育を行った．

3．研究
3-1．目的，目標
　循環器診療から発見される臨床課題の中で，その解決により，診療の質向上に貢献できる臨床研究テーマを選んで
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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，埼玉医科大学薬理学と兼任する千本松准教授が中心となり，心不全モデルを用いた
研究を行っている．また，心臓血管外科と共同研究で，同意を得た手術症例の摘出組織から，iPS 細胞を誘導し，疾
患の病因を解明する研究を行っている .…重症心不全の先進医療である和温療法の研究も推進している．
　J-ACCESSIV，TA-4708，ONO-1162（ivabradine の第 3 相試験），冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる
積極的脂質低下療法または通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD）…慢性などの医師主導の全国的な治
験も継続している．
3-3．研究内容と達成度
　虚血グループは，中埜准教授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 . 丹野講師は「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．急性心不全例における陽圧換気法 ASV の効果を
検証する研究も継続している .…
3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれの研究の主テーマは，前年度から継続して研究してきたものである．徐々にではあるが，その成果を原著
論文としてまとめている．当診療科の特徴を活かし，地域関連施設も参加する広域臨床研究を準備している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　緊急を含めたすべての循環器疾患に 24 時間対応できるように，最先端の診療を行える医療チームが形成されつつ
ある．診療する体制の強化は行っているが，まだ，症例数の増加に対応できる十分なキャパシティではない．冠動脈
インターベンション，不整脈アブレーション，デバイス治療に加えて，器質的心疾患を対象とする低侵襲治療の導入
を継続している．画像診断は症例数の増加に満足することなく，診断制度の向上を目指した方策を検討している．心
臓移植が必要となり得る重症心不全症例の診断，内科的および外科的治療，術後管理を拡充し，他医療機関からのコ
ンサルテーションにも当たっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

村松俊裕：埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員，医療事故調査制度における院内事故調査の院外専門員，さ
いたま地方裁判所専門委員　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
　岩永史郎：Journal…of…Echocardiography,…Journal…of…Cardiology…Cases（編集委員）
　西村重敬：日本冠疾患学会誌（編集委員）
　松本万夫：臨床電気生理，Circulation…Up…date，APHRS…news（編集委員長），日本循環器専門医
　千本松孝明：日本臨床検査自動化学会誌，Vascular…Biology…Innovation…Conference（審査員）

Circulation…arrhythmia…and…electrophysiology（AHA の不整脈関連 journal），Journal…of…Arrhythmia（日本不整脈心
電学会の英文雑誌）の査読
加藤律史：Circulation…arrhythmia…and…electrophysiology（AHA の不整脈関連 journal），Journal…of…Arrhythmia（日
本不整脈心電学会の英文雑誌）の査読
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加えて，岩永史郎，加藤律史，西村重敬，松本万夫，村松俊裕は，American…Journal…of…Cardiology,…Circulation…
Journal,… Journal…of…Cardiology,… International…heart… Journal,… International… Journal…of…Cardiology,… Journal…of…
Ultrasonics…in…Medicine,…International…Journal…of…Molecular…Imaging,…Annals…of…Nuclear…Medicine,…日本核医学学会誌,…
Internal　Medicine（日本内科学会雑誌英語版），心電図（心電学会誌），心臓などの査読者を務めた

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当無し

6．業績
6-1．論文，学会発表

学術論文（原著）
① Matsushita…K,…Morello…F,…Zhang…Z,…Masuda…T,… Iwanaga…S,…Steffensen…KR,…Gustafsson…JA,…Pratt…RE,…Dzau…VJ：

Nuclear…hormone…receptor…LXRα…inhibits…adipocyte…differentiation…of…mesenchymal…stem…cells…with…Wnt/beta-
catenin…signaling.…Lab…Invest.…96（2）:230-8.…2016…Feb

② Tamura…Y,…Sano…M,…Nakamura…H,…Ito…K,…Sato…Y,…Shinmura…K,…Ieda…M,…Fujita…J,…Kurosawa…H,…Ogawa…S,…Nakano…S,…
Matsuzaki…M,…Fukuda…K：Neural…crest-derived…resident…cardiac…cells…contribute…to…the…restoration…of…adrenergic…
function…of…transplanted…heart…in…rodent.…Cardiovasc…Res…109（3）:350-7.…2016…Mar

③ Tei…C,… Imamura…T,…Kinugawa…K,… Inoue…T,…Masuyama…T,… Inoue…H,…Noike…H,…Muramatsu…T,…Takeishi…Y,…Saku…K,…
Harada…K,…Daida…H,…Kobayashi…Y,…Hagiwara…N,…Nagayama…M,…Momomura…S,…Yonezawa…K,…Ito…H,…Gojo…S,…Akaishi…M,…
Miyata…M,…Ohishi…M;…WAON-CHF…Study…Investigators：Waon…Therapy…for…Managing…Chronic…Heart…Failure　-…
Results…From…a…Multicenter…Prospective…Randomized…WAON-CHF…Study.…Circ…J.…80（4）:827-34.…2016…Mar

④ Yu…K,…Yamashita…T,…Shingyochi…S,…Matsumoto…K,…Ohta…M：Radiofrequency…ablation…with…a…vibrating…catheter:…A…
new…method…for…electrode…cooling.…Med…Eng…Phys.…38（5）:458-67.…2016…May

⑤ Nakano…S,…Takahashi…M,…Kimura…F,…Senoo…T,…Saeki…T,…Ueda…S,…Tanno…J,…Senbonmatsu…T,…Kasai…T,…Nishimura…S：
Cardiac…magnetic…resonance… imaging-based…myocardial…strain…study…for…evaluation…of…cardiotoxicity… in…breast…
cancer…patients…treated…with…trastuzumab:…A…pilot…study…to…evaluate…the…feasibility…of…the…method.…Cardiol…J.…23

（3）:270-80.…2016…May
⑥ Tanno…J,…Gatate…Y,…Kasai…T,…Nakano…S,…Senbonmatsu…T,…Sato…O,…Ichioka…S,…Kuro-O…M,…Nishimura…S：A…Novel…Index…

Using…Ankle…Hemodynamic…Parameter…to…Assess…the…Severity…of…Peripheral…Arterial…Disease:…A…Pilot…Study.…PLoS…
One.…2016…Oct…19;11（10）:e0164756.…2016…Oct

⑦ 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.…5（7）:72-81.…2016…Nov

⑧ Okano…N,…Niitsu…M,…Tanaka…J,…Sasaki…T,…Takahashi…K,…Araki…N,…Yamamoto…T,…Nakano…S,…Nishimura…S,…Senbonmatsu…
T,…Matsunari…I：Comparison…of…Dopamine…Transporter…SPECT…and…123I-MIBG…Myocardial…Scintigraphy…to…Assess…
Clinical…Severity…in…Patients…With…Parkinson…Disease.…Clin…Nucl…Med.…42（1）:7-14.…2017…Jan

⑨ Seki…K,…Mizuno…Y,…Sakashita…T,…Nakano…S,…Tanno…T,…Okazaki…Y,…Muramatsu…M,…Nishimura…S,…Senbonmatsu…T：
Demeanor…of…rivaroxaban…in…activated/inactivated…FXa.…J…Pharmacol…Sci.…133（3）:156-161.…2017…Mar

⑩ Hasegawa…S,…Nakano…S,…Tanno…J,… Iwanaga…S,…Kato…R,…Muramatsu…T,…Watanabe…Y,…Okada…H,…Senbonmatsu…T,…
Nakamoto…H,…Nishimura…N：Effect…of…cardiovascular…risk…factors…and…time…of…hospital…presentation…on…mortality…of…
maintenance…hemodialysis…patients…presenting…with…acute…pulmonary…edema.…Renal…Replacement…Therapy.…[Epub…
ahead…of…print]…2016

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（B）研究代表　高分化能 TET1 ヒト iPS 細胞を用いた高効率心房筋

分別法の確立　平成 26-29
関　要：学内グラント…H28.9 受賞

6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案
　該当無し
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　日本超音波医学会関東甲信越地方会第 28 回学術集会会長（岩永史郎）
　埼玉不整脈ペーシング研究会主宰（松本万夫）
　埼玉北西部心不全治療フォーラム主宰（村松俊裕）
　埼玉 Interventional…Cardiology 研究会主宰（村松俊裕）
　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 2 回開催した

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいてもほぼ目標は達成できた．卒前教育では，3 年生への循環器ユニットの講義の
主たる部分，4 年生の臨床入門，5 年生の BSL，6 年生の総まとめ講義を，医学部学生の目標である医師国家試験合
格に加えて，医師となった後に必要な病態生理の理解を目標として行い達成できた．広範囲にわたる循環器病学のす
べてを 6 年生に理解させることは困難であるため，重要な点に絞りこんで講義を行った．CC ではで初期臨床研修と
リンクした臨床実習を行った．
　卒後教育において，初期臨床研修で当科の研修期間は 1-2 か月にすぎないため，緊急症例をできるだけ多く診療で
きるように配慮した．初期臨床研修医および後期臨床研修医には，自身が経験した症例を，可能な限り学術集会で，
少なくともカンファレンスでプレゼンテーションさせた．後期臨床研修医には，循環器専門医試験資格に合格できる
ように，専門的な教育を行った．
　研究では，虚血性心疾患の病態，不整脈の治療，心不全治療に関する臨床研究を継続している．症例報告も英文あ
るいは邦文で，学術集会や学術誌に報告した．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．3）呼吸器内科

1．構成員
各務　博（KAGAMU,…Hiroshi）: 教授：運営責任者，研究主任：診療部長：指導教員（大学院）：腫瘍免疫：博士
小林国彦（KOBAYASHI,…Kunihiko）：教授：診療副部長：代表指導教員（大学院）：肺癌：博士
村山芳武（MURAYAMA,…Yoshitake）：准教授：教育主任：代表指導教員（大学院）：肺癌：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：肺癌
塩野文子（SHIONO,…Ayako）：助教：研究員：肺癌
内田貴裕（UCHIDA,…Takahiro）：助教：研究員：呼吸器内科
三浦　雄（MIURA,…Yu）：助教：研究員：呼吸器内科
橋本康佑（HASHIMOTO,…Kousuke）：助教：研究員：呼吸器内科
西原冬実（NISHIHARA,…Fuyumi）：非常勤一類：研究員：肺癌
宇津木春枝（UTSUGI,…Harue）：非常勤一類：研究員：肺癌
前野有理（MAENO,…Yuri）：非常勤二類：研究員：肺癌：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育では，医学生が呼吸器悪性疾患全般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，結果として国家試験レベルの知識までは確実に習得でき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（担当者）
　卒前教育では，担当講義ごとにポイントをわかりやすく説明することに力点を置いた．最低限必要な知識について
は繰り返し説明し，学生たちの習得を促した．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．また，肺癌治療の最新の知識についてもわかり
やすく説明し，学習意欲を喚起させた．クリニカル・クラークシップにおいては，担当症例について実際の臨床に即
した教育を行うとともに，ディスカッションにも積極的に参加させるように促した．試験問題作成については，最近
の国家試験の傾向を考慮しつつ，適切な問題作成を心がけた．
　卒後教育において，初期研修医に対しては，スムーズに臨床研修に入れるようにマンツーマンで指導するとともに，
カンファにおけるプレゼンテーションについても細かく指導した．また，ある程度基礎的臨床技能を習得している者
に対しては，呼吸器疾患に特化した気管支内視鏡などの技術についても指導した．また，胸部画像診断については，
一定以上の水準に到達できるよう特に指導した．
2-3．達成度
　卒前教育の講義では，学生が無理なく最低限の知識を習得させることができた．BSL では，主な呼吸器疾患につい
て，画像診断を基にして体系的に理解させることができた．クリニカル・クラークシップでは，診断から治療への流
れを実際の症例を通して体験させることができた．3 年生のユニット試験では学生の知識習得をはかるために適切な
問題を出題することができた．6 年生の実力試験・卒業試験の問題については，過度な難問を避け，学生の知識が一
定水準に達しているかどうかをみるために適切な問題を出題した．
　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るが，各 3 時間の中に濃密な内容を織り込み，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最低限必要な知識を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身近で体感することができたと認識している．
次年度は，カンファでのプレゼンテーションスキル向上も含めて，さらなるステップアップをはかりたい．講義は，
肺癌を中心に十分な理解が得られたと考えている．次年度は，最近の国家試験の傾向を認識した上で，必要十分な内
容の講義を行いたい．
　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，最低限必要な事項を習得させることができたと考
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える．次年度は，研修医の個性に合わせてより深く理解させるような教育を行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　本診療科における研究の目的は，胸部悪性腫瘍に対する新規診断法，治療を開発することによって，胸部悪性腫瘍
患者治療の進歩に寄与することにある．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．瘍免疫グループ
　1）…PD-1・PD-L1…blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究
　2）…EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
　3）…放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　4）…PD-1・PD-L1…blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
2．癌細胞における G-protein の役割研究
3．尿中メガリンによるシスプラチン腎症発症予測研究
4．QoL…study（ライデン大学との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
1．腫瘍免疫グループ
　1）…PD-1・PD-L1…blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究

　末梢血単核球を用いた T 細胞サブセット解析により，抗 PD-1,…PD-L1 治療の効果を予測するバイオマーカー探索
を行っている．感度，特異度ともに 90% を超えるバイオマーカーを見出し，2017 年 2 月にバイオマーカー研究
結果を特許申請した．2017 年 6 月には American…Association…of…Clinical…Oncology 総会において研究成果の発表を
行った．

　2）…EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
　EGFR 遺伝子変異陽性肺癌に対しては抗 PD-1 治療が奏効しにくいことが報告されている．これは，EGFR シグナ
ル以下の MAPK,…PI3K シグナルが免疫抑制に働いていることを示唆している．EGFR-TKI 治療は，EGFR 遺伝子変異
陽性肺癌にアポトーシスを導くが，血球系細胞にはほとんど影響しない．したがって，EGFR シグナル阻害を行う
ことにより潜在的な免疫抑制システムを制御しながら腫瘍抗原をシェディングさせることで抗腫瘍免疫現象を拡大
できる可能性が高い．これを明らかにする目的で，EGFR-TKI 治療前後の肺癌患者末梢血を採取しフローサイトメ
トリー解析を加えることで，T 細胞免疫に与える影響を明らかにするものである．新潟大学，国立がんセンター中
央研究所との共同研究として行っており，現在サンプル採取を終了したところである．年内に分析を終了し，来年
の学会，論文発表を予定している．

　3）…放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　放射線治療は腫瘍細胞そのものにはアポトーシスを誘導するとともに，HMBG-1 に代表される damage-
associated…molecule…pattern…（DAMPs）を発現させることが知られている．この効果により局所に存在する樹状細
胞は腫瘍抗原を大量に取り込むと共に DAMPs により活性化されエフェクター T 細胞のプライミングを進めると予
想される．本研究では，放射線治療後に抗 PD-1 抗体治療を行うことで高い抗腫瘍効果が得られたという臨床試験
の結果を踏まえ，そのメカニズムを明らかにするとともに，抗腫瘍免疫メカニズムを最適化する放射線免疫治療の
確立を目指すものである．2017 年 8 月の IRB において本研究の承認を目指している．

　4）…PD-1・PD-L1…blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
　抗PD-1治療により4-5%に肺障害（ILD）を生じる事が報告されている．この肺障害は，抗腫瘍効果と連動しており，
部分奏効（PR）を得た患者では高率に ILD を生じる．これは，抗腫瘍免疫現象と ILD メカニズムが多くの部分で
共通項を有するためであると考えられる．本研究では，臨床における気管支鏡下顕微鏡（セルビジオ TM）を用い
た ILD メカニズムに関与する細胞メカニズムの解明と末梢血リンパ球検体，気管支肺胞洗浄液を用いた T 細胞免
疫解析，さらに，気管支肺胞洗浄液中マイクロバイオーム解析により，肺障害メカニズムを解明することを目的と
している．

　セルビジオ観察研究はすでに開始しており，末梢血リンパ球解析も進めている．マイクロバイオームについては埼
玉医科大学微生物学講座前田卓哉先生との共同研究で解析の準備を進めている．
2．癌細胞における G-protein の役割研究
　小細胞肺癌細胞の浸潤・転移に gastrin-releasing…peptide（GRP）が重要な役割を果たしていることが知られている．
GRP は細胞表面の GRP 受容体に結合し，三量体 G-protein を介して下流にシグナルを伝えている．三量体 G-protein
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の中でも，G12 や G13 が浸潤・転移に重要な役割を演じていると考えられているが，そのメカニズムについては明
らかではない．そのメカニズムを明らかにするとともに，それらのシグナルを特異的に阻害することにより，癌細胞
の浸潤・転移を抑制することも視野に入れて研究を行っている．
3．尿中メガリンによるシスプラチン腎症発症予測研究
　シスプラチンの用量規定毒性は尿細管障害である．新潟大学機能分子医学講座斎藤亮彦先生との共同研究で，シス
プラチン腎症発症に於いて尿細管細胞に発現する endocytosis 分子であるメガリンが大きな役割を果たすことを明ら
かにしてきた．臨床検体において治療前の尿中メガリンがシスプラチン事象予測に有用であることを発見し，現在論
文発表の準備を進めている．
4．肺癌患者における QoL…study
　ライデン大学と共同で肺癌患者における QoL 解析の臨床研究を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
　肺癌治療を変革しつつある抗 PD-1 治療は，進行期肺癌患者においても 5 年生存を得る可能性を示している．しか
し，最適な患者選択，治療選択のアルゴリズムは不明である．
　2015 年着任以来，この抗 PD-1 抗体治療の効果を予測するバイオマーカーを T 細胞免疫解析の面から進めてきた．
この結果，末梢血という最小限の侵襲的検査により 90% 以上の感度，特異度で効果予測することが可能であること
を見出した．この成果はすでに特許出願済みである．予測した以上のスピードで解析が進み，大きな成果が得られて
いる．
　次年度は，このバイオマーカーを前向きに証明する臨床研究を行うことが決定している．さらに，肺癌以外の癌腫
における同バイオマーカーの意義，stageI-III といった比較的早期肺癌における免疫状態の評価を行うことで，他癌
腫治療，早期肺癌治療における本バイオマーカーの役割をさらに明らかにする予定である．
　これに関連する EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究，放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究，
PD-1・PD-L1…blockade 治療による肺障害メカニズムの解明も順次進めている．
　三量体 G-protein の G12 と G13，それぞれの細胞内シグナルを特異的に阻害するペプチドを開発中である．
　尿中メガリンによるシスプラチン腎症発症予測研究は最終解析を終えており，新潟大学を中心とした AMED とし
ての研究を遂行する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　肺癌を中心とした胸部悪性腫瘍患者の臨床として主に薬物療法を担当している．進行期肺癌治療は近年大きな変革
を遂げている．細胞傷害性抗がん剤では得ることができなかった “高い QoL を維持した長期生存期間延長” という大
きな目標が着実に達成されつつある．これは Driver…mutation を有した肺癌に対する EGFR-TKI,…ALK-TKI 治療の進歩
と抗 PD-1 抗体であるニボルマブ治療によるところが大きい．
当科では，EGFR-TKI,…ALK-TKI 治療を進歩させるための臨床試験，抗 PD-1 抗体治療の進歩に寄与するための治験な
どを積極的に行っている．
　特に，抗 PD-1 抗体治療の効果を予測するバイオマーカー研究において大きな成果をあげることができた．
　今後とも，胸部悪性腫瘍治療の発展に寄与するため，積極的に臨床研究，臨床試験を遂行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
　該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　①各務博：Respiratory…Investigation（日本呼吸器学会英文誌）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
　該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
①…Miura…S,…Maemondo…M,…Iwashima…A,Kagamu…H,…et…al.…A…phase…II…study…of…carboplatin…plus…weekly…paclitaxel…with…

bevacizumab…for…elderly…patients…with…non-squamous…non-small-cell…lung…cancer…（NEJ016）.…Invest…New…Drugs.…
2017;35（2）:227-234.
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② Hori…Y,…Aoki…N,…Kuwahara…S,…Kagamu…H,…et…al.…Megalin…Blockade…with…Cilastatin…Suppresses…Drug-Induced…
Nephrotoxicity.…J…Am…Soc…Nephrol.…2017.

③ Usui…K,…Sugawara…S,…Nishitsuji…M,…Kobayashi…K,…et…al.…A…phase… II… study…of…bevacizumab…with…carboplatin-
pemetrexed…in…non-squamous…non-small…cell… lung…carcinoma…patients…with…malignant…pleural…effusions:…North…
East…Japan…Study…Group…Trial…NEJ013A.…Lung…Cancer.…2016;99:131-136.

④ Takayama…K,…Katakami…N,…Yokoyama…T,…Kagamu…H,…et…al.…Anamorelin…（ONO-7643）…in…Japanese…patients…with…
non-small…cell…lung…cancer…and…cachexia:…results…of…a…randomized…phase…2…trial.…Supportive…care…in…cancer…:…official…
journal…of…the…Multinational…Association…of…Supportive…Care…in…Cancer.…2016;24（8）:3495-3505.

⑤ Nakamura…Y,…Kagamu…H,…Matsuya…T,…Teramoto…Y,… Induction…of…Immune…Reaction…in…Benign…Melanocytic…Neve…
Without…Halo…During…Nivolumab…Therapy…in…a…Patient…With…Melanoma,…JAMA…dermatology;…2017:…153,…8

学会発表
⑥ 2016 年日本内科学会総会，
　シスプラチン腎症発症予測マーカーとしての尿中メガリン
　近藤利恵 1…，各務博 2，渡部聡 1，阿部徹哉 1，細島康宏 3…，忰田亮平 3…，小屋俊之 1…，菊地利明 1，成田一衛

4，斎藤亮彦 5
1. 新潟大学大学院医歯学総合研究科　呼吸器・感染症内科　
2. 埼玉医科大学国際医療センター　…呼吸器内科
3. 新潟大学大学院医歯学総合研究科　病態栄養学講座　
4. 同　腎・膠原病内科　5. 同　機能分子医学講座

⑦ 2016 年日本癌学会総会，
DDX3X…dependent…VEGFR…expression…in…lung…cancer…cells…harboring…EGFR…mutation…resulted…in…EGFR-TKI…resistance
Aya…Ohtsubo¹,…Hiroshi…Kagamu²,…Satoshi…Shoji³,…Miho…Takahashi¹,Kousuke…Ichikawa¹,…Satoshi…Watanabe¹,…Tetsuya…
Abe¹…and…Toshiaki…Kikuchi1
1.Department…of…Respiratory…Medicine…and…Infectious…Diseases,…Niigata…University…Graduate…School…of…Medical…

and…Dental…Sciences,…Japan
2.Department…of…Respiratory…Medicine,…Saitama…Medical…University…International…Medical…Center,…Japan
3.Department…of…Respiratory…Medicine,…Niigata…Cancer…Center…Hospital,…Japan

⑧ 2016 年日本肺癌学会総会，当院における再発小細胞肺癌症例に対するカルボプラチン＋パクリタキセルの有効
性についての検討，毛利篤人，塩野文子，山口央，小林国彦，各務博

⑨ 2016 年日本肺癌学会総会，第 1 世代 EGFR-TKI 使用後のアファチニブ療法，塩野文子，山口央，毛利篤人，小
林国彦，各務博

⑩ 2016 年日本肺癌学会総会，ニボルマブによる薬剤性肺障害の 3 例，山口央，塩野文子，毛利篤人，小林国彦，
各務博

【総数：論文…8…件，学会発表…5…件，講演…7…件】
6-2．獲得研究費

①日高プロジェクト　研究課題名：免疫チェックポイント阻害薬の効果・irAEを予測する免疫学的バイオマーカー
　研究代表者　山口央

②日高プロジェクト　研究課題名：共焦点レーザー内視鏡を用いた肺癌及び肺組織顕微画像の観察と検討，研究代
表者　塩野文子

③科学研究費補助金　基盤（B）研究課題名：新規免疫学的バイオマーカーを用いた画期的免疫チェックポイント
阻害治療の開発，研究代表者　各務博

④科学研究費補助金　基盤（C）研究課題名：抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応抗原の解明，
研究代表者　山口央

⑤科学研究費補助金　基盤（C）研究課題名：小細胞肺癌患者を抗 PD-1 抗体奏効型に誘導する抗がん剤の検討，
研究代表者　西原冬実

⑥科学研究費補助金　若手（B）研究課題名：Nivolumab 治療における投与間隔拡大 algorithm 開発試験，研究代
表者　毛利篤人

⑦科学研究費補助金　基盤（C）研究課題名：新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生物叢の解析 -NTM
感染症の病態解明，研究分担者　各務博

⑧ AMED…研究課題名：メガリンを標的とした腎機能温存・再生療法の開発，研究分担者　各務博
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6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案
　発明の名称：PD-1 免疫チェックポイント阻害薬の臨床効果を予測する免疫学的バイオマーカー，発明者：各務博，
特願 2017-20685
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　① 2016 年 11 月 26 日，第一回がん免疫道場，大宮

7．自己点検・評価
　腫瘍免疫を中心としたユニークな視点から新たな研究テーマを開発し多くの競争的研究資金を獲得することができ
た．さらに，この研究成果は，特許，論文発表，学会発表という形にすることができている．
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3．4）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
栗原　進（KURIHARA,…Susumu）：准教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：大学院教員（大学院）：糖
　　　　　　　　　　　　　　……………尿病：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　当院で行われている特に周術期の血糖管理法，抗がん剤治療時の血糖管理を習得する．
2-2．教育内容（担当者）

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
　＊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
　＊新しいインスリン混合製剤ライゾデクの糖尿病患者に対する有用性の検討
　＊肥満 2 型糖尿病に対する心理面での介入
　＊免疫チェックポイント阻害薬の副作用発現に対する検討
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，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，ライゾデク，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．
新しいインスリン混合製剤ライゾデクの糖尿病患者に対する有用性の検討は糖尿病学会で発表予定である．

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．
　週 6 回の外来に拡充し更にコンサルト件数が増加した．糖尿病専門チームが立ち上がり，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た．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，適正使用を更に推進していく．糖尿病リンクナースが各部署に配置し院内
の糖尿病チーム医療を発展させていく．
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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
　プラクティスのアドバイザー査読委員．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　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 59 回（平成 28 年 5 月 19 ～ 21 日，京都）
①ドラッグナイーブな 2 型糖尿病患者に対するダパグリフロジンの有効性の検討～食事負荷試験によるメトホル

ミンとの比較検討～」
　伊藤大輔 1，犬飼浩一 2，井上和之，金子貴美江 3，濱口計子 3，石川洋子 4，野口雄一，栗原　進，一色政志，

井上郁夫，片山茂裕，島田　朗，野田光彦
1 小川赤十字病院内科，2 東大和病院糖尿病・内分泌内科，
3 小川赤十字病院看護部，4 小川赤十字病院栄養部

② 2 型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンの糖尿病腎症及び血圧に及ぼす効果の検討
　井熊絵美，伊藤大輔 1，井上和之，齊藤太吾，波多野雅子，犬飼浩一 2，柳澤守文 3，野口雄一，栗原　進，一色政志，

井上郁夫，片山茂裕，島田　朗，野田光彦
1 小川赤十字病院内科，2 東大和病院糖尿病・内分泌内科，3 三幸会さつき内科クリニック

③チアマゾールによるインスリン自己免疫症候群が疑われた症例
　矢野裕也，井上和之，井内卓次郎，飯田慎一郎，安田重光，栗原…進，島田…朗，野田光彦
④ DPP-4 阻害薬 / 少量 SU 薬併用および SU 薬増量の膵 β 細胞機能に及ぼす影響：3S（Saitama…Sitagliptin…Study）

無作為化比較試験
小野…啓，栗原…進，松田昌文 1，加計正文 2，豊島秀男 2，犬飼敏彦 3，麻生好正 4，粟田卓也 5，片山茂裕 6，
3S 研究グループ 7

　1 埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科，
　2 自治医科大学さいたま医療センター総合診療科・内分泌代謝科，
　3 獨協医科大学越谷病院糖尿病内分泌・血液内科，4 獨協医科大学内分泌代謝内科，
　5 国際医療福祉大学病院糖尿病内分泌代謝科，6 埼玉医科大学かわごえクリニック，
　7 埼玉インクレチン研究会
⑤アナグリプチンによるスタチン様作用

井上郁夫，後藤誠一 1，篠田雄一 2，栗原…進，島田…朗，野田光彦 1 明海大学内科，2 筑波大学附属病院，取手
北相馬保健医療センター医師会病院（リハビリテーション科）

⑥肥満 2 型糖尿病におけるイプラグリフロジンの長期投与の有用性…（イプラグリフロジンは肥満 2 型糖尿病患者の
食行動を改善させる）
栗原　進，波田祐生子 1，井上郁夫，斎藤寅武 1，片山茂裕 2，島田　朗，野田光彦

　1 埼玉医科大学病院栄養部，2 埼玉医科大学かわごえクリニック
日本内分泌学会

第 89 回（平成 28 年 4 月 21 日～ 23 日，京都）
⑦当院で経験した乳癌，腎細胞癌に対するエベロリムス使用による糖代謝異常についての検討

安田重光，井内卓次郎，井上和之，矢野裕也，中島理津子，酒井豪太，水谷　元，里村　敦，齊藤太吾，波多野
雅子，飯田慎一郎，栗原…進，一色政志，井上郁夫，野田光彦，島田　朗，片山茂裕 1
1 かわごえクリニック

日本肥満学会
第 37 回（平成 28 年 10 月 7 日～ 8 日，東京）
⑧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の有用性の検討
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　栗原　進 1，波田祐生子 2，井上郁夫，片山茂裕 3，野田光彦，島田　朗
　1 埼玉医科大学国際医療センター内分泌・糖尿病内科，2 埼玉医科大学栄養部，3 埼玉医科大学かわごえクリニッ

ク
日本先進糖尿病治療研究会

第 16 回（平成 28 年 11 月 26 日，横浜）
⑨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）
　保川信行 1，粟田卓也 1，小林哲郎 2，及川洋一 3，丹羽正孝 4，風間要一郎 5，栗原　進，
　波多野雅子，松田昌文 6，島田　朗
　1 国際医療福祉大学病院糖尿病内分泌代謝科，2 冲中記念成人病研究所，
　3 済生会中央病院内科，4 飯田橋メディカルクリニック，5 風間内科医院，
　6 埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科

日本小児・思春期糖尿病研究会
第 22 回（平成 28 年 7 月 10 日，大阪）
⑩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 1，波田祐生子 2，木内恵子 3，五十嵐友里 4，堀川直史 5，野田光彦，島田　朗
　1 埼玉医科大学国際医療センター内分泌糖尿病内科，2 埼玉医科大学病院栄養部，
　3 埼玉医科大学病院看護部，4 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック，
　5 埼玉医科大学かわごえクリニックメンタルクリニック

【総数：論文…0…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
　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
高橋直樹（TAKAHASHI,…Naoki）：准教授：副診療部長，外来医長，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，悪性リンパ腫：博士
前田智也（MAEDA,…Tomoya）：講師：専門医員，病棟医長，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
川井信孝（KAWAI,…Nobutaka）：（兼担）教授：大学院教員（大学院）：医療安全管理学，臨床血液学，造血幹細胞移植：
　　　　　　　　　　　　　　博士
石田　明（ISHIDA,…Akaru）:（兼担）（輸血・細胞移植科）教授：専門医員：臨床血液学，輸血学，細胞治療：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
脇本直樹（WAKIMOTO,…Naoki）：（兼担）准教授：専門医員：臨床血液学：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）．松田，前田，岡村，川井，麻生は
5 年生 OSC Ｅ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．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
でベストティーチャー賞に，麻生はベストエフォート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
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
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実績登録システムの登録ポイントも，前年度の 1106.95 から 1119.36 と確実に伸びている．
2-4．自己評価と次年度計画
　平成 28 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．2017 年の IJH 誌への掲載も
確定している．本邦の診療のガイドラインである参照ガイドの作成に寄与し，特に診断基準の作成を行った．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も継続されてい
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，本邦の診療
のガイドラインである参照ガイドの作成に寄与した．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 : 今年度より，JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）
のリンパ腫グループにオブザーバー参加している．今後正式に参加施設となれば ,…多施設共同臨床研究を積極
的に進めたいと考える．高橋，郡が中心となり「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」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
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．その成果は米国血液学会で発表され，2017 年の論文の掲載が確定している．本邦の診療のガ
イドラインである参照ガイドの作成に寄与し，特に診断基準の作成を行った．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
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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，本邦の診療のガイドラインである参照ガイドの作成に寄与した．2017 年に米国血
液学会にて研究成果を発表予定である．松田は，26 年度から開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員と 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．
　今年度より，JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）のリンパ腫グループにオブザーバー参加している．今後正式に
参加施設となれば ,…多施設共同臨床研究を積極的に進めたいと考える．
　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 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，埼玉県医療対策協議会委員，
　… 　　文部科学省私立医科大学改革総合支援事業委員
　松田　晃：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員
　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
　Annals…of…Oncology 査読委員；麻生範雄
　International…Journal…of…Hematology 査読委員；麻生範雄
　OncoTarget 査読委員；麻生範雄
　Japan…Journal…of…Transfusion…Medicine 査読委員；石田明
　臨床血液　査読委員；松田　晃，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
　公益社団法人医療系大学間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
　公益財団法人医学教育振興財団運営委員：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
　一般社団法人さいしんコラボ産学官理事：別所正美
　一般社団法人全国医学部長病院長会議顧問：別所正美
　医療系大学倫理委員会連絡協議会理事：別所正美
　彩の国大学コンソ－シアム会長：別所正美
　埼玉県立大学研究評価委員：別所正美
　学校法人女子栄養大学評議員：別所正美
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　日本輸血・細胞治療学会　認定医制度審議会委員：石田明
　日本輸血・細胞治療学会　認定医資格審査委員長：石田明
　日本輸血・細胞治療学会　血小板委員会小委員：石田明
　日本輸血・細胞治療学会　顆粒球輸血小委員会委員：石田明
　日本血液学会評議員：別所正美，松田　晃，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
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
日本血液学会…2016（平成 28）年度　血液専門医試験問題作成委員（血液形態学・検査）：前田智也
課外学習プログラム…学生受け入れ　保健医療学部健康医療科学科 2 年 3 名…（2016 年度）：前田智也

　東京骨髄病理研究会コメンテーター：松田晃，前田智也
　SRL 第三者評価委員会：麻生範雄

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Kobayashi…S,…Ueda…Y,…Nannya…Y,…Shibayama…H,…Tamura…H,…Ogata…K,…Akatsuka…Y,…Usuki…K,…Ito…Y,…Okada…M,…Suzuki…
T,…Hata…T,…Matsuda…A,…Tohyama…K,…Kakumoto…K,…Koga…D,…Mitani…K,…Naoe…T,…Sugiyama…H,…Takaku…F.…Prognostic…
significance…of…Wilms…tumor…1…mRNA…expression…levels… in…peripheral…blood…and…bone…marrow…in…patients…with…
myelodysplastic…syndromes.…Cancer…Biomark…2016;17（1）:21-32.…doi:…10.3233/CBM-160612.

② Higuchi…Y,…Tokunaga…K,…Watanabe…Y,…Kawakita…T,…Harada…N,…Yamaguchi…S,…Nosaka…K,…Mitsuya…H,…Asou…N.…Lineage…
switch…with…t（6;11）（q27;q23）…from…T-cell…lymphoblastic…lymphoma…to…acute…monoblastic…leukemia…at…relapse.…
Cancer…Genet…2016…Jun;209（6）:267-71.…doi:…10.1016/j.cancergen.2016.05.070.

③ Yanada…M,…Kanda…J,…Ohtake…S,…Fukuda…T,…Sakamaki…H,…Miyamura…K,…Miyawaki…S,…Uchida…N,…Maeda…T,…Nagamura-
Inoue…T,…Asou…N,…Morishima…Y,…Atsuta…Y,…Miyazaki…Y,…Kimura…F,…Kobayashi…Y,…Takami…A,…Naoe…T,…Kanda…Y.…Unrelated…
bone…marrow…transplantation…or…immediate…umbilical…cord…blood…transplantation…for…patients…with…acute…myeloid…
leukemia…in…first…complete…remission.…Eur…J…Haematol…2016…Sep;97（3）:278-287.…doi:…10.1111/ejh.12723.

④ Iriyama…N,…Tokuhira…M,…Takaku…T,…Sato…E,… Ishikawa…M,…Nakazato…T,…Sugimoto…KJ,…Fujita…H,…Fujioka…I,…Hatta…Y,…
Kizaki…M,…Komatsu…N,…Asou…N,…Kawaguchi…T.… Incidences…and…outcomes…of… therapy-related…chronic…myeloid…
leukemia…in…the…era…of…tyrosine…kinase…inhibitors:…Surveillance…of…the…CML…Cooperative…Study…Group.…Leuk…Res.…
2017…Jan…5;54:55-58.…doi:…10.1016/j.leukres.2017.01.003.

⑤前田智也：第 21 回…ビダーザ Web カンファレンス『ビダーザの治療反応性を考える～自験例からの考察～』
（http://www3.stream.co.jp/web/live/nippon-shinyaku/）2016 年 5 月

⑥松田晃：骨髄異形成症候群（MDS）診断のポイント，第 78 回日本血液学会学術集会…2016 年 10 月 15 日　横
浜

⑦麻生範雄：AML の層別化治療，第 78 回日本血液学会学術集会，教育講演，2016 年 10 月 13 日，パシフィコ横浜，
横浜市

⑧高橋直樹，岡村大輔，石川真穂，郡美佳，前田智也，川井信孝，松田晃，麻生範雄，別所正美 .…Analysis…of…
tumors…case…that…are…hard…difficult…to…distinguish…from…a…malignant…lymphoma.…　第 78 回日本血液学会学術集会，
一般口演，2016 年 10 月 13 日，パシフィコ横浜，横浜市

⑨佐伯豪士，岡村大輔，石川真穂，前田智也，川井信孝，松田晃，麻生範雄 .…APL…harboring…the…PML-RARA…fusion…
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gene…detected…by…RT-PCR,…which…was…negative…by…FISH…analysis.…第 78 回日本血液学会学術集会，ポスター発表，
2016 年 10 月 14 日，…パシフィコ横浜，横浜市

⑩ Matsumoto…K,…Fujisawa…S,…Hagihara…M,…Honda…S,…Ohtake…S,…Miyawaki…S,…Sakura…T,…Dobashi…N,…Ohata…K,…Ozawa…Y,…
Ou…I,…Hirose…A,…Maeda…T,…Ito…Y,…Kiyoi…H,…Miyazaki…Y,…Ohnishi…K,…Naoe…T,…Ohno…R,…Nakajima…H：Outcome…of…Newly…
Diagnosed…Acute…Myeloid…Leukemia…with…Hyperleukocytosis:…Retrospective…analysis…of…Japan…Adult…Leukemia…
Study…Group…（JALSG）…AML201…study.…58rd…American…Society…of…Hematology…Annual…Meeting…and…Exposition,…
San…Diego,…CA,…USA,…2016

【総数：論文…4…件，学会発表…14…件，講演…5…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 AMED，臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備
に関する研究」研究代表者：堀部敬三，研究分担者：麻生範雄

③ AMED，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 28 年度第一回検鏡会 2016 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 28 年度第二回検鏡会 2016 年 1 月 26 日東京：松田晃

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 1106.95 から 1119.36 と確実に伸びて
いる．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
際多施設共同研究は多くの成果を公表している．2017 年度は，その成果を基礎として，国際セミナーが開催される．
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．28 年度は 3 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，
その研究成果はすでに英国血液学会誌に掲載された．さらに研究は継続され，2017 年に米国血液学会にて発表予定
である．
　白血病症例の多くは JALSG の治療プロトコールへ登録し，多施設共同研究による新規治療法の開発へ貢献してい
る．全国の200を超える JALSG施設の中で，臨床試験の施設登録，症例登録ともに有数の施設となっている．しかし，
近年では高齢者の増加に伴い，これらの臨床試験へ登録できない場合も少なくない．高齢者の白血病に対する治療の
開発は社会的にも大きな課題と考えられる．白血病症例の病態解析と最先端医療の提供により少しでもその予後の改
善に結びつく成果を出していきたい．
　悪性リンパ腫の治療研究については，今年度より，JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）のリンパ腫グループにオ
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ブザーバー参加している．今後正式に参加施設となれば ,…多施設共同臨床研究を積極的に進めたいと考える．引き続
き，悪性リンパ腫に対する新たな診断，治療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
加藤裕司（KATO,…Yuji）：准教授：病棟医長：脳卒中の診療：博士
佐々木貴浩（SASAKI,…Takahiro）：講師：外来医長：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
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）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）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調査会委員（高尾）　
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員：臨床神経学（高尾），Neuropathlogy（高尾），日本脳循環代謝学会（林），J…Stroke…Cerebrovasc…Dis（林）
査読委員：日本神経学会（棚橋），J…Stroke…Cerebrovasc…Dis（棚橋，加藤）．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業績
　群馬県警察本部　司法警察員講習講師（高尾）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Deguchi… I,…Tanahashi…N,…Takao…M.…Timing…of…treatment… initiation…with…oral…anticoagulants…for…acute… ischemic…
stroke…in…patients…with…nonvalvular…atrial…fibrillation.…Circ…J…81:…180-184,…2017.

② Deguchi…I,…Hayashi…T,…Neki…H,…Yamane…F,… Ishihara…S,…Tanahashi…N,…Takao…M.…Carotid…artery…stenting…for…acute…
ischemic…stroke…patients…after…intravenous…recombinant…tissue…plasminogen…activator…treatment.…Intern…Med…55:…
2869-2872,…2016.

③ Fukuoka…T,…Hayashi…T,…Ohira…M,…Kato…Y,…Deguchi…I,…Maruyama…H,…Abe…T,…Sano…H,…Mizuno…S,…Nagamine…Y,…Kurita…
H,…Takao…M,…Tanahashi…N.…Functional…outcomes…of…decompressive…craniectomy…in…patients…with…malignant…middle…
cerebral…artery… infarction…and…their…association…with…preoperative… thalamus…deformation:…An…analysis…of…12…
patients.…Intern…Med…55:…1991-5,…2016

④ Hayashi…T.…Do… the…Components… of…CHA2DS2-VAsc… Score…Affect… Stroke… Severity… and…Outcome?…Circ… J.…
2016;80:74-75

⑤ Kato…Y,…Nagoya…H,…Abe…T,…Hayashi…T,…Yasuda…M,…Uchino…A,…Tanahashi…N,…Takao…M.…Progressive…bilateral…vertebral…
artery…dissection…in…a…case…of…osteogenesis…imperfecta.…J…Stroke…Cerebrovasc…Dis…26:…e43-46,…2016.

⑥ Kato…Y,…Dodick…DW,…Schwedt…TJ.…Migraine…comorbidity…with…cardiac,…cardiovascular…and…cerebrovascular…disease.…
Neurol…Clin…Neurosci…4:…203-208,…2016.

⑦ Kato…Y,…Hayashi…T,…Mizuno…S,…Horiuchi…Y,…Ohira…M,…Tanahashi…N,…Takao…M.…Triptan-induced…reversible…cerebral…
vasoconstriction…syndrome:…Two…case…reports…with…a…literature…review.…Intern…Med…55:…3525-3528,…2016.

⑧ Sano…H,…Deguchi…I,…Fukuoka…T,…Hayashi…T,…Uchino…A,…Adachi…J,…Yasuda…M,…Takao…M,…Tanahashi…N.　Intractable…



657

神経内科・脳卒中内科

Neurosarcoidosis…effectively…treated…with…infliximab.…Intern…Med…55:…811-814,…2016.…
⑨ Takao…M,…Hirose…N,…Arai…Y,…Mihara…B,…Mimura…M.…Neuropathology…of…supercentenarians… -… four…autopsy…case…

studies.…Acta…Neuropathol…Commun…4:97,…2016.
⑩Takao…M,…Kimura…H,…Mihara…B.…How…can…we…increase…the…number…of…autopsies…for…prion…diseases?…A…model…system…

in…Japan.…J…Neurol…Sci…373:…58-59,…2017.
【総数：論文 13 件（内英文 12 件），学会発表 3 件，著書 4 件】…

6-2．獲得研究費
1．2016（平成28）年度～2018（平成30）年度　国立研究開発法人日本医療研究開発機構認知症臨床ゲノム情報デー

タベース構築に関する開発研究（代表 : 森　哲）（分担）260 万円（2017 年まで総額）（高尾）
2．2016（平成28）年度～2021（平成33）年度　文部科学省新学術領域研究コホート・生体試料支援プラットフォー

ム（代表 : 今井浩三）（分担）340 万円（2017 年までの段階）（高尾）
3．2014（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）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（代表）520 万円　（高尾）
4．2014（平成 26）年度～ 2016（平成 28）年度　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（代表 : 山田正仁）（分担）…220 万円（高尾）
5．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…-．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）（林）
6-3．受賞
　第 59 回日本脳循環代謝学会学術集会優秀ポスター賞（林，共同受賞）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　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約 500 例を数え，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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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，友利浩司，井上秀二，小島智亜里，瀬戸　建，小野　淳，天野博明，伊藤悠人，杉山　圭
佐々木正道，近藤立雄，田村郁恵，深谷大地，川崎大記，萩原龍太

（非常勤医師）高根裕史　末吉慶多　小島恵理子
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・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
　大学病院腎臓内科と連携して質の高い腎臓病学教育を目指している．医師卒後教育として，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，腎臓病学・透析療法学に関しては，教育に関し
ても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．

また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

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
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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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

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，Onco-nephrology 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，Consultation…Nephrology 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 Effect…of…cardiovascular…risk…factors…and…time…of…hospital…presentation…on…mortality…of…maintenance…hemodialysis…
patients…presenting…with…acute…pulmonary…edema…Saki…Hasegawa,…Shintaro…Nakano,…Jun…Tanno,…Shiro…Iwanaga,…
Ritsushi…Kato,…Toshihiro…Muramatsu,…Yusuke…Watanabe,…Hirokazu…Okada,…Takaaki…Senbonmatsu,…Hidetomo…
Nakamoto…and…Shigeyuki…Nishimura.…Renal…Replacement…Therapy…2017…3:8…

②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・日本小児腎臓学会合同　急性腎
障害（AKI）診療ガイドライン作成委員（systematic…review 渡辺担当）

③日本腎臓学会・日本小児腎臓学会監修…思春期・青年期の患者のための CKD 診療ガイド（渡辺分担）
（国際学会発表）
④ Presepsin…levels…in…CAPD…patients.…Yusuke…watanabe…et…al,…2016 年 4 月　国際腹膜透析学会　オーストラリア・

メルボルン
（国内学会発表，商業誌への原稿は除く）【総数：英文論文 1 件，学会発表 100 件】

6-2．獲得研究費
　該当無し
6-3．受賞
　該当無し
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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，以前とは比較無い成らないほど広範囲から入院・転院の御相談を受ける様になっている印象がある．医局
員数は少人数であるが，各スタッフは診療の質と安全の確保のために最大限の努力を惜しまなかった．今後も変わら
ず理想を追求していく所存である．
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3．8）腫瘍内科（原発不明・希少がん科）

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
板谷亜希子（ITAYA,…Akiko）：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」
　2 年生…医師業務見学実習 1 名　…（畝川）
　3 年生…診療総論：がん…（畝川）
　4 年生…… 腫瘍総論：薬物療法 1… （畝川）
　　腫瘍総論：薬物療法 2・支持療法・他…（畝川）
　　腫瘍総論：腫瘍学的緊急症… （畝川）
　　腫瘍総論：がん医療における医療倫理…（渡邊）
　　腫瘍各論：原発不明がん / 胚細胞腫瘍 / 肉腫… （公平）
　「卒後教育」
　　初期臨床研修医 3 名がローテート研修
　　包括的がんセンター教育カンファレンス（2016 年 7 月 25 日）……
　　テーマ：「希少がん」この聞き慣れないがんの提起する課題と対策
　　講　師：川井　章　先生…（国立がん研究センター中央病院　希少がんセンター長）
2-3．達成度
　2016 年度においては臨床腫瘍学に関わる講義等の充実を達成できつつある．しかしながら，依然として構成員が
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ていない．
2-4．自己評価と次年度計画
　臨床腫瘍学に関わる腫瘍ユニットの講義については，国際医療センター包括的がんセンターを構成する内科系 7
診療科，外科系 4 診療科および放射線腫瘍科の連携協力を図ることにより，その充実を達成できつつある．しかし
ながら，卒前教育としての臨床実習や初期および後期研修医を対象とした卒後教育を十分担えていない．今後の目標
としては初期研修医の多くにローテート診療科として選択していただけるよう研修内容の充実を図り，延いては後期
研修医の興味を引き付けるような教育研修指導を実施していきたい．

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
性・予後予測因子の探索的研究
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③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
④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
⑤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
⑥分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究
　原発不明がんや希少がんを含む各がん種に対する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）
　原発不明がんや希少がんに対する薬物療法を中心に据えつつ，その他の固形がんの薬物療法においても，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
　日本臨床腫瘍学会「新臨床腫瘍学改定第 5 版」編集委員会委員
　Japanese…Journal…of…Clinical…Oncology…（Reviewer）
　第 15 回日本臨床腫瘍学会学術集会（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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① 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,…Goto…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.

② Saeki…T,…Araki…K,… Shimada…K,… Shigekawa…T,…Nakayama…H,… Segawa…Y,…Mukai…H.… Long-term…combination…
chemotherapy…using…eribulin…and…trastuzumab…for…three…patients…with…human…epidermal…growth…factor…receptor…
2-positive…metastatic…breast…cancer.…Int…Cancer…Conf…J…5:…178-182,…2016.

③ Sunakawa…Y,…Yang…D,…Moran…M,…Astrow…SH,…Stephens…C,…Tsuji…A,…Zhang…W,…Cao…S,…Takahashi…T,…Denda…T,…Shimada…
K,…Kochi…M,…Nakamura…M,…Kotaka…M,…Segawa…Y,…Masuishi…T,…Takeuchi…M,…Fujii…M,…Nakajima…T,… Ichikawa…W,…
Lenz…H.…Combined…assessment…of…EGFR-related…molecules…to…predict…outcome…of…1st-line…cetuximab-containing…
chemotherapy…for…metastatic…colorectal…cancer.…Cancer…Biol…Ther…17:751-759,…2016.

学会発表
④ Tsuji…A,…Etoh…T,…Matsuishi…T,…Satake…H,…Segawa…Y,…Tanioka…H,…Hara…H,…Kotaka…M,…Sagawa…T,…Watanebe…T,…

Nakamura…M,…Takahashi,…T…Negoro…Y,…Manaka…D,…Fujita…H,…Suto…T,…Ichikawa…W,…Fujii…M,…Takeuchi…M,…Nakajima…T.…
Phase…II…study…of…third-line…cetuximab…rechallenge…in…patients…with…metastatic…wild-type…K-RAS…colorectal…cancer…
who…achieved…a…clinical…benefit…in…response…to…first-line…cetuximab…plus…chemotherapy…（JACCRO…CC-08）.…ESMO…
2016…Congress.…Copenhagen.…Oct.…2016.
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⑤砂川優，辻晃仁，傳田忠道，嶋田顕，東風貢，中村将人，小髙雅人，畝川芳彦，谷岡洋亮，根来裕二，山口達郎，
竹内正弘，藤井雅志，市川度，中島聰總 .…RAS 野生型大腸癌における原発部位と Cetuximab 併用化学療法の予後
との相関 :JACCRO…CC-05/06.…第 54 回日本癌治療学会学術総会 .…横浜市 .…2016 年 10 月 .

⑥ Sunakawa…Y,… Ichikawa…W,…Tsuji…A,…Denda…T,…Segawa…Y,…Negoro…Y,…Shimada…K,…Kochi…M,…Nakamura…M,…Kotaka…
M,…Tanioka…H,…Takagane…A,…Tani…S,…Yamaguchi…T,…Takeuchi…M,…Fujii…M,…Nakajima…T.…CEA…response…and…depth…of…
response…to…predict…clinical…outcomes…in…patients…（pts）…with…metastatic…colorectal…cancer…（mCRC）…treated…with…
first-line…cetuximab…plus…oxaliplatin-based…chemotherapy:…a…sub-analysis…of…the…JACCRO…CC-05/06…trials.…2017…
Gastrointestinal…Cancers…Symposium…of…ASCO.…Jan.…2017.…San…Francisco.

⑦Nishikawa…K,…Kimura…Y,…Masuishi…T,…Kunisaki…C,…Matsusaka…S,…Segawa…Y,…Nakamura…M,…Sasaki…K,…Nagao…N,…Satake…H,…
Yuasa…Y,…Asami…S,…Takeuchi…M,…Furukawa…H,…Fujii…M,…Nakajima…T.…Survival…results…of…a…multicenter…phase…II…study…
of…trastuzumab…with…S-1…alone…in…elderly…patients…with…HER-2…positive…advanced…gastric…cancer…（JACCRO…GC-
06）.…2017…Gastrointestinal…Cancers…Symposium…of…ASCO.…Jan.…2017.…San…Francisco.

著書
⑧畝川芳彦，瀧川奈義夫 .…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 10 版 .…東京 ,…2016…年 ,…pp100-106.
【総数：論文…3 件，学会発表…4 件，書籍：1 件】

6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　診療科として教育，研究および診療の充実を図るため構成員の補充を進めていく．また，がん診療に関わる内科系
の卒前卒後教育は，国際医療センター包括的がんセンターが全体として取り組んでいくべき課題として捉え，その課
題解決のための対応を図っていきたい．



臨床医学部門（日高キャンパス）

664

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 使用方法を理解する．
「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 年生】内科総論　他　
　　【BSL，チューター】BSL　
　　【OSCE】評価者，ステーションリーダー（宮里）
　　【保健医療学部】ヒトの病気Ⅶ
　「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，BSL や OSCE も担当しているが，必要レベルが行えている．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　

3-3．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　終了し化学療法学会誌に掲載（65（1）：1）

3-4．自己評価と次年度計画
国際機能評価（JCI，Joint…commission…international）は，次回の 2018 年の 3 年ごとの更新に向けて改善プロセス

（PDCA サイクル）をすすめる．
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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診療支援を行っている．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である．研究は今後，臨床感染症センターとして活動していく．次年度以降は抗菌薬
の適正使用活動（AST）に注力したい．

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
　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　第 28 回臨床微生物学会
②循環器領域における感染症　心内膜炎と感染性動脈瘤を中心に　第 28 回臨床微生物学会
③ Candida…parapsilosis による感染性心内膜炎の一例　第 63 回日本化学療法学会学術集会東日本地方会
④ CNS による感染症　第 65 回日本感染症学会東日本地方会
⑤市中感染型 MRSA（CA-MRSA）による感染性心内膜炎の 2 症例　第 65 回日本感染症学会東日本地方会
⑥ 2014/15 シーズンにおける医療従事者のインフルエンザの臨床的特徴　第 65 回日本感染症学会東日本地方会

第 63 回日本化学療法学会東日本支部総会
⑦難治性 MSSA 菌血症治療における後方視的検討　第 65 回日本化学療法学会学術集会
⑧ Clostridium…novyi による肝膿瘍の 1 症例　第 90 回日本感染症学会総会・学術講演会
⑨当院における感染性動脈瘤の検討　第 90 回　日本感染症学会総会・学術講演会
⑩当院における感染性心内膜炎症例の検討　第 90 回日本感染症学会総会・学術講演会

【総数：学会発表…10 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師2名だが，各診療科からのコンサルトに対して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．学会発表は，検査技師や薬剤師と連携して行っており年間 10 件程度を維持している．
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3．10）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
　総合診療や地域医療が現在のわが国で重要視されている理由はなにか？それを学生や研修医に理解させることが目
標である．つまり，少子高齢化と医師不足が関係している．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内科の役割を説明する．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などを紹介する．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（臨床研究センター主催）．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
　初期研修医の教育，地域医からの紹介患者にたいする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
や治療の考え方を指導した．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と
考える．そのために，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，高平修二
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
　前年度からデータ収集を継続しているが，症例数が未だに少なく，また後ろ向き研究のため詳細な情報が得られな
いことがあり，データを分析する段階には至っていない．たとえば，生活環境や内服歴によって意識障害の程度や持
続時間に違いがあるかもしれないが，データの不足で解析できない．一方で，搬送時の血糖値とその後の機能的回復
には一定の傾向が示され，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．
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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
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
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
　学生や研修医に「なぜ総合診療医が注目され，地域医療が必要とされているのか？」と質問しても，なかなか正解
は返ってこない．おそらく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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3．11）消化器外科

1．構成員
山口茂樹（YAMAGUCHI,…Shigeki）：教授：運営責任者：診療部長：教育員研究員専門医：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：教育員研究員専門医：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：診療部長：教育員研究員専門医：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：診療部長：教育主任：研究員専門医：病棟医長：指導教員（大学院）：消化
　　　　　　　　　　　　　　……器外科（肝胆膵）：博士
佐藤　弘（SATO,…Hiroshi）：准教授：外来医長：教育副主任：研究員専門医：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：教育員専門医：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：教育員研究員専門医：教員（大学院）：消化器外科（下部消化管）：
　　　　　　　　　　　　　……博士
郡司　久（GUNJI,…Hisashi）：講師：病棟医長：教育員研究員専門医：教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：
　　　　　　　　　　　　　博士…
宮脇　豊（MIYAWAKI,…Yuataka）：講師：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：
　　　　　　　　　　　　　　　……博士
田代　浄（TASHIRO,…Jo）：助教：外来医長：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
岡田克也（OKADA,…Katsuya）：助教：外来医長：副研究主任：教育員専門医：消化器外科（肝胆膵）
渡邊幸博（WATANABE,…Yukihiro）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（肝胆膵）
上野陽介（UENO,…Yosuke）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（肝胆膵）
近藤宏佳（KONDO,…Hiroka）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
原　聖佳（HARA,…Kiyoka）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
岡　伸一（OKA,…Shinichi）：助教：病棟医長：教育員研究員専門医：消化器外科（上部消化管）：博士
小倉通一（OGURA,…Michitaka）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科：博士
若田光男（WAKATA,…Mitsuo）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（上部消化管）
清水浩紀（SHIMIZU,…Hiroki）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）：博士
竹本健一（TAKEMOTO,…Kenichi）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）：博士
荒谷憲一（ARATANI,…Kenichi）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（上部消化管）
中馬基博（CHUMAN,…Motohiro）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（上部消化管）
粕谷真郷（KASUYA,…Masato）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（上部消化管）
大場拓哉（OBA,…Takuya）：助教：教育員研究員医員：消化器外科
鈴木麻未（SUZUKI,…Asami）：大学院生：消化器外科
加藤琢也（KATO,…Takuya）：大学院生：消化器外科
俵　英之（TAWARA,…Hideyuki）：非常勤講師：指導教員（大学院）：消化器外科：博士
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（上部消化管）
鷲尾真理愛（WASHIO,…Marie）：非常勤医師：消化器外科（上部消化管）
前島　拓（MAEJIMA,…Taku）：非常勤医師：消化器外科（下部消化管）
岡　伸一（OKA,…Shinichi）：非常勤医師：消化器外科（上部消化管）：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　消化器外科の年間手術件数は約 1,200…例をこえる．がん専門機関として数多くの症例を実際に経験することによ
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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
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・専門医などの修得
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
　当センターにおける外科研究は，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り，外科臨床の問題点を
解決するための研究テーマを重点に研究を行っている．教員棟 7 階には各種組織学的検査，細菌学的検査，PCR な
どの遺伝子情報検査が可能な設備があり，秋元尚枝がさまざまなグループの研究サポートを行っている．また，毛呂
山の第 3 実験棟には大動物の手術室があり，通常の臨床に近い麻酔と手術がブタを用いて施行可能である．国際医
療センターの教育研究棟に大動物のウエットラボが立ちあがった．これらを利用し，新規デバイスやマテリアルの臨
床前研究，トランスリレーショナルリサーチが可能であり，さまざまなプロジェクトが予定されている．
　臨床研究では，各グループがさまざまな大規模スタディに参加し治療の妥当性有効性を検証している．
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．

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（腹腔鏡下大腸切除研究会，大腸癌研究
会プロジェクト研究），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

（JCOG…1401），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（JLSSG…0901），高度リン



消化器外科

670

パ節転移を有する HER2 陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前 trastuzumab 併用化学療法の意義に関するラ
ンダム化第 II 相試験（JCOG…1301），病理学的 Stage…II/III で “vulnerable” な 80 歳以上の高齢者胃癌に対する開
始量を減量した S-1 術後補助化学療法に関するランダム化比較第 III 相試験（JCOG…1507），局所進行胃癌におけ
る術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第 III 相試験

（JCOG…1509）．
宮澤班：生体吸収性材料を用いた組織再生療法，大動物を用いた基礎栄養学実験，新規デバイスの開発，臨床検体

を用いたがん抗原の探索を主なテーマとして行っている．
佐藤班：日本食道学会・胃癌学会合同の食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効

果を検討する介入研究，JCOG 関連では（JCOG1109）臨床病期 IB/II/III…食道癌（T4…を除く）に対する術前 CF…
療法 / 術前 DCF…療法 / 術前 CF-RT…療法の第 III…相比較試験，（JCOG1409）　臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）
に対する胸腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第 III 相試験，（JCOG1314）　切除不能または再発食道癌に
対する CF（シスプラチン +5-FU）療法と bDCF（biweekly ドセタキセル +CF）療法のランダム化第 III 相比較試験，
そのほかに JFMC49-1601-C5（EPOC2…study）食道癌患者への DCF 療法時における成分栄養剤の口腔粘膜炎抑
制作用の検討，AMED　外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究（分担研究）食道癌の外来
リハビリテーション．

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

山口班：全国規模の術後補助化学療法の臨床試験結果を国際学会にて発表．また進行中の腹腔鏡下大腸切除研究会，
がん集学的治療財団および JCOG のグループに臨床試験に参加している．新たに大腸癌再発リスクの遺伝子診断
の研究にも参加した．

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．上部早期胃癌に対する腹腔鏡下手術の臨床試験（JCOG1401）は登録終了したが，症例
登録数は全国で 2 位であった．進行胃癌 RCT（JLSSG0901）も登録が終了したが全国で 3 位であった．

宮澤班：臨床研究では，多施設共同研究として，腹腔鏡下肝切除における安全性の検討に登録しており，登録数は
全国で上位となる症例数であった．また，当院オリジナルの臨床研究として，腹腔鏡下肝切除における ERAS の
効果等，後ろ向き試験を含めると多数の臨床研究を行い，成果を発表してきた．基礎研究では，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，研究結果を国内外に報告した．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している．栄養関連実験としては創傷治癒促進栄養剤の投与による消
化管吻合への影響を大動物で検討中である（平成 28 年科学研究費獲得）．臨床検体を用いた研究では，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（新
しい癌精巣抗原の探索など）に活用している．

　また，産学協同研究も進めており，先端に高輝度光源とセンサを付加した機能性鉗子の開発や，バイオミメティッ
ク技術を応用した防汚機能付き胆管ステントを現在開発中（埼玉県新技術・製品化開発費補助金事業に採択）で
ある．

佐藤班：臨床試験・研究を積極的に施行している．周術期管理のプログラムに関する研究・栄養管理の研究は，学
会発表・講演を積極的に行った．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（登録終了），フルオロピリミジン系薬剤及びプラチナ系薬剤を含む併
用療法に不応又は不耐の食道がんに対する多施設共同無作為化比較試験（登録終了）にも積極的に登録を行った．

田代班：ゲノムセンターとの共同実験で一定の成果をあげた．
3-4．自己評価と次年度計画
上部消化管
　食道癌に対する胸腔鏡下食道切除を 34 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．
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．当科は事務局を担当する予定である．H28 年度より JCOG 食道癌グループの登録施設となり，
前向きの多施設共同研究に参加している．胃癌でも同様に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．
上部早期胃癌に対する腹腔鏡下手術の臨床試験（JCOG1401）では，登録数が全国で 2 位であった．また JCOG 胃が
んグループにおいて実施されている全ての試験において，1 年間の症例登録数が全国で 1 位となり大変名誉なことで
あった．進行胃癌 RCT（JLSSG0901）では，全国 3 位であった．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．
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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，全国約 2,000 例以上の集積結果が英文誌に受理された．
また，JCOG，がん集学的治療財団研究の各臨床試験や，医師主導の腹腔鏡下低位直腸癌切除の前向き研究に参加し
ている．再発リスク遺伝子診断については Stage2 の結果が集計され，来年 ASCO に発表予定．直腸癌術肛門機能検
査は進行中，大腸癌術後効率的フォローアップの研究につき開始予定である．
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．これ
まで 3 名の高度技能専門医を排出することができた．今後も難治性癌の外科的治療に取り組み，あきらめない治療，
安全確実な手術を念頭に診療にあたりたい．また治療成績向上を目指して術前化学治療の導入のエビデンスを構築し，
新たな治療方針を発信していきたい．

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，手術の安全性の上に
患者の QOL を重視してきた．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，こうした症例
にも安全な外科治療を心がけている．
上部消化管
　全身麻酔下の手術症例は 349 例．胃癌切除例が 232 例．腹腔鏡下手術が 145 例（幽門側切除 89 例，幽門保存胃
切除 9 例，胃全摘 36 例，噴門側切除 1 例）で開腹術が 85 例（幽門側切除 44 例，胃全摘 40 例，噴門側切除 1 例）．
胃 GIST に対する手術は 8 例で，全例腹腔鏡下手術（4 例は内視鏡腹腔鏡合同手術 LECS であった．食道癌手術件数
は 70 例．食道癌切除は 60 例で，胸腔鏡下切除が 34 例，サルベージ手術が 6 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，大規模臨床試験（JCOG 胃癌グループ・食道癌グループ）にも積極的に症例を登録した．実臨床においては切
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
　2016 年全手術症例は 749 例．結腸癌切除 262 例（開腹 28 例，腹腔鏡 234 例），直腸癌切除 184 例（開腹 7 例，
腹腔鏡 173 例，局所切除 4 例）で，前年とほぼ同様の症例数だった．厚労省発表の 2015 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 221 例（全国第 3 位）11.8 日（全国第 2 位），直腸肛門癌切除で 178 例（全
国第 3 位）14.2 日（全国第 10 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所得医の増加に努めたい．
肝胆膵外科
　全手術症例は 273 例．肝臓癌根治切除は 107 例で，肝細胞癌 60 例，肝内胆管癌 9 例，転移性肝癌 36 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 32 例．うち通
常型膵管癌 35 例，PNET3 例であり，IPMN8 例，等であった．術式別では肝切除術 113 例，膵切除術 72 例（膵頭
十二指腸切除術 45 例，膵体尾部切除 23 例，膵全摘術 3 例 , 中央切除術 1 例）であった．
　上部消化管外科，下部消化管外科，肝胆膵外科，の 3 診療科ともに全国有数の手術数を誇る施設となった．特に
消化管の腹腔鏡手術の増加は際立っており，腹腔鏡手術率も全国有数である．今後も全体のレベルアップを図り，合
格率 30% 前後と難関の日本内視鏡外科学会技術認定取得医の増加に努めたい．肝胆膵外科は中堅以上の全員が高度
技能医を取得し，今後は若手も取得を目指す．消化器癌手術の成績向上のために術前術後の全身化学療法の重要性が
高まっている．今後，消化器腫瘍科と連携を強めて成績向上に尽くしたい．現状消化器腫瘍科の人員不足が続いてい
るので補充されるまでは消化器外科が補っていく必要がある．安全確保のために十分な人員の補充を図りつつ，患者
満足度の高い診療を行っていきたい．また消化器外科で研修する若い外科医やフェロー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．さらに関連科と協
力して臨床試験に加わって，または作成して，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

埼玉県がん検診委員として山口が大腸がんを担当し，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，
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がん患者の就労等部会には部会長として参加，企画に当たった．
岡本：埼玉県難病指定医（2014 年 11 月より），さいたま医事関係事件鑑定人候補者（さいたま地方裁判所）（2015

年 1 月より）
合川：埼玉県肝がん集団検診医会担当理事（平成 28 年 4 月より）

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雑誌編集委員（山口），International…Cancer…

Conference…Journal 編集委員（山口），World…Journal…of…Surgery 査読委員（小山），Journal…of…the…Anus,…Rectum…
and…Colon 編集委員（山口），日本ヘルニア学会誌編集委員長（小山），J.Hepato-biliary-pancreatic…science…査読（小
山），Surgery…Today 査読（小山，山口），Surgical…Endoscopy 査読委員（山口），Annals…of…Gastroenterological…
Surgery 査読（山口），Asian…Journal…of…Endoscopic…Surgery 査読（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），The…Japanese…Journal…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），日本外科感染症学会（小山），日米医学医療交流財
団（小山），埼玉県腎・アイバンク協会（小山），埼玉県外科医会（山口），日本内視鏡外科学会（山口）

②評議員
日本外科学会代議員（小山），日本消化器外科学会（小山，山口），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，岡本，合川，岡田，渡邉），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），日本外科感染症学会（小山），日本静脈経腸栄養学会（佐藤），日本ストーマ排
泄リハビリテーション学会（山口），日本外科代謝栄養学会（佐藤），日本ヘルニア学会（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），
日本消化管学会（佐藤）

③その他
埼玉地方裁判所専門委員（小山），埼玉県総合医局機構委員（小山）

6．業績
6-1．論文・学会発表

①山口茂樹…他：腹腔鏡下結腸切除術に必要な外科解剖　消化器外科 39（7）:1007-1015,2016
②小山　勇：手術部位感染の予防と治療…感染創・開放創の治療　オペナース誌手術ナーシング 4（1）:49-56,2017
③櫻本信一…他：食道・胃切除後再建法―最新の定型手技…腹腔鏡下噴門側胃切除後の食道残胃器械吻合　手術 70
（3）:293-300,2016

④岡本光順…他：がん診療の現状…胆道癌　今日の診療のために…ガイドライン外科診療 2017…P536-539,2017
⑤佐藤　弘…他：胸部食道癌周術期…治療を支える疾患別リハビリテーション栄養 P222-227,2016
⑥合川公康…他：尾状葉病変に対する腹腔鏡下肝切除の適応と手技の工夫　第 28 回日本肝胆膵外科学会学術集会

2016.6.2
⑦石井利昌…他：下部進行直腸癌における腹腔鏡の術式別（LAR/ISR/APR）短期・長期成績　第 116 回日本外科学

会定期学術集会 2016.4.16
⑧郡司　久…他：剥離可能層を意識した電気メスによる腹腔鏡下幽門下（6 番）リンパ節郭清　第 89 回日本胃癌学

会総会 2017.3.9
⑨宮脇　豊…他：胸部食道癌手術における術前療法の有無と手術部位感染発生との関連についての検討　第 29 回日

本外科感染症学会総会 2016.12.1
⑩岡田克也…他：80 歳以上の超高齢者肝癌症例の対する腹腔鏡下肝部分切除術の検討　第 116 回日本外科学会定

期学術集会 2016.4.15
【総数：論文 18 件，学会発表 147 件，講演 31 件】

6-2．獲得研究費
①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…
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②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
③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
④桜本信一：平成 28 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（JCOG1301）
⑤桜本信一：平成 28 年度…厚生労働科学研究委託費：病理学的 Stage…II/III で “vulnerable” な 80 歳以上の高齢者

胃癌に対する開始量を減量した S-1 術後補助化学療法に関するランダム化比較第 III 相試験（JCOG…1507）
⑥佐藤弘：平成 28-30 年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）革新的がん医療実用化研究事業：外

来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究（食道がん術後の外来リハビリテーションの効果に関
する研究）

⑦合川公康：平成 28 － 30 年度（基盤研究 C）　消化管吻合部における創傷治癒促進栄養素の効果
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 841 回外科集談会：小山　勇（当番世話人）　2016.6.11（大宮ソニック）
②日本医療マネジメント学会第 6 回埼玉支部学術集会：小山　勇（会長）　2017.3.19（埼玉県県民健康センター）
③第 28 回　関東腹腔鏡下胃切除研究会　実技講習会：櫻本　信一（当番世話人）2017.2.18（富士宮 ATC）

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 10 年の節目となった．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．消化器病センターは消化器内視鏡科および上部消化管外科の体制一新や消化器腫瘍科の新設を
経て現状に至っている．症例数は着実に増加し，外科診療，臨床教育についてはほぼ満足のいく成果が上げられたと
評価している．平成 28 年度も消化器病センターにおける主たる術式の手術件数は，いずれの部門でも全国トップレ
ベルにあり今後も継続していく．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に
よる外来・病棟診療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進めているが，いまだ十分とはいえず近隣施設の依頼にも応えられない状況であり，
今後も検討課題である．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．さらに大腸癌の再発リスクに絡む網羅的遺伝子診断の研究も着手した．
学会活動では日本外科学会総会や日本消化器外科学会総会といった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，特に英文発表が相変わらず少ないのでその増加が急務である．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おり，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必要がある．
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3．12）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
貫井麻未（NUKUI,…Asami）：助教：乳癌の画像診断：教育員，研究員
一瀬友希（ICHINOSE,…Yuki）：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バイスを提供したい．研修医，特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治
療面での当科の魅力をさらにアピールしたい．
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3．研究
3-1．目的・目標
　研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational…research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　① Diffuse…optical…spectroscopy…imaging（DOSI）による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの…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⑧治療効果の画像診断および病理診断⑨高齢者乳癌の生物学的特徴と
予後に関する研究⑩併存疾患を有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑪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⑫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 の査読委員，日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会誌の編集委員 ,…日本乳癌検診学会誌の編集委
員長を務めている．
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 Shikama…N,…Kumazaki…YU,…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…May;36（5）:2475-9.
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② Ueda…S,…Saeki…T,…Takeuchi…H,…Shigekawa…T,…Yamane…T,…Kuji… I,…Osaki…A.　…In…vivo… imaging…of…eribulin-induced…
reoxygenation… in…advanced…breast…cancer…patients:…a…comparison…to…bevacizumab.　…Br…J…Cancer.…2016…May…
24;114（11）:1212-8.

③ Nakano…S,…Takahashi…M,…Kimura…F,…Senoo…T,…Saeki…T,…Ueda…S,…Tanno…J,…Senbonmatsu…T,…Kasai…T,…Nishimura…S.　…
Cardiac…magnetic…resonance… imaging-based…myocardial…strain…study…for…evaluation…of…cardiotoxicity… in…breast…
cancer…patients…treated…with…trastuzumab:…A…pilot…study…to…evaluate…the…feasibility…of…the…method.　…Cardiol…J.…
2016;23（3）:270-80.

④ Nose…T,…Otani…Y,…Asahi…S,…Tsukiyama…I,…Dokiya…T,…Saeki…T,…Fukuda…I,…Sekine…H,…Shikama…N,…Kumazaki…Y,…Takahashi…
T,…Yoshida…K,…Kotsuma…T,…Masuda…N,…Yoden…E,…Nakashima…K,…Matsumura…T,…Nakagawa…S,…Tachiiri…S,…Moriguchi…
Y,…Itami…J,…Oguchi…M.　…A…Japanese…prospective…multi-institutional…feasibility…study…on…accelerated…partial…breast…
irradiation…using… interstitial…brachytherapy:…clinical…results…with…a…median…follow-up…of…26…months.　…Breast…
Cancer.…2016…Nov;23（6）:861-868.

⑤ Mukai…H,…Saeki…T,…Aogi…K,…Naito…Y,…Matsubara…N,…Shigekawa…T,…Ueda…S,…Takashima…S,…Hara…F,…Yamashita…T,…
Ohwada…S,…Sasaki…Y.…Patritumab…plus…trastuzumab…and…paclitaxel… in…human…epidermal…growth…factor…receptor…
2-overexpressing…metastatic…breast…cancer.　…Cancer…Sci.…2016…Oct;107（10）:1465-1470.

⑥ Tamura…K,…Aiba…K,…Saeki…T,…Nakanishi…Y,…Kamura…T,…Baba…H,…Yoshida…K,…Yamamoto…N,…Kitagawa…Y,…Maehara…Y,…
Shimokawa…M,…Hirata…K,…Kitajima…M;…CINV…Study…Group…of…Japan.　…Breakthrough…chemotherapy-induced…nausea…
and…vomiting:…report…of…a…nationwide…survey…by…the…CINV…Study…Group…of…Japan.　…Int…J…Clin…Oncol.…2017…Apr;22

（2）:405-412.
⑦ Tamura…K,… Inoue…K,…Masuda…N,…Takao…S,…Kashiwaba…M,…Tokuda…Y,… Iwata…H,…Yamamoto…N,…Aogi…K,…Saeki…T,…

Nakayama…T,…Sato…N,…Toyama…T,…Ishida…T,…Arioka…H,…Saito…M,…Ohno…S,…Yamauchi…H,…Yamada…K,…Watanabe…J,…Ishiguro…
H,…Fujiwara…Y.　…A…randomized…phase…II…study…of…nab-paclitaxel…as…first-line…chemotherapy…in…patients…with…HER2-
negative…metastatic…breast…cancer.　…Cancer…Sci.…2017…Mar…3.…doi:…10.1111/cas.13221.…[Epub…ahead…of…print]

⑧ Arihiro…K,…Oda…M,…Ohara…M,…Kadoya…T,…Osaki…A,…Nishisaka…T,…Shiroma…N,…Kobayashi…Y.　…Comparison…of…visual…
assessment…and… image…analysis… in… the…evaluation…of…Ki-67…expression…and… their…prognostic… significance… in…
immunohistochemically…defined…luminal…breast…carcinoma.　Jpn…J…Clin…Oncol.…　2016　Dec;　46（12）:　1081-
1087.

⑨…佐伯俊昭．【高齢者におけるがん薬物療法 up…date】…高齢者がん患者における支持療法．Geriatric…Medicine…2016…
Dec;54 巻 :1239-1245.

⑩…廣川詠子，大崎昭彦，杉谷郁子，上田重人，竹内英樹，佐伯俊昭，横川秀樹，中塚貴志，鹿間直人．乳房再建
前後の放射線照射例の検討．Oncoplastic…Breast…Surgery…2016…Dec…26;1（2）:47-53.

【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　1,690
千円，佐伯俊昭　260 千円

（2）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）「マルチパラメトリック拡散光イメージングを用いたがん薬物
治療の超早期治療効果予測」課題番号：16K10293　研究代表者　上田重人　1,690 千円

（3）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）「非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET による乳癌
治療戦略構築のための研究」課題番号：16K10361　研究代表者　久慈　一英　研究分担者　佐伯俊昭　100 千
円，上田重人　100 千円

（4）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　100 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 44 回乳腺腫瘍セミナー　2017.3.24
　千島　隆司先生：患者中心の乳がん診療をめざして
　　　　　　　　　～医学から医療を創るためのチーム力～乳がん治療の最近の話題
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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 28 年 4 月 1 日より一瀬友希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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3．13）呼吸器外科

1．構成員
金子公一（KANEKO,…Koichi）：教授：代表指導教員（大学院）：肺癌の拡大手術，胸腔鏡下手術，肺気腫の外科治療：
　　　　　　　　　　　　　…博士
石田博徳（ISHIDA,…Hironori）：准教授：診療科長：研究主任：大学院教員（大学院）：肺癌・縦隔腫瘍の手術，気
　　　　　　　　　　　　　　胸の治療，胸腔鏡下手術，肺癌の化学療法：博士
坂口浩三（SAKAGUCHI,…Hirozo）：講師：副診療科長：教育主任：指導教員（大学院）：肺癌の拡大手術・拡大郭清術，
　　　　　　　　　　　　　　　胸腔鏡下肺癌根治術，胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術・胸腔内温熱化学灌流術，
　　　　　　　　　　　　　　　気道ステント術：修士
二反田博之（NITANDA,…Hiroyuki）：…助教：研究員：大学院教員（大学院）：肺癌の手術，気胸の治療，気管支鏡の
　　　　　　　　　　　　　　　　…検査と治療：博士
山﨑庸弘（YAMASAKI,…Nobuhiro）：助教：研究員：肺癌の手術，気胸の治療，胸腔鏡下手術：修士
栁原章寿（YANAGIHARA,…Akitoshi）:…助教：研究員：修士
田口　亮（TAGUCHI,…Ryo）：助教：研究員：修士
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
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する．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，平成 27 年度の相澤病院にて一般・消化器・呼吸器外科の
実践研修を終え，4 月より医局員として活躍している．

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実践と臨床研究を行った．
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



679

呼吸器外科

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　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）

B　診断に関する研究；
1）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究，継続中　70%
2）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%　（坂口）
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%　（坂口）
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　（栁

原，田口）
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％　（山﨑，二反田）
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　（田口，坂口）
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，症例蓄積中　（石

田）
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・・・症例蓄積中　（山﨑）
8）胸腺癌の治療に関して後方視的調査と学会報告　（栁原）
9）巨大肺嚢胞に対する手術治療に関する研究，学会報告　（田口）

D　合併症や予後に関する臨床研究；
1）有漏性膿胸の後方視的調査と治療方法と予後に関する検討，学会報告　（二反田）
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）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　（石田）

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）

3-4．自己評価と次年度計画
　上記研究課題対して，中間報告など約 50％は学会報告を行った．多くは研究継続中で，データ収集を行っている．
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とくに問題の発生なく，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，上記の研究テーマを継続する．

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 346 例そのうち原発性肺癌 177 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．
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
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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　坂口，高校生に対して禁煙教育を目的とした講演会，2016 年 7
月「たばこについて（禁煙の必要性および具体的な方法）」

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　【学会発表】

①石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，二反田博之，金子公一，田口亮，栁原章寿，安田政実，清水禎彦：肺腺癌切除
例における AAH，AIS，MIA の臨床病理学的特徴と術式と手術成績．第 116 回日本外科学会定期学術集会（大阪）
2016.04.15

②石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，二反田博之，金子公一，栁原章寿，田口亮，清水禎彦，安田政実：AAH，AIS，
MIA 切除例の CT 画像分類と EGFR 変異の検討．第 33 回日本呼吸器外科学会総会（京都）2016.05.12

③栁原章寿，二反田博之，山﨑庸弘，坂口浩三，石田博徳，田口亮，金子公一，清水禎彦 :…当院における胸腺癌
23 症例の検討．第 33 回日本呼吸器外科学会総会（京都）2016.05.12

④山﨑庸弘，石田博徳，坂口浩三，二反田博之，栁原章寿，金子公一：肺切除を行い確定診断を得た肺原発 MALT
リンパ腫の 3 例．第 33 回日本呼吸器外科学会総会（京都）2016.05.12

⑤飯田崇博，二反田博之，坂口浩三，栁原章寿，山﨑庸弘，石田博徳，金子公一：左肺全摘 47 年後の感染を伴っ
た慢性出血性膿胸の 1 例．第 171 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会．（千代田区）2016.06.11

⑥田口亮，石田博徳，山﨑庸弘，栁原章寿，飯田崇博，二反田博之，坂口浩三，金子公一：胸腔アプローチにて手
術した成人 Morgagni…孔ヘルニアの 1 例．第 841 回外科集談会（さいたま市）2016.06.11

【論文・症例報告・分担執筆】
⑦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．日本呼吸器外科学会雑誌　30（2）：2016
⑧ Hirozo…Sakaguchi,…H.Ishida,…H.Nitanda,…N.Yamazaki,…K.Kaneko,…Kunihiko…Kobayashi:…Pharmacokinetic…evaluation…

of… intrapleural…perfusion…with…hyperthermic…chemotherapy…using…cisplatin… in…patients…with…malignant…pleural…
effusion.…Lung…Cancer…104（2017）70-74.

⑨ Mizue…Hasegawa,…Fumikazu…Sakai,…Rinako… Ishikawa,…Fumiko…Kimura,…Hironori… Ishida,…Kunihiko…Kobayashi:…
CT…Features…of…Epidermal…Growth…Factor…Receptor-Mutated…Adenocarcinoma…of… the…Lung:…Comparison…with…
Nonmutated…Adenocarcinom.…Journal…of…Thoracic…Oncology…Vol.11…No.6:819-826.

【講演】
⑩坂口浩三：「たばこについて（禁煙の必要性および具体的な方法）」埼玉県立飯能高等学校・禁煙教育を目的とし

た講演会（飯能高等学校）…2016.09.07
【総数：論文・執筆 8 件，学会発表…15 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

手術機器（胸腔内より切除標本摘出時の鉗子）開発にて特許取得（坂口）．特許「手術標本回収鉗子，及び手術標
本回収袋」特許 5946927 号 6-5 学会，
6-5．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
　臨床，教育，研究に対して全医局員が尽力し協力し合い，概ね目標は達成されたと思われる．特に，臨床において
総手術数は増し，原発性肺癌の手術症例も増加，胸腔鏡手術の比率も上昇した．臨床にて特に問題なく，安全性が
確保できたことは，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た．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．28 年は田口医師が研修関連病院から呼吸器外科助教として帰還し，当科の臨床と研究を強化できた．また，
他施設から飯田医師の 6 か月助教フェローとして当科の外科研修を行い，専門医育成として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，限られた医局員数のために臨床と教育にやや時間とられたが，それでも学会発
表は維持できたようだ．ただし，論文作成に力を入れる必要あり，今後の課題として取り組みたい．
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3．14）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
菊地千鶴男（KIKUCHI,…Chizuo）：講師
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
林祐次郎（HAYASHI,…Yujirou）：助教
嶋田修一郎（SHIMADA,…Syuichiro）：助教
西嶋修平（NISHIJIMA,…Syuhei）：助教
山形顕子（YAMAGATA,…Akiko）：助教
髙澤晃利（TAKAZAWA,…Akitoshi）：助教
西村元延（NISHIMURA,…Motonobu）：客員教授
福嶌教偉（FUKUSHIMA,…Norihide）：客員教授
田鎖　治（TAGUSARI,…Osamu）：客員教授
朝野晴彦…（ASANO,…Haruhiko）：客員准教授
石川雅透…（ISHIKAWA,…Masayuki）：客員講師
萩原正規（OGIWARA,…Masanori）：非常勤講師
尾崎公彦（OZAKI,…Masahiko）：非常勤講師
佐藤　渉（SATOU,…Wataru）：非常勤講師
島袋高志（SHIMABUKURO,…Takashi）：非常勤講師
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
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幅広く活躍できる素質を身に付けられる心臓血管外科医を養成できるよう研修プログラムを組んでいる．外科専門医
の資格は 5 年目終了時に，心臓血管外科専門医は最短で 7 年目終了時には取得することができる．
　大学院教育
　大学院生は研究に専念する．心臓血管外科領域の臨床を行う上で解決されていない問題から研究テーマを決定し，
場合によっては基礎医学の研究室との共同研究により研究を進める．学位論文の作成，学位の所得を最終目的とする
が国際的にも通用する研究者を育成することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者：上部一彦）
　卒前教育
　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，
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③大血管疾患に対するステントグラフト治療，④経皮的大動脈弁置換術…TAVI，⑤ヒト組織を用いた再生医療などの
研究．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）
　②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
　③経皮的大動脈弁置換術の臨床的問題に関する研究
3-3．研究内容と達成度
　①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究

　平成 14 年，埼玉医科大学病院時に心臓移植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）
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　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高齢者大動脈弁狭窄症に対する最新治療～カテーテルで行う弁置換～．…熊谷市医師会学術講演会（熊谷）　
2016 年 5 月 18 日（新浪）

②重症心不全治療の現状とこれから．…第 1 回北関東重症心疾患研究会（高崎）　2016 年 7 月 9 日（井口）
③糖尿病を合併する重症冠動脈疾患にはどうして冠動脈バイパス手術がカテーテル治療よりも良いのか？小江戸動

脈硬化…Management…Forum（川越）　2016 年 7 月 25 日（新浪）
④大動脈弁狭窄症に対する治療～ TAVI の導入による外科治療の今後～．…Structure…Heart…Disease…Seminar（愛媛）

2016 年 7 月 29 日（新浪）
⑤単独冠動脈バイパス VS 冠動脈バイパス・僧帽弁形成術．第 2 回江東豊洲心血管カンファレンス（東京）2016

年 9 月 3 日（新浪）
⑥高齢者大動脈弁狭窄症に対する最新治療～カテーテルで行う弁置換術～．　行田地区地域医療連携講演会．（行田）

2016 年 9 月 7 日（新浪）
⑦大動脈解離に対する新しい治療戦略…～現在，過去，未来～．第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会…ランチョ

ンセミナー（岡山）　2016 年 10 月 1 日（朝倉）
⑧ Sequential…arterial…grafting…on… the… lateral…wall,… is… it… safe?　30th…　EACTS　Annual…Meeting… …（Barcelona）……

October…5（中嶋）
⑨心臓血管外科医からみた高齢者抗凝固療法．抗血小板・抗凝固療法を考える会　（所沢）2016年10月5日（森田）
⑩補助人工心臓と装着手術後の問題点　一酸化窒素（NO）吸入量法を理解する．　
　イカリアジャパン社内教育　（川越）　2016 年 10 月 14 日（井口）
⑪僧帽弁置換術後でストラットが左室流出路に張り出した1例．第2回Saitama…Structure…Heart…Disease研究会．（さ

いたま）　2016 年 10 月 24 日（道本）
⑫大動脈弁置換術を再考する～ TAVI 時代における AVR ～．　第 52 回青森県心臓血管外科懇話会（青森）　2016

年 11 月 26 日（新浪）
⑬大動脈解離治療の最前線～あなたはまだ急性 B 型解離に対して降圧療法をしますか？～．第 242 回日本循環器

学会関東甲信越地方会…教育セッション（東京）　2016 年 12 月 3 日（朝倉）
⑭患者初代培養線維芽細胞からの至適 iPS 細胞誘導法の確立．第 12 回血管病態リサーチセミナー（東京）　2016

年 12 月 14 日（入江）
⑮TAVI;PartnerⅡ…compare…to…Saitama…Outcome.……The…28th…Annual…Academic…Meeting…Rajavithi…Hospital…（Bangkok）…

February…23（新浪）
⑯最新のエビデンス/ガイドラインに基づいたSSI対策とは．　第47回日本心臓血管外科学会イブニングセミナー
（東京）　2017 年 2 月 27 日（新浪）

⑰高齢者 AS の侵襲的治療を本気で勉強する会（東松山）　2017 年 3 月 3 日（道本）

6．業績
6-1．…論文・学会発表　指針構築

① Nakamura…Y,…Nakajima…H,…Niinami…H:…Single-operator…knot-trying…by…knot-pusher…for…minimally…invasive…cardiac…
surgery.……Asian…Cardiovascular…and…Thoracic…Annuls…2015;23:617-619.

② Nakajima…H,…Iguchi…A,…Tabata…M,…Kambe…M,…Ikeda…M,…Uwabe…K,…Asakura…T,…Niinami…H.…Preserved…autoregulation…
of…coronary…flow…after…off-pump…coronary…artery…bypass…grafting:…retrospective…assessment…of… intraoperative…
transit…time…flowmetry…with…and…without…intra-aortic…balloon…counterpulsation.…Journal…of…Cardiothoracic…Surgery…
2016;11:156.…

③ Ono…M,…Sawa…Y,…Nakatani…T,…Tominaga…R,…Matsui…Y,…Yamazaki…K,…Saiki…Y,…Niinami…H,…Matsumiya…G,…Arai…H;…
Japanese…HeartMate… II… Investigators:…Japanese…Multicenter…Outcomes…With…the…HeartMate… II…Left…Ventricular…
Assist…Device…in…Patients…With…Small…Body…Surface…Area.…Circulation…Journal…2016;80:1931-1936.

④朝倉利久，小池裕之，道本　智，新浪博士：…Zenith…TX2…Dissection の使用経験：complicated…B 型大動脈解離に
対する標準術式の考案．…第 44 回日本血管外科学会学術総会（東京）　2016 年 5 月 27 日

⑤ Nakajima…H,…Tabata…M,…Kambe…M,… Ikeda…M,…Uwabe…K,…Asakura…T,… Iguchi…A,…Niinami…H：…Impacts…of…size…and…
viability…of…revascularized…area…on…graft… flow…and…patency… in…off-pump…coronary…artery…bypass…grafting.…16th…
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annual…meeting…of…International…Society…of…Minimally…Invasive…Cardiothoracic…Surgery（Canada）June…16,…2016
⑥中嶋博之，上部一彦，朝倉利久，菊地千鶴男，小池裕之，森田耕三，神戸　将，高橋　研，池田昌弘，道本　智，

入江翔一，卯田昌代，井口篤志，新浪博士：…TAVR 時代の超高齢者（80 歳以上）大度脈弁狭窄症に対する外科
的大動脈弁置換術治療成績 -TAVR の適応拡大と外科チームの役割 -．第 64 回日本心臓病学会学術集会（東京）　
2016 年 9 月 25 日

⑦朝倉利久，小池裕之，道本　智，池田昌弘，岡田至弘，入江翔一，卯田昌代，遠藤祐輝，新浪博士：…慢性 B 型
大動脈解離のリモデリング促進を目指した Zenith…TX2…Dissection（PETTICOAT…CONCEPT）の治療戦略．第 69
回日本胸部外科学会定期学術集会（岡山）2016 年 9 月 30 日

⑧入江翔一，井口篤志，中嶋博之，小池裕之，神戸　将，高橋　研，池田昌弘，新浪博士，福田宏嗣，柴崎郁子：…
多剤耐性緑膿菌にて体外式補助人工心臓を離脱し，植込み型補助人工心臓装着後に心臓移植を施行し得た心サル
コイドーシスの 1 例．　第 35 回に本心臓移植研究会学術集会（札幌）　2016 年 10 月 9 日

⑨ Nakajima…H,…Morita…K,…Kambe…M,…Ikeda…M,…Domoto…S,…Uwabe…K,…Asakura…T,…Iguchi…A,…Niinami…H：…Graft…selection…
and…management…of…right…coronary…artery…according…to…flow…demand…and…severity…of…native…coronary…stenosis.…
International…Society…of…Minimally…Invasive…Cardiothoracic…Surgery…2016…WINTER…WORKSHOP（Kyoto）October…
28,…2016

⑩ Nakajima…H,…Morita…K,…Kambe…M,…Ikeda…M,…Domoto…S,…Uwabe…K,…Asakura…T,…Iguchi…A,…Niinami…H：…Negative…impact…
of…prior…percutaneous…coronary… intervention…on…graft…flow…and…patency…after…coronary…artery…bypass…grafting.……
International…Society…of…Minimally…Invasive…Cardiothoracic…Surgery…2016…WINTER…WORKSHOP（Kyoto）…October…
28,…2016

【総数：論文 10…件，学会発表…36 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
　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）9 月 15 日
②圏央（Metropolitan…Inter-City）…Heart…Disease…Forum（所沢）3 月 30 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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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．15）小児外科

1．構成員
古村　眞（KOMURA,…Makoto）：教授：小児外科，再生医療：博士（埼玉医科大学病院兼担）
小高哲郎（KODAKA,…Tetsuro）：講師：運営責任者：診療部長：研究主任：教育主任：大学院教員：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（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．世界で初めて横隔膜筋肉の自律再生させるための手法を開発した．
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．

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
　小児救急医学会雑誌… 査読委員
　Regenerative…Therapy…査読委員
　日本小児外科学会雑誌… 査読委員
　J…biomed…Engineering…査読委員
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　J…rare…disease…research…and…treatmen… 査読委員…
　J…Biomedical…materials…research… 査読委員

　寺脇　幹
　日本周産期・新生児医学会雑誌… 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
　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
　Key…note…Forum…

Patch…tracheoplasty…by…in…body…tissue…engineering…using…collagenous…connective…tissue…membranes…（BIOSHEETs）
Tissue…Engineering,Regenerative…and…Precision…Medicine,…December…1-2m…San…Antonio,…USA

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Komura…M,…Kanamori…Y,…Tanaka…Y,…Kodaka…T,…Sugiyama…M,…Terawaki…K,…Suzuki…K,Iwanaka…T.…Mosapride…for…
gastroesophageal…reflux…disease…in…neurologically
impaired…patients.…Pediatr… Int.…2017…Mar;59（3）:347-351.…doi:…10.1111/ped.13144.Epub…2016…Nov…13.…
PubMed…PMID:…27561215.

② Komura…M,…Komura…H,…Komuro…H,…Ikebukuro…K,…Hikita…A,…Hoshi…K,…Takato…T.
Tracheal…cartilage…growth…by…intratracheal…injection…of…basic…fibroblast…growth…factor.…J…Pediatr…Surg.…2017…Feb;52

（2）:235-238.…doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.11.011.…Epub…2016…Nov…13.…PubMed…PMID:27887682.Aug…12.…
PubMed…PMID:…25783340

③ Tetsuro…Kodaka,…Kan…Terawaki,…Ryosuke…Satake,…Hironobu…Yonekawa,…Kenichi… Ikebukuro,…Hiroaki…Komuro,…
Keisuke…Ishizawa,…Hidekazu…Kayano,…and…others…Spermatic…cord…hematoma…with…irreducible…hernia…in…a…child:…A…
case…report…Journal…of…Pediatric…Surgery…Case…Reports,…Vol.…15,…p22-24,…2016

④ Komura…M,…Tobari…S,…Kanamori…Y,…Kato…M,…Koizumi…K,…Hoshiai…R,…Shiga…J,…Nishida…K.…Scrotal…Lymphangioma:…
Symptoms…and…Diagnosis.…Ann…Clin…Case…Rep.…2016;…1:…1177.

⑤ Komura…M,…Gohara…T,…Satake…R,…Suzuki…K,…Takami…S,…Kodaka…T,…Terawaki…K,…Ohno…Y…Trans-umbilical…assisted…
appendectomy…using…a… flexible…scope…and…energy…device… …49th…Annual…Meeting…of… the…Pacific…Association…of…
Pediatric…Surgeons…（PAPS2016）,…April…24-28,…Koloa,…Hawaii,…USA

⑥ Suzuki…K,…Komura…M,…Terawaki…K,…Kodaka…T,…Gouhara…T,…Nakayama…Y
Repair…and…regeneration…of…diaphragm…using…biosheets…for…congenital…diaphragmatic…hernia…in…a…rabbit…model
49th…Annual…Meeting…of…the…Pacific…Association…of…Pediatric…Surgeons…（PAPS2016）,…April…24-28,…Koloa,…Hawaii,…
USA

⑦ Komura…M,…Komura…H…The…dose-dependent…promotion…of…tracheal…cartilage…growth…by…intratracheal…injection…of…
basic…fibroblast…growth…factor（bFGF）
British…Association…of…Paediatric…Surgeons…Annual…International…Congress…（BAPS63rd）,…July…20-22,…Amsterdam,…
Netherland…s

⑧ Komura…M…PATCH…TRACHEOPLASTY…BY…IN…BODY…TISSUE…ENGINEERING…USING…COLLAGENOUS…CONNECTIVE…
TISSUE…MEMBRANES…（BIO-SHEETs）

　TERMIS-AM…2016…Annual…Meeting,…December…11-14,…San…Diego,…CA
⑨古村…眞 ,…古村…浩子 ,…中山…泰秀
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　ワークショップ：
　小児外科領域における幹細胞研究…生体組織を用いた幹細胞誘導による組織再生の試み
　第 116 回日本外科学会定期学術集会　4 月 14 日～ 16 日　大阪国際会議場
⑩古村…眞
　シンポジウム：新生児外科の移植医療と再生医療…
　気管再生医療へ向けた研究
　第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会　7 月 16 日～ 18 日　富山国際会議場

【総数：論文…4…件，学会発表…6 件】
6-2．獲得研究費
　平成 28 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
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたものと考えている．



臨床医学部門（日高キャンパス）

690

3．16）整形外科（骨・軟部腫瘍科）

1．構成員
矢澤康男（YAZAWA,…Yasuo）：教授，運営責任者，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医長，代表指導教員（大学院），
　　　　　　　　　　　　　………骨軟部腫瘍，博士
鳥越知明（TORIGOE,…Tomoaki）: 准教授，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，骨転移，博士
今西淳悟（IMANISHI,…Jungo）：助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，博士
栗原大聖（TAISEI,…Kurihara）: 助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員

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伝授する．これを系統的に説明し，さらに実例を
用いて具体的に説明する．さらに臨床での経験を通じてその知識を再度認識する．これらを系統的に理解し，問題点
を明らかにする．問題点の解決の手段を提示できるようにする．
2-2．教育内容（担当者）
　矢澤が医学部 4 年生に「骨軟部腫瘍の総論」「骨軟部腫瘍の各論」および 6 年生に「骨軟部腫瘍の診察法，検査，画像」
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
生と後期研修生を 3 名受け入れた．
2-3．達成度
　頻度はすくなく種類の多い疾患を担う分野であることから，すべてを教えるわけではなく重要な知識を効率よく教
えるよう心がけた．臨床では病棟業務が多いため，教育時間を充分にとることは出来なかった．
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．他科の医師となっても役に立つ医
学知識を含むようにした．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，行ったがまだ充分時間がない．矢澤が日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学
術集会会長を担当することとなったので，それも良い刺激であった．

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.…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）
3.…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：今西）
4.…Exostosis…of…Pes…Anserinus の遺伝子学的検討（責任：矢澤）
5.…骨軟部腫瘍の凍結組織標本の保存・解析（責任：今西）
6.…液体窒素処理自家骨移植を用いた骨軟部腫瘍術後再建（責任：鳥越）

3-3．研究内容と達成度
　疾患台帳（外来，入院，手術，病理）を作成し臨床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．
　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保険の問題があり一旦停止した．
3-4．自己評価と次年度計画
　症例はかなり蓄積された．治療成績，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．
今後は更に抗がん剤治療，力学的解析，遺伝子治療などさらに多方向に目を向けて行く予定である．

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．2019 年には日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会
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を担当する．

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
　第 49 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:…当院における四肢以外の軟部肉腫の臨床像.…第49回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会,…水道橋（東
京）

②鳥越知明 :…骨盤腫瘍の 1 例 .…第 25 回多摩骨軟部腫瘍研究会 ,…三鷹（東京）
③鳥越知明 :…原発不明多発骨転移が疑われた 1 例 .…第 36 回静岡骨軟部腫瘍研究会 ,…三島　（静岡県）
④今西淳悟 :…前腕粘液線維肉腫の 1 例～ Tail を伴う場合，どこまでが腫瘍か？～ .…第 16 回 Ortho…Seminar…in…

Saitama, 川越（埼玉）
⑤矢澤康男 :…骨軟部肉腫の治療～…疼痛管理も含めて～ .…第 13 回埼玉オルソペディックセミナー ,…埼玉（川越）
⑥佐藤慧 :…骨肉腫成分を伴う脱分化型脂肪肉腫の…2…例．…第 15 回 Ortho…Seminar…in…Saitama,…川越（埼玉）
⑦ Fumiaki…Kobayashi:…19-Year-Old…Female,…Retroperitoneal…Malignant…Peripheral…Nerve…Sheath…Tumor…after…

Enucleation.…the…29th…Forum…of…Surgical…Society…for…Musculoskeletal…Sarcoma,…東京（有明）
⑧矢澤康男 :…後腹膜肉腫への挑戦 .…第 36 回静岡骨軟部腫瘍研究会 ,…三島　（静岡県）
⑨鳥越知明 :…特集「整形外科外来における他科疾患を見逃さないコツ」軟部腫瘍に似る他科疾患 .…Monthly…Book…

Orthopaedics（全日本病院出版会）
⑩ Jungo…Imanishi:…Atypical…and…malignant…granular…cell… tumors… in…Japan:…a…Japanese…Musculoskeletal…Oncology…

Group…（JMOG）…study.…Int…J…Clin…Oncol
【総数：著書 2 件，論文…1…件，学会発表…17…件，講演…3…件】

6-2．獲得研究費
　平成 28 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（今西淳悟）
　平成28年度日高プロジェクト（特別枠）：サルコーマセンターにおける凍結検体蓄積と網羅的遺伝子解析（矢澤康男）
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　教育，臨床，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．更にサルコー
マセンターを中心に四肢軟部肉腫専門施設の指定を得たい．若い先生など次世代も見据えた体制作りを模索している．
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3．17）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
大塚宗廣（OOTSUKA,…Munehiro）：助教：脳血管障害
鈴木海馬（SUZUKI,…Kaima）：助教：脳血管障害
佐藤大樹（SATO,…Hiroki）：助教：脳血管障害
柳川太郎（YANAGAWA,…Taro）：助教：脳血管障害
大熊理弘（OOKUMA,…Masahiro）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
浦丸浩一（URAMARU,…Koichi）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害
Giacomo…Tiezzi（Giacomo,…Tiezzi）：臨床修練士：脳血管障害
柴田碧人（SHIBATA,…Aoto）：後期研修医（G6）：助教：脳血管内治療科出向中
池田峻介（IKADA,…Shunsuke）：後期研修医（G6）：中村記念病院出向中
栢原智道（KAYAHARA,…Tomomichi）：後期研修医（G5）：国立循環器病研究センター出向中
武裕士郎（TAKE,…Yushiro）：後期研修医（G4）：虎の門病院出向中
池上方基（IKEGAMI,…Masaki）：後期研修医（G4）：都立神経病院出向中
寺西亮雄（TERANISHI,…Akio）：後期研修医（G4）：助教：脳血管障害
鈴木　隼（SUZUKI,…Shun）：後期研修医（G3）：助教：脳血管障害

（非常勤）
大井川秀聡（OOIGAWA,…Hidetoshi）：客員教授：帝京大学教授：博士
池田俊貴（IKEDA,…Toshiki）：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
高井啓介（TAKAI,…Keisuke）：非常勤講師：都立神経病院部長：博士
西本　博（NISHIMOTO,…Hiroshi）：非常勤講師（脳神経外科）：小児脳神経外科：博士

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：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
三宅勇平（MIYAKE,…Yuhei）:…助教（臨床フェロー）：脳腫瘍
小林裕介（KOBAYASHI,…Yusuke）: 助教（臨床フェロー）：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（G6）：助教：脳神経外科一般

1-3．脳血管内治療科
（常勤）
山根文孝（YAMANE,…Fumitaka）：診療部長：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）：診療副部長：指導教員：教授：脳血管内治療：博士
根木宏明（NEKI,…Hiroaki）：病棟医長：指導教員：講師：脳血管内治療：博士
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
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塚越栄介（TSUKAKOSHI,…Eisuke）：後期研修医（G5）：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
石原秀章（ISHIHARA,…Hideaki）：非常勤医師：脳血管内治療：博士
掛樋善明（KAKEHI,…Yoshiaki）：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
新美　淳（NIIMI,…Jun）：非常勤医師：脳血管内治療
大川原舞（OOKAWARA,…Mai）：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：
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
脳実質内腫瘍と実質外腫瘍の重要性
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
中枢神経系原発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

山根　文孝
（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

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
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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

中島　弘之
（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）国循脳血管外科フォーラム 2015
（2）埼玉医科大学医学教育ワークショップ．
（3）多摩微小解剖セミナー
（4）OSCE 評価者講習，医学教育フォーラム
（5）埼玉医科大学臨床指導医セミナー
（6）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，脳脊髄腫瘍科は他大学からの研修者臨床フェローとして計 6 名，受け入れ，
脳卒中外科はイタリア人医師を臨床修練士として 1 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 6 年間に 7 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．また学会や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（日本脳卒中の外科学会技術認定医教育セミナー，杏林大学微小解剖セミナー，国立循環器病研
究センター脳血管外科セミナー，等）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28年度には2名の初期研修医がローテーションし，横浜市立大学及び中村記念病院から手術研修の為の臨床フェ



695

脳神経外科…

ローを 2 名受け入れ，またフィレンツェ大学（伊）より脳神経外科医師を手術研修生（臨床修練士）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．
当科における悪性脳腫瘍診療は評価が高く，臨床フェローを昭和大学および横浜市立大学より受け入れた．
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（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
　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）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
（5）くも膜下出血後の脳血管攣縮の分子機序の解明
（6）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定
（7）高難度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用
（8）脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole…surgery）の開発
（9）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証

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
（2）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
（3）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
（4）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
（5）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
（6）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
（7）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
（8）グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析
（9）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
（10）Pediatric…Quality…of…Life…Inventory…（PedsQL）頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL
（11）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
（12）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築
（13）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発
（14）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
（15）頭蓋内胚細胞腫における bifocal…tumor の意義ならびに髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究

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
（2）Brain…OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発
（3）頸動脈ステント留置後の高次脳機能と過灌流状態の脳循環動態
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（4）脳卒中に対する血管内治療
（5）各種脳動脈瘤の流体力学による病態解明
（6）脳血管内手術用シミュレーターの開発
（7）動静脈シャント性疾患の高次脳機能
（8）脳卒中後てんかんの脳循環動態・高次脳機能障害

3-3．主な研究内容と達成度
脳血管障害研究グループ

（1）High-grade…AVM に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発（栗田・石原）
【研究内容】

従来治療困難とされてきた深部の大型脳動静脈奇形（AVM）に対して，日本で臨床治験が認可された新しい液体
塞栓物質 ONYX による塞栓術後，迅速に開頭術を行って部分塞栓された AVM を摘出する事により，現在まで 43 例
の high-grade…AVM を安全に治療する事が可能であり，摘出標本から ONYX が病的な血管に炎症を惹起する事，炎症
細胞の侵潤は周囲脳組織にはほとんど認められない事などが明らかにされつつある．治療効果と病理所見に関しては
複数の学会で報告を行い，論文を執筆した．

【達成度】100%
（2）高難易度脳動脈瘤に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発（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】90%
（4）分泌型 microRNA 発現解析によるくも膜下出血後の脳血管攣縮の診断法の開発（吉川・栗田）
【研究内容】

microRNA（miRNA）は近年同定された小分子 non-coding…RNA であり，その配列特異的に遺伝子発現を制御する
新たな分子制御機構であるが，脳血管における miRNA の機能に関しては未だ不明な点が多く，くも膜下出血におけ
るその発現や機能に関しては未解明である．われわれは，これまでの動物モデルを用いた網羅的遺伝子発現解析によ
り，動物モデル脳底動脈において経時的に多くの遺伝子発現が変動していることを同定し，こうした遺伝子発現変動
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．結果を英文学術誌に発表し，現在サブ解析中である．

【達成度】75%
（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，
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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】60%
（6）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定（竹田・栗田）
【研究内容】

現在脳動脈瘤の形成，破裂機序の詳細は不明であるが，近年の研究からその形成機序に血管壁への血行力学的スト
レスから惹起される炎症反応が関与することが推測され，特に転写因子 NF-κB を中心とした力学応答因子の解析が
進んでいる．一方で炎症カスケードにも脂質分子の関与が報告されているにも関わらずこれまで脂質分子の解析を通
じて脳動脈瘤の形成，破裂機序を研究した報告はまだない．本研究の目的はヒト脳動脈瘤壁の臨床標本において，脂
質分子種を区別して可視化することが唯一可能な方法である質量顕微鏡法を用いて脂質分子の局在解析を行うととも
に，免疫組織化学検査，電子顕微鏡解析による細胞の位置情報と比較してヒト脳動脈瘤形成を担う因子を同定する事
が目的である．科学研究費を獲得し，組織サンプルの収集を開始した．

【達成度】10%
（7）高難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．現在長期予後を追跡中である．

【達成度】95%
（8）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，英分雑誌に投稿中である．

【達成度】95%
（9）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証（上出・栗田）
【研究内容】

くも膜下出血発症の原因となる脳動脈瘤の発生，増大，破裂に関して，血流ストレスに起因する血管壁の慢性
炎症性変化に伴う変性が注目されている．近年，糖尿病合併症の増悪因子とされる RAGE（Receptor…for…Advanced…
Glycation…Endproducts）が炎症を惹起して脳虚血やくも膜下出血後脳血管攣縮に関与し，またその内在性阻害物質で
ある sRAGE が脳保護効果を有することが示された．本研究は脳動脈瘤と RAGE，sRAGE…との関連を明らかにし，脳
動脈瘤の発生，増大，破裂予測の新規バイオマーカーとして sRAGE が臨床上有益であるかを明らかにすることが目
的である．科学研究費を得て，組織サンプルの収集を開始した．

【達成度】95%
脳腫瘍研究グループ

（1）予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究（西川・
三島・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】80%
（2）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】60%
（3）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
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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】90%
（4）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】85%
（5）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）に参加した．
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が，全体としての primary…endpoint である OS の優越性は示す事
が出来なかった．現在サブ解析が進行中である．

【達成度】100%
（6）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】
【目的】高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫（ePCNSL）は非常に予後不良である．若年者に標準治療として行う大量
MTX（HD-MTX）基盤化学療法と全脳照射は，遅発性神経障害を高率にきたし，また初期化学療法で一旦 CR を得て
もすぐに再発する傾向がある．そのため新たな治療法の開発が必要である．我々は ePCNSL に対し導入免疫化学療法
後 CR 例には維持化学療法を行い照射は回避する治療戦略をとっている．その有効性と安全性を報告する．

【方法】ePCNSL 例に対し，導入免疫化学療 :Rituximab（375mg/m2）と HD-MTX（3.5g/m2）（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ヵ月毎にRIT-HD-MTXを2サイクル，さらにHD-MTXを3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】全28例の年齢中央値は74歳…（66-84）で，MRIで腫瘍縮小について効果判定できた26例中，CR:…16例…（61.5%），
PR:…6 例…（23.1%），SD:…1 例…（3.8%），PD:…3 例（11.5%）であった．無増悪生存期間中央値（mPFS）は 24.6 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=10）に比較し，
mPFS…（52.4…vs.…9.3 ヵ月），mOS…（65.8…vs.…13.9 ヵ月）とも有意に延長した（p<.0001）．Grade3,4 の有害事象は 8 例
に生じたが，治療関連死は認めなかった．

【結論】RIT-HD-MTX 療法は高齢者にも安全に施行できた．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 7-16 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 を加えたこと，
維持化学療法を追加したことがその理由と考えられた．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 治療の今後の課題である．

【達成度】80%
（7）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】
【目的】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，
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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．さらに 5-ALA による放射線増感作用の機序を検討した．

【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．また 5-ALA と放射線照射の併用により悪性グリオーマ細胞へのアポトーシスの
誘導，細胞周期の G2-M 期への集積，DNA の DSB 修復の障害が観察された．

【結論】以上の結果より，5-ALA は悪性グリオーマ細胞に対して有効な放射線増感剤であり，悪性グリオーマの放射
線治療抵抗性の克服につながる新たな治療法となる可能性が示唆された．

【達成度】50%
（8）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・渡辺 / 窪田［実験助手］・西川）
【研究内容】
①…成人グリオーマの診断・治療反応性・予後予測に有用な分子マーカーの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，RELA 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
析が可能な状況である．

②…髄液中の circulating…cell…free…DNA を用いたグリオーマの Liquid…Biopsy の可能性：グリオーマ患者の髄液中
の…circulating…cell…free…（ccf）…DNA を検出してグリオーマ関連の分子マーカーの解析が行えるかどうかについて
preliminary な解析を行った．グリオーマ患者 7 例に対して，髄液検査用に採取した脳脊髄液の残液を解析に用い
た．髄液 1ml…から Maxwell…rapid…sample…concentrator…システムを用いて ccfDNA を抽出した．続いて，real-time…
PCR/ 高解像能融解曲線分析法で IDH1,H3F3A,…BRAF 遺伝子の点突然変異の有無をスクリーニングし，DNA シーク
エンス法にて変異を同定した．また，一部の症例からは MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態をメチル化特
異的高解像能融解曲線分析法で解析した．実際に摘出した腫瘍組織から抽出した DNA に対しても，同様の assay
法にて遺伝子異常について解析を行い，髄液 ccfDNA から得られた結果と対比させた．さらに，3 例の症例からは
血漿中の ccfDNA の抽出も併せて行い上記遺伝子異常の検出が可能かどうか検討した．結果は，1ml の脳脊髄液か
ら10ng以上のccfDNAが得られることが判明し，real-time…PCR/高解像能融解曲線分析法での解析が可能であった．
IDH1,H3F3A,…BRAF 遺伝子異常について，髄液由来 ccfDNA と摘出された腫瘍から抽出した DNA における解析結
果が全例で一致した．MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態を解析した 2 例でもメチル化につき定量的に解
析が可能であった．尚，血漿中の ccfDNA からは遺伝子変異は検出されなかった．以上から，髄液中の ccfDNA を
用いた遺伝子解析により，直接腫瘍組織を得ることなく，低侵襲でグリオーマ患者の診断，予後の判定に有用な分
子マーカー解析が行える可能性が示唆された．

【達成度】80%
（9）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】80%
（10）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
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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】90%
（11）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】85%
（12）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】50%
（13）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，「小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織
型によるリスク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相試験」が開始された．このプロトコールで摘出度中央判定委員の一員
として摘出度評価を行っている（鈴木）．

【達成度】30%
（14）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（鈴木・西川）
【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
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】50%
（15）頭蓋内胚細胞腫における bifocal…tumor の意義ならびに髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究（鈴
木・西川）

【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫の診断と治療に関する国際グループによる診断・治療・予後に関する 34 項目のコンセンサスが発

表されたが，持ち越しとなった以下の 2 つの課題について多施設共同研究が行われ，西川は PI として，鈴木は分担
者として参加した．…（1）…尿崩症を伴う bifocal… lesion…が腫瘍マーカー陰性の場合，ジャーミノーマと診断してよい，
という仮説はどの程度正しいか，（2）…髄液細胞診陽性のジャーミノーマにおいて，全脳脊髄照射が必要かどうか．
当院から多数の症例が登録され，研究に貢献した．この結果は 2017 年 6 月に FIFTH…INTERNATIONAL…CNS…GCT…
CONFERENCE にて発表された．

【達成度】90%
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．
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【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（神山）
【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・神山）
【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・神山）
【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・神山）
【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・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「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「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」，基盤Ｃ「質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：
増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定：主任研究者：竹田理々子」，若手 B「脳動脈瘤破裂バイオマーカーと
しての可溶型 RAGE の検証：主任研究者：上出智也」），また本学からもグラント（日高プロジェクト：吉川雄一郎），
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ていて，この年度が最終年度となる．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である．その立ち上げに全力を尽くし，登録を
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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，徐々に結果が出ている．これらは新規治療薬の開発
やバイオマーカーの発見のために極めて重要なプロジェクトであるので，次年度も引き続き積極的に推進させたい．
脳血管内治療研究グループ
　脳動脈瘤塞栓術の体積塞栓率に関しては論文投稿済みであり，今後も蓄積されたデータから様々な角度での解析を
行う予定である．日高プロジェクト（根木）で行ってきた INVOS を用いた脳血管内治療後の頭蓋内血流に関する研
究は，学会発表を行っているものの更にデータを増やして検討する方針．症例が少ない疾患を対象とした研究は引き
続き継続となっているが，初期の目標はおおむね達成されている．次年度の日高プロジェクトとして認められた脳血
管内治療と血小板凝集能抑制の研究（米澤）については，脳血管内治療による虚血性合併症を予防するための基礎的
な資料となるようなデータを示すことを期待している．また次年度は治験にも積極的に参加し，研究の体制を強めて
ゆきたい．

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を誇り，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，全国最多を維持している．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（根木宏明，神山信也，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）
　伊勢志摩サミット救急医療確保事業（栗田浩樹，竹田理々子）
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，三島一彦，柳澤隆昭：Review…Board）
　Jpn…J…Neurosurg（栗田浩樹：Editorial…Board）
　脳卒中（栗田浩樹，吉川雄一郎：Review…Board）
　神経外傷（栗田浩樹：編集委員）
　脳卒中の外科（栗田浩樹：編集委員）
　J…Stroke…Cerebrovasc…Dis（栗田浩樹：Review…Board）
　J…Neurosurg…Sci（栗田浩樹：Review…Board）
　Clin…Neurol…Neurosurg（栗田浩樹：Review…Board）
　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：Review…Board）
　Pediatric…International（柳澤隆昭：Review…Board）
　Neuropathology（三島一彦：Review…Board）
　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：Review…Board）
　小児がん（柳澤隆昭：Review…Board）
　小児血液・がん学会誌（柳澤隆昭：Review…Board）
　Expert…Review…Anticancer…Therapy…（柳澤隆昭：…Review…Board）
　脳神経外科速報（竹田理々子：編集同人）
　ACUTE…MEDICINE…&…SURGERY（神山信也 :…Review…Board）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本脳神経外科学会・代議員（栗田浩樹，神山信也，竹田理々子）
　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）
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　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，池田俊貴）
　日本脳卒中学会・代議員（栗田浩樹，吉川雄一郎）
　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）
　白馬脳神経外科セミナー運営委員（栗田浩樹：第 33 回会長）
　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）
　関東脳神経外科懇話会・幹事（栗田浩樹）
　埼玉脳神経外科懇話会世話人（西川亮，栗田浩樹）
　埼玉ブレインセミナー世話人（栗田浩樹，大井川秀聡，池田俊貴）
　埼玉中枢神経画像診断研究会・世話人（栗田浩樹）
　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）
　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）
　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）
　西埼玉脳神経懇話会・幹事（栗田浩樹，西川亮）
　石尊山神経懇話会・世話人（栗田浩樹，西川亮）

6．業績
6-1．代表論文（2016 年度英文論文）

① Ikada…S,…Takai…K,…Kikkawa…Y,…Takeda…R,…Ikeda…T,…Koyama…S,…Kurita…H:…Ruptured…posterior…spinal…artery…aneurysm:…
intraoperative…and…histopathologocal…findings…with…appreciable…thrombosis.…Spine…J…16:…e215-217,…2016

② Ikeda…T,…Maruyama…K,… Ito…N,…Utagawara…A,…Shimada…A,…Shiokawa…Y,…Kurita…H:…Higher…serum…pentoside,…an…
advanced…glycation…end…product,…in…branch…atheromatous…disease…among…small…vessels…occlusion.…J…Neurosurg…Sci…
2016…Feb…19.…[Epub…ahead…of…print]

③ Fukuoka…T,…Hayashi…T,…Kato…Y,…Deguchi…I,…Maruyama…H,…Horiuchi…Y,…Sano…H,…Mizuno…S,…Nagamine…Y,…Kurita…H,…
Takao…M,…Tanahashi…N:…Functional…outcomes…of…decompressive…craniectomy…in…patients…with…middle…cerebral…
artery…infarction…and…their…association…with…preoperative…thalamus…deformation:…an…analysis…of…12…patients.… Int…
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Med…55:…1991-1995,…2016
④ Yokosako…S,…Kikkawa…Y,…Takeda…R,…Ikeda…T,…Kurita…H:…Oculomotor…nerve…palsy…in…a…patient…with…ruptured…middle…

cerebral…artery…aneurysm.…J…Med…Invest…64:…165-167,…2017
⑤ Satoh…A,…Ogura…T,…Samejima…N,…Watanabe…A,…Seki…Y,…Kuwana…N,…Kurita…H:…How…cisternal… irrigation…with…Mg…

and…ascorbic…acid…effectively…works… in…treatment…for…symptomatic…vasospasm…in…patients…with…SAH?…in…Sasaki…
T,…Ohkuma…H,…Kanamaru…K,…Suzuki…M…(eds):…Neurovascular…Events…after…Subarachnoid…Hemorrhage.…Tokyo:…
NARUNIA…Inc,…2017,…pp.93-97.

⑥ Kikkawa…Y,…Ooigawa…H,…Ikeda…T,…Takeda…R,…Nakajima…H,…Ogura…T,…Kurita…H:…Management…and…clinical…outcomes…of…
aneurysmal…subarachnoid…hemorrhage…treated…surgically;…a…7-year…survey,…in…Sasaki…T,…Ohkuma…H,…Kanamaru…K,…
Suzuki…M…(eds):…Neurovascular…Events…after…Subarachnoid…Hemorrhage.…Tokyo:…NARUNIA…Inc,…2017,…pp.19-21.

⑦ Kikkawa…Y:…Mechanisms…of…increased…vascular…contractility…after…subarachnoid…hemorrhage,…in…Sasaki…T,…Ohkuma…
H,…Kanamaru…K,…Suzuki…M…(eds):…Neurovascular…Events…after…Subarachnoid…Hemorrhage.…Tokyo:…NARUNIA…Inc,…
2017,…pp.15-17.

⑧ Kikkawa…Y,…Ikeda…T,…Takeda…R,…Nakajima…H,…Ogura…T,…Ooigawa…H,…Kurita…H:…Results…of…early…high-flow…bypass…and…
trapping…for…ruptured…blood…blister-like…aneurysms…of…the…internal…carotid…artery.…World…Neurosurg…105:…470-
477,…2017

⑨ Fukuoka…K,…Yanagisawa…T,…Suzuki…T,…Shirahata…M,…Adachi…J,Mishima…K,…Fujimaki…T,…Katakami…H,…Matsutani…M,…
Nishikawa…R.……Human…chorionic…gonadotropin…detection…in…cerebrospinal…fluid…of…patients…with…a…germinoma…and…
its…prognostic…significance:…assessment…by…using…a…highly…sensitive…enzyme…immunoassay.… …J…Neurosurg…Pediatr…
18(5):573-577,…2016.

⑩Fukumura…K,…Kawazu…M,…Kojima…S,…Ueno…T,…Sai…E,…Soda…M,…Ueda…H,…Yasuda…T,…Yamaguchi…H,…Lee…J,…Shishido-Hara…Y,…
Sasaki…A,…Shirahata…M,…Mishima…K,…Ichimura…K,…Mukasa…A,…Narita…Y,…Saito…N,…Aburatani…H,…Nishikawa…R,…Nagane…M,…
Mano…H.……Genomic…characterization…of…primary…central…nervous…system…lymphoma.……Acta…Neuropathol…131:865-
875,…2016

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 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）
2.…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）
3.…文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 17K10849：質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：

増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定（主任研究者：竹田理々子，分担研究者：栗田浩樹）
4.…文部科学省科学研究費補助金　若手研究（B）課題番号 17K16637：脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶

型 RAGE の検証（主任研究者：上出智也，分担研究者：栗田浩樹）
5.…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）
6.…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）
7.…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

共同研究．（主任研究者：成田善孝，分担研究者：西川亮）
8.…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）
9.…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）
10.…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）
11.…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）
12.…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）
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13.…2016 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）

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
　栗田浩樹：Best…Doctors…in…Japan…2014-2015,…2016-2017
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 35 回…Mt.Fuji…Workshop…on…CVD　東京　2016.8.24-25（会長：栗田浩樹）
（2）第 33 回…白馬脳神経外科セミナー　越後湯沢　2017.2.9-11（会長：栗田浩樹）
（3）第 5 回脳卒中外科手術手技セミナー　川崎　2016.7.9-10（会長：栗田浩樹）
（2）第 5 回武蔵野脳卒中外科カンファレンス　大宮　2016.11.12（会長：栗田浩樹）
（3）第 4 日高脳血管障害セミナー　坂戸　2017.3.30（会長：栗田浩樹
（4）The…21th…International…Conference…on…Brain…Tumor…Research…and…Therapy…沖縄…2016.4.10-13…（会長：西川亮）
（5）第 129 回一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部学術集会　東京…2016.4.2…
　（会長：西川亮，松居徹（総合医療センター脳神経外科）と共同開催）

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，3 名の初期研
修医を受け入れ，後期研修医が 1 名入局し，他大学から臨床フェローを 2 名受け入れ，また初めて手術研修のため
の外国人医師を臨床修練士として受け入れることができた．研究に関しては，4 つの科研費を含む 6 つの競争的研究
費を獲得して，鋭意 project が進行している．国際学会に 21 の paper が accept され，国内学会でも 100 以上の発表
を行ったが，論文制作数が限られており，来年度は学術論文の制作により力を注ぎたい．診療に関しては，本年度も
手術数の増加が得られ，脳動脈瘤，脳動静脈奇形に関しては，全国一の治療数となったが，現状に満足せず，通常の
大学病院では手術不可能な高難度病変を全国から無差別に受け入れることが可能な組織を目指したい．しかし診療科
として最も重要な事は埼玉県における神経救急の最後の砦として，救急患者を無条件に全例受け入れる体制を維持す
ることであり，今後も救急医学科，脳卒中内科，脳血管内治療科との密接な関係を維持しながら，「治療戦略の統合化」
と「技能分担の細分化」を推し進めていきたい．それが地域医療と大学病院としての先進医療を両立する鍵であり，「断
らない」医療を継続的に実践するために，今後も精進を重ねたい．（診療部長　栗田浩樹）．
　脳・脊髄腫瘍科：教育，研究，診療の各分野において一応満足すべき成果を上げることができた．しかし脳脊髄腫
瘍科はさらに飛躍しなければならない．教育においては学生教育，特に実習を強化し，脳神経外科に興味を持っても
らい，全国的に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：おおむね目標は達成したと言える．診療面では症例数はほぼ例年通りの経過であるが，Hybrid
手術室を使用した難易度の高い治療や合併症を最小限に抑える徹底した手技のルールづくり等，より質の高い治療を
確実に推進できている．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　神山信也）
　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
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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．本年度は外国人医師を臨床修練士として初めて受け入れ，また当科で手術を希望する外国人患者も増加して
いる．今後も継続して国際化に尽力して参りたい．（運営責任者　栗田浩樹）
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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．18）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
寺部雄大（TERABE,…Yuta）:…助教：難治性潰瘍，皮弁移植
横山貴之（YOKOYAMA,…Takayuki）：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：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
②目的・目標：遊離皮弁を用いた頭頚部癌再建における吻合部血管の動脈硬化についての検討を行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①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）
②寺部雄太（遊離皮弁を用いた頭頚部癌再建における吻合部血管の動脈硬化についての検討）
3-3．研究内容と達成度：①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．データの収集および解析も終了した．
②遊離皮弁を用いた頭頸部再建における吻合血管の動脈硬化の程度と，患者背景因子および術前の CT における頸部
血管の動脈硬化の程度を比較検討する．
3-4．自己評価と次年度計画：①データの収集および解析は終了し，次年度に発表予定である．
②データ収集中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は，包括的がんセンターの各診療科と連携した悪性腫瘍切除後の再建手術を中心に，難治性潰瘍，外

傷，熱傷，慢性創傷に至るまで多岐に及ぶ．平成 28 年度の新患数は 267 名，入院患者数 66 名，入院手術数 231 件，
外来手術数 21 件，総手術数 252 件であった．現在は主に頭頸部腫瘍科，乳腺腫瘍科の症例を中心に，遊離組織移植，
有茎組織移植による再建を行っている．60 例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
国際再建マイクロ学会（WSRM）正会員… 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… 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
日本創傷治癒学会評議員… 中塚貴志
日本乳房オンコプラスティックサージャリー評議員… 中塚貴志
日本美容外科学会評議員… 中塚貴志
日本抗加齢医学会評議員… 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
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

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
（原著）
① Kanno…Y,…Nakatsuka…T,…et…al:…Computed…tomographic…evaluation…of…novel…custom-made…artificial…bones,…“CT-bone”,…

applied…for…maxillofacial…reconstruction.…Regenerative…Therapy…5:1-8,…2016
②杉山円，中塚貴志，他：　Cantilever…型腸骨移植による唇裂鼻変形修正に関する検討　形成外科　59:1299-

1307,…2016
（総説）
③中塚貴志：　前腕皮弁（再建外科で初心者がマスターすべき 10 皮弁）　PAPERS…No.118;…11-16,…2016
④寺部雄大　市岡滋：義肢装具士と連携した外科的除圧　日本下肢救済・足病学会誌 8；　154-164，2016

（著書）
⑤中塚貴志：　マイクロサージャリー　基礎知識，　形成外科治療手技全書 1　p186-191，監修：波利井清紀，野

崎幹弘，克誠堂　東京　2016 年 4 月
⑥中塚貴志：　診察法と術前の準備　TEXT 形成外科　改訂第 3 版　p8-11，監修：波利井清紀，南山堂　東京　

2017 年 3 月
⑦中塚貴志：　腫瘍切除後の再建　TEXT…形成外科　改訂第 3 版　p366-370，監修：波利井清紀，南山堂　東京

　2017 年 3 月
学会発表

（招待講演）
⑧ Nakatsuka…T.:…Knocks…and…Pitfalls…on…Microvascular…Surgery…in…Head…and…Neck…Reconstruction,…Korean…Head…and…

Neck…Oncology,…May/21/2016…Busan…（Korea）
（シンポジウム，パネル）
⑨中塚貴志：　頭頸部再建～下咽頭再建を中心に～　日本頭頸部外科学会教育セミナー　2016 年 9 月 3 日　東京
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⑩横川秀樹　石川昌一　寺部雄太　横山貴之　中塚貴志：倍率可変式ルーペを用いた微小血管吻合．　第 43 回日
本マイクロサージャリー学会，広島，2016/11/17

【総数：論文　9 篇，学会発表　8 回】
6-2．獲得研究費：　該当せず
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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毎年安定した実績を上げている．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，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）の有用性および遊離皮弁を用いた頭頚部癌再建における吻合部血管の動脈硬化についての検討
を研究しており，後者は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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3．19）（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
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：医学博士
白石昌久（SHIRAISHI,…Masahisa）：助教：小児循環器病学
小柳喬幸（OYANAGI,…Takayuki）：助教：小児循環器病学
中野茉莉恵（NAKANO,…Marie）：助教：小児循環器病学
長田洋資（OSADA,…Yousuke）：助教：小児循環器病学
連　翔太（MURAJI,…Shouta）：助教：小児循環器病学
今村知彦（IMAMURA,…Kazuhiko）：助教：小児循環器病学
松永　保（MATSUNAGA,…Tamotsu）：非常勤講師：小児循環器病学：医学博士
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．心電図の読み方，心疾患患者の診察方法，胸部エック
ス線写真の読み方などを理解させる．

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．心疾患の
各論に関しては頻度の高い疾患の理解に限られる．診察方法，心電図の読み方，胸部エックス線写真の読み方などに
関しては，おおよそ理解できるように教育している．次年度も学生が同様に理解ができるように教育を行う．

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
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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

D,…カテーテルアブレーションの小児への安全性に関する検討
E,…房室結節リエントリー性頻拍に対する冷凍アブレーションの有効性，安全性に関する検討

3-3．研究内容と達成度
A,…左心低形成症候群　病型による治療選択がほぼ確立されてきている．現在ステージ治療中の適切な病状評価法

についての検討を行っている
B,…カテーテル治療の導入や保険適応の拡大　日本医師会からの予算も付き 2013 年の冬頃より治験開始予定
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．一昨年 4 月から開始している．
E,…厚労科研費『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

診療ガイドラインの作成に関する研究』を中心に日本の小児心筋症の診断基準を作成している．昨年 4 月から
開始している．

F,…厚労科研費「小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究」を中心に，遺伝性不整脈患児の睡眠中
突然死予防の指針を作成する．本年 4 月から開始している．

G,…厚労科研費「単心室循環症候群の予後に関する研究」を中心に，単心室循環症候群の予後を検討する．本年 4
月から開始している．

H,…難治性疾患実用化研究事業 AMED「RYR2…遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性
不整脈の原因解明」を中心に，単心室循環症候群の予後を検討する．本年 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．
小児心筋症に関しては，心電図が集積され，診断基準を作成中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
入院患者数 406 名，外来受診総数 4178 名，心臓カテーテル検査 214 名，カテーテル治療 91 例であり，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，心臓

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，
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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,…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…Sep;75（9）:1654-60.

② 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

③ Sumitomo…N.…Clinical…features…of…long…QT…syndrome…in…Children,…Circ…J,…2016:…80（3）;…598-600
④ Sumitomo…N.…Current…topics… in…catecholaminergic…polymorphic…ventricular…tachycardia,…J…Arrhythm…2016;32
（5）:344-351

⑤ Kawata…H,…Ohno…S,…Aiba…T,…Sakaguchi…H,…Miyazaki…A,…Sumitomo…N,…Kamakura…T,…Nakajima…I,…Inoue…YY,…Miyamoto…
K,…Okamura…H,…Noda…T,…Kusano…K,…Kamakura…S,…Miyamoto…Y,…Shiraishi…I,…Horie…M,…Shimizu…W.…Catecholaminergic…
Polymorphic…Ventricular…Tachycardia…（CPVT）…Associated…With…Ryanodine…Receptor…（RyR2）…Gene…Mutations…-…
Long-Term…Prognosis…After…Initiation…of…Medical…Treatment.…Circ…J.…2016…Aug…25;80（9）:1907-15.

⑥ Sasaki…K,…Makiyama…T,…Yoshida…Y,…Wuriyanghai…Y,…Kamakura…T,…Nishiuchi…S,…Hayano…M,…Harita…T,…Yamamoto…Y,…
Kohjitani…H,…Hirose…S,…Chen…J,…Kawamura…M,…Ohno…S,… Itoh…H,…Takeuchi…A,…Matsuoka…S,…Miura…M,…Sumitomo…N,…
Horie…M,…Yamanaka…S,…Kimura…T.…Patient-Specific…Human…Induced…Pluripotent…Stem…Cell…Model…Assessed…with…
Electrical…Pacing…Validates…S107…as…a…Potential…Therapeutic…Agent…for…Catecholaminergic…Polymorphic…Ventricular…
Tachycardia.…PLoS…One.…2016;11（10）:e0164795

⑦Hirabayashi…M,…Yoshinaga…M,…Nomura…Y,…Ushinohama…H,…Sato…S,…Tauchi…N,…Horigome…H,…Takahashi…H,…Sumitomo…N,…
Shiraishi…H,…Nagashima…M:…Environmental…risk…factors…for…sudden…infant…death…syndrome…in…Japan,…Eur…J…Pediatr…
2016;175（12）:1921‐1926

⑧ Hata…H,…Sumitomo…N,…Ayusawa…M,…Shiono…M.…Biventricular…repair…of…pulmonary…atresia…with…intact…ventricular…
septum…and…severely…hypoplastic…right…ventricle:…a…case…report…of…a…minimum…intervention…surgical…approach.…J…
Cardiothorac…Surg.…2016…Jul…4;11（1）:94

⑨ Sumitomo…N,…Horigome…H,…Miura…M,…Ono…H,…Ueda…H,…Takigiku…K,…Yoshimoto…J,…Ohashi…N,…Suzuki…T,…Sagawa…K,…
Ushinohama…H,…Takahashi…K,…Miyazaki…A,…Sakaguchi…H,…Iwamoto…M,…Takamuro…M,…Tokunaga…C,…Nagano…T;…Heartful…
Investigators:…Study…design…for…control…of…HEART…rate… in… inFant…and…child…tachyarrhythmia…with…heart… failure…
Using…Landiolol…（HEARTFUL）:…A…prospective,…multicenter,…uncontrolled…clinical…trial.…J…Cardiol.…2017…Jan…7.…（In…
press）

⑩ Naokata…Sumitomo:… Invited…Lecture,…Congenital…Heart…Disease…and…Inherited…Arrhythmia,… In…Sudden…Cardiac…
Death…Prevention…in…Children…and…CHD…Patients…Sponsored…by…PACES,…Asian…Pacific…Heart…Rhythm…Society…2016,…
Seaul,…South…Korea,…2016.10.14

【総数：論文…6…件，総説著書 13 件，学会発表…26…件，講演…10…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，住友直方，岩本眞理，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，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．吉永正夫，堀米仁志，大野聖子，住友直方，岩本眞理，野村裕一，高橋秀人，緒方裕光：小児期遺伝性不整脈
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疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 29- 難治等（難）- 一般 -055）
4．中西敏雄，稲井…慶，小野…博，朴…仁三，新居正基，白石…公，小垣滋豊，武田充，八尾厚史，市田蕗子，安河内…

聰，嘉川忠博，松山…裕，三谷義英，笠原真悟，坂本喜三郎，赤木禎治，住友直方，山岸敬幸，先崎秀明，賀藤…均，
相馬…桂，小山耕太郎，平田康隆，椎名由美，市川…肇：単心室循環症候群の予後に関する研究（H27- 難治等（難）
- 一般 -022）

5．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
臨床不整脈研究会優秀演題賞：森　仁，住友直方，戸田紘一，小柳喬幸，小島拓朗，葭葉茂樹，小林俊樹，加藤律史，

岩永史郎，西村重敬，村松俊裕，松本万夫：His 束近傍の副伝導路に対して Freezor…Xtra により治療に成功した小児例，
第 29 回臨床不整脈研究会，東京，2017.1.14
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

第 22 回東京循環器小児科治療 Agora　会長（日本大学医学部小児科学系　小児科学分野鮎沢衛准教授と共同開催）
2016.9.10…ベルサール八重洲
第 25 回日本小児心筋疾患学会…会長　2016.10.8，東京都医師会館

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，乳児早期で，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．
今後，学内からのスタッフが定着するよう努力する．



臨床医学部門（日高キャンパス）

714

3．19）（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 ,人工心臓 ,
　　　　　　　　　　　　　　移植治療
枡岡　歩（MASUOKA,…Ayumu）：准教授 ,指導教員（大学院）,副診療部長 ,病棟医長 ,教育主任 ,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 , 人工心臓 , 移植治療
保土田健太郎（HOTODA,…Kentaro）：助教 , 外来医長
　　　　　　　　　　　　　　　　……専門領域：先天性心疾患の外科治療
岩崎美佳（IWAZAKI,…Mika）：助教
　　　　　　　　　　　　　…専門領域：先天性心疾患の集中治療
細田隆介（HOSODA,…Ryusuke）：助教
　　　　　　　　　　　　　　……専門領域：先天性心疾患の外科治療
加藤木利行（KATOGI,…Toshiyuki）：特任教授 , 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．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，標準的な手術方法および最新の手術
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す .

3．研究
3-1．目的・目標
　先天性心疾患の外科治療はますます低年齢化し , 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徴症
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 治療戦略の改良と他疾患への応用 .
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＊ 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 .
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 .今後は中胚葉への誘導を試みる .
3-4．自己評価と次年度計画
　脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている .Hybrid 治療は継続中である . 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 . また小児用補助人工心臓を使った重症心不全治療を開始した .…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 , 枡岡）
　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

①岡田公章，保土田健太郎，宇野吉雅，枡岡歩，鈴木孝明
ダウン症に合併した心臓腫瘍の 1 例
第 169 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会　2016/6/11

②枡岡　歩，岡田公章，岩崎美佳，保土田健太郎，加藤木利行，鈴木孝明
横隔神経麻痺に対する横隔膜縫縮術の至適施行時期についての検討
第 52 回小児循環器学会総会・学術集会　2016/7/7

③岡田公章，枡岡歩，保土田健太郎，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明
左側房室弁形成における…自己心膜補填の検討
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第 52 回小児循環器学会総会・学術集会　2016/7/8
④枡岡　歩，岡田公章，岩崎美佳，保土田健太郎，加藤木利行，鈴木孝明

自己心膜補填による房室弁形成術の中期臨床像
第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会　2016/9/29

⑤保土田健太郎…，鈴木孝明，枡岡歩，岩崎美佳，岡田公章，加藤木利行
フォンタン術後における fenestration の開存性と役割についての検討
第 69 回日本胸部外科学会定期学術集会…2016/9/29

⑥鈴木孝明
小児体外循環おける抗凝固ー特徴をおさえトラブルを減らすためにー
第 42 回日本体外循環技術医学会大会 2016/10/22
その他 6 件

論文
⑦ Yoshimasa…Uno,…Ayumu…Masuoka,… …Kentaro…Hotoda,…Toshiyuki…Katogi,…Takaaki…Suzuki.…Evaluation…of…60…cases…

of…systemic-pulmonary…shunt…with…cardiopulmonary…bypass…General…Thoracic…and…Cardiovascular…Surgery…2016…
10.1007/s11748-016-0685-5…

⑧保土田健太郎，鈴木孝明
Shone…Complex…新心臓血管外科テキスト
p453-457…2016/10…中外医学社

⑨保土田…健太郎，枡岡…歩，宇野…吉雅，岩﨑…美佳，岡田…公章，加藤木…利行，鈴木…孝明 .…第 5 大動脈弓遺残に第 4
大動脈弓離断を合併した大動脈縮窄の 2 手術例 . 日本小児循環器学会雑誌 2016;32（6）:512-515

⑩鈴木孝明
心・大血管…標準小児外科学　第 7 版
p127-145…医学書院…2017/2

【総数：論文 4 件，学会発表 12 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 . また新たに小児に対する重症心不
全治療を開始した . 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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3．20）小児腫瘍科

1．構成員
田中竜平（TANAKA,…Ryuhei）：教授：運営責任者：診療部長：小児・若年者がん，血液疾患
渡辺温子（WATANABE,…Atsuko）：講師：小児・若年者がん，血液疾患
太田充彦（OHTA,…Atsuhiko）：助教：小児・若年者がん，血液疾患

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　診療科の名のごとく当科の目的・目標は「小児および若年者の腫瘍性疾患に現代医学における最高水準の診断と治
療を提供すること」である．俗に「専門馬鹿」という言葉があるが，とかく専門分化した診療科にはそのような医師
が少なからずいる．木を診て森を見ない医者である．昨今の医師育成システムでは盛んに「医学教育」と言う言葉が
氾濫しているが，ことさらに医学教育と声高に言わずとも，医療者として「まとも」であることは人としてまともで
あることと等しい．換言すれば「人として信頼される人物であること」が最も重要である．医師国家試験の合格率の
乱高下に青くなって，人間育成として全く無関係としか思えない教育指導指示を朝令暮改的に乱発し，それを高校卒
業の年齢層に強制しても何ら効果は無い．これは，本学の最近の国家試験合格率の推移を見ても明らかであるし，教
育制度をいじくり回しても，利益が無いことは歴史が証明している．我々は浅薄な流行に流されず，良き日本人，良
き医療人であることを堅持し，generalist としての臨床能力保持を当然の前提として，subspecialty としての腫瘍学
の研鑽に努め，その思想を後進に伝えるべく日々精進している．
2-2．教育内容（担当者）
　田中と渡辺が BSL，ローテーター，および初期研修医の現場教育を担当し，教室での座学は田中が担当している．
実際の症例の主訴と理学所見から鑑別診断を挙げ，さらに緊急を要する症候への迅速な対応を並行して行い，最も確
実で侵襲性の少ない方法論で正確な診断に一刻も早くたどり着き，それに基づいた世界標準の医療を提供するにはど
のようにしたらよいか，を教育の主眼としている．しかし，本学のほとんどの研修医，医学生は医学以前の問題とし
て，一般常識が無く，まともな日本語すら書けない．医学進学課程が無くなり，基本的な教養や基礎的な科学的思考
法の教育がなされないまま医学云々と言うことが間違っている．家庭教育の拙劣さに比例していると判断せざるを得
ない基本的な礼節欠如など根本的な問題の解決は我々の責任ではない．
　しかし，少なくとも，正確な日本語で病歴や所見をカルテ記載し，それをカンファレンスで自分の言葉として（理
解した内容で）プレゼンテーションする，という ｢ てにおは ｣ から ｢ 手取り足取り ｣ の教育（躾）を教育の主眼とし
ている．
2-3．達成度
　充分な内容を提供しても，学ぶ側に医師・医学者として生きていく，という基本的モチベーションに欠ける場合の
困難を論ぜずして現在の ｢ 医学教育 ｣ は語れない．しかし，上級医が粉骨砕身努力している姿を観せて数年経過する
と，徐々に変化が出てくることを最近，実感する．
2-4．自己評価と次年度計画
　指導医クラスは学外に求めるほか無い状況であり，当院のさまざまな周辺状況を鑑みると，人材集めは極めて困難
である．もちろんその大きな要因として当科の田中，渡辺両名にその専門分野における outstanding な宣伝塔的業績
を持続的に発信する努力と能力に欠けている点を反省しなければならない．当院当科の特性を全国学会で積極的に宣
伝する必要が有る．

3．研究
3-1．目的・目標
　我々の研究課題は ｢ 患者の示す症候 ｣ の中にある．1 例 1 例を掘り下げて臨床所見・経過を吟味することで，新た
な課題が見つかると確信しており，現にそのような努力から少数ながら新知見の胚子を見いだしている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　3 人の矮小講座のため特定のグループなどない．
3-3．研究内容と達成度
　公表できる段階になく，未成熟である．
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3-4．自己評価と次年度計画
　評価に足る成果はなく，最低評価である．

4．診療
　スタッフ 3 名という弱小診療科ながら，診療内容および実績に関して本邦の小児・若年者がん診療施設として既
存の大学附属病院などに引けを取らない内容であると自負している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　無し
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
　なし．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

学会発表
①第14回日本臨床腫瘍学会学術集会：Advanced…malignant…lymphoma…mimicking…musculoskeletal…cancers:…Report…

of…two…cases…in…adolescent…and…literature…review.…ポスター，2016/07/29，神戸
②第 54 回日本癌治療学会学術集会：最近 6 年間で経験した骨肉腫 14 例中 6 例に生じた抗腫瘍薬関連中枢神経合

併症 .　WS，2016/10/14，横浜
③第 58 回日本小児血液がん学会学術集：AFP 経度上昇を伴った後腹膜原発 Ganglioneuroma の 1 例 .　ポスター，

2016/12/17，東京
④第 58 回日本小児血液がん学会学術集：胞巣型横紋筋肉腫の臨床病理学的特徴 - 若年者 3 倍検例 .　口演，

2016/12/17，東京
⑤三重大学小児科　小児セミナー：小児がん医療の現状とこれから .　セミナー，2016/2/21，津，三重
⑥埼玉医科大学国際医療センター　第 73 回地域医療連携懇話会症例報告会：スポーツ障害として紹介された寛骨

骨腫瘍の 1 例 .　懇話会，2016/7/20，埼玉医科大学国際医療センター
【総数：論文 0 件，学会発表 4 件，講演 2 件】

6-2．獲得研究費
　なし．
6-3．受賞
　なし．
6-4．特許，実用新案
　なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉医科大学卒後教育委員会主催学術集会：京都大学 iPS 細胞研究所副所長　中畑龍俊教授「iPS 細胞を用いた今
後の医療」2016/10/24，国際医療センター C 棟 2F 会議室

7．自己点検・評価
　アカデミアの 1 部門と言える内容ではない．対外的に学術的な活動をアピールできる内容を持っていないことは
充分認識しているが，3 人のスタッフで常時 10 床前後の重症若年者悪性疾患患者に世界標準の医療を提供し，患者
およびその家族から高い満足度を得ることが本学では最も重視されるべき実績であることから，ほぼ及第点と考える．
　学術的な業績は今後の課題である．

…
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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）：講師，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：医員：皮膚外科，化学療法，一般皮膚科
松谷泰祐（MASTUYA,…Taisuke）：助教（臨床フェロー）：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：医学的見識を高め，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，高度な専門的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 名は学位を取得し，講師に昇格した．1 名は，皮膚科専門医資格を
29 年度に取得するため準備中である．
2-4．自己評価と次年度計画

助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，論文を作成し着実に研鑚が積みあげら
れた．寺本由紀子は，学内の短期留学制度を利用し，ドイツに留学し，一定の成果をもたらした．
　次年度には，中村泰大が学内の短期留学制度を利用し，ドイツに留学する予定であり，7 月には中村泰大が会長と
なり，第 32 回日本皮膚外科学会を主催し，成功させる予定である．
　研究会（日高皮膚疾患診療懇話会）を年 2 回着実に開催し，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，とくに
初診紹介患者数の増加を重要目標に掲げ，教室員全体で取り組む．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-melanoma 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．また，爪下部メラノーマの手術治療に関してグループ研究を進める．
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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
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行い，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．当科ではセンチネルリンパ節生検の保険適
用施設として認可を受けているが，メラノーマにおけるセンチネルリンパ節についてレベルの高い同定を実施してい
る．開院以来，レベルの高い専門的診療を行い，患者から高い満足度も得られ，また遠方から受診される患者も多い．
次年度は昨年度以上に患者数を増やして経験を積み上げ，積極的な診療および研究の発展を進めたい．

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：あり（山本：日本癌治療学会・編集委員，International…Journal…of…
Clinical…Oncology 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 Teramoto…Y,…Nakamura…Y,…Sato…S,…Yamazaki…N,…Yamamoto…A.…Low…probability…of…lymphatic…drainage…to…Cloquet’
s…node…is…of…limited…value,…an…indicator…for…pelvic…lymph…node…dissection…in…patients…with…lower…limb…melanoma.…
Lymphat…Res…Biol.…14(2):109-14,…2016

②Nakamura…Y,…Tanaka…R,…Asami…Y,…Teramoto…Y,…Imamura…T,…Sato…S,…Maruyama…H,…Fujisawa…Y,…Matsuya…T,…Fujimoto…M,…
Yamamoto…A.…Correlation…between…vitiligo…occurrence…and…clinical…benefit…in…advanced…melanoma…patients…treated…
with…nivolumab:…A…multi-institutional…retrospective…study.…J…Dermatol,…epub…ahead…of…print,…2016

③ Inoue…Y,…Hasegawa…M,…Maekawa…T,…Le…Pavoux…A,…Asano…Y,…Abe…M,…Ishii…T,… Ito…T,… Isei…T,… Imafuku…S,… Irisawa…R,…
Ohtsuka…M,…Ohtsuka…M,…Ogawa…F,…Kadono…T,…Kodera…M,…Kawakami…T,…Kawaguchi…M,…Kukino…R,…Kono…T,…Sakai…K,…
Takahara…M,…Tanioka…M,…Nakanishi…T,…Nakamura…Y,…Hashimoto…A,…Hayashi…M,…Fujimoto…M,…Fujiwara…H,…Matsuo…K,…
Madokoro…N,…Yamasaki…O,…Yoshino…Y,…Tachibana…T,…Ihn…H;…Wound/Burn…Guidelines…Committee.…The…wound/burn…
guidelines-1:…Wounds…in…general.…J…Dermatol…43(4):357-75,…2016

④ Imamura…T,…Nakamura…Y,…Teramoto…Y,…Sato…S,…Asami…Y,…Arai…E,…Yamamoto…A.…A…case…of…giant…primary…dermal…
melanoma…with…BRAF…V600E…mutation.…Acta…Derm…Venereol.…96(6):840-1,…2016

⑤Tanaka…R,…Fujisawa…Y,…Maruyama…H,…Nakamura…Y,…Yoshino…K,…Ohtsuka…M,…Fujimoto…M.…Nivolumab-induced…thyroid…
dysfunction.…Jpn…J…Clin…Oncol.…46(6):575-9,…2016

⑥ Teramoto…Y,·Nakamura…Y,…Asami…Y,…Imamura…T,…Takahira…S,…Nemoto…M,…Sakai…G,…Shimada…A,…Noda…M,…Yamamoto…
A.…Case…of…type…1…diabetes…associated…with…less-dose…nivolumab…therapy…in…a…melanoma…patient.…J…Dermatols,…Epub…
ahead…of…print,…2016

⑦ Nakamura…Y,…Fujino…T,…Nagata…K,… Imamura…T,…Teramoto…Y,…Asami…Y,…Arai…E,…Yamamoto…A.…A…Rare…Case…of…A…
Primary…Cutaneous…Desmoplastic…Atypical…Granular…Cell…Tumor.…Am…J…Dermatopathol,…Epub…ahead…of…print,…2016

⑧ Asami…Y,…Nakamura…Y,…Teramoto…Y,…Sato…S,… Imamura…T,…Yamamoto…A.…Co-exsistence…of… intravascular…papillary…
endothelial…hyperplasia…in…superficial…skin…as…well…as…in…the…intermascular…space.…Acta…Derm…Venereol.…97(2):289-
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290,…2017
⑨ Imamura…T,…Nakamura…Y,…Tanaka…R,…Teramoto…Y,…Asami…Y,…Maruyama…H,…Fujisawa…Y,…Fujimoto…M,…Yamamoto…A.…

Cutaneous…surgery…under…local…anesthesia…in…very…elderly…patients…aged…90…years…and…older…is…as…safe…as…in…elderly…
patients…aged…75–80…years.…Int…J…Dermatol,…Epub…ahead…of…print,…2017

⑩ Nakamura…Y,…Fujino…T,…Kagamu…H,…Matsuya…T,…Teramoto…Y,…Asami…Y,…Yamamoto…A.…Induction…of…immune…reaction…
to…benign…melanocytic…nevi…without…halo…during…nivolumab…therapy…in…a…melanoma…patient.…JAMA…Dermatol,… in…
press,…2017

【総数：論文（英文…17…件、邦文 9 件）、学会発表…○ 11 件、講演…2…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～ 2017 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 18 回 2016 年 11 月 24 日・第
19 回 2017 年 4 月 20 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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1．構成員
①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
②西本絋嗣郎（NISHIMOTO,…Koshiro）…：…講師：大学院教員（大学院）：副腎腫瘍：博士（2016.7.1. 付で入職）
③城武　卓（SHIROTAKE,…Suguru）講師：診療副部長：大学院教員（大学院）：博士
④鈴木賢次郎（SUZUKI,…Kenjiro）：助教：大学院教員（大学院）：博士…（2017.3.31. 付で退職）
⑤安水洋太（YASUMIZU,…Yota）：助教：大学院教員（大学院）
⑥近藤秀幸（KONDO,…Hideyuki）：助教
⑦岡部尚志（OKABE,…Takashi）：助教…（2016.4.1. 付で入職）
⑧香久山裕史（KAGUYAMA,…Hirofumi）：助教（2016.1.4. から 2017.1.4. まで埼玉医科大学病院より研修）
⑨小松田明里（KOMATSUDA,…Akari）：助教（2016.4.1. から 2017.3.31. まで慶應義塾大学病院より研修）
⑩大久保和樹（OKUBO,…Kazuki）：助教（2016.4.10. から 2016.7.27. まで防衛医科大学校より研修）
⑪渡邊裕子（WATANABE,…Yuko）：…秘書

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
　初期研修医が 3 名，一ヶ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．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．一
方で，当科として臨床的観点から国家試験を意識した実習カリキュラムの作成が急務である．

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．
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本年度終了時には開院 10 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）

臨床研究（IRB 番号，申請者）
・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（07-059，小山）
・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（12-069，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）（14-123，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）（14-049，城武）
・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
（12-192，小山）

・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（13-161，城武）

・手術療法・放射線療法・内分泌療法が施行された前立腺癌患者の予後解析（15-087，安水）
・ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と診断法（16-093，西本）
・分子標的薬無効症例の予測による新たな進行腎細胞癌のネオアジュバント治療戦略（16-158-1，近藤）
・進行性／転移性腎細胞癌に対する分子標的治療の治療効果予測におけるバイオマーカーの探索（後方視的研究）
（16-158-2，近藤）

・前立腺癌に係る健康関連 QOL の横断的評価研究及び新規骨転移治療法の経済評価（16-216，鈴木）
・転座腎細胞癌の実態把握と解析－多施設共同研究（16-226，西本）

3-3．研究内容と達成度
　前立腺癌診療において，埼玉北部西部地区を中心とした前立腺癌登録を継続しており，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を行った．PSA 検診の普及に大きな地域格差があることがわかり，地域によっては
診断時に転移を有する症例が 15% 以上も存在する．これらのデータをもとに PSA 検診の啓蒙活動を行い，前立腺癌
診療の向上を図る．また，高リスク前立腺癌に焦点を当て，手術療法と放射線療法の治療効果について後方視的に比
較検討し，同等の生存率を有することがわかった．
　腎癌領域においては，多施設共同で集積した転移性腎癌症例を後方視的に検討した．既知の予後予測モデルの再構
築や分子標的治療薬の相対用量を用いた予後予測の改善を図ることができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　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．また臨床研究で得られた問題点を基礎研究にリンクし，臨床にフィードバッ
クする必要がある．具体的には，新規に開発した腎癌の予後予測リスクモデルを基に，臨床検体のマイクロアレイ解
析を行いその妥当性を検討する．

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．とくに進行性泌尿器科癌の治療に際し，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が極めて肝要である．当院では緊密な協力体制が構築されており，
泌尿器科癌の治療選択が格段に多いことが特徴的である．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．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．
　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である．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，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
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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 Tanaka…N,…Mizuno…R,…Ito…K,…Shirotake…S,…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.　External…Validation…of…the…MSKCC…and…IMDC…
Risk…Models…in…Patients…Treated…with…Targeted…Therapy…as…a…First-line…and…Subsequent…Second-line…Treatment:…A…
Japanese…Multi-institutional…Study.…Eur…Urol…Focus.…2016…Aug;2（3）:303-309.…doi:…10.1016/j.euf.2015.11.001.…
Epub…2015…Dec…2.

②Tanaka…N,…Mizuno…R,…Yasumizu…Y,…Ito…K,…Shirotake…S,…Masunaga…A,…Ito…Y,…Miyazaki…Y,…Hagiwara…M,…Kanao…K,…Mikami…S,…
Nakagawa…K,…Momma…T,…Masuda…T,…Asano…T,…Oyama…M,…Oya…M.…Prognostic…value…of…neutrophil-to-lymphocyte…ratio…
in…patients…with…metastatic…renal…cell…carcinoma…treated…with…first-line…and…subsequent…second-line…targeted…therapy:…
A…proposal…of…the…modified-IMDC…risk…model.…Urol…Oncol.…2017…Feb;35（2）:39.e19-39.e28

（学会発表）
③城武　卓，…安水洋太，…田中伸之，…水野隆一，…升永綾子，…伊藤敬一，…伊藤祐二郎，…宮崎保匡，…萩原正幸，…浅野友彦，…大

家基嗣，…小山政史　転移性腎細胞癌に対する分子標的治療薬の 2nd-line…RDI…（relative…dose…intensity）…が及ぼす臨
床効果に関する多施設共同研究，…日本泌尿器科学会総会，仙台，2016.4.

④菊池栄次，福本桂資郎，城武卓，箱崎恭平，宮崎保匡，前田高広，金子剛，吉峰俊輔，田中伸之，金井邦光，小山政史，
宮嶋哲，大家基嗣：進行尿路上皮癌に対する集学的治療戦略　進行性膀胱癌に対する Gemcitabine+Cisplatin 術
前化学療法の長期成績　第 104 回日本泌尿器科学会総会，仙台，2016.4.

⑤近藤秀幸，城武卓，高松公晴，田地一欽，安水洋太，鈴木賢次郎，古平喜一郎，小山政史：リンパ節転移を伴う
尿道原発尿路上皮癌に対して全身化学療法及び骨盤外照射療法で完全奏功を得た一例　第 104 回日本泌尿器科
学会総会，仙台，2016.4.

⑥鈴木賢次郎，近藤秀幸，高松公晴，牧野壮壱，安水洋太，城武卓，古平喜一郎，加藤眞吾，小山政史：骨転移巣
に対して放射線治療を施行した泌尿器癌症例の検討　第 104 回日本泌尿器科学会総会，仙台，2016.4.

⑦高松公晴，城武卓，近藤秀幸，田地一欽，安水洋太，鈴木賢次郎，小山政史：当施設における進行性腎細胞癌に
対するパゾパニブの初期使用経験　第 104 回日本泌尿器科学会総会，仙台，2016.4.

⑧鈴木賢次郎，近藤秀幸，安水洋太，城武卓，高橋孝郎，小山政史：前立腺癌骨転移に対して放射線治療を施行し
た症例の検討　第 21 回日本緩和医療学会学術大会，京都，2016.6.

⑨高松公晴，近藤秀幸，杉野智啓，香久山裕史，安水洋太，鈴木賢次郎，城武卓，藤堂真紀，小山政史：転移性腎
細胞癌患者における VEGF 阻害薬不耐容に関連する因子の検討　第 47 回腎癌研究会，品川，2016.7.

⑩城武卓，安水洋太，鈴木賢次郎，近藤秀幸，高松公晴，古平喜一郎，渡邉徹，伊藤浩紀，加藤裕二，松田香，中
村倫之助，田中雅彦，花島文成，朝倉博孝，鈴木隆大，雨宮裕，重城裕，城谷建二，川口拓也，小野昌哉，石
引雄二，小山政史，埼玉北部・西部地区における多施設共同前立腺癌登録から見た PSA 検診の意義（2008 年～
2015 年），日本泌尿器科学会東部総会，青森，2016.10.8.

【総数：論文…2…件，学会発表…8…件】
（大学院）…
　該当なし

6-2．獲得研究費
1.…平成 26 年度～平成 28 年度：文部科学省科学研究費基礎研究 C

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
研究代表者：小山政史
交付額：1,200,000 円

2.…平成 28 年度～平成 29 年度：埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」
KCNJ5 の体細胞変異に着目したアルドステロン産生腺腫発生の分子基盤解明
研究代表者：西本絋嗣郎
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交付額：1,250,000 円
3.…平成 28 年度～平成 29 年度：埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」

腎癌細胞における時計遺伝子と低酸素誘導因子の影響
研究代表者：岡部尚志
交付額：1,800,000 円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　・北埼玉前立腺がんカンファランス　当院主催・運営事務局（平成 19 年～：年 2 回開催）

7．自己点検・評価
　教育においては，当科の手術症例の多さから手術主体の病院研修になりがちである．今後は外来見学やクルズスの
内容をさらに吟味して，まずは多くの医学生が泌尿器科への興味を持つことができるような環境を築いていきたい．
研修医にとっては，一人当たりの手術症例数が多いため，基礎的外科手術手技の技術向上において一定の成果を上げ
ていると考える．
　研究においては，日常業務の中で臨床診療に偏りがちであり，予定通りの目標を達成できていなかった．しかしな
がら本年度より今までに得られたデータを本格的に集積解析し，論文作成および学会発表を積極的に行うことができ
た．引き続き症例の蓄積を重ね，今後の癌診療に寄与すべく検討を継続していかなければならない．
　臨床においては，限局性前立腺癌への放射線治療症例，筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘術や各種腹腔鏡手術の
症例，および転移性腎細胞癌に対する分子標的療法症例の増加が目覚ましかった．外来，入院における患者数，手術
症例数ともほぼ目標を達成できていると自負している．一方で医局員が少ないことからコメディカルとの連携を密に
し，常に医療安全に留意していかなければならない．
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3．23）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
松村聡子（MATUMURA,…Satoko）：助教：専門医員…28 年 9 月まで
大庭　晋（OOBA,…Susumu）：助教：専門医員
井上　準（INOUE,…Hitoshi）：助教：専門医員
久場潔実（KUBA,…Kiyomi）：助教：専門医員
石川淳一（ISHIKAWA,…Jyunichi）：助教：専門医員　28 年 8 月から
小松赳夫（KOMATU,…Takeo）：助教：医員　　28 年 9 月まで
沼倉　茜（NUMAKURA,…Akane）：助教：医員　　28 年 9 月から 29 年 3 月まで
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唯一のサブスペシャリティである，頭頸部腫瘍学を専門とする教室である．頭頸部腫瘍学
以外に関連領域である咽頭，喉頭外科領域の教育を行う．学部学生教育は上記の頭頸部癌，喉頭，咽頭を担当してい
る．又，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，後期研修医に対する耳
鼻咽喉科専門医教育，耳鼻咽喉科専門医取得後の頭頸部癌専門医研修教育を行っている．
　標準的頭頸部がん治療を学ぶと共に，臨床研究を企画推進する能力を獲得する．
2-2．教育内容（担当者）：菅澤，中平，蝦原，小柏
　学生講義：耳鼻咽喉科系統講義中，頭頸部腫瘍学，咽頭科学，喉頭科学，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耳鼻咽喉科コモンディ
ジース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
外科系に興味ある学生を中心に年間 10 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 の学生に対し
て週 2 回，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，頸部解剖，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．当科の実習を通じて，耳鼻咽喉科は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及び，専門医取得後の頭頸部癌専門医研修を担当した．
　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，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，研究室設備を充実させた．
　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．
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　後期研修の一環として，後期研修医を交代で喉頭機能外科研修の為，国立国際医療センターに 1 年間の予定で派
遣している．
　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，改
良を加えている．
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 などの基礎分野との協力の下，
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行っている．
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
に関する系統的な知識が不足しているため，手術実習などの機会を有効に活用できていない．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．
今後も希望者に対して，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診療，教育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初期
研修医の頭頸部外科教育のため，相互に研究会を開催している．
28 年度より，新専門医制度開始と共に，後期研修中に当科での 1 年前後の研修を義務化し，3 病院の交流が始まった．
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．
　今後は，基幹施設として，頭頸部外科に特化した，耳鼻咽喉科専門医養成プログラムを計画している．

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
で世界に情報を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，
新たな前向き研究も開始されている．
　　頭頸部癌治療の標準化：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，石川，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
　　口腔がんに対するセンチネルリンパ節生検の有用性（厚生労働省班研究に参加）：菅澤，松村，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
　　頭頸部癌患者に対する栄養療法の意義：菅澤，小柏，榎木
　　セツキシマブ効果予測因子の解明：菅澤，小柏，井上
　　舌癌の術後補助療法の適応に付いて：菅澤，蝦原
　“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．
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3-4．自己評価と次年度計画
　研究室の整備はほぼ終了した，基礎実験を行える設備の設置が完了し，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．
　今後は JCOG などの国内共同研究にも参加し，本領域の進歩に貢献したい．

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 676 名で，新規入院患者数 648 名，手術件数は 412 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
　　口腔咽頭学会　　　　… 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埼玉地方会常任理事
　　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
　　日本癌治療学会評議員
　　日本鼻科学会評議員

6．業績
6-1．論文，学会発表

論文 , 分担執筆 17 編（内英文 2 編），学会研究会発表…28
代表論文 10 編
①南…和彦，大庭　晋，久場潔実，林　崇弘，中平光彦，菅澤　正 .…鼻副鼻腔癌治療後の鼻涙管閉塞症に対する…鼻

内内視鏡下涙囊鼻腔吻合術の検討 .…耳鼻臨床　109：2；107 ～ 111，2016.
②久場潔実，小柏靖直，中平光彦，菅澤　正 .…当科における喉頭癌の臨床的検討 .…喉頭…2016;28:10-15.
③松村聡子，井上　準，久場潔実，大庭　晋，南和彦，小柏靖直，蝦原康宏，中平光彦，菅澤　正 .…当科における

外耳道がん症例の臨床的検討 .…耳喉頭頸…88（10）:765-769,…2016.…
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④久場潔実，菅澤　正，中平光彦，南　和彦，蝦原康宏，小柏靖直，松村聡子，大庭　晋，井上　準，榎木祐一郎，
横川秀樹 .　当科における頭蓋底手術症例の検討 .　頭頸部癌…42:390-394,2016.

⑤南　和彦，菅澤　正：上顎洞扁平上皮癌に対する超選択的動注化学療法と放射線照射の同時併用療法の臨床的検
討 .　日本鼻科学会…55:34-39,…2016.

⑥ Nakahira…M,…Sugasawa…M,…Matsumura…S,…Kuba…K,…Ohba…S,…Hayashi…T,…Minami…K,…Ebihara…Y,…Kogashiwa…
Y.…Prognostic… role…of… the…combination…of…platelet…count…and…neutrophil-lymphocyte… ratio… in…patients…with…
hypopharyngeal…squamous…cell…carcinoma.…Eur…Arch…Otorhinolaryngol.…2016…Nov;273（11）:3863-3867.

⑦ Matsumoto…Y,…Sakurai…H,…Kogashiwa…Y,…Kimura…T,…Matsumoto…Y,…Shionome…T,…Asano…M,…Saito…K,…Kohno…N.…
Inhibition…of…epithelial-mesenchymal… transition…by…cetuximab…via… the…EGFR-GEP100-Arf6-AMAP1…pathway… in…
head…and…neck…cancer.…Head…Neck.…2016…Nov…23.…doi:…10.1002/hed.24626.…[Epub…ahead…of…print]

⑧ Nojima…J,…Nakahira…M,…Yamaguchi…H,…Kokabu…S,…Yoda…T,…Sugasawa…M.…An…extremely…rare…salivary…gland…tumor:…
intraductal…carcinoma…of…the…buccal…mucosa.…International…Cancer…Conference…Journal.…2016;5:53-56.

⑨南　和彦，大庭　晋，久場潔実，松村聡子，小柏靖直，中平光彦，菅澤　正：下咽頭がん術後に対する経直腸的
甲状腺ホルモン補充療法例．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 89;179-182,…2017.

⑩久場潔実，菅澤　正：頭頸部術後の気道狭窄．JHONS33.…388-390,…2017
6-2．獲得研究費

第 27 回落合記念賞研究助成金
遺伝子のメチル化解析による口腔癌放射線治療／放射線化学療法の効果予測について
井上　準　50 万円

2016（平成 28）年度　日高研究プロジェクト
microRNA 解析による中咽頭癌放射線治療の効果予測について
小柏靖直（代表）…155 万円
頭頸部がんにおける perfusion 検査（CT…perfusion,…IVIM）による治療効果予測
南　和彦　140 万円

文部科学省科学研究費
平成 26-28 年
課題番号：26462622
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
研究代表者　中平光彦
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

6-3．受賞
　2016 年　頭頸部癌学会　最優秀論文賞
　久場潔実
　　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
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　2016/11/10…北関東頭頸部がん研究会　（大宮）　　　主催（代表世話人）
　2016/9/15　埼玉頭頸部がん研究会　　（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，臨床研究も盛んとなり，成果も上がってきた．マンパワーも徐々に
充足してきており，今後研究，教育活動に力を注いでいきたい．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．今後，当院の特徴を強く打ち出し，新たな情報発信が今後の発展のため不可欠で
ある．
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3．24）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）教授：研究主任：指導教員（大学院）：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）：病棟医長・研修医担当　産婦人科学，婦人
　　　　　　　　　　　　　　…科腫瘍学：博士　医局長
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・外来医長・教育主任
藪野　彰（YABUNO,…Akira）助教：婦人科腫瘍学
三輪真唯子（MIWA,…Maiko）助教：婦人科腫瘍学
池田悠至（IKEDA,…Yuji）助教（臨床フェロー）：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
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
花岡美枝子（HANAOKA,…Mieko）シニアレジデント：産婦人科学
新谷大輔（SHINTANI,…Daisuke）シニアレジデント：産婦人科学
市川大介（ICHIKAWA,…Daisuke）シニアレジデント：産婦人科学
西川忠曉（NISHIKAWA,…Tadaaki）国立がん研究センター出向

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，吉田が全体講義を，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
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た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標

婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米国 Gynecologic…Oncology…Group（GOG）との国際共同試験
・GOG213 試験　（プラチナ感受性再発症例に対する Bevacizumab の有用性を検討する，我が国初の先進医療 B 制

度を用いた国際共同第Ⅲ相比較試験）
・GOG237 試験　（AGC に対する MN タンパクの診断的意義を検証する研究）
・GOG275 試験　（低リスク絨毛性疾患に対する最適な化学療法を検証するための国際共同第Ⅲ相比較試験）　…
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，平成 28 年 8 月，655 例の登録が終了
した．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 10 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．
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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
　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　　15
学会発表数　16
① Pulford…DJ,…Harter…P,…Floquet…A,…Barrett…C,…Suh…DH,…Friedlander…M,…Arranz…JA,…Hasegawa…K,…Tada…H,…Vuylsteke…

P,…Mirza…MR,…Donadello…N,…Scambia…G,…Johnson…T,…Cox…C,…Chan…JK,…Imhof…M,…Herzog…TJ,…Calvert…P,…Wimberger…P,…
Berton-Rigaud…D,…Lim…MC,…Elser…G,…Xu…CF,…du…Bois…A.Communicating…BRCA…research…results…to…patients…enrolled…in…
international…clinical…trials:…lessons…learnt…from…the…AGO-OVAR…16…study.BMC…Med…Ethics.…2016…Oct…21;17（1）:63.

② Makii…C,…Oda…K,…Ikeda…Y,…Sone…K,…Hasegawa…K,…Uehara…Y,…Nishijima…A,…Asada…K,…Koso…T,…Fukuda…T,…Inaba…K,…Oki…S,…
Machino…H,…Kojima…M,…Kashiyama…T,…Mori-Uchino…M,…Arimoto…T,…Wada-Hiraike…O,…Kawana…K,…Yano…T,…Fujiwara…K,…
Aburatani…H,…Osuga…Y,…Fujii…T.MDM2…is…a…potential…therapeutic…target…and…prognostic…factor…for…ovarian…clear…cell…
carcinomas…with…wild…type…TP53.…Oncotarget.…2016…Nov…15;7（46）:75328-75338.

③ Miyasaka…A,…Nishikawa…T,…Kozawa…E,…Yasuda…M,…Fujiwara…K,…Hasegawa…K.…Advanced…Mucinous…Adenocarcinoma…
Arising…from…a…Mature…Cystic…Teratoma:…A…Case…Report…and…Literature…Review.Case…Rep…Oncol.…2016…Jun…27;9

（2）:331-7.
④ Ikeda…Y,…Park…JH,…Miyamoto…T,…Takamatsu…N,…Kato…T,… Iwasa…A,…Okabe…S,… Imai…Y,…Fujiwara…K,…Nakamura…Y,…

Hasegawa…K.…T-LAK…cell-originated…protein…kinase…（TOPK）…as…a…prognostic…factor…and…a…potential… therapeutic…
target…in…ovarian…cancer.…Clin…Cancer…Res.…2016…Jun…22.

⑤ Matsuo…K,…Takazawa…Y,…Ross…MS,…Elishaev…E,…Podzielinski… I,…Yunokawa…M,…Sheridan…TB,…Bush…SH,…Klobocista…
MM,…Blake…EA,…Takano…T,…Matsuzaki…S,…Baba…T,…Satoh…S,…Shida…M,…Nishikawa…T,…Ikeda…Y,…Adachi…S,…Yokoyama…T,…
Takekuma…M,…Fujiwara…K,…Hazama…Y,…Kadogami…D,…Moffitt…MN,…Takeuchi…S,…Nishimura…M,…Iwasaki…K,…Ushioda…N,…
Johnson…MS,…Yoshida…M,…Hakam…A,…Li…SW,…Richmond…AM,…Machida…H,…Mhawech-Fauceglia…P,…Ueda…Y,…Yoshino…
K,…Yamaguchi…K,…Oishi…T,…Kajiwara…H,…Hasegawa…K,…Yasuda…M,…Kawana…K,…Suda…K,…Miyake…TM,…Moriya…T,…Yuba…Y,…
Morgan…T,…Fukagawa…T,…Wakatsuki…A,…Sugiyama…T,…Pejovic…T,…Nagano…T,…Shimoya…K,…Andoh…M,…Shiki…Y,…Enomoto…
T,…Sasaki…T,…Fujiwara…K,…Mikami…M,…Shimada…M,…Konishi…I,…Kimura…T,…Post…MD,…Shahzad…MM,…Im…DD,…Yoshida…H,…
Omatsu…K,…Ueland…FR,…Kelley…JL,…Karabakhtsian…RG,…Roman…LD.…Significance…of…histologic…pattern…of…carcinoma…
and…sarcoma…components…on…survival…outcomes…of…uterine…carcinosarcoma.…Ann…Oncol.…2016…Jul;27（7）:1257-66.…

⑥ 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…Jan…20.…[Epub…ahead…of…print]…

⑦ 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…2016…Apr…15;138（8）:1994-2002.
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⑧ Sugiyama…T,…Okamoto…A,…Enomoto…T,…Hamano…T,…Aotani…E,…Terao…Y,…Suzuki…N,…Mikami…M,…Yaegashi…N,…Kato…K,…
Yoshikawa…H,…Yokoyama…Y,…Tanabe…H,…Nishino…K,…Nomura…H,…Kim…JW,…Kim…BG,…Pignata…S,…Alexandre…J,…Green…J,…
Isonishi…S,…Terauchi…F,…Fujiwara…K,…Aoki…D.……Randomized…Phase…III…Trial…of…Irinotecan…Plus…Cisplatin…Compared…With…
Paclitaxel…Plus…Carboplatin…As…First-Line…Chemotherapy…for…Ovarian…Clear…Cell…Carcinoma:…JGOG3017/GCIG…Trial.…
J…Clin…Oncol.…2016…Aug…20;34（24）:2881-7.

⑨ Fujiwara…K,…Monk…BJ,…Lhomm'e…C,…Coleman…RL,…Brize…A,…Oaknin…A,…Ray-Coquard…I,…Fabbro…M,…Provencher…D,…
Bamias…A,…Vergote…I,…DeCensi…A,…Zhang…K,…Vogl…FD,…Bach…BA,…Raspagliesi…F.…Health-related…quality…of…life…in…women…
with…recurrent…ovarian…cancer…receiving…paclitaxel…plus…trebananib…or…placebo…（TRINOVA-1）.…Ann…Oncol.…2016…
Jun;27（6）:1006-13

⑩ Monk…BJ,…Poveda…A,…Vergote… I,…Raspagliesi…F,…Fujiwara…K,…Bae…DS,…Oaknin…A,…Ray-Coquard…I,…Provencher…DM,…
Karlan…BY,…Lhomm'e…C,…Richardson…G,…Rinc'n…DG,…Coleman…RL,…Marth…C,…Brize…A,…Fabbro…M,…Redondo…A,…Bamias…
A,…Ma…H,…Vogl…FD,…Bach…BA,…Oza…AM.……Final…results…of…a…phase…3…study…of…trebananib…plus…weekly…paclitaxel… in…
recurrent…ovarian…cancer…（TRINOVA-1）:…Long-term…survival,…impact…of…ascites,…and…progression-free…survival-2.……
Gynecol…Oncol.…2016

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：16lk0201004h0005
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

研究開発化第名：がん領域Clinical…Innovation…Network 事業による超希少がんの臨床開発と基盤整備を行う総合研究
課題管理番号：16lk0201044h0001
獲得金額…全研究開発費：1,495,000 円…　…直接経費　1,15,000 円…　…間接経費……345,000 円

長谷川幸清
ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新規治療標的の同定

課題管理番号：16cm0106502h0001
獲得金額…全研究開発費：3,461,539 円…　…直接経費 2,423,078　円…　…間接経費…1,038,461 円

卵巣明細胞線癌におけるネオ抗原および局所権益応答の総合的解析
課題管理番号：16K11152
獲得金額…全研究開発費：1,430,000 円…　…直接経費　円…　…間接経費…0…円

トランスレーショナルリサーチの標準化に関する研究
課題管理番号：28-A-12
獲得金額…全研究開発費：1,000,000 円…　…直接経費　円…　…間接経費…0…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10年目として，患者数は順調に増加しているので，科員には相当な負担を強いる結果となっている．引き続き，

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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3．25）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．高度専門病院に特化した国際医療センターの患者さんに対応した口腔ケアの検討．
3-2．周術期口腔機能管理が入院患者の誤嚥性肺炎の発症および予後に与える影響についての多施設研究
3-3．各施設での肺炎発生率等を後方視的に解析中
3-4．次年度も継続して解析

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
現在，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　埼玉県医科歯科連携推進委員会委員．

6．業績
6-1．学会発表　2 件

①総合病院の入院患者が入院中に発症する肺炎に関する多施設共同研究－医科入院患者約 40 万人の解析－　◎倉
沢…泰浩，坂田…康彰…　他 15 名　第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い　東京　2016 年

②入院後の肺炎発症に関する多施設共同研究 2 －入院患者薬 40 万人と脳卒中患者の解析ー第 61 回日本口腔外科
学会　◎倉沢泰浩，坂田康彰　他 6 名　第 61 回日本口腔外科学会　千葉　2016 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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3．26）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：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）
・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

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
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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 635 件，心臓血管外科は 679 件と昨年より大きく伸びた．
心肺運動負荷試験は778件であった．多発外傷を含む救命救急関係では561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 1042 例を実施
した．
　脳卒中のリハビリテーションでは1322名を実施した．内訳は，脳梗塞470名，脳出血243名，くも膜下出血90名，
その他の脳血管障害 317 名，その他 202 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 1.26 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
6-1-1．論文

①高橋秀寿：急性期における早期より取り組む歩行再建 .…特集：歩行再建への挑戦 . リハ医学 53 巻 1 号 ,…6-11,…
2016.…

②太田貴之、高橋秀寿：運動器手術後のリハビリテーション .Medical…Nordic…Walking- ノルデイック・ウォーキ
ングの医科学的基礎—. 宮下充正監修、一般社団法人全日本ノルディック・ウォーク連盟発行、東京、pp82-
86,2016.

③ Honda…T,…Chikai…MP,…Ohnishi…T,…Honda…K,…Ino…S,…Takahashi…H…and…Kigawa…H:…Current…chronic…pain…management…
programs…in…Japan.…Phys…Med…Rehab…Int…3…(4):…1-6,…2016.

6-1-2．学会発表
④牧田　茂：運動器疾患を合併した循環器疾患患者のリハビリテーション．
　チーム医療セッション　ジョイントシンポジウム「重複障害をもった循環器疾患患者のリハビリテーション」
　第 80 回日本循環器学会　2016 年 3 月 18 日　仙台市民会館
⑤牧田　茂：慢性腎臓病を合併する心臓外科術後の心臓リハビリテーション．
　シンポジウム「慢性腎臓病合併例における心臓リハビリテーション」
　第 22 回日本心臓リハビリテーション学会　2016 年 7 月 17 日　東京国際フォーラム
⑥牧田　茂：メディカルチェックの背景と問題点．シンポジウム「健康運動における運動療法開始前のメディカル

チェック開始基準」
　第 35 回日本臨床運動療法学会　2016 年 9 月 4 日　慶應義塾大学日吉キャンパス

6-1-3．著書
⑦心臓リハビリテーション概念の基本理解…p17-p22
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　リハビリテーション医療者の役割 p22-29
　心臓リハビリテーションの適応と禁忌 p30-33
　核医学検査 p108-112
　心臓カテーテル検査 p113-120
　心臓リハビリテーションポケットマニュアル　伊東春樹監修　医歯薬出版，2016
⑧非監視下運動時の運動処方 p68-73
　心不全患者に寄り添う包括的心臓リハビリテーションを極める，文光堂
　絹川真太郎編集　2016
⑨心疾患 p373-380
　リハビリテーションにおける評価 Ver3　上月正博，正門由久，吉永勝訓編
　医歯薬出版　2016

【総数：論文 6 件，学会発表…19 件，講演 11 件，著書 3 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 17 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー
　シンポジウム「超急性期のリハビリテーションを考える」
　2016 年 4 月 23，24 日　国際医療センター 30 周年記念講堂
②第 5 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
　2016 年 8 月 6，7 日　ウエスタ川越（川越市）
③第 12 回学生のためのスポーツ医学セミナー
　日本臨床スポーツ医学会主催　当番幹事として企画・運営
　2016 年 10 月 29 日　埼玉医科大学第 3 講堂

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても目標はほぼ達成された．心臓リハビリテーション，がんリハビリテーション，

脳卒中リハビリテーションともに患者数が増えるとともに新たな課題に向かって挑戦しており，病院経営に貢献して
いるといえる．
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3．27）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：研究副主任：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：教育副主任：臨床麻酔
吉川博昭（YOSHIKAWA,…Hiroaki）：助教：医員：臨床麻酔
大野聖加（ONO,…Seika）…: 助教：医員：臨床麻酔
臣永麻子（TOMINAGA,…Asako）…: 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 14 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，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
　常勤職員の退職があり日常診療に非常に多忙であったが，可能な限り学生教育に貢献できたと総括している．次年
度はスタッフの充実をはかり，教育面で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
行い，安全で予後の良い全身管理を追及する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後のＢＩＳ脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛薬必要量に及ぼす影響に

関する研究
・全身麻酔薬が，中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究

-ICG を用いての検討
・完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の
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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．しかしながら，診療業務の多忙さがあり，達成度は高くないこ
とを自覚している．

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 Nishibe…S,…Kodama…M,…Morita…Y,…Sakai…D,…Yoshikawa…H.…

Intracardiac…air…bubbles…Originating…from…pneumatosis…intestinalis… in…and…infant…with…cyanotic…congenital…heart…
disease.…
J…Cardiothorac…vasc…anesth.…2016;30（6）:1632-5

② Yuki…Ichikaw,…Hironobu…Ueshima,…Hiroshi…Otake,…Akira…Kitamura.…
Regardless…ot… the…Puncture…Angle,…a…Tuohy…Needle…with…Sand-Blasted…Steel…at… the…Tip…of… the…Bevel… is…a…Valid…
Needle…on…the…Ultraonic…Images.…
Open…Journal…of…Anesthesiology.…2016;6:101-4

③ Amano…K,…Nishizawa…D,…Mieda…T,…Tsujita…M,…Kitamura…A,…Hasegawa…J,…Inada…E,…Hayashida…M,…Ikeda…K.…
Opposite…Associations…Between… the… rs3845446…Single-Nucleotid…Single-Nucleotide…Polymorphism…of… the…
CACNA1E…Gene…and…Postoperative…Pain-Related…Phenotypes… in…Gastrointestinal…Surgery…Versus…Previously…
Reported…Orthognathic…Surgery.
J…Pain.…2016…Oct;17（10）:1126-1134

■学会発表（主なもの）
④吉川博昭 ,…西部伸一 ,…酒井大輔 ,…中野隆弘 ,…大野聖加 ,…小林克江 .…

脳神経外科麻酔中における高乳酸血症発現頻度とその要因の検討 .…
日本麻酔科学会…第 63 回学術集会 .…2016.5.…福岡

⑤足立佳也 ,…有山淳 ,…酒井大輔 ,…関口淳裕 ,…能美隆臣 ,…北村晶 .…
経カテーテル大動脈弁留置における周術期合併症の検討 .…
日本麻酔科学会…第 63 回学術集会 .…2016.5.…福岡

⑥佐伯有香 ,…北村晶 ,…古田島太 ,…磨田裕 ,…武居哲洋 .…
心臓手術後において一酸化窒素吸入療法中にカルボキシヘモグロビンの上昇をみた
成人症例 .…
第 25 回日本集中治療医学会…関東甲信越地方会 .…2016.8.…東京

⑦古市昌之 ,…磨田裕 ,…北村晶 ,…竹森健 ,…浮田慎 ,…關根一人 ,…酒井大輔 .…
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片側肺のブラ破裂による自然気胸と縦隔胸膜の一部欠損による左右胸腔交通により
同時両側気胸を発症した一症例 .…
第 25 回日本集中治療医学会…関東甲信越地方会 .…2016.8.…東京

⑧能美隆臣 ,…有山淳 ,…市川ゆき ,…北村晶 .…
スワンガンツカテーテルのシース抜去後にびまん性脳梗塞を起こした 1 症例 .…
日本麻酔科学会…東海・北陸支部…第 14 回学術集会 .…2016.9.…津市

⑨足立佳也 ,…有山淳 ,…大野聖加 ,…能美隆臣 ,…関口淳裕 ,…北村晶 .…
術後一過性の肝酵素上昇を認め薬剤リンパ球刺激テストでロクロニウムアレルギーが疑われた 1 症例 .…
日本臨床麻酔学会…第 36 回大会 .…2016.11.…高知

⑩古田島太 ,…佐伯有香 ,…磨田裕 ,…北村晶 ,…森ひろみ .…
重症心疾患患者に対する栄養サポートチーム（NST）介入の効果と限界について .…
第 44 回…日本集中治療医学会…学術集会 .…2017.3.…札幌…

【総数：論文　3 件，学会発表　15 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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1．構成員
根本　学（NEMOTO,…Manabu）：教授，運営責任者，診療部長，教育主任

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共
同研究，外傷初期診療の教育・研究，医学博士

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
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

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

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

足立智子（ADACHI,…Tomoko）：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
プレホスピタルケア，救急隊教育，DMAT 隊員，シミュレーション教育

作山洋貴（SAKUYAMA,…Hiroki）：救急救命士
プレホスピタルケア，救急隊教育，シミュレーション教育
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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．また，シミュ
レーション教育に関しては，主に卒後教育を中心に医師，看護師，コ・メディカルを対象に実施する．
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
　概ね満足できる実績であったが，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．
　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．
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
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④救命センター ICU…における全身管理に関する臨床的研究
⑤外傷予防学
⑥ゴルフ競技の救護体制のあり方に関する先行研究

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．
⑥第 81 回日本オープンゴルフ選手権大会において救護室を担当し，基礎資料を収集した．今後，日本ゴルフ協会

等と連携し，救護室体制構築の資料収集を行う予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
　日本救急医学会総会，救急医学会関東地方会，日本臨床救急医学会，日本外傷学会などを中心に，症例検討などの
報告を行っている．大量出血に伴う血液凝固系異常や全身性炎症反応症候群，および急性期呼吸不全の病態とその治
療に関する研究を開始したが，救命救急センターとして臨床面での業務負担が大きく，研究については十分に時間を
割くことができなかった．一方，ヘルメット着用による頭部外傷予防やヘルメットの臨床的効果に関しては，国内ヘ
ルメット製造会社と連携し，社会に啓発していく上で重要なある程度の研究結果を纏めることができた．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
　根本が埼玉県メディカルコントロール協議会，埼玉西部第 1，第 2 メディカルコントロール協議会委員を務めた．
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
　第 81 回日本オープンゴルフ選手権で救護室を担当した．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①大谷義孝，関根康雅，高平修二，他：小児の自転車頭部外傷に対するヘルメットの有用性．日急誌，27 巻 10 号，
675-681，2016．

② Torio…T，…Kikkawa…J，…Kannari…F，…etal：Short…segment…pedicle…screw…fixation…by…using…additional…screws…at…the…
fracture…level:…for…the…fixation…of…thoracolumbar…burst…fractures. 埼玉医科大学誌，43 巻 2 号，155-161，2017．

③大谷義孝，高平修二，根本　学：術前画像診断が有用であった自動釘打ち機による心臓外傷の 1 例．日本救急
医学会関東地方会誌，37 巻 2 号，475-478，2016．

④橋本康佑，大谷義孝，高平修二，他：胸骨圧迫に起因した肝損傷による出血性ショックに対して IABO（大動脈
閉塞バルーン）後に開腹止血術を施行し救命した 1 例．日本救急医学会関東地方会誌，37 巻 2 号，276-278，
2016．

⑤野村侑史，根本　学，高平修二，他：当院における高齢者消化管出血と抗血栓薬の関連．第 44 回日本救急医学
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会総会・学術集会．
⑥大谷義孝，野村侑史，高平修二，他：災害・救急自動車映像伝送システムを用いた病院間における救急画像伝送

システムの使用経験．第 44 回日本救急医学会総会・学術集会．
⑦杉田秀太郎，高平修二，野村侑史，他：急性薬物中毒患者の入院長期化における要因の検討．第 44 回日本救急

医学会総会・学術集会．
⑧神成文裕，鳥尾哲矢，吉川　淳，他：当院での大腿骨頸部・骨幹部複合骨折の検討．第 44 回日本救急医学会総会・

学術集会．
⑨樽澤太一，高平修二，根本　学，他：当院における脳震盪の疫学調査．第 44 回日本救急医学会総会・学術集会．
⑩青山美奈，高平修二，小川博史，他：AIS3 点以上の外傷患者の腎機能の推移に関しての検討．第 44 回日本救

急医学会総会・学術集会．
【総数：論文…4…件，学会発表…36…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
　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．更に，2020 年開催予定の東京オリンピックでは，ゴルフ競技の救護室担当が予定されているため，適切な
救護体制を構築するための資料収集に努めたい．
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3．28）（2）救急医学科（小児救命救急科）

1．構成員
根本　学（NEMOTO,…Manabu）：教授，診療部長代行

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共
同研究，外傷初期診療の教育・研究，医学博士

主な資格：日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インス
　　　　　トラクター　他

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　小児の発育と発達を理解し，病態を考察し適切な検査や鑑別を行い得るよう指導する．小児の事故の特性を理解し，
予防の重要性を体得する．
2-2．教育内容（担当者）
　①系統講義（医学部・医療学部）：小児科学，腎臓病学，膠原病，消化器疾患および脱水，水電解質，小児救急，
BSL クルズス．②医学生の学習目標の設定および学習到達度の適切な評価．③研修医の臨床指導：小児腎尿路疾患お
よび膠原病の診療，小児救急医学の実践．
2-3．達成度
　適切な講義数を確保している．「小児」ユニットで系統講義を行い，学生の小児領域の学力評価を適切に行っている．
臨床研修に関し小児科と救命救急科を研修する研修医数の減少と期間短縮が危惧される点である．
2-4．自己評価と次年度計画
　小児科学の教育では，その目的を果たしている．4 年生小児ユニットと 6 年小児領域の講義の充実により，学力向
上を図る．小児腎疾患および小児救急について研修医の臨床教育に努める．

3．研究
3-1．目的・目標
　小児外傷の実情と予防対策
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　小児の外傷予防，特に自転車乗車時のヘルメット着用と自動車乗車時のチャイルドシート使用等に関する研究．
3-3．研究内容と達成度
　自転車乗車時のヘルメット着用に関しては，論文として纏めることができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　社会啓発の観点から自転車安全運転 5 則 leaflet の有用性についての検討を継続する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　救急領域では小児症例数は少ないが，地域に必須の小児外傷医療を提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①…大谷義孝，関根康雅，高平修二，他：小児の自転車頭部外傷に対するヘルメットの有用性．日急誌，27 巻 10 号，



救急医学科（小児救命救急科）…

746

675-681，2016．
【総数：論文…1 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
　小児救急の主軸は大学病院であるが，外傷や心臓病では当院に搬送されるため，適切な対応を維持していくために
も小児の特性を理解し，適切な医療が提供できるように努めている．
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3．28）（3）救急医学科（精神科救命救急科）

1．構成員（平成 28 年度） 
松岡孝裕…（MATSUOKA,…Takahiro）…：講師　診療部長　（専門分野　精神科救急医学　神経生理学（脳波））
非常勤医師：16 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，4 年生講義にお
けるベストティチャー賞を受賞した．②卒後：初期研修，大学病院神経精神科・心療内科をローテーション時に，自
殺企図等で国際医療センター救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験してもらった．自殺企図後の
ケアの方法や，再企図危険性の評価法について実践的に学んでもらうことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜自己評価＞卒前教育において，精神科救急につき理解を深めてもらい，卒後初期研修において，その実際を体験し

てもらうことで，一次的な精神科救急への対処法を学んでもらうことができたと考えている．
＜次年度計画＞次年度も引き続き，卒前講義内容の充実を図るとともに，卒後初期研修での指導内容の改良を図って

いきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

①自殺企図患者を対象とし，その疾患別・群別の特徴を抽出し，それぞれの予後を検討することで，より良い初動
対応が図れるよう研究を重ねていく．

②精神科救急医療システムの構成・維持についても，運営的視点で検討を行い，救急領域での貢献を継続して行え
るよう研究を重ねていく．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
プロジェクト 1）　自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討．
プロジェクト 2）　大学病院精神科型「スーパー救急」の継続的運営のための方策検討．

3-3．研究内容と達成度
　プロジェクト 2）（平成 22 年度に学会賞を受賞）に関連する学術発表を，今年も精神科救急学会において発表す
るとともに，プロジェクト 1）に関する研究をまとめ，2012 年に国際学会において発表することができた．その後
も調査を継続中である．
3-4．自己評価と次年度計画

プロジェクト 1，プロジェクト 2 につき，国内・国際学会で学術発表を積み重ねてきた．今年度も両プロジェクト
を継続して発展させ，引き続き国内外での発表を目指していきたい．



救急医学科（精神科救命救急科）

748

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　84 件（日勤帯：74 件，夜間帯：
10 件）
　自殺企図例についてみてみると，例年，以下のような傾向がみられている：　①クラスター 1（若年反復軽症型）：
　約 25％，②クラスター 2（若年単回軽症型）：　約 50％，③クラスター 3（中高年単回重症型）：約 25％
　また，診療内容については，例年，以下のような傾向が，上記いずれのクラスターにおいてもみられている：①
70~80％　自殺再企図の危険性評価，②　7.5% ～ 20％　精神症状の管理，③　7.5% ～ 15％　精神科病床への転科．
　次年度も引き続きシステムの維持・発展に力を注ぎ，診療内容の充実も図っていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

①埼玉県精神科救急医療システム運営委員
②埼玉県メディカルコントロール協議会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表　平成 28（2016）年
1）学会発表

①大学病院型「スーパー救急」における措置入院事例の転帰予測因子について～正準判別因子について　第二報～
　第 24 回日本精神科救急学会　2016.10　久留米　松岡孝裕，平田吾一，太田敏男

②自殺念慮を伴う抑うつ状態に修正型電気けいれん療法が奏功したパーキンソン病の 1 例　第 53 回埼玉精神医学
懇話会　2017.01　さいたま市　横山香，松岡孝裕，福田純一，平田吾一，廣瀬翔，髙杉綾香，竹田稔，太田敏
男

③抗精神病薬多剤併用中，過量服薬での入院を機に ariprprezole への単剤化が試みられた統合失調症の一例　第
52 回埼玉精神医学懇話会　2016.07　さいたま市　廣瀬翔，松岡孝裕，横山香，髙杉綾香，福田純一，竹田稔，
平田吾一，太田敏男

2）講演
④「発達障害」（自閉スペクトラム症 /ADHD）の診断と治療～一般外来における診療 / 臨床研修システムの実際～

　埼玉県私立短期大学協会教職員研修会 .…2016.0…
3）論文
【総数：論文…0 件，学会発表…3 件　講演 1 件】

6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
1．教育　卒前講義が円滑に行われ，学生から一定程度の満足度を得られ，4 年生講義におけるベストティチャー

賞を受賞した．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．
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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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3．29）（1）放射線科（画像診断科）

1．構成員
市川智章（ICHIKAWWA,…Tomoaki）：教授：画像診断一般，腹部画像診断：博士
酒井文和（SAKAI,…Fumikazu）：教授：運営責任者・診療部長：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：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：画像診断一般，循環器画像診断：博士（～ 2016.6.31）
岡田吉隆（OKADA,…Yoshitaka）：教授：研究主任：画像診断一般，腹部画像診断：博士
中澤　賢（NAKAZAWA,…Ken）：准教授：専門医員：…IVR: 博士
齋藤尚子（SAITOH,…Naoko）：准教授（2016.11 ～）：専門医員：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
佐野勝廣（SANO,…Katsuhiro）：准教授（2016.11 ～）：専門医員：画像診断一般，腹部画像診断：博士
森阪裕之（MORISAKA,…Hiroyuki）：講師（2016.11 ～）：医員：画像診断一般
上原崇弘（UEHARA,…Takahiro）:…助教（後期研修医）：医員：画像診断一般（～ 2016.8.31）
高橋大雄（TAKAHASHI,…Masao）:…助教（後期研修医）：医員：画像診断一般（～ 2016.5.31）
松田めぐみ（MATSUDA,…Megumi）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般（～ 2016.8.31）
山口晴臣（YAMAGUCHI,…Haruomi）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般（～ 2017.3.31）
松浦紘一郎（MATSUURA,…Koichiro）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
新津　守（兼担・大学病院）…（NIITSU,…Mamoru）：教授：運営責任者・診療部長・研究主任：専門医員：骨軟部画像診断 :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…博士
田中淳司（兼担・大学病院）……（TANAKA,…Junji）：教授：診療副部長・研究副主任・教育副主任：専門医員：IVR，放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…射線被曝防護，放射線診断：博士
非常勤
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
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）：画像診断一般
谷坂　愛（TANISAKA,…Megumi）：医師 3 類：画像診断一般
木村文子（KIMURA,…Fumiko）：医師 3 類：画像診断一般，循環器画像診断：博士（2016.7.1 ～）

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）（～ 7 月）
　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）
　中澤　賢（血管造影診断と IVR）
　齋藤尚子（頭頚部画像診断）
2-3．達成度
　学生の BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．
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3．研究
3-1．目的・目標
　CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い，国内外でその成果を発表すること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　神経，呼吸器，心臓，腹部，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：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（継続）

③心臓グループ：…HCM 患者における心筋ストレインの検討（継続），subtraction…を用いた冠動脈 CTA 評価
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 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．
⑥頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT…perfusion，IVIM…を用いた検討

　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）

④頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT…perfusion，IVIM…を用いた検討（継続）
⑤ 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 28 年度の診療目標は，①迅速かつ適切な検査の施行と専門医による報告書の作成，②管理加算Ⅱの取得，③
最先端の画像解析技術，④迅速で適切な IVR の施行，⑤ CT と MRI の効率的利用であるであったが，概ね達成する
ことができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

酒井…文和：
環境省中央環境審議会委員（石綿健康被害判定部会）
環境省中皮腫登録に関する委員会委員
労働者健康福祉機構（厚生労働省委託事業）石綿疾患確定委員会委員
環境省委託（社団法人こころとからだの元気プラザ）平成28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

岡田吉隆：
厚生労働省…診療放射線技師試験委員会委員

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，岡田吉隆
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・日本磁気共鳴医学会雑誌：齋藤尚子
・Magnetic…Resonance…in…Medical…Sciences：齋藤尚子
・Internal…Medicine，European…Journal…of…Radiology，European…Journal…of…Radiology，Respirology,Respiratiry…

MedicineCAse…Report 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…Radiology：岡田…吉隆
・Journal…of…Gastroenterology：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 Naoko…Saito,…Kazuhiko…Minami,…Mitsuhiko…Nakahira,…Makoto…Obara,…Osamu…Sakai,…Akira…Uchino,…Fumikazu…Sakai.…
Differences…in…Intravoxel…Incoherent…Motion…Imaging…Characteristics…of…HPV-Positive…and…HPV-Negative…Head…and…
Neck…Squamous…Cell…Carcinomas.…第 75 回日本医学放射線学会総会（口演）

② CT…Features…of…Epidermal…Growth…Factor…Receptor-Mutated…Adenocarcinoma…of… the…Lung:…Comparison…with…
Nonmutated…Adenocarcinoma.Hasegawa…M,…Sakai…F,… Ishikawa…R,…Kimura…F,… Ishida…H,…Kobayashi…K.J…Thorac…
Oncol.2016；11（6）,pp.819-826

③ Uchino…A,…Saito…N,…Uehara…T,…Neki…H,…Kohyama…S,…Yamane…F:…True…fenestration…of…the…anterior…communicating…
artery…diagnosed…by…magnetic…resonance…angiography.…Surg…Radiol…Anat…38:1095-1098,…2016

④ Sano…K,… Ichikawa…T,…Motosugi…U,… Ichikawa…S,…Morisaka…H,…Enomoto…N,…Matsuda…M,…Fujii…H.…：Outcome…of…
hypovascular…hepatic…nodules…with…positive…uptake…of…gadoxetic…acid…in…patients…with…cirrhosis.…Eur…Radiol,…27…（2）:…
518-25.…2017.…Epub…2016…Jun…2.

⑤ Morisaka…H,…Motosugi…U,…Glaser…KJ,… Ichikawa…S,…Ehman…RL,…Sano…K,… Ichikawa…T.…Onishi…H.…Comparison…of…
diagnostic…accuracies…of…two-…and…three-dimensional…MR…elastography…of…the…liver.…J…Magn…Reson…Imaging.…2017…
Apr;45（4）:1163-1170

⑥岡田吉隆，市川智章，佐野勝廣，小澤栄人，中澤…賢，酒井文和：　下膵十二指腸動脈の画像解剖：thin-slice…CT
による検討．第 75 回日本医学放射線学会総会．（2016.4.16,…横浜）

【総数：論文 41 件，学会発表…23 件，講演…19 件】
6-2．獲得研究費

①酒井…文和：厚生労働科学研究費補助金　難治疾患等政策研究事業　びまん性肺疾患調査研究班　分担研究者
② AMED 補助金…難治疾患実用化研究事業　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
6-3．…受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　学部：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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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・外来医長：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：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，70%
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：BSL では，現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティーチングファイルの画像
を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．講義でも，学生が興味を持つように限られた講義時間内で
内容を絞って行った．今後も内容を厳選して，講義後の問題提示などを行って，核医学への興味を喚起し，自主的に
核医学の勉強をできるようにしていく．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している．

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%.
・PET/CT による肩関節周囲炎の評価研究
　肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の治療効果について FDG と FMISO で評価研究を開始した．達成度 10％
・Ra-223 治療評価研究
　SPECT/CT により Ra-223 治療評価の研究を開始した．達成度 20％

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．当科で

は FMISO による低酸素イメージングを腫瘍および肩関節周囲炎で検討中である．メチオニンによるアミノ酸代謝イ
メージングは，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成果が出てきている．膵癌でも結果が出てきてい
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．新た
に肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の PET/CT による療評価の研究を開始した．定量可能な 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．Ra-223 核医学治療が始まったので，治
療効果評価を骨 SUV で行う研究を開始した．これまでの研究成果を少しずつ英語論文化している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注の
みで低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調
べられることである．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，去勢抵抗性前立腺癌に対する α 線照射による放射性ラジウム治療を行ってい
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6,635件の検査，
治療が行われ，前年度と比較して 4.5%% 増加であった．新型 SPECT/CT1 台増設の効果と核医学治療の増加のためと
考えられる．また，老朽化した PET 薬剤製造設備の施設改修を検討している．また，早急に心筋血流 PET のための
アンモニア自動合成導入を検討する．長期的に継続して新人とスタッフの増員を目指す．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　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,…Japanese…Journal…of…Radiology

　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 57 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

　山根登茂彦
第 56 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久慈一英 :…核医学機器の進歩 - 次世代型 SPECT/CT における定量の応用と可能性 .…RadFan…14（11）:49-51,…

2016
② Ueda…S.,…Saeki…T.,…Takeuchi…H.,…Shigekawa…T.,…Yamane…T.,…Kuji… I.,…Osaki…A.:… In…vivo…imaging…of…eribulin-induced…

reoxygenation…in…advanced…breast…cancer…patients:…a…comparison…to…bevacizumab.…Br…J…Cancer…114（11）:1212-
1218,…2016

③ Ohnishi…A.,…Senda…M.,…Yamane…T.,…Mikami…T.,…Nishida…H.,…Nishio…T.,…Akamatsu…G.,…Ikari…Y.,…Kimoto…S.,…Aita…K.,…Sasaki…
M.,…Shinkawa…H.,…Yamamoto…Y.,…Shukuri…M.,…Mawatari…A.,…Doi…H.,…Watanabe…Y.,…Onoe…H.:…Exploratory…human…PET…
study…of…the…effectiveness…of…11C-ketoprofen…methyl…ester,…a…potential…biomarker…of…neuroinflammatory…processes…
in…Alzheimer's…disease.…Nucl…Med…Biol…43（7）:438-444,…2016

④ Kitajima…K.,…Doi…H.,…Kanda…T.,…Yamane…T.,…Tsujikawa…T.,…Kaida…H.,…Tamaki…Y.,…Kuribayashi…K.:…Present…and…future…
roles…of…FDG-PET/CT…imaging…in…the…management…of…lung…cancer.…Jpn…J…Radiol…34（6）:387-399,…2016

⑤ Inubushi…M.,…Higashi…T.,…Kuji…I.,…Sakamoto…S.,…Tashiro…M.,…Momose…M.:…Introduction…of…nuclear…medicine…research…
in…Japan.…Eur…J…Nucl…Med…Mol…Imaging…43（13）:2449-2452,…2016

⑥ Yamane…T.,… Ishii…K.,…Sakata…M.,… Ikari…Y.,…Nishio…T.,… Ishii…K.,…Kato…T.,… Ito…K.,…Senda…M.,…Group…J.A.S.:… Inter-rater…
variability…of…visual…interpretation…and…comparison…with…quantitative…evaluation…of…11C-PiB…PET…amyloid…images…
of…the…Japanese…Alzheimer's…Disease…Neuroimaging…Initiative…（J-ADNI）…multicenter…study.…Eur…J…Nucl…Med…Mol…
Imaging…44（5）:850-857,…2017

［学会発表］
⑦ Tomohiko…Y.…Application…and…interpretation…of…whole…body…bone…imaging…in…the…diagnosis…of…metastatic…bone…

tumors.…The…1st…Asian…Youth…Summer…Camp…of…Nuclear…Medicine.…2016.5. 上海 ,…中国 .
⑧ Yamane…T.,…Ueda…S.,…Seto…A.,…Matsunari…I.,…Saeki…T.,…Kuji…I.:…Clinical…impact…of…18F-FMISO…PET…in…the…distinction…of…

intrinsic…subtypes…of…breast…cancer;…The…SNMMI…2016…Annual…Meeting.…2016.6.…サンディエゴ , 米国 .
⑨ Kuji…I.,…Yamane…T.,…Seto…A.,…Hara…Y.,…Kohno…M.,…Matsunari…I.:…Utility…of…standardized…uptake…value…for…discrimination…

of…bone…metastasis… in…patients…with…prostate…cancer…by… the…OSCGM…method…using… the…bone…segmentation…
algorithm;…The…SNMMI…2016…Annual…Meeting.…2016.6.…サンディエゴ , 米国 .

⑩久慈一英:…シンポジウム機器…SPECTの新たな世界をめざして…-定量的SPECT/CTによる新たな核医学の可能性-.　
第 56 回日本核学会学術総会 ,…2016.11.…名古屋 .

【総数：論文…6…件，学会発表…9…件，講演…4…件】
6-2．獲得研究費
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1）平成…28 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（B）一般 ,…光イメージングによる腫瘍血管・低酸素を標的とし
た抗癌剤反応性バイオマーカーの開発，研究代表者，阪原晴海，260 万円，分担研究者，久慈一英，10 万円

2）平成…28 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，120 万円，分担研究者，久慈一英，10 万円

3）…平成…28 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（C）一般 ,…非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET に
よる乳癌治療戦略構築のための研究，研究代表者，久慈一英，120 万円，分担研究者，山根登茂彦，10 万円

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

7．自己点検・評価
　学部教育において，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 名指導中で，今後は研究を目指していく．
　研究においては，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，PET/CT による 18F-
FDG，11C- メチオニン，18F-FMISO，18F-FES などを用いた悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態の研究に
ついて継続しているが，腫瘍低酸素状態の研究で良い成果が出ている．新たに肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の
PET/CT による療評価の研究を開始した．定量可能な 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ているが，Ra-223 核医学治療が始まったので，治療効果評価を骨 SUV で行う研
究を開始した．順次英語論文化している．
　診療において，今年度総件数が前年度と比較して 4.5％増加した．PET/CT は，ほぼフル稼働の状態で前年度とほ
ぼ同数であった．SPECT/CT については，負荷脳血流検査が減少したが，SPECT/CT 装置増設により負荷心筋 SPECT
や骨シンチグラフィの件数増加により，検査総数が増加した．PET/CT 検査数に関しては，現状のまま大きな変化は
期待できない．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．心筋血流 PET のためのアンモニア合成装置の導入
を目指す．核医学の治療について，Ra-233，…I-131 甲状腺アブレーションが増加している．今後も核医学治療は増加
が予想されるため，きちんとした体制を整えていく必要がある．長期的に継続して新人とスタッフの増員を目指す．
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3．29）（3）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
加藤眞吾（KATO,…Shingo）：教授：運営責任者：診療部長：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
熊﨑　祐（KUMAZAKI,…Yu）：講師：研究員：教育員：医学物理：博士
牧野壮壱（MAKINO,…Souichi）：助教：研究員：教育員：放射線治療
宮澤一成（MIYAZAWA,…Kazunari）：助教：研究員：教育員：放射線治療
岡崎祥平（OKAZAKI,…Shouheii）：助教：研究員：放射線治療
平井隆太（HIRAI,…Ryuta）：助教：研究員：医学物理
猪狩光紳（IGARI,…Mitsunobu）：助教：研究員：医学物理

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．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（担当者）

卒前教育：講義を通じて各疾患における集学的治療における放射線治療の位置付け，低侵襲で有効な放射線治療の
取り組みを理解させる（加藤，鹿間）．

BSL では模擬症例を用いてがんの治療戦略を学生自身に考えさせ，また実際の放射線治療計画装置を用いた実習を
行い学生の興味を引き出す（加藤，鹿間，宮澤，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，宮澤）．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，宮澤，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，宮澤，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，教育担当者毎に役割を決めて指導した．

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．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：平成 28 年度は臨床講義（腫瘍）における放射線治療の講義を行った．平成 29 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 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
て教育した．次年度は臨床研究を指導し，かつ科学論文の作成を指導する．

3．研究
3-1．目的・目標

低侵襲で高精度の外部放射線治療方法を確立する．3 次元画像誘導小線源治療方法を確立する．治療成績向上を目
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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・

　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

　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

・小線源治療に関する多施設共同臨床試験を立案・運営する（伊丹班）
・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（伊丹班，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

　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

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）

　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
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各分野における研究は概ね順調に進行している．平成 29 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のプロジェクトリーダー（内閣府・文部科学省）
・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）健康福祉分野国内対応委員（IAEA・外務省）

　鹿間直人
・放射線技師国家試験問題作成委員（厚生労働省）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　加藤眞吾

・編集委員
　Japanese…Journal…of…Gynecologic…Oncology…（JJGO）
　Japanese…Journal…of…Clinical…Oncology…（JJCO）
・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）
　鹿間直人
・査読委員
　Breast…cancer
　Japanese…Journal…of…Clinical…Oncology…（JJCO）
　Journal…of…Radiation…Research…（JRR）
　American…Journal…of…Clinical…Oncology…（AJCO）
　International…Journal…of…Clinical…Oncology…（IJCO）

　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
・日本婦人科腫瘍学会理事（編集委員，教育委員）
・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
・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

　熊﨑　祐
・日本医学物理学会代議員（計測委員，QA/QC 委員）
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・医学物理士認定機構（試験委員）
　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,…Shin-ei…Noda,…Tatsuya…Ohno,…Yu…Kumazaki,…Shingo…Kato,…Takashi…Nakano.…Dose…volume…
histogram…analysis…of…composite…EQD2…dose…distributions…using…the…central…shielding…technique…in…cervical…cancer…
radiotherapy.…Brachytherapy,…15:…598-606,…2016.

② 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…May;36（5）:2475-9.

③加藤眞吾．（編）公益社団法人日本放射線腫瘍学会．婦人科，放射線治療計画ガイドライン 2016 年版．日本医
学放射線学会編．pp…251-274.…金原出版．東京．2016.…

④鹿間直人：（編）公益社団法人日本放射線腫瘍学会．皮膚癌（章「血液・リンパ・皮膚・骨・軟部」）放射線治療
計画ガイドライン 2016 年版，（金原出版）pp306-310…,…2016

⑤熊崎　祐 ,…加藤眞吾：小線源治療（Brachytherapy）,…新版　放射線医科学　生体と放射線・電磁波・超音波 -,…
pp102-104,…医療科学社 ,…2016

⑥宮澤一成：乳がんと放射線誘発二次がんについて乳癌の臨床（篠原出版新社）31（2）:…87-91,…2016
⑦宮澤一成，鹿間直人，加藤眞吾：前立腺癌に対する定位放射線治療の現状と課題 Rad…Fan（株式会社メディカル

アイ）14（14）:37-40,…2016
⑧塚本信宏，日戸諒一，鈴木健太郎，熊﨑祐 :…Rad…Fan…14（14）:91,…2016.
⑨熊﨑　祐 ,…他：放射線治療物理学…（日本医学物理学会監修）,…p184-109,…195-196,…国際文献社 ,…2016
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 ,…pp80-84,…87-90,…金原出版 ,…2016
【総数：論文…6 件，学会発表…20 件，総説・著書…8 件】

6-2．獲得研究費
文部科学省
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～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

2．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 15 万円

6-3．受賞
・鹿間直人 :…第一回優秀査読賞…公益社団法人…日本放射線腫瘍学会 2016 年 11 月
・熊﨑　祐 :…日本放射線腫瘍学会第 29 回学術大会，優秀教育講演賞，2016

6-4．特許，実用新案
1.…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 ,…出願日：平成 25 年 10 月 30 日，登録日：平成 28 年 7 月 15 日
2.…ガイドワイヤー先端小線源のアプリケータ内停止位置の検査方法および検査具・熊﨑祐・特願 2015-79160: 出

願日 : 平成 27 年 4 月 8 日
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
加藤眞吾

1．FNCA…Workshop…on…Radiation…Oncology.…2016.…11.…8-…11.…11.…Surabaya,…Indonesia.
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7．自己点検・評価
　平成 28 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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3．30）精神科（精神腫瘍科，緩和医療科）

1．構成員
高橋孝郎（TAKAHASHI,…Takao）：教授，運営責任者：診療部長：教員（大学院）：緩和医療学：博士
小山忠昭…（KOYAMA,…Tadaaki）：講師，教員（大学院）：緩和医療学：博士
島田祐樹（SHIMADA,…Yuuki）：助教，教員（大学院）：緩和医療学：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①卒前教育：がん診療における緩和医療の大切さを学ぶ．
②卒後教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び，実地臨床に生かす．
③大学院教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び，実地臨床と研究に生かす．

2-2．教育内容
①卒前教育
　3，4,6 年次の講義「緩和医療学」において，緩和医療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．
②卒後教育
　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緩和医療学の普及，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緩和医療学，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研修を行う．
③大学院教育
　関東がんプロの一環として大学院生へ緩和医療について講義した．

2-3．達成度
①卒前教育
　講義で緩和医療学を学んだ学生が臨床実習に来ており，講義の内容を理解し，その後の実習を行なっている様子

がうかがえる．
②卒後教育
　日常臨床および院内研修会などの活動を丁寧におこなった結果，緩和医療の重要性が理解されるようになりつつ

ある．
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，緩和医療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．なお 2017 年度からは精神腫瘍科とともに 5 年次臨床実習も
担当を開始するため，一層の教育体制を拡充していく．

②卒後教育
　大学病院という性質上，常に多数の新人が入るため基本教育が欠かせない．また，緩和医療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，緩和医療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 Advance…Care…Planning（ACP）に関する研究
②癌の骨転移に関する臨床研究
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③癌患者における免疫学的反応の臨床研究
3-3．研究内容と達成度
　上記の研究は当院 IRB 申請を行い研究途上である．
3-4．自己評価と次年度計画
　より質の高い研究を行ない，その成果を国内外学会，雑誌に発表したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
がん患者およびその家族の苦痛を軽減し，高い QOL を維持しつつ必要かつ十分な治療が完遂できるようサポート

している．また，疾病にかかわらず当院を受診しているすべての終末期およびその家族の苦痛を軽減しその時期に応
じた最大限の QOL を引き出し大切な人生の最終段階をすごせるようサポートすることを目標としている．

また，上記を実現するために当院にかかわる学生を含めたすべての医療スタッフに緩和ケアの原理（ホスピタリティ
精神）の理解，基礎的緩和ケアの知識技術を習得するための機会を提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，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
　日本サポートケア学会理事（高橋孝郎）
　日本リンパ浮腫治療学会評議員（高橋孝郎）
　日本サイコオンコロジー学会 CCT ファシリテーター（高橋孝郎）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① A…Japanese…prospective…multi-institutional… feasibility…study…on…accelerated…partial…breast… irradiation…using…
interstitial…brachytherapy:…clinical…results…with…a…median…follow-up…of…26…months.

　Nose…T,…Otani…Y,…Asahi…S,…Tsukiyama…I,…Dokiya…T,…Saeki…T,…Fukuda…I,…Sekine…H,…Shikama…N,…Kumazaki…Y,…Takahashi…
T,…Yoshida…K,…Kotsuma…T,…Masuda…N,…Yoden…E,…Nakashima…K,…Matsumura…T,…Nakagawa…S,…Tachiiri…S,…Moriguchi…Y,…
Itami…J,…Oguchi…M

　Breast…Cancer.…2016…Nov;23（6）:861-868.
②緩和ケアの現場で最近注目されているアドバンスケアプランニングとは
　髙橋孝郎　埼玉県医師会誌　2016 年 11 月号

【総数：論文…2…件，学会発表…0 件，講演…19 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　以下のような研究会の世話人を担当している
　PEACE 緩和ケア研修会　開催 2 回
　埼玉がん緩和ケア研究会世話人
　地域の緩和ケアを考える会

7．自己点検・評価
　2014 年 10 月に高橋，2016 年 4 月に小山，同年 10 月に島田が就任した．当科体制は整備されて間もないが診療
実績は着実に向上している．教育・研究に関し目標は達成途上である．今後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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3．31）臨床検査医学

1．構成員
海老原康博（EBIHARA,…Yasuhiro）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）小児科学：博士
池淵研二（IKEBUCHI,…Kenji）：教授：副部長：輸血医学，造血幹細胞移植：博士
小林清子（KOBAYASHI,…Kiyoko）：助教：内科学

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：
　医学部5年生にBSL実習教育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 を海老原，田地，室谷，田中が担当
　大学病院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，自律搬送ロボット HOSPI，検査機器同士が連結された体制など紹介する．また，実際の血液細胞スライド
を用いた質疑応答を織り交ぜながら，検査室で行っている血液細胞同定方法などの講義を行い，学習してもらう．実
習として大学病院では行っていない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，式田，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．
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 28 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
　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 3 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．
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，ま
た，多業種との一緒に NST に参加して，適宜，検査学会や他の専門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）
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①試薬検討グループ：海老原，池淵，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
④ NST 活動：佐藤，木下，大谷，田中，斎藤，久保
3-3．研究内容と達成度
①試薬検討グループでは，1）血液凝固分析装置を CS-2100i（シスメックス）から CP3000（積水メディカル）に変

更し，測定試薬については PT，APTT，フィブリノーゲン，AT Ⅲ，を積水メディカルに更新した．2）検体前処理
装置を IDS2000（IDS）から LabFREX2600（日立），生化学分析装置を TBAc16000（東芝）から LABOSPECT008
α（日立）に変更，免疫分析装置は同一機種である ARCHITECTi2000SR（アボットジャパン）に更新し，それら
LabFREX2600，LABOSPECT008α，ARCHITECTi2000SR を搬送ラインで接続した．また，LABOSPECT008α の
測定試薬については免疫グロブリン（IgG，IgA，IgM）を LSI メディエンスからニットーボー株式会社に変更した．
今後 KL-6 の院内検査導入や BNP，CK-MB の測定方法変更などを検討している．

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．

④ NST 活動では，入院患者をラウンドして，栄養状態を評価しているが，検査技師として，専門分野を生かした検
査データの解釈・評価を行い，患者の早期病態改善のために貢献している．当センターでの NST 活動報告を積極
的に学会発表して，外部への発信を行っている．

3-4．自己評価と次年度計画
　試薬の見直し，検討はかなり積極的に取り組めた．検査コスト削減にも貢献できたと考えている．次年度も同じ姿
勢で取り組んでいきたい．

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）　　
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
　日本造血細胞移植学会編集委員（海老原）
　日本臨床血液学会誌査読委員（海老原）
　日本小児血液・がん学会誌査読委員（海老原）
　Experimental…Hematology 誌査読委員（海老原）
　日本輸血・細胞治療学会査読委員（池淵）
　埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
　日本血液学会評議委員（海老原）
　日本造血細胞移植学会評議委員（海老原）
　日本小児血液・がん学会評議委員（海老原）
　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）
　日本輸血・細胞治療学会評議員（池淵）
　埼玉県合同輸血療法委員会自己血輸血小委員会委員長（池淵）
　埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）
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6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）

① Onishi…H,… Ishida…M,…Toyama…H,…Tanahashi… I,… Ikebuchi…K,…Taji…Y,…Fujiwara…K,…Akechi…T:…Early…detection…and…
successful…treatment…of…Wernicke…encephalopathy…in…a…patient…with…advanced…carcinoma…of…the…external…genitalia…
during…chemotherapy.…Palliat…Support…Care.…14:…302-6,…2016

② Ebihara…Y,…Kobayashi…K,…Ishida…A,…Maeda…T,…Takahashi…N,…Taji…Y,…Asou…N,…Ikebuchi…K.…Diagnostic…performance…of…
procalcitonin,…presepsin,…and…C-reactive…protein…in…patients…with…hematological…malignancies.…J…Clin…Lab…Anal.…In…
press.

③高山紗由美，室谷明子，斉藤妙子，田地功忠，池淵研二，海老原康博：尿中白血球分画の意義 .　埼臨技会誌　
63:…87-94,…2016

学会・研究会発表
④大川真莉子，内田弘行，田地功忠，小林清子，海老原康博…，池淵研二…，金子公一：　血清 SCC 抗原の高値を示

した胸腺腫の 1 症例　第 65 日本医学検査学会，神戸，2016
⑤久保嘉志，大坂圭司，小嶺誠也，内田弘行，田地功忠，小林清子，石田明，池淵研二，海老原康博：全自動エン

ザイムイムノアッセイ装置 AIA-900 によるプレセプシン測定の基礎的検討　第 48 回日本臨床検査自動化学会，
横浜，2016

⑥木下博美，佐藤雅子，大谷真弓，田中沙知，久保嘉志，森ひろみ，田地功忠，小林清子，海老原康博，池淵研
二，佐藤弘，小山勇：当センターにおける NST 介入症例の検討　第 4 回日本静脈経腸栄養学会関東甲信越支部会，
飯山，2016

⑦渡辺典之，橋北義一，田地功忠，海老原康博，宮里明子，光武耕太郎：市中感染型 MRSA（CA-MRSA）による
感染性心内膜炎の 2 症例　第 65 回日本感染症学会東日本地方会，新潟，2016

⑧江原悠里子，五十嵐利恵子，式田秀美，鷹野亜希，塩田祥子，田地功忠，小林清子，池淵研二，来住野修，海老
原康博：エコーによる唾液腺病変評価が有用であったIgG4関連疾患の1症例　第45回埼玉医学検査学会，大宮，
2016

⑨古川敏基，松本雅子，室谷明子，田地功忠，小林清子，池淵研二，海老原康博：遠心条件の違いによる残存血小
板数及び血液凝固検査の検討　第 45 回埼玉医学検査学会，大宮，2016

⑩田中のり子，室谷明子，田地功忠，小林清子，池淵研二，海老原康博：当検査部における髄液検査監査業務の試
み　第 45 回埼玉医学検査学会，大宮，2016

【総数：著書 1 件，論文 3 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　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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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．32）病理診断科

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：診療副部長，研究主任，教育副主任，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：病理診断部部長，教育主任，研究副主任，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）：専門医員：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）：専門医員：外科病理，リンパ網内系：医学博士
矢野光剛（YANO,…Mitsutake）：助教：（大学院）：医員
吉田沙織（YOSHIDA,…Saori）：助教（臨床フェロー）：医員

＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA,…Kouichi），瀬山　敦（SAYAMA,…Atsushi），後藤義也（GOTO,…Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA,…
Yasuo），中村　勝（NAKAMURA,…Masaru），佐瀬智子（SAZE,…Tomoko），加藤智美（KATO,…Tomomi），細沼祐介

（HOSONUMA,…Yusuke），鈴木　隆（SUZUKI,…Takashi），矢島沙紀（YAJIMA,…Saki），菅野恵士（KANNO,…Satoshi），
内田真仁（UCHIDA,…Masato），堀部　麗（HORIBE,…Rei），目黒葉子（MEGURO,…Youko）…

＜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
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

＜兼担（保健医療学部）＞
茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）：教授：診断病理，血液・リンパ節病理，分子病理：医学博士

＜非常勤医師＞
清水禎彦（SHIMIZU,…Yoshihiko）：非常勤講師
伴　慎一（BAN,…Shin-ichi）：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）
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〈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：清水禎），
消化器（2…時間：伴，…4 時間：永田），生殖器（3…時間：安田）…

〈4…年生〉「ヒトの病気」コース病理各論実習（CPC…実習）（5…日間，剖検例の症例解析，担当：当科スタッフ全員お
よび大学病理学スタッフ），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 21 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13編　論文は計27…編を発表した．その内訳は英文16…編，邦文11編である．学会発表は，海外0回，国内60…回，
講演 18 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 28 年度の病理診断数は，組織診 9,854…件，術中迅速診断 1,251 件，細胞診 8,311 件，迅速細胞診 496 件，
免疫3,886件，染色体検査289…件であった．病理解剖数は28…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 21 回・21 例），病院全体 CPC（年 5 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



769

病理診断科

　Archives…Pathology…&…Laboratory…Medicine,…International…Editorial…Board：Michio…Shimizu…
　Pathology…International，Associate…Editors:…Michio…Shimizu
　Pathology…International，Editorial…Board:…Masanori…Yasuda,…Takahiro…Hasebe
　Acta…Histochemica…et…Cytochemica,…Editorial…Board:…Masanori…Yasuda
　日本病理学会・診断病理：編集長：安田政実
　日本臨床細胞学会誌査読委員：安田政実

安田政実：埼玉県臨床細胞学会　学術委員会委員
安田政実：埼玉県臨床細胞学会　理事
安田政実：日本組織細胞化学会誌　Acta…Histochemica…et…Cytochemica・Editorial…Board
安田政実：日本婦人科腫瘍学会常務理事（編集委員長）
安田政実：日本病理学会　癌取扱い規約委員会
安田政実：日本臨床細胞学会　ガイドライン検討ワーキンググループ委員
安田政実：第 58 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）プログラム委員
安田政実：日本臨床細胞学会評議員
安田政実：日本臨床細胞学会　細胞診専門医資格認定試験委員会副委員長）
安田政実：子宮体癌取扱い規約委員会・委員長
安田政実：子宮頸癌取扱い規約委員会・委員
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：日本病理学会　Pathology…International…刊行委員
長谷部孝裕：日本病理学会　Pathology…International…刊行委員
新井栄一：日本病理学会　Pathology…International…刊行委員
新井栄一：日本病理学会　診断病理サマーフェスト委員
安田政実：中央病理判定委員会委員　平成 27 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本病理学会コンサルテーションコンサルタント（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）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Kogashira…Y,…Yasuda…M,…Sakurai…H,…Nakahira…M,…Sano…Y,…Gonda…K,…Ikeda…T,…Inoue…H,…Kuba…K,…Oba…S,…Ishikawa…J,…

Enoki…Y,…Matsumura…S,…Minami…K,…Ebihara…Y,…Sugasawa…M.:…PD-L1…Expression…Confers…Better…Prognosis…in…Locally…
Advanced…Oral…Squamous…Cell…Carcinoma.…Anticancer…Res.…2017…Mar;37（3）:1417-1424.

②Shida…M,…Yasuda…M,…Fujita…M,…Miyazawa…M,…Kajiwara…H,…Hirasawa…T,…Ikeda…M,…Matsui…N,…Muramatsu…T,…Mikami…M：
Possible…role…of…thymidine…phosphorylase…in…gynecological…tumors…as…an…individualized…treatment…strategy.…Oncol…
Lett.…2016…Nov;12（5）:3215-3223.…Epub…2016…Sep…2.

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 Sano…H,…Deguchi…I,…FukuokaT,…Hayashi…T,…Uchino…A,…Adachi…J,…Yasuda…M,…Takao…M…and…Tanahashi…N.：Intractable…
Neurosarcoidosis…Effectively…Treated　with…Infliximab.　…Intern…Med.……2016;55（7）:…811-814……（DOI:…10.2169/
internalmedicine.55.5506）

⑤ 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.

学会発表
⑥ Nakamura…M,…Goto…Y,… Shuto…M,…Nagata…K,…Yasuda…M,…Tashiro…T.:A… case… report:…Myeloid… sarcoma…with…

chromosomal…aberration…observation…of…tumor…cells…using…the…chromosome…analysis.…The…32nd…World…Congress…
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of…Biomedical…Laboratory…Science　…August…31-September…4,2016…Kobe…International…Exhibition…Hall…2 日　
Poster

⑦ Kato…T,…Saze…T,…Kamakura…Y,…Oogane…N,…Kozawa…E,…Hasegawa…K,…Yasuda…M.:Endometrial…carcinoma…associated…
with…endometrial…polyp.…Clinicopathological…and…cytological…analysis.…The…32nd…World…Congress…of…Biomedical…
Laboratory…Science　…August…31-September…4,2016…Kobe…International…Exhibition…Hall…2 日　Poster

⑧永田耕治，佐瀬智子，加藤智美，細沼佑介，瀬山　敦 , 安田政実：卵巣原発性カルチノイド腫瘍の 1 例．第 55
回日本臨床細胞学会秋期大会　平成 28 年 11 月 18-19 日　大分県別府市　別府国際コンベンションセンター　
18 日

⑨矢野光剛，加藤智美，細沼佑介，宮坂亞希，榊　美佳，藤野　節，永田耕治，新井栄一，長谷部孝裕，安田政実：
扁平上皮を伴う子宮内膜病変に対して細胞診と組織診で乖離が生じた三例．第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会
　平成 28 年 11 月 18-19 日　大分県別府市　別府国際コンベンションセンター　18 日

⑩榊　美佳，安田政実，長谷川幸清：子宮体部類内膜腺癌のリンパ管増生はリンパ管侵襲と相関するか．第 105
回日本病理学会総会　2016 年 5 月 12-14 日　仙台国際センター　13 日

　島田浩子，長谷部孝裕，杉山迪子，清水京子，安田政実，新井栄一，大崎昭彦，佐伯俊昭：Fibrotic…focus －腫
瘍関連マクロファージ浸潤と最も有意な相関を示す乳癌組織形態因子．第 105 回日本病理学会総会　2016 年 5
月 12-14 日　仙台国際センター　12 日

【総数：論文 27 件，学会発表 60 件，講演 18 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）矢野光剛：平成 28 年度　日高研究プロジェクト：卵巣癌における HDAC と HIF-1α の臨床的意義と治療への
応用．700,000 円………期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日

4）吉田沙織：平成 28 年度　日高研究プロジェクト :…口腔扁平上皮癌における PD-L1 の発現と病理学的所見との
関係性．700,000…円………期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日

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

7．自己点検・評価
　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．



771

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．33）輸血・細胞移植科

1．構成員
石田　明（ISHIDA,…Akaru）：教授：診療部長：研究主任：教育主任：大学院指導教員．輸血学，臨床血液学，細胞

　　　　　　　　　　…………………治療，博士
池淵研二（IKEBUCHI,…Kenji）：（大学と兼担）：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

2．教育：
2-1．目的・目標
　卒前教育では，大学病院と共同して輸血学の基本，輸血の適応とリスク，輸血検査，輸血管理について教育する．
前 2 者は授業で説明し，後 2 者は大学輸血・細胞移植科 BSL で現場見学を行う．
　卒後教育では，安全で適正な輸血について指導する．研修医を対象とした講義において，輸血を安全に実施するた
めに血液型検査を 2 回異時採血で行うこと，人為的ミスを回避するために輸血実施直前に PDA 照合を行うこと，不
規則抗体のスクリーニング検査が重要であること，適正な輸血を行うために輸血の適応を正しく判断し輸血後の効果
判定を確実に行うこと，廃棄血は費用面でも資源面でも大きな損失となることを説明する．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．その他献血の実
際や献血検診医の留意点についても解説する．
　大学院教育では，輸血学の基礎，輸血療法の科学的な見方，安全で適正な輸血を実践するための施策等について指
導し，院内の輸血管理を体験する機会を設ける．さらに，輸血療法における未解決分野を対象とした基礎的研究を自
ら計画し，結果を導いて論文化できるよう指導する．
2-2．教育内容

①卒前教育として，大学病院と共同で医学部 5 年生の BSL において 1 班 3 ～ 4 名ずつ 0.5 日の現場見学実習を行っ
た．

②卒後教育として，研修医を対象として講義を行った．
③大学院教育の平成 28 年度該当者はいなかった．
④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 名ずる 0.5 日の現場見学実習を行い，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，自己血採血などを見学した．担当は棚
澤と松本．

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，そのために輸血管理部門の役割が重要であることを直接目で見て

知ってもらうことができた．
②研修医に輸血のトリガー値，安全な輸血を行うために必要な輸血手順を習得してもらうことができた．
③大学院教育の平成 28 年度該当者はいなかった．
④ 34 名の薬学部実習生に実習を行い，血液製剤の保管や輸血検査の見学によって輸血を身近に感じてもらうこと

ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育では，高度な知識よりもむしろ輸血の基本と輸血検査手技を習得し，輸血医療の光と影を正しく理解して
もらうことを目標としていきたい．
　卒後教育では，輸血適応の判断，輸血オーダー時の注意，血液バッグと輸血ラインの接続，輸血適合票の扱い，輸
血実施時の PDA 照合，輸血中の観察事項など，自ら輸血を行う際に必要となる実際的で具体的な知識や技術を習得
してもらうことを目標としていきたい．
　その他，輸血専任臨床検査技師のレベルアップに向けて，経験に応じた卒後教育体制を構築していきたい．
　また，異型輸血の回避や輸血副作用への適切な対応が実践できるよう，医師や看護師向けの情報提供や勉強会を行っ
ていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　細胞治療：当センターで実施している細胞治療は現在のところ造血幹細胞移植に限られる．当部署では造血幹細胞
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移植に用いる造血幹細胞の処理や保存を行っていることから，造血幹細胞の採取効率および保存管理方法に関する基
礎的検討を行う．また，今後研究レベルの細胞治療を行うために必要な体制づくりを始めていく．
　輸血医療：診療部門のニーズに合わせた輸血管理の一つとして，時間外輸血に対し気送管で血液製剤搬送を行うし
くみを運用している．気送管による製剤搬送は人手の少ない時間外輸血を効率的に行う上で有用であるが，その安全
性や製剤品質への影響が懸念されるため，気送管による製剤搬送の有用性について検討を行う．また，病棟での輸血
実施手順や副作用観察を監視する輸血監査体制を整え，その実効性について検証していく．
　自己血採血：自己血輸血は，急速脱血と造血促進薬によって確保した自己余剰血液を備蓄し手術時の出血に備える
医療行為である．当部署は自己血採血を臨床業務として行っているが，手術時の同種輸血量削減に向けて，自己血採
血における血球回復とその効率について検討する．
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品質への影響関する研究
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する研究については，アフェレシス当日の早朝時採血検体の一部を用いて CD34

陽性細胞率を測定し，採取産物の CD34 陽性細胞率との相関性を調べた．両者はよく相関することが明らかとな
り，採取効率は 30-100％と症例毎にばらつく傾向にはあるものの，採血検体の CD34 陽性細胞数から最終採取
量を予測でき，1 回のアフェレシスで移植に必要な CD34 陽性細胞数を確保するためには採取検体の CD34 陽性
細胞数が 30/ μ L 以上である必要があることが示された．この結果は現在論文化しているところであるが，今後
は採取時の CD34 陽性細胞を経時的にモニタリングすることによって，より患者負担の少ない効率的な採取がで
きないかどうかを検討していく予定である．

②赤血球製剤と血小板製剤の気送管搬送前後による品質への影響について，赤血球製剤の品質指標として，血漿 K，
LDH，フリー Hb を，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べ，
検討した．その結果，搬送による製剤の品質への影響はないことが明らかとなった．この結果は現在論文化して
いるところであるが，今後は製剤の部署内保管の廃止に向けて，また緊急輸血時の製剤搬送において，気送管搬
送の有用性を総合的に検討していく予定である．

③自己血採血後の造血回復をモニタリングして造血回復の観察し，そこで定期的に 400mL 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．しかしながら，この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．さらに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
　上記研究をさらに発展させていくとともに，新たな研究を立案していく予定である．

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，輸血専任検査技師と協力して輸血検査や輸血管理の業務を充実させ，さらに臨床側
への情報提供や指導を行った．また輸血チームによる輸血監査，部署内ミーティングでの体制見直しを行うことによっ
て，解決すべき課題とその具体策が明確になってきた．その他，自己血輸血，造血幹細胞移植のサポート，臓器移植
検査センターの業務を進めることができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（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，石田）
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・細胞治療学会評議員（池淵，石田）
日本輸血・細胞治療学会認定医資格委員会委員（池淵）
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日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会委員・認定医資格審査委員会委員長（石田）
日本輸血・細胞治療学会細胞治療委員会委員・顆粒球輸血小委員会委員（石田）
日本輸血・細胞治療学会製剤委員会委員・血小板タスクフォース小委員会委員（石田）
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（池淵）
埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）

（論文総数 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
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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3．34）医療安全管理学

1．構成員
川井信孝（KAWAI,…Nobutaka）：教授：運営責任者：医療安全対策室　室長：医療安全管理学，血液内科学，造血
　　　　　　　　　　　　　　……幹細胞移植：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　本学科は平成 28 年度より本学に新たに設置された．医学教育の出発点は医師としての基本的な資質を育むことに
ある．それにはコミュニケーションに代表されるノンテクニカルスキルを習得し，チーム医療を学ぶ必要がある．加
えて，医の原則である患者の権利，医師の義務，インフォームドコンセントはもとより，医療における安全性確保，
医療上の事故への対処と予防についても早期から教育が必要と考えられる．本講座では系統的な医療安全学・医療管
理学の講義を行うとともに，それが単なる知識の習得に終わることなく，思考過程を重視した教育にする．
2-2．教育内容（担当者）
　2 月 24 日，川井が医学部 4 年生に対し，医療安全管理に関する概論を講義した．まもなく 5 年生に進級し BSL が
開始されるという時期であり，これまでの知識を整理するのに好都合であった．具体的な内容としては，医療安全の
歴史，ニアミス・インシデント・警鐘事例の定義，インシデント報告，分析手法，医療事故調査制度，チームステッ
プスからなる．
　10 月 19 日，川井が国際医療センターを研修中の全研修医を対象に，医療安全分析手法についてセミナーを行った．
RCA，FMEA に関する知識の習得と，病院の一職員として医療安全にどの様に関わることができるか理解を深めた．
2-3．達成度
　卒前，卒後ともに医療安全管理学に割り当てられた授業時間が非常に少ないため，十分な教育ができたとはいえな
い．限られた時間を有効に使い改善に結び付ける必要があると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　限られた時間の中で，医学部学生および研修医の医療安全に関する理解を深めることができたと考えている．一方
で，卒前教育における医学部学生に関しては，医療安全に関する系統的な授業が不足している可能性がある．今後は
医療安全管理学の授業担当時間を増加すべく働きかけたい．また，本学の医学部以外の学生についても，教育内容の
確認を行いたい．
　次年度は，本年度の内容に加え保健医療学部での授業を行う予定である．ここでは，国際医療センターでの医療安
全対策について，具体的な内容を講義する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　2015 年，国際医療センターは大学医療機関としては国内初の JCI 承認を受けているが，これに伴い多くの医療安
全関連ポリシーが策定された．国際基準が要求している医療安全対策により，同院での医療に関するインシデントの
傾向がどの様に変化するかを検証する．
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
　当院の医療安全管理体制や事例分析手法について研究を重ね，医療マネジメント学会，医療の質・安全学会で報告
した．また，インシデント収集方法にについて，公益財団法人日本医療機能評価機構　認定病院患者安全推進協議会
　患者安全推進ジャーナルを執筆した．
3-4．自己評価と次年度計画
　平成 28 年度は学会発表が 8 件と著書が 1 件であった．医療安全管理学講座の開設初年度でもあり，順当な滑り出
しであると評価できる．次年度は今年度の実績を保ちつつ，さらに前方視的な研究課題も加えたいと考える．

4．診療
　該当なし
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5．その他
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①当院の医療安全管理体制　～医療安全カンファレンスを開催して～　川井信孝，葉秀寿，千葉恵，小谷野達也，
奥泉孝広，関口敦，池澤敏幸，小山勇：第 18 回医療マネジメント学会学術総会　2016 年

②指さし呼称キャンペーンの実施とインシデントレポート報告の変化による周知の評価　葉秀寿，川井信孝，小山
勇，関口敦，奥泉孝広，池澤敏幸，小谷野達也，千葉恵：第 18 回医療マネジメント学会学術総会　2016 年

③医療の質向上を組織全体で支える文書管理体制の構築　小谷野達也，千葉恵，池澤敏幸，関口敦，奥泉孝広，川
井信孝，小山勇：第 18 回医療マネジメント学会学術総会　2016 年

④警察官 OB による院内交番の設置とその効果―患者と職員のための安全な環境を求めて　池澤敏幸，小谷野達也，
千葉恵，関口敦，奥泉孝広，川井信孝，小山勇：第 18 回医療マネジメント学会学術総会　2016 年

⑤当院の転倒転落事例における傾向の検討　葉秀寿，川井信孝，牧田茂，中嶋博之，境美保，安田多美子，平山美
津江，土肥大典，高山和貴，小山勇：第 11 回医療の質・安全学会学術集会　2016 年

⑥医療事故調査制度に向けた死亡事例判定シートの導入　川井信孝，境美保，葉秀寿，高山和貴，土肥大典，安田
多美子，平山美津江，中嶋博之，牧田茂，小山勇：第 11 回医療の質・安全学会学術集会　2016 年

⑦ FMEA を活用した輸血実施手順の検討　平山美津江，高山和貴，葉秀寿，土肥大典，安田多美子，境美保，中嶋博之，
牧田茂，川井信孝，小山勇：第 11 回医療の質・安全学会学術集会　2016 年

⑧医療安全対策室の再編成による医療安全活動の改善　高山和貴，川井信孝，境美保，安田多美子，平山美津江，
土肥大典，葉秀寿，中嶋博之，牧田茂，小山勇：第 11 回医療の質・安全学会学術集会　2016 年

⑨電子カルテ端末を用いたニアミス・インシデントレポート報告の効果　葉秀寿，川井信孝：2016,…No45,…31-36,…
公益財団法人日本医療機能評価機構　認定病院患者安全水深協議会　患者安全推進ジャーナル　2016 年

【総数 9 件：学会発表…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
　該当なし

7．自己点検・評価
　医療安全管理学は本年度に開設されたばかりで，卒前，卒後教育にまだ十分な関与ができていない．そのような中
でも，研究に関しては学会活動をはじめ執筆まで充実することができた．次年度以降は，教育活動の範囲の拡大と充
実を図りたい．
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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
山路真佐子（YAMAJI,…Masako）…：准教授：指導教員（大学院）：地域看護学：博士
阿久澤智恵子（AKUZAWA,…Chieko）…：講師：大学院教員（大学院）：小児看護学：修士
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
小林由起子（KOBAYASHI,…Yukiko）：講師：修士
高橋公子（TAKAHASHI,…Kimiko）：講師：基礎看護学：博士
西岡ひとみ（NISHIOKA,…Hitomi）…：講師：地域看護学：修士
藤村博恵（FUJIMURA,…Hiroe）：講師：母性看護学：修士
横山ひろみ（YOKOYAMA,…Hiromi）: 講師：基礎看護学：修士
秋葉沙織…（AKIBA,…Saori）…：助教：修士
石田欣也（ISHIDA,…Kinya）：助教：修士
大宮直美（OMIYA,…Naomi）：助教：修士
梶原貴宏（KAJIWARA,…Takahiro）：助教：修士
川合美奈（KAWAI,…Mina）：…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
是村利幸（KOREMURA,…Toshiyuki）：助教：修士
佐々木千佳（SASAKI,…Chika）：助教：修士
鈴木優子（SUZUKI,…Yuko）：助教：修士
須藤久実（SUTO,…Kumi）：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
野田万里（NODA,…Mari）：助教：修士
町田貴絵（MACHIDA,…Takae）…：助教：修士
松江なるえ（MATSUE,…Narue）：助教：修士
松本里加（MATSUMOTO,…Rika）：助教：修士
森　麻希（MORI,…Maki）：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
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2．教育
2-1．目的・目標

深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽
に努めることができる人材を育成することを目的とする．看護専門職者としての基本的知識，技術，態度を体得させて，
看護職としての資質の向上を図るとともに，正確な知識と技術に基づく実践力，柔軟な思考力，的確な判断力，豊か
な創造力，深い洞察力を養い，人々の健康や福祉の向上に貢献できる看護実践者，あるいは看護教育者や看護研究者
となるための基礎的能力を培う．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全人的に理解し，効果的な看護援助に
必要な基礎的知識の習得を目指す．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は実習に応用できる知識と技術の活用を習得する．
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，生活の再構築を支援する看護実践をおこなうことを目標とする．

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，子どもの成長
発達過程の特徴と成長発達を促すための看護について学ぶ．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を目指した看護を学ぶ．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学ぶ．

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）
・看護倫理：2 年生：1 単位 30 時間（小林由紀子ほか）　　　　　　　　
・人体の構造と機能Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（金子優子ほか）
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・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 , 大森美保）
・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 , 辻美隆ほか）
・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,佐久間肇,是村利幸ほか）

【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 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 松江なるえ , 山下

知子 , 千葉今日子 , 秋葉沙織）…
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（小林由起子 , 冨田幸江 ,…高橋公子大森美保 ,…, 横山ひろみ , 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（横山ひろみ , 冨田幸江 , 高橋公子 , 大森美保 , 小林由起子 , 松江なるえ ,

千葉今日子）…
・基礎看護技術Ⅲ：1 年生 ,1 単位 30 時間（大森美保 , 冨田幸江 , 高橋公子 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 松江なるえ ,

千葉今日子）…
・基礎看護技術Ⅳ：2 年生 ,1 単位 30 時間（高橋公子，冨田幸江 ,…, 大森美保 , 小林由起子 ,…横山ひろみ，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 , 大森美保 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 松江なるえ ,

山下知子 , 千葉今日子 , 秋葉沙織）……
・看護方法演習：2 年生 ,1 単位 30 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 高橋公子 , 大森美保 , 横山ひろみ , 松江なるえ ,

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）
・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 , 須藤久実 , 大宮直美）
・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 , 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 , 松本里加）
・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 , 松本里加 ,

櫻井理恵）
・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 , 森麻希）
・小児看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（野田智子 , 阿久澤智恵子 , 鈴木優子 , 川合美奈）
・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 , 町田貴絵 , 野田万里 , 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 ,野田万里 ,内田久子）
・健康教育論Ⅰ :3 年生 ,1 単位 15 時間（山路真佐子）
・健康教育論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子）
・看護学概論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 15 時間…（冨田幸江）
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・看護のマネジメントと安全管理 :…4 年生 ,2 単位 30 時間（大森美保）
・基礎看護学実習Ⅰ：1年生 ,1単位45時間…（冨田幸江 ,高橋公子 ,大森美保 ,小林由起子 ,横山ひろみ ,松江なるえ ,

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,大森美保,小林由起子,横山ひろみ,松江なるえ,千葉今日子）……
・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 , 松本里加 , 櫻

井理恵）
・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 , 松本里加 , 櫻

井理恵）
・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 , 森麻希）
・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 , 森麻希）
・小児看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間　（野田智子 , 阿久澤智恵子 , 鈴木優子 , 川合美奈）
・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 , 須藤久実 , 大宮直美）
・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 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 ,…野田万里 , 内田久子）
・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 , 野田万里 , 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 ,阿久澤智恵子 ,新井敏子 ,大澤優子 ,高橋公子 ,西岡ひとみ ,藤村博恵 ,石田欣也 ,大宮直美 ,
梶原貴宏 ,川合美奈 ,河田純子 ,是村利幸 ,佐々木千佳 ,鈴木優子 ,須藤久実 ,テイラー栄子 ,成田みぎわ ,野田万里 ,
松本里加 , 町田貴絵 , 内田久子 ,…櫻井理恵）　

【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）
・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 , 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）
・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 , 野田万里 , 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）：臨床検査学科 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 ,加藤木利行 ,佐久間肇 ,

是村利幸ほか）
・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 ,

辻美隆 , 是村利幸ほか）
・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 , 佐

久間肇 , 是村利幸ほか）
・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）
・人体の構造と機能 I 演習：理学療法学科 1 年生 ,3 単位 90 時間…（金子優子ほか）
・人体の構造と機能実習（機能系）：理学療法学科 2 年生 ,1 単位 45 時間…（金子優子ほか）
・ヒトの病気Ⅰ～Ⅳ：臨床検査学科 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）
・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）
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・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：概論では学生主体となる授業をおこない成人の健康を保持・増進する意義と看護の役割を学習で
きた．各方法論は事例を多く取り入れながら双方向の授業になるよう工夫した．方法論Ⅰは健康障害の特徴をふまえ
た生活療養支援の理解，方法論Ⅱは周術期を中心とした看護の理解，方法論Ⅲはがん患者を含む長期療法が必要な対
象への看護の理解，方法論Ⅳは成人看護に必要な技術と知識の統合という目標は達成された．実習Ⅰは看護過程を用
いて療養支援をおこない，その評価を円滑にすることができた．実習Ⅱは患者の生活の再構築を捉え，その看護実践
をおこなうことができた．…

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を学び，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，子どもに多い疾患を
取り上げ，健康障害の子どもと家族への影響とウエルビーイングを目指した看護について学ぶことができた．小児看
護学実習では，初日から子どもと積極的に関わり，日々の援助や看護過程の展開を通して，健康障害を抱える子ども
と家族への看護を一部実践することができた．

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．「精神看護学活動論」では当事者による講義を3回実施し，うち2回は講義後にグループワー
クを行って学びを深めた．学生のみならず，当事者にとっても学びの多い企画であったという評価をいただいた．「精
神看護学実習」では，昨年度，急性期病棟実習で使用を開始した「看護技術リスト」が実習目標の達成のために役立っ
ている．全体としての達成度は，8 割程度と考える．

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．また，今年度から終末期のケアとしての在宅
での看取り（死後の処置）を演習で実施し，ご遺体に対する尊厳等の学習効果を得た．公衆衛生看護学概論は関係法
規の改正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の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
看護管理論は図表を使用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，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：生活習慣と健康障害との関連性を強調して，療養者としてだけでなく生活者として患者を捉える
視点を伝えられてきたが，次年度も既習した内容を想起させて積み上げていく授業方法を継続させていく．さらに，
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アセスメント力を強化するために，講義に事例を多く取り入れ状況判断能力を養っていく．更に，演習でも状況判断
と実践を結びつけたシミュミレーション教育を強化して実習に繋げていく必要がある．

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，小児看護学活動論では，資料の工夫，まとめのミニテストとグループワークの
実施，臨床看護師の講義を企画し，学生は子どもと子どもを取り巻く社会の特徴，健康障害を抱える子どもと家族の
ウエルビーイングを目指した看護について具体的なイメージを持つことができるよう工夫した．次年度はイメージが
理解の深まりにつながるよう，講義・演習を進めていきたい．小児看護学実習についても，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，昨年度から急性期病棟で使用を開始した「看護技術リスト」については，今後，慢性期病棟，社
会復帰施設での実習を網羅したリストを作成し，学生が，それぞれの実習に主体的に臨めるよう，また実習の成果を
総合的，具体的に評価することができるように活用する予定である．

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，地域包括ケアにおける在宅医療および在宅緩和ケアなどを含め，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，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した．次年度はさらに内容を精選
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 10 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，平成
27 年度埼玉医科大学学内グラント研究の成果について第 13 回学内グラント受賞者成果発表会にて報告した．また，
平成 28 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，「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」）に採択された．達成度 50%
3-4．自己評価と次年度計画：③単一細胞 RT-PCR の条件設定が難航しているが引き続き検討していく．
＜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看護学臨地実習指導者の自己教育力に関する要因について明らかにし，
実習指導教育の質向上への示唆を得る．
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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），
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，
看護系の学会で発表した．達成度 90％　②については，看護学臨地実習指導者の自己教育力について，インタビュー
調査を実施し明らかにし，それらの結果を元に，今後は，実習指導者の自己教育力に関する尺度開発を予定している．
達成度 70％
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
した結果を学会及び一部を本学紀要に発表した．達成度 100％
3-4．自己評価と次年度計画：前年度に引き続いた研究は計画通り終了した．今後は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：研究全体のデータ分析を見直した．達成度 70％
3-4．自己評価と次年度計画：次年度は，論文にて公表する．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標（領域共同研究）：障害児の栄養アセスメントに関する研究を行い，障害を抱える子どもと家族の
QOL の向上に寄与することを目的とする．
3-2．研究グループ（領域共同研究）：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 , 阿久澤智恵子 , 川合美奈：平成 28 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（領域共同研究）：インタビュー調査を終了し，データ分析中．達成度 70％．
3-4．自己評価と次年度計画（領域共同研究）：平成 27 年度のプロジェクト研究の内容については示説発表した．次
年度は，今年度のプロジェクト研究の内容を学会発表し，論文にて公表する．
＜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）：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：個人で進めている研究を継続する．
＜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
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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予定であっ
たが研究代表者の体調不良の為進まなかった．達成度 75%　③第 6 回日本在宅看護学会で一般口演をおこなった．
達成度 85%
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，
論文投稿を目指す．③論文完成と投稿を目指す．

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
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）,…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）, 日本循環器管理病予防学会誌編集
委員（菊池チトセ）,「看護科学研究」査読委員（大賀淳子）,…Neuroscience…Letters 査読委員（金子優子），日本看護
学会看護管理査読委員（町田貴絵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

【大学・大学院・その他の非常勤講師等】
公立大学法人首都大学東京大学院非常勤講師（千田みゆき , 新井敏子 ,…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）,…長野保健医療大学非常勤講師（佐久間肇）, 国立障害者リハビリテーションセンター学
院非常勤講師（佐久間肇）, 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 , 野田智子 , 大賀淳子 , 菊池チトセ , 本山仁美 , 小林由紀子 , 石田欣也 , 川合美奈 , 河田純子 , 松本里加）, 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，阿久澤智恵子 ,…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）, 埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル講習会講師（大森美保 ,
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）,…第 36 回日本看護科学学会学術集会査読委員（山路真佐子）, 日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委
員（新井敏子），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），第 15 回日本アディクション看護学会学術集会研究発表座長（大澤優子）,…第 12 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），第 36 回日本看護科学学会学術集会実行委員（藤
村博恵，佐々木千佳 , 松江なるえ），第 27 回日本新生児看護学会学術集会企画委員（藤村博恵）, 第 6 回日本在宅看
護学会学術集会一般口演座長（西岡ひとみ）

【その他】
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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）,…日本障がい者スポーツ協会・障がい者スポーツ医
養成講習会講師（佐久間肇）, 日本障がい者スポーツ協会・障がい者スポーツトレーナー養成講習会講師（佐久間肇）,
第 15 回健康教育者のためのサマーセミナー 2016 ファシリテーター（野田智子）,…NPO 法人高齢社会をよくする女
性の会理事（浅川典子）, 川越市保健師現任教育集合研修会講師（菊池チトセ）, 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）, 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）,…埼玉県看護協会「准看護
師進学支援研修会」企画委員・講師（西岡ひとみ）,…日高市立高根中学校エピペン研修会講師（菊池チトセ , 町田貴絵）

6．業績
＜看護関連科学領域＞
6-1．論文・学会発表

① Uno…Y,…Katogi…T,…et…al.…“Evaluation…of…60…cases…of…systemic-pulmonary…shunt…with…cardiopulmonary…bypass.…Gen…
Thorac…Cardiovasc…Surg…64:592-596,2016

②佐久間肇：健康増進 . 頸髄損傷のリハビリテーション（改訂第 3 版）. 協同医書出版 .2016.12.
③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）.…2016.…9.
④草野修輔，佐久間肇ほか：障害者スポーツにおけるアンチ・ドーピング活動 , 第 53 回日本リハビリテーション

医学会学術集会 ,2016,6, 京都市 .
⑤金子優子 , 青葉 - 藤牧香代 , 菅理江：平成 27 年度学内グラント終了時報告書　網膜ドーパミン作動性アマクリン

細胞の自発活動に関わるイオンチャネルの解明，埼玉医科大学雑誌，43（1），68-70，2016，8．
⑥川村勇樹，辻美隆他：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 2 報），第 4 回日本シミュ

レーション医療教育学会学術集会，2016.9，浜松市
⑦辻美隆他：心電図検査手技の教育と修得における共用試験 OSCE…と「学習・評価項目」改訂の影響，第 48 回日

本医学教育学会大会，2016.7，大阪
【総数：論文 2 件，著書 2 件，学会発表 3 件】

6-2．獲得研究費：
①金子優子：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 28 年度埼玉医科大学保健医療

学部プロジェクト研究費 20 万円）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：埼玉医科大学医療人育成支援センター消化器内視鏡・腹部超音波実践
セミナー（辻美隆）
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①横山ひろみ，冨田幸江：終末期患者を受け持った看護学生の共感性とその関連要因，埼玉医科大学看護学科紀
要 ,10（1）,19-27,2017,3.

②千葉今日子 , 冨田幸江：主任看護師の立場にある実習指導者の実習指導に対する意識の特徴 - 自己教育力とその
関連要因に焦点をあてて -, 埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）,29-39,2017,3.

③松江なるえ , 冨田幸江（2016）: 臨地実習における学生の看護観に関する文献の動向と課題 , 埼玉医科大学看護
学科紀要 ,9（1）,41-46,2016.

④江口史紗，髙橋公子（2016）：集中治療室の看護師が実施する家族支援の現状，第 12 回日本クリティカルケア
看護学会学術

⑤ Miho…OMORI,Satoko…TSURU,Yukihiro…MICHIWAKI…et…al：Development…and…Verification…of…Clinical…rocess…Chart…
for…Nutrition/Dietary…Management….…Nursing…Infomatics…2016.6

⑥ Tomita…Sachie,Suzuki…Eiko…,Kinouchi…Chiaki…et…al…:Factors…influencing…assertiveness…among…preceptors…giving…
　practical…guidance…to…novice…nurses,PRCP,2016,11,13
⑦小林由起子，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をもったきかけの構造，

第 36 回日本看護科学学会学術集会，2015．12，東京
⑧千葉今日子 , 冨田幸江 , 主任看護師である看護学臨地実習指導者の自己教育力に最も関連が強い要因とその特徴 ,

第 36 回日本看護科学学会学術集会 ,2016.12, 東京 .
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⑨横山ひろみ，冨田幸江：終末期患者を受け持った看護学生の共感性とその関連要因 , 第 36 回日本看護科学学会
学術集会 ,2016,12, 東京 .　

⑩関根由紀子，冨田幸江，今井淳子，千葉今日子，山﨑美智子，松江なるえ：看護師のコミットメントに関する研
究の動向と課題，第 36 回日本看護科学学会学術集会 ,2016.12, 東京 .

【総数：論文 3 件，学会発表 15 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…
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①本山仁美 , 櫻井理恵 , 河田純子 , 松本里加 , 是村利幸 , 梶原貴宏 , 新井敏子：臨床看護師の演習参加による成人看
護学実習指導での効果－看護師と看護学生の評価から－ ,…埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）,81-88,2017.

②新井敏子：がんの再発転移を診断された乳がん患者の思い：日本ウーマンズヘルス学会誌 ,15（2）,11-19,2017.
③新井敏子：膵癌患者の倦怠感の評価尺度とその対処方法，日本膵臓学会　膵癌診療ガイドライン

2016,220,2016．1
④是村利幸，新井成俊，川井信孝，湯澤八江：自作の医療安全教育用 DVD 作製を終えて―活動を通じて見えてき

たもの―，日本医療マネジメント学会，17（4），197-200,2017.
⑤櫻井理恵 ,本山仁美 ,河田純子 ,松本里加 ,是村利幸 ,梶原貴宏 ,新井敏子：臨床看護師と協働した成人看護学演習

が実習指導に及ぼす効果－看護師の調査から－：第47回日本看護学会学術集会抄録集（看護教育）,2016.8. 滋賀
【総数：論文 4 件，学会発表 1 件】

6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：…該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績…

①文部科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」採択事業　国際協力型がん臨床指導者養成拠点　筑
波大学 , 千葉大学 , 群馬大学 , 埼玉医科大学 , 日本医科大学 , 獨協医科大学 , 茨城県立医療大学 , 群馬県立県民健康
科学大学 8 大学共同プロジェクト…国際協力型包括的がん治療・ケア医療者・指導者コース主催「緩和ケア多職
種養成コース（インテンシブ短期コース）」2016年 10月 6日 ,10月 20日 ,10月 27日 ,11月 4日 ,11月 24日 ,12
月 1 日（千田みゆき , 本山仁美 , 新井敏子）

②埼玉がん化学療法看護研究会　設立（発起人：福井里美，新井敏子，玉木秀子，前原みゆき），8 月 31 日・3 月
25 日研究会開催 ,12 月 17 日セミナー開催

＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①浅川典子：認知症高齢者への食事支援 , 日本食生活学会誌 ,27（1）,7-9,2016
②浅川典子：認知症 . 介護保険制度 . 田中美恵子編著：ナーシングポケットマニュアル精神看護学第 2 版 , 医歯薬

出版 , 東京 ,2017
③テイラー栄子：在宅での看取りを実現している小規模訪問看護ステーションの管理者の要因 , 日本保健科学学会

誌 ,19（4）,2017
④浅川典子：独居認知症高齢者ケアマネジメント困難感の関連要因の検討 , 日本ケアマネジメント学会第 15 回研

究大会 ,2016.6, 北九州　
⑤杉山智江 , テイラー栄子：過去 20 年間の国内文献から見た補完代替療法における「レイキ」の位置づけ～がん

患者への活用を目指して～第 36 回日本看護科学学会学術集会 ,…2016.12. 東京
【総数：論文 3 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
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表…………



787

看護学科

①野田智子，藤沼小智子 , 鈴木優子，杉山智江：重症心身障害児入所施設の栄養アセスメントに関する実態調査～
学齢期重症心身障害児への栄養アセスメントを中心に～ ,…第 63 回日本小児保健協会学術集会，2016．6，埼玉．

②藤沼小智子 , 野田智子，佐鹿孝子 , 杉山智江：予防接種を受ける幼児と家族への外来看護師のプレパレーショ
ン実践の影響要因～外来看護師の予防接種に関する思いの語りから～，第 63 回日本小児保健協会学術集会，
2016．6，埼玉．

③野田智子，藤沼小智子．井上寛隆：特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状，第 63 回日本学校保健
学会学術集会，茨城．

④阿久澤智恵子，金泉志保美，青栁千春，佐光恵子：食物アレルギー起因のアナフィラキシーへの対応において保
育所看護職者が認識する困難感，日本小児看護学会第 26 回学術集会，2016，7，大分．

⑤阿久澤智恵子，金泉志保美，青栁千春，佐光恵子：保育所（園）職員が認識しているアドレナリン自己注射薬（エ
ピペン ®）を持参する子どもの受け入れに対する困難感，第 53 回日本小児アレルギー学会，2016，10，群馬．

⑥野田智子：特別支援学校における児童生徒のコミュニケーション力を育む試み，保健の科学，59（2），108-
112，2017．

⑦野田智子 , 井上寛隆 , 平野恵利子：障害児通所施設における重症児の栄養アセスメントの現状，埼玉医科大学看
護学科紀要 10（1），1-8．

⑧阿久澤智恵子，金泉志保美，青栁千春，佐光恵子：食物アレルギー起因のアナフィラキシー対応に対する保育所
看護職者が認識する困難感，日本小児看護学会誌，25（3），1‐8，2016．

⑨畑江郁子 , 木浪智佳子 , 三国久美 , 丸岡里香 , 川合美奈 , 澤田優美 :…高等学校に勤務する養護教諭と一般教諭の小
児がんに関する認識とがん体験者との関わり ,…小児保健研究 75（4）,504-510,2016.

【総数：論文 8 件，学会発表 12 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費：

①野田智子 , 阿久澤智恵子 , 川合美奈：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 28 年
度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 21 万円）

②阿久澤智恵子，青栁千春，金泉志保美，佐光恵子：アドレナリン自己注射薬を持参している保育所の子どもへの
対応の現状と課題（平成 26 年～平成 28 年科学研究費助成事業基盤研究Ｃ 247 万円）

③青栁千春，鹿間久美子，阿久澤智恵子，小此木久美子，佐光恵子：児童虐待に対する養護教諭の家族支援と関係
機関との連携・協働に関する研究（平成 26 年～平成 28 年科学研究費助成事業基盤研究Ｃ 234 万円）

④川合美奈：N…I…C…U…における父親への支援のガイドライン " の開発（平成 26 年～ 29 年科学研究費助成事業若手
研究 B390 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今村久美子 , 藤村博恵 , 茅島江子：産後 4 ～ 5 ヶ月の性機能と影響要因に関するアンケート調査－自由記載の分
析－ , 日本「性とこころ」関連問題学会…第 8 回学術研究大会 ,2016.6, 東京 .

②今村久美子 , 藤村博恵 , 茅島江子：産後 4 ～ 5 ヶ月の性機能と影響要因に関するアンケート調査－自由記載の分
析－ , 性とこころ ,8（2）, ページ ,2017,3.

③藤村博恵：就労妊婦の生活および心理に関する研究の動向と課題 ,…埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）, ペー
ジ ,2017,3.

【総数：論文…2 件，学会発表…1 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：…該当なし
6-4．特許，実用新案：…該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①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 , 登山医学 ,36（1）,34-40,2016,12．
②大賀淳子：学校登山に対する教員の意見－筑波山学校登山を引率した中学校教員への調査より－ , 第 36 回日本

登山医学会 ,2016,6, 宇都宮．
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③大賀淳子：特別支援学校における登山について－知的障害児と学校登山－ , 第 75 回日本公衆衛生学会 ,2016,10,
大阪．

④大賀淳子：精神看護学テキストの中のアルコール依存症 , 第 36 回日本社会精神医学会 ,2017,3, 東京．
⑤丸山昭子 , 大澤優子 ,…デッカー清美 ,…田中瞳 ,…松下年子 , 篠原百合子他：依存に関する研究の動向，日本「性とこ

ころ」関連問題学会 , 第 8 回学術研究大会 ,2016,6, 東京 .
⑥成田みぎわ,大澤優子,丸山昭子：男性看護師が抱える職務上の困難と対処行動に関する文献検討,性とこころ,18
（2）,248-256,2016.

⑦成田みぎわ , 大澤優子 , 丸山昭子：男性看護師が抱える職務上の困難と対処行動に関する文献検討－コーピング
の性差の視点から－ , 日本「性とこころ」関連問題学会…第 8 回学術研究大会 ,2016,6, 東京 .

⑧ Chihara…Y.,…Nishimura…M.,Hombu…Y.,…Dateoka…S.,…Terai…T.,…Narita…M.:…Reliability…and…Validity…of…“The…Parenting…
and…Finding-myself…Program”…Evaluation…Scale,…15th…World…Congress…of…the…World…Association…for…Infant…Mental…
Health,…2016,5,Prague…Czech…Repblic.…

【総数：論文 2 件 , 学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：…該当なし
6-4．特許 , 実用新案：…該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績：　該当なし
＜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におけるプリセプターによる取
り組みの現状 , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）,9-18.

②西岡ひとみ：フランスの在宅入院制度（HAD）からみたわが国の地域包括ケアシステムにおける訪問看護師の
役割と課題 , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）,57-62.

③山路真佐子 ,菊池チトセ ,町田貴絵 ,内田久子 ,野田万里 ,千田みゆき ,…柴崎智美 ,…大野洋一 ,本橋千恵美 ,諏訪絵美 ,
佐藤真喜子 ,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（2015-2016）第3報：食事指導の効果 ,
第第 75 回日本公衆衛生学会総会 ,…63（10）,395,2016.10 月 27 日 , 大阪．

④新井智之,藤田博暁,…山路真佐子,菊池チトセ,町田貴絵,内田久子,…,野田万里,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（2015-2016）第 2 報 : ロコトレ介入
の効果 ,…第 75 回日本公衆衛生学会総会 ,…63（10）,395,2016.10 月 27 日 , 大阪．

⑤諏訪絵美,柴崎智美,…大野洋一,…本橋千恵美,佐藤真喜子,…藤田博暁,…新井智之,…山路真佐子,菊池チトセ,町田貴絵,
内田久子 , 野田万里 , 千田みゆき：埼玉医科大学健康づくりプロジェクト（2015-2016）第 1 報 : 取り組みの概要 ,
第 75 回日本公衆衛生学会総会 ,…63（10）,394,2016.10 月 27 日 , 大阪．

⑥西岡ひとみ , 町田貴絵 , 千田みゆき：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，
第 6 回日本在宅看護学会学術集会 ,76（5）,2016.11 月 20 日 , 東京 .

⑦町田貴絵 , 鈴木英子：感染管理におけるチーム医療の現状 ,…埼玉医科大学看護学科紀要 ,10（1）,73-79.
⑧町田貴絵：ノロウイルス感染症アウトブレイク時の対処行動―4 職種へのインタビュー調査よりー , 第 75 回日

本公衆衛生学会総会 ,63（10）,574,2016.10 月 27 日 , 大阪．
⑨ Takae…Machida,…Eiko…SUZUKI,…Yuko…TAKAYAMA,…Shigeko…SHIBATA,…Maki…MATSUO,…Kyoko…SATO…:…The…Cooping…

Behaviors…of…Multidisciplinary…Professionals…during…a…Norovirus…Outbreak…and…Team…Cooperation,…The…20th…
EAFONS,10…March…2017,Hongkong.

⑩ Shigeko…SHIBATA,…Eiko…SUZUKI,…Sachie…TOMITA,…Takae…Machida,…Atsuko…KOBIYAMA,…Kyoko…SATO…:The…factures…
of…Distress…Felt…by…Visiting…Nurses,…The…20th…EAFONS,10…March…2017,Hongkong.

【総数：論文 3 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費：

平成 28 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新卒訪問看護師育成プログラム開発をめざ
して－育成にかかわる困難性と支援体制の整備－」（西岡ひとみ , 町田貴絵 , 千田みゆき）
6-3．受賞：…該当なし
6-4．特許，実用新案：…該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 8 回埼玉医科大学保健師活動研究会　平成 28 年度研修会「高齢者虐待を未然に防ぐ専門職のちから」2017
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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 ,…野田万里 , 内田久子）
②健康づくりプロジェクト in 毛呂山，2016 年 8 月（千田みゆき ,…菊池チトセ , 山路真佐子 , 町田貴絵 , 野田万里 ,

内田久子）
③「こころも身体もリラックス 2016　こころの健康づくり教室」，2016 年 9 月 ,2017 年 3 月（山路真佐子，千

田みゆき，菊池チトセ，野田万里 , 内田久子）

7．自己点検・評価
　平成 28 年度は 8 回生が卒業した．国家試験の結果は，新卒，既卒ともに 100％の合格率であった．保健師国家試
験新卒合格率も 100％であり，25 年度の看護師国家試験合格率 100%，26 年度の保健師国家試験合格率 100%n に
続き良い成績を収めることができた．次年度もこれまでの学生支援体制のノウハウを生かして看護師・保健師国家試
験合格率 100% を目指す．3 年次春期休業前に問題集を購入させ，それに沿って学内試験を実施するなどの具体的な
動機づけや，後半は教員がついてグループ学習をするなどが効果的であったと考えられることから，次年度も同様の
指導を行っていく．
　各種実習については，実習施設とも円滑に連携がとれ，看護学実習に関する意見交換会にも多くの実習指導者の参
加を得て，滞りなく終了した．昨年度は抗体価調査，学生誓約書の提出，国際医療センターの事前 e-learning 受講等
の埼玉医科大学関連病院の実習生受け入れ体制の変更があったが，手順等も整備されつつある．次年度は，円滑な手
続きができると考える．
　また，3 ポリシーの見直しと卒業時到達度の検討を通し，看護学科全教員が共通認識をもって教育にあたる体制が
構築できたと考える．卒業時到達度の検討は学科内にプロジェクトを立ち上げ，さらに 2 回の学科ＦＤにおいて全
教員が意見を交換した．カリキュラムにおいては，昨年度から改正を検討し，看護の学習に必要な基礎力を培う「看
護学生のためのリテラシー」等を新設した 29 年度新カリキュラムを申請した．次年度からの開始となるため，円滑
な移行に努めたい．
　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，昨年度の第 2 弾として「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」というテーマで行い，約 140 名の参加者を得，大変好評であった．また，看護学科 FD は，上
述のように教育に関するテーマで 2 回行い，看護学研究科としては「看護研究論文のクリティーク～看護研究能力
の向上に向けて～」をテーマに実施し，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．いずれにおいても，殆どの教員が参加しており，短時間の研修ではあるが，教育・研究的活動能力の向上と，
教員間のコミュニケーションの促進の機会となった．
　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，今後も組織体制や方法の見直しをし
ながら常に改善に努めたい．
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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）：教授：学科長，教育主任：人体の構造と機能Ⅰ（解剖学）：博士
市岡正適（ICHIOKA,…Masayuki）：教授：独文学：修士
茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）：教授：病理学，医学教育：博士
佐藤正夫（SATOH,…Masao）：教授：研究主任：微生物学，医動物学：博士
鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）：教授：薬理学，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
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
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：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（生化学），栄養学：博士
下垣里河（SHIMOGAKI,…Satoka）：助教：博士
宮嶋由佳（MIYAJIMA,…Yuka）：助教：修士
山本晃司（YAMAMOTO,…Koji）：助教：修士
成清羊佳（NARIKIYO,…Mika）：助手：修士（3 月取得）
細田裕貴（HOSODA,…Hiroki）：助手：修士（3 月取得）

2．教育
2-1．目的・目標
　学科名称を平成 27 年 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
健康医療科学科卒業として扱う．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 種衛生管理者を養成する使命の 2 つを達成目標として掲げている．
　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についてはカリキュラム・マッ
プを作成し関連性を重視した時間割が構成されている．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できるようになっている．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Ⅰ・Ⅱ，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Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ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，
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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，研究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；講義または実習名（他学科または他学校名等）・時間（担当者 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），情報科学 ･6 時間（市岡），病理組織細胞検査

学・4 時間（茅野），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 ･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・26 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・26 時間（野
寺），基礎臨床化学・20 時間（村本），臨床化学・30 時間（村本），病理学 ･30 時間（渡辺），病理組織細胞検査学
･26 時間（渡辺），臨床病理学総論 ･30 時間（渡辺），臨床生理学Ⅰ ･30 時間（内田），英語Ⅰ ･30 時間（上滝），英
語Ⅱ ･30 時間（上滝），英会話 ･30 時間（上滝），医学英語 ･30 時間（上滝），免疫学・10 時間（木村），臨床免疫学・
8 時間（木村），輸血移植学・18 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 ･30 時間（小
糸），臨床検査総論 ･30 時間（小峰），検査管理学 ･30 時間（小峰），検体採取処理技術 ･18 時間（小峰），検体採取
処理技術・2 時間（周東），情報科学・24 時間（髙橋俊），医用工学概論・20 時間（髙橋俊），微生物学・14 時間（髙
橋俊），臨床微生物学・14 時間（髙橋俊），…検査情報処理科学・16 時間（髙橋俊），検体採取処理技術・4 時間（髙
橋俊），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・30 時間（伴塲），
基礎臨床化学 ･10 時間（下垣），公衆衛生学・22 時間（宮嶋），保健社会学・6 時間（宮嶋），免疫学・4 時間（山本），
臨床免疫学・6 時間（山本），輸血移植学・4 時間（山本），検査機器総論・36 時間（山本）

【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），検査機器総論・32 時間（村田），卒業研究
･180 時間（村田），企業実習（村田 , 村本 , 伴塲），検査学特論 ･90 時間（村田，佐藤，和合，飯野，来住野，村本，
渡邊，内田，木村，小峰，周東，高橋・下垣），医療の基本 I・30 時間（茅野），医療の基本…II・30 時間（茅野）,…医
療の基本 III・30 時間（茅野），医動物学実習 ･90 時間（佐藤 , 細田），臨床微生物学実習 ･90 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・90 時間（和合 , 木村 , 山本），臨床血液学
実習・90 時間（飯野，小峰，細田），臨床生理学Ⅲ実習 ･90 時間（来住野 , 内田）,　卒業研究 ･180 時間（来住野 ,
内田），公衆衛生学実習・45 時間（野寺 , 宮嶋），基礎臨床化学実習・90 時間（村本 , 下垣 , 伴塲），臨床化学実習・
90 時間（村本 , 伴塲），臨床生理学Ⅰ実習 ･90 時間（内田 , 来住野）,…臨床生理学Ⅱ実習 ･90 時間（内田 , 来住野）,
生物学実験・90 時間（木村 , 宮嶋 , 山本），輸血移植学実習・92 時間（木村 , 和合 , 山本），人体の構造と機能Ⅰ（機
能系実習）･90 時間（小糸 , 鈴木），化学実験 ･88 時間（小糸），検査機器総論 ･32 時間（小糸），臨床検査総論実
習 ･92 時間（小峰，細田），検査機器総論 ･44 時間（小峰），卒業研究 ･20 時間（小峰），病理組織細胞検査学実習・
90 時間（周東 , 茅野渡辺 , 成清）,…病理細胞検査診断学・60 時間（周東 , 茅野 , 渡邊 , 成清）,…卒業研究・180 時間（周東），
物理学実験・92 時間（髙橋俊），情報科学実習・46 時間（髙橋俊 , 市岡 , 成清），検査機器総論・38 時間（髙橋俊），
医用工学実習・92 時間（髙橋俊），人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･90 時間（伴塲 , 下垣 , 小峰 ,…村本），卒業研
究 ･120 時間（伴塲），検査機器総論 ･39 時間（下垣）,…検査機器総論・36 時間（山本）…

【他学科講義 ･ 実習等】
人体の構造と機能Ⅰ（看護）・20 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（看護）・32 時間（村田），人体の構造と機能Ⅲ（看

護）・30 時間（村田），細胞生物学（医用）・6 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（医用）・32 時間（村田），人体の
構造と機能　構造系実習（理学）・45 時間（村田）, ドイツ語（看護・理学合同）･30 時間（市岡），ドイツ語Ⅰ（医
用）・30 時間（市岡），情報リテラシー（看護）･30 時間（髙橋 , 市岡）, 情報科学演習（理学）･20 時間（髙橋 , 市岡），
ヒトの病気（理学）・2 時間（茅野），医療の基本…II（理学）・30 時間（茅野），医療の基本Ⅱ（医用）・30 時間（茅野），
医療の基本…III（理学）・30 時間（茅野），薬理学（看護）・30 時間（鈴木），薬理学（医用）・16 時間（鈴木），ヒト
の病気Ⅳ（理学）・8 時間（鈴木），人体の構造機能Ⅰ（看護）・14 時間（鈴木），人体の構造機能Ⅱ（看護）・22 時間（鈴
木），人体の構造機能Ⅲ（看護）・20 時間（鈴木），人体の構造と機能演習Ⅰ（理学）・2 時間（鈴木），人体の構造と
機能演習Ⅱ（理学）12 時間（鈴木），人体の構造と機能実習（機能系）（理学）・23 時間（鈴木），公衆衛生学（看護）・
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30 時間（野寺），公衆衛生学（理学）・26 時間（野寺），公衆衛生学（医用）・16 時間（野寺），公衆衛生学国試補講
（看護）・20 時間（野寺），病理学総論（医用）･16 時間（渡辺），ヒトの病気Ⅰ（理学）･6 時間（渡辺），…英語Ⅰ（看護）
･30 時間（上滝），英語Ⅱ（看護）･30 時間（上滝），英語Ⅲ（看護）･30 時間（上滝），英語Ⅰ（医用）･30 時間（上
滝），英語Ⅱ（医用）･30 時間（上滝），英語Ⅰ（理学）･30 時間（上滝），英語Ⅱ（理学）･30 時間（上滝），免疫学（看
護）：16 時間（木村），人体の構造と機能Ⅰ（看護）･12 時間（小糸），人体の構造と機能Ⅱ（看護）･26 時間（小糸），
人体の構造と機能Ⅲ（看護学科）･32 時間（小糸），人体の構造と機能Ⅰ（理学）・14 時間，人体の構造と機能Ⅱ（理
学）・14 時間（小糸），人体の構造と機能Ⅰ実習（理学）46 時間（小糸）…，人体の構造と機能Ⅰ（看護）･12 時間（周
東）,…人体の構造と機能Ⅱ（看護）･8 時）（周東）…，人体の構造と機能Ⅲ（看護）・16 時間（周東）,…人体の構造と機
能Ⅱ（医用）4 時間（周東），情報リテラシー（看護）・30 時間（髙橋俊），情報科学演習（理学）・20 時間（髙橋俊），
食物・栄養学Ⅰ（看護）･16 時間，食物・栄養学Ⅱ（看護）･16 時間，栄養学（理学）･16 時間，公衆衛生学（看護）・
12 時間（宮嶋），公衆衛生学（理学）・8 時間（宮嶋），

【本学医学部および法人関連学校の講義 ･ 実習等】
病理総論循環器（医学部）・10 時間（茅野），ヒトの病気血液（医学部）・2 時間（茅野），感覚器（医学部）・2 時間（茅野），

医学概論（医学部）・2 時間（茅野），臨床推論ＣＰＣ実習講義（医学部）・2 時間（茅野），医療総論（医学部）・2 時間（茅
野），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），呼吸器（医学部）・2 時間（野寺），地域医学（医学部）・2 時間（野寺），公衆衛生学（埼
玉医科大学総合医療センター付属看護専門学校）・30 時間（野寺），公衆衛生学国試補講・10 時間（野寺），生理学（短
期大学）･14 時間（内田），情報科学（短期大学）・58 時間（髙橋），公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）・
4 時間（宮嶋）

【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）・56 時間（市岡），薬理学（飯能看護専門学校）・30 時間（鈴

木），薬理学（埼玉県立高等看護学院）・30 時間（鈴木），産業保健学（東京慈恵会医科大学）・2 時間（野寺），病理
診断学（獨協医科大学）・5 時間（飯野），バイオサイエンスⅠ（桐蔭横浜大学）・30 時間（村本），解剖生理学Ⅱ（秩
父看護専門学校）･30 時間（内田），英語 3,…4（日本大学）・120 時間（上滝），臨床免疫学（帝京大学）・8 時間（木
村），臨床免疫学（大東文化大学）・4 時間（木村），生化学（上尾中央医療専門学校）・30 時間（木村），上福岡高等
看護学院・機能形態学Ⅱ ･24 時間（下垣），公衆衛生学（上福岡高等看護学院）・14 時間（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修士課程）･14…時間（村田）
病理学概論腫瘍関連遺伝子（埼玉医科大学大学院修士課程）・2 時間（茅野）
人体総合機能論（埼玉医科大学大学院看護学研究科修士課程）・16 時間（鈴木）…
病理学概論（埼玉医科大学大学院修士課程）･8 時間（渡辺）
人体統合機能論（埼玉医科大学大学院看護学研究科修士課程）・6 時間（小糸）

2-3．達成度…
　各教員は年度初めに学生に提示したシラバスの目標と授業計画にしたがって ,…講義と実習あるいは演習を遂行して
いた．学生による授業評価においても一定の理解を得られる結果になった．また，担当科目だけでなく学生の諸問題
を身近に対応できる指導ができた．ただし，1 年生で 1 名の退学，1 名の除籍，2 年生 2 名の留年，3 名の退学，3
年生で 1 名の退学，4 年生で 2 名の留年，1 名の退学があった．臨床検査技師国家試験を受験した新卒学生 64 名中
59 名の合格（92.2%）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
a）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．検査機器総論，企業実

習は内容を一新しつつ臨床検査技師に必要な項目を含み概ね達成できた．（村田）
b）ドイツ語では，辞書でドイツ語を読むという目標に学生は概ね到達したと考える．また情報リテラシーの演習は，

経験の蓄積で，教育効果は増したと考える．（80％）（市岡）
c）医療の基本演習についてはおおむねシラバス記載の学修目標をカバーできたが学科ごとに文化が多少異なり困

惑した．病理学関連については他教員のサポートにとどまった．（茅野）
d）国家試験に必要なことについては，おおむね周知させることができた．（佐藤）
e）薬理学および人体の構造と機能の講義・機能系実習では，シラバスにのっとり概ね目標を達成することができた．

70…%（鈴木）
f）概ねシラバスに沿って進めることが出来た．また，最近，出題が増加傾向にある遺伝子検査学の国家試験対策では，
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さらに踏み込んだ内容を盛り込み対策を行っていきたい．（飯野）
g）シラバスに沿って進めることが出来た．（来住野）
h）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．（野寺）
i）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．特に国家試験対策では一定の

達成感がある．（村本）
j）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．（渡辺）
k）前年度の反省点を改善しながら概ねシラバスに沿って進めることが出来た．（内田）
l）総合的な英語学習にくわえて，グループワークやスキットやプレゼンテーションなどの主体的アクティビティ

によって，一定以上の学習成果が得られたと思われる．（達成度 70％）（上滝）
m）免疫学，臨床免疫学，輸血移植学では講義内容を工夫するとともに，講義後に復習できるような資料作成に努

めた．国家試験対策では短時間で得点率を高められるような内容に変更し，一定の成果が得られた．（木村）
n）講義・実習ともにおおむね納得できる達成度であったと思う．（小峰）
o）実習書を事前配布し，学生が事前に予習できるようにした．しかし，現実的には予習をする学生が少なかった

ので，実習書を自己学習に使えるように改善していきたい．（周東）
p）シラバス通りに達成された．（高橋）
q）講義については更に的を絞って講義ができるようになってきたが，実習に関しては，時間配分は適切になった

ものの，まだブラッシュアップが必要である．（65％）（伴塲）
r）学生の理解度を深める丁寧な講義を行った．（80%）　（下垣）
s）学生の視点に立った講義を念頭に置いて講義・実習を行うことが出来た．（宮嶋）
t）生体内で生じている免疫反応が，如何に臨床検査の領域で応用されているのかについて，講義と実習を上手く

リンクさせることにより，学生の理解を深められるように務めた．概ね，シラバスに沿って遂行できた．（山本）
【大学院教育】

a）概ね達成できた．（村田）
b）シラバスにのっとり概ね目標を達成することができた…．80％（鈴木）
c）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，円滑に講義できる．（渡辺）
d）修士課程の講義を行ったが，理解度が不明であった．（茅野）

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．（村田）

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．ドイツ語の
授業も webclass に移行して，概ね順調に運用しているが，更に内容の校正を行う必要がある．ちなみに，昨年
同様に既卒の国家試験不合格者に対して，模擬試験を webclass で自習できるようにした．（市岡）

c）実習における学修支援は問題なく行えたと思う．次年度以降は試験問題作成　も含めた包括的なカリキュラム
運営を行いたい．（茅野）

d）国家試験の成績が思ったより振るわなかった．国家試験だけでなく全国模試の過去問題も使って，対策をもう
少し早めていきたい．（佐藤）

e）担当する生理機能の薬に関連した科目は内容が他の科目との関わりが深いため，それらの復習を含めた講義を
行った．わかり易い講義を心掛けたが，学生には理解しにくかったようである．次年度は，さらに分かりやすく
に解説することを心がけたい．（鈴木）

f）講義科目では項目の区切りに小テストを行い理解度の確認を行った．実習において実験ノートを作成する様に
指導を行ったが作成しなかった者が多かったのでより具体的な実験ノート作成を指導し，学内で行っている実習
の充実を図りたい．（来住野）

g）血液学，臨床血液学では，要点が分かりやすいレジメ作製に加えて，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行っている．こうした取り組みにより学生の学習理解の手助けになるのか，今
後も解析しながら指導していきたい．現在のところ，遺伝子検査学は座学のみの開講であるため学生が十分理解
するには限界があると感じている．深く学びたい学生向けには，実習を加えた遺伝子検査技術を学べる公開講座
を開講し，さらに学生の理解が深まるかを解析し今後の授業の在り方に反映したい．臨床血液学実習では，一昨
年前より実技試験を導入した．実習中に器具の取扱い，溶液の希釈などが十分に行えたかを評価することで，学
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生一人一人の習熟度を高めることが出来ると考える．（飯野）
h）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．（野寺）
i）実習・講義ともに創意工夫し，充実した内容にするように心がけ，学生理解度の向上に努めた．また，企業実

習における病院見学先を新たに2施設開拓し，計32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，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．（村本）

j）講義科目では項目の区切りに小テストを行い理解度の確認を行った．問題の解答解説の作成を課題として提出
させ，低学年から国家試験につながる勉強をさせるように心がけた．真面目に取り組んだ学生は定期試験および
国家試験のためのまとめのノートがほぼ出来上がっていた．取り組めない学生への対応も工夫しているつもりだ
が，まだ不十分な学生もいるため今後も検討を続けていきたい．（内田）

k）就職試験や大学院入試，あるいは就職後の資格検定や海外研修や英語での学会発表
　までを見据えながら，英語学習に継続して取り組んでいけるように，必修科目である英語 I,…II の学修を土台とし

て，選択科目である医学英語と原書購読において，自学自習の学習習慣がよりいっそう着実なものとなるよう指
導したい（上滝）．

l）講義は国家試験ガイドラインの内容を網羅し，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．また，
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進行を工夫し，説明や質問に適宜対応した．次年度は
担当する講義や実習内容に変更があるので，学生の理解度・関心度アップにつながるようにしていきたい．国家
試験対策については得点率や理解度を高められるように指導内容や資料のさらなる充実に努めたい．（木村）

m）パワーポイントおよび講義用メモ（レジメ）をより効果的に利用できる様に工夫したい．（小峰）
n）留年したグループ担任の学生に 2 回目の履修科目について授業の終わった後に個別対応し学習の仕方について

指導した．継続して指導する必要があり，今後の推移を見守りたい．（周東）
o）医用工学および情報科学系，微生物学，臨床微生物学の講義・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．また，臨床微生物学実習におい
ては，実技試験および口頭試問を加え，臨地実習に向けての知識・技術の向上に努めた．（高橋）

p）学生に論理的な思考を身につけさせるきっかけは出来た．課外プロを通して少人数教育の意義を体験したので，
この体験をもとに通常のカリキュラムにおいて医療現場で活かせる基礎知識の定着を図れるよう努力して行きた
い．（伴塲）

q）シラバスに沿った内容を実施し，小テストの実施で知識の定着をはかった．国家試験内容を網羅した講義を行
えた．次年度は成績下位者に対するフォローを進めたい．（下垣）

r）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る．来年度も引き続き学生の立場で考え，気軽に質問出来るような雰囲気の講義を行いた
い．（宮嶋）

s）授業で説明した原理を利用して，実際にはどのような検査が行われているのかを実習で身をもって体験するこ
とで，学生の理解を深めた．国家試験対策においては模擬試験問題や国家試験問題の選択肢考察をしっかりする
ことの重要性を説明し，担当科目では基礎教養のボトムアップが出来た．次年度は，学生の理解が不十分な箇所
について講義と実習を上手く活用し克服していきたい．（山本）

【大学院教育】
a）講義に関しては問題なく行えたと思う．次年度以降は学修評価も含めた包括的なカリキュラム運営を行いたい．
（茅野）

b）H28 年度は社会人大学院生の講義ということで，仕事との両立を考えながら講義を行った．（鈴木）
【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・刷新した講義・実習が開始された．
　各教員は教育を遂行する面で，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に導く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 92.2％合格が示すように，最後に実力を発揮するという数値まで
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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
ングを準備し閲覧できるようにしているが履修者は少なく，内容をさらに充実させ既卒者の国家試験合格者増となる
よう改良したい．
　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」の内容の充実，3 年次 10
月「就職スタートアップ講座」，2 月「履歴書の書き方講座」「面接講座」を開催した．卒業時の就職内定 100% 達成
を目指したい．
　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
　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：

・アポ蛋白からみたリポ蛋白の変性の解析を行う．
・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を検討する．
・閉塞型睡眠時無呼吸症候群の患者において発現率の高いうつ症状が，そのモデル動物においても現れるかを明ら

かにする．
・がんの中でも死亡率の高い肺癌における EGFR 変異と獲得耐性の機構について糖鎖の初期分解に関与するエキソ

型のグリコシダーゼであるシアリダーゼに着目し，解析を進める．これらの分子機構を解明することで，肺癌で
分子標的薬に耐性を示した難治性の患者さんに対する新たな治療法や診断法の開発に繋げることを目的とする．

・生体の機能に関わる自然現象の解明および検査機器の特性を把握し適切な利用法を　　検討する．また生体の機
能にも影響を及ぼすヒトの心理面についても追及する．

・骨髄病理学，特に赤芽球増殖を伴う骨髄異形成症候群，骨髄増殖性腫瘍，リンパ腫白血病群の病理診断学．
・医療系学生を対象とする英語教育．
・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，薬剤感受性試験の迅速化や質量分

析の前処理法の開発を目的として研究．
・高齢に伴う癌化や低栄養状態に焦点を当て，栄養生化学的なアプローチによりこれらの予防と改善の方策を探索

する．
・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．
・細胞診断の精度向上に役立つ基礎的な内容をテーマとしている．
・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
かにする．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（1）白血病細胞株を用いた抗腫瘍性生薬の細胞増殖及びアポトーシス誘導への影響（下垣，木村，山本，和合：保

健医療学部プロジェクト研究）
（2）1）…間欠的低酸素負荷動物が新規うつ病モデルとなる可能性の検討（鈴木，小峰，伴塲：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，熊谷総合

病院麻酔科との共同研究）
3）環状フォスファチジン酸誘導体の多発性硬化症に対する治療効果（鈴木，医学部薬理学教室との共同研究）
4）口腔内細菌が産生する炎症物質の血液脳関門・神経疾患への影響の検討（鈴木，医学部薬理学教室との共同研究：

文部科学省科学研究費・挑戦的萌芽を取得）
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（3）肺癌で異常亢進する形質膜シアリダーゼ NEU3 のチロシンリン酸化の機構解明　（山本，和合：保健医療学部プ
ロジェクト研究）

（4）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（細田，和合，佐藤，飯野，小峰：保健医
療学部プロジェクト研究）

（5）骨髄組織球における赤芽球島の立体的観察方法の基礎的研究
（6）1）RNA の抽出法による品質評価の検討（飯野，卒業研究及び保健医療学部プロジェクト研究）

2）大腸がん患者における EGFR 抗体薬の適応を見るための KRAS・NRAS・BRAF・PIC3CA 遺伝子変異の解析手法
の確立（飯野，獨協医科大学病理診断学教室との共同研究，保健医療学部プロジェクト研究）

3）乳がん，骨軟部腫瘍，悪性リンパ腫の FISH 法の解析手法の確立（飯野，獨協医科大学病理診断学教室との共
同研究）．

4）診断に難渋する脱分化型脂肪肉腫の DISH による遺伝子増幅の有用性の検討（飯野，慈山会医学研究所付属坪
井病院病理診断科との共同研究）．

（7）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（髙橋俊，佐藤：保健医療学部プロジェク
ト研究）

（8）卵巣腫瘍の上皮と機能性間質に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：保健医
療学部プロジェクト研究）

（9）コンピュータを用いたドイツ語教育の追究…（市岡）
（10）絶食による糖新生関連酵素および肝トランスアミナーゼの遺伝子発現変動に関する研究（伴場）
（11）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）
（12）遺伝子染色体の構造と細胞診断における細胞像の比較を可能にする目的で細胞診断材料における FISH 法の開

発（周東）
（13）ニューロンーオリゴデンドロサイト相互作用におけるリン酸化タンパク質の同定（小糸：保健医療学部プロジェ

クト研究）
（14）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連についての検討（佐藤）
（15）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）
（16）補体レクチン経路に関連するコイ血清レクチン（MFAP4）の異物認識特異性の探索（九州大学大学院農学研究

員との共同研究，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）改良 BCP 法での IFCC 血漿蛋白国際標準物質と患者血清の反応性の違いを報告した．
（2）1）閉塞型睡眠時無呼吸症候群のモデル動物である間欠的低酸素負荷動物においてうつ症状が発現するか否かを，

間欠的低酸素負荷 1 ～ 3 週間後に強制水泳法により検討し，1 週目でうつ傾向が認められ，その後，減弱するこ
とが明らかなった．達成度：70%
2）手術室において鎮静目的で使用される dexmedetomidine が，投与流速によって舌下神経および横隔神経の抑制

作用が異なることを明らかにした．達成度：70%
3）…多発性硬化症のモデル動物を使用し，脱髄症状発現後に環状フォスファチジン酸誘導体を投与しても脱髄症状

を改善することを明らかにした．達成度：80%
4）う蝕の原因菌 Streptococcus…mutans と歯周病の原因菌 Porphyromonas…gingivalis を培養し，血液脳関門の破壊

されないクプリゾン誘導脱髄モデルに投与した．P.…gingivalis…投与により同モデルの脱髄が悪化し，運動同能力
の低下が認めらた．同菌により供給される炎症因子が病態悪化に関与することが考えられる．達成度：50%

（3）各種ヒトがん細胞で発現が異常亢進する形質膜シアリダーゼ NEU3 が肺腺癌において EGFR の TK ドメイン近傍
で相互作用を示し EGFR シグナリングを活性化させること．また，NEU3 自身も EGFR や Src などからリン酸化を
受けることから，NEU3が一つのシグナル分子として細胞内シグナルの制御に関わることが分かってきた．…達成度：
80%

（4）スギ花粉症では末梢血中の好塩基球もスギ花粉特異抗体によって感作されており，スギ花粉抗原を添加して抗
原抗体反応を引き起こすと，好塩基球は活性化して CD203c をより強く発現するとともに，IgE 産生を促す IL-4…
を産生してスギ花粉症の発症と増悪化に深く関与していることが強く示唆された．：80％

（5）多様な血液疾患における骨髄赤芽球島の分布様式について検討した．免疫組織化学，厚い切片，自家蛍光など
多様な手法での観察を試みた．達成度 70％．

（6）1）AGPC 法，シリカメンブレン法によって得られた RNA の品質を RIN 値，吸光度比によって比較した．その結果，
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有意に AGPC 法よりもシリカメンブレン法で得られた RNA が高品質であることが分かった．研究成果を学会に発
表し雑誌に投稿した．達成度：80％
2）過去 20 年まで遡り大腸がん組織標本から DNA を抽出し遺伝子変異解析が可能かどうか調べるため，経時的に

DNA の品質を解析している．達成度：30％
3）従来の用手法による FISH 法を半自動化した．現在，過去の乳がん組織標本を用いて HER2 増幅を調べ，他施

設と結果が相関するか検討中である．達成度：30％
4）脱分化型脂肪肉腫は組織学的多様性から鑑別すべき疾患が多く，診断に難渋するケースが少なくないが，12

番染色体異常が指摘されており免疫染色に加えて DISH…法が診断に有用と考え検討した．研究成果については学
会で発表を行った．達成度：50％

（7）質量分析装置 MALDI…TOF…MS の前処理法として誘電泳動法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：50％

（8）卵巣腫瘍において，関連する複数の遺伝子変異の解析を進められた．間質に腫瘍細胞と同様の変異をみつける
ことが出来た．達成度：80％

（9）マルチメディア独和辞書の校正を徐々に進めた．達成度 :20%
（10）絶食に伴う体内の様々なイベントのうち，糖新生関連酵素と肝トランスアミナーゼに注目した．これらの変動

を検討するためポイントとなる糖新生開始時期の絶食モデル作成の検討を行った．（達成度 65％）
（11）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

論文投稿し，掲載された．達成度はほぼ 100％．
（12）昨年に引き続き細胞診断に応用できる FISH 法の開発を行ってきた．培養細胞による実験段階で達成度は 50%

程度である．達成度 100％
（13）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連の検討．達成度：50%．
（14）埼玉県の労働者を対象とした各種教育活動や現場見学等を通じて，労働衛生の現状と動向と調べた．達成度

50%．
（15）平成26年度から引き続いて，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．その結果，

MFAP4 が認識する微生物の存在が判明し，コイの自然免疫に関与していることが示唆された．達成度 100％
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．さらなる学会への積極的な参加をうながしたい．また,…テーマによっ
ては，研究設備が不十分なために，学内で明確な結果を得ることができなかった．この観点では，学内での研究設備
体制を積極的に整えつつ研究を継続させ，その研究の達成度をより向上させていくとともに，当学科内の教員同士が
いっそうの連携を図り，要領よく実験を行えるシステムを構築しながら，学科内の共同研究を盛り上げていきたい．
なお，公的研究助成等に応募していない教員に対しては意欲的に研究に従事してもらえるように人事考課を通じて促
していく．

以下教員のコメント：
・抗腫瘍性生薬の影響に関するデータをとめることが出来なかった．次年度はこの結果をまとめる．
・改良 BCP 法に関する報告は行えたが，アルカリホスファターゼの安定化に関する検討はできなかった．次年度

はビリルビンオキシダーゼが与えるトリンダー反応への影響を検討する．
・H28 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，

うつ症状が現れることが明らかになった．次年度はその発現機序を明らかにしていきたい．また，P.…gingivalis
が産生する炎症物質の同定，血液脳関門・神経疾患への影響を，もう一つの脱髄疾患モデルである実験的自己免
疫性脳脊髄炎マウスの実験を加えて明らかにしていきたい（科学研究費・挑戦的萌芽）．

・NEU3 は EGFR と相互作用し EGFR シグナリングを活性化すること．また，EGFR や Src から自身もリン酸化を受
けることが分かってきた．その一方で，どの上流のキナーゼからリン酸化を受けているのかについては明らかと
なっていない．今後は，各種の選択的阻害剤を用いて詳細に検討していく予定である．

・ｎ数が少なく，季節の観点からも検討していく必要がある．
・新たな分野への理解を深めるため，研究会や講習会へも積極的に参加した．今後の研究の中で生かしていきたい．
・骨髄における赤芽球増殖が顕著な症例収集に努め，複数の学会，研究会で病理診断のポイントについて発表でき

たが，詳細な赤芽球島の形態評価の手法に問題が残るので今後さらに手法を検討していきたい．
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・学外施設との共同研究により臨床材料を用いた解析が可能となった．次年度は特に病
理組織を用いた遺伝子変異解析や遺伝子の融合や増幅をみるFISHあるいはDISH法を確立し，論文投稿に繋げたい．
・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，処理時間の増大や同定確率

の低下もみられ，推奨できる方法でないという結論に至った．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．

・1 症例のみではあるが，腫瘍部分と同様の遺伝子変異を間質にも認めることができた．引き続き解析を進め，機
能性間質の本態を明らかにしていくことで治療や診断に生かすことが出来る可能性もある．

・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．webclass に載せたドイツ語教材の校正と，
発音の扱いの検討が必要である．

・検討したモデルは飢餓状態へ移行する糖新生進行初期のモデルとして有用と考えられた．しかし，糖新生関連酵
素と肝トランスアミナーゼの発現レベルが判然としないため，モデルの有用性を確固たるものにすることを目標
として解析手法を変えて検討する．

・論文が掲載されたこともあり，自己評価は高い．次年度は別のテーマを企画したい．
・プロジェクト研究の経費で機材を整えることができてきたので，実験環境が整ってきたので解析をすすめたい．
・長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連について，各調査データとの相関を検討し精査を進

めていく予定であり，今年度中に投稿予定である．
・産業保健関係については関係当局，諸機関と相互に協力関係を深めて．さらに研究を推進し，卒前教育に生かし

たい．
・プロジェクト研究を遂行し，学会でその成果を発表できたことは大変良かった．次年度
は論文作成・投稿の作業を進めていきたい．また，今後の実験の方向性について種々検討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
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

茅野秀一：日本リンパ網内系学会編集委員・査読 3 件，埼玉県臨床細胞学会誌査読 1 件
野寺　誠：日本微量栄養素学会・評議員（査読委員兼務）
村本良三：日本臨床衛生検査技師会誌「医学検査」査読委員，埼玉県臨床検査技師会誌「埼臨技会誌」編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
村田栄子：日本解剖学会評議委員・同選挙管理委員，日本臨床検査学教育協議会評議員
市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会会員，e-Learning 教育学会会員，本学保健医療学部広報委員，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
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
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

茅野秀一：日本病理学会　病理医研究医育成・若手リクルート小委員会委員，東京骨髄病理研究会世話人，厚生労
働省特発性造血障害に関する調査研究班　骨髄異形成症候群中央診断委員，全国医科大学国際交流センター連絡
協議会役員

飯野　望：首都圏関東甲信地区遺伝子・染色体検査研究班世話人，本学保健医療学部倫理委員会委員，本学保健医
療学部入試問題作成委員

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会長

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，日本産業衛生学会選挙管理委員，日本衛
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生学会評議員，日本微量元素学会評議員，日本微量栄養素学会評議員，日本臨床検査教育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，中央労働災害防止協会執筆委員，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，本学広報委員

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…評議員・科学技術委員
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：欧米言語文化学会幹事，本学保健医療学部学務委員会委員，本学保健医療学部入試委員会委員，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
木村美智代：日本比較免疫学会第 18 回学術集会：学術集会事務局補佐，健康食品管理士会関東支部埼玉県幹事，

本学保健医療学部臨床検査学科健康食品管理士責任者，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 ,…医学研究センター安全管

理部門 RI 分野部門員
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
宮嶋由佳：埼玉県製菓衛生士試験委員

5-4．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・著書

①村本良三，下垣里河，佐々木真弓，松下　誠　改良 BCP 法における IFCC 血漿タンパク国際標準物質…（ERM-
DA470k/IFCC）…と患者血清の反応差の解析 .…日本臨床検査自動化学会会誌 .…42（1）:…89-92,…2017.

② Yagishita…S,…Suzuki…S,…Yoshikawa…K,…Iida…K,…Hirata…A,…Suzuki…M,…Takashima…A,…Maruyama…K,…Hirasawa…A,…Awaji…T…
:…Treatment…of… intermittent…hypoxia… increases…phosphorylated…tau…in…the…hippocampus…via…biological…processes…
common…to…aging.…Molecular…Brain,…2017,…10:2,…DOI…10.1186/s13041-016-0282-7.

③茅野秀一，周東真代．…病理組織診・細胞診担当者が知っておきたいＧｉｅｍｓａ染色による血液細胞の見方　
Medical…Technology（医歯薬出版）2017；　45：78-83　

④ Steelman…AJ,…Zhou…Y,…Koito…H,…Kim…S,…Payne…HR,…Lu…QR,…Li…J.…Activation…of…oligodendroglial…Stat3…is…required…for…
efficient…remyelination.…J.…Neurobiol…Dis.…2016…Jul;91:336-46

⑤Koji…Yamamoto,…Kohta　Takahashi…,…Kazuhiro…Shiozaki,…Kazunori…Yamaguchi…,…Hiroshi…Shima…,…and…Taeko…Miyagi：
Possible…mechanism…of…enhanced…EGFR…signaling…by…plasma…membrane-associated…sialidase…NEU3,…The…89…th…
Annual…Meeting…of…Japanese…Biochemical…Society,…Miyagi,…2016,…September

⑥髙橋　俊：誘電泳動インピーダンス計測法における薬剤感受性への応用－ ESBL スクリーニングの迅速化―，第
28 回臨床微生物学会総会，長崎市，2017 年 1 月

⑦成清羊佳，周東真代，渡辺宏志，加藤智美，鎌田孝一，長谷川幸清，安田政実：卵巣腫瘍の上皮細胞と間質細胞
の相互性解析，第 105 回日本病理学会総会，仙台，2016 年 5 月

⑧木村美智代，畑中大作，一木昭土，長澤貴弘，杣本智軌，和合治久，中尾実樹：魚類フィコリン様血清レクチン
（MFAP4）の機能解析．日本比較免疫学会第 18 回学術集会．2016 年 8 月．東京．

⑨来住野修，超音波検査の基礎を楽しく学びたい 2，第 37 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 .…2016.10.…埼
玉県川越．

⑩野呂有子，上滝圭介，野村宗央，桶田由衣，金子千香『イングランド国民のための第一弁護論』におけるラテ
ン語・英語・日本語対照データベース（“The…Comparative…Table…of…Latin,…English…and…Japanese…in…Pro…Populo…
Anglicano…Defensio”）…2017 年 3 月

【その他：論文　6 件，　学会発表　23 件，　著書　3 件】
6-2．獲得研究費

1.…下垣里河，山本晃司，木村美智代，和合治久：平成 28 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「ヒト
がん細胞株を用いた抗腫瘍性生薬の細胞増殖抑制及びアポトーシス誘導機構の解明」（40 万円）

2.…鈴木正彦，吉川圭介：…平成 28 年度文部科学省科学研究費（萌芽的研究）「口腔内細菌が産生する炎症物質の血
液脳関門・神経疾患への影響」（直接経費：130 万円，間接経費：39 万円）
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3．鈴木正彦，小峰伸一，伴塲裕巳：平成 28 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「間欠的低酸素負
荷動物が新規うつ病モデルとなる可能性の検討 ｣（30 万円）

4．村田栄子：平成 28 年度保健医療学部プロジェクト研究費「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」（10 万円）

5．山本晃司，和合…治久：平成 28 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「肺癌で異常亢進する形質
膜シアリダーゼ NEU3 のチロシンリン酸化の機構解明」（50 万）

6．山本晃司：奨学研究費「肺癌で異常亢進する形質膜シアリダーゼ NEU3 の生理的意義」（90 万）（東北大学と
の共同研究）

7．茅野秀一 , 渡辺宏志，周東真代，成清羊佳：平成 28 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「骨
髄赤芽球島の立体構造観察のための基礎的研究」（20 万円）

8．飯野　望：平成 28 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「RNA の抽出法による品質評価の検討」
（50.6 万円）

9．髙橋　俊，佐藤正夫，河村　亨：平成 28 年度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
した微生物検査迅速化の検討」（40 万円）

10．成清羊佳・周東真代：平成 28 年度保健医療学部プロジェクト研究「卵巣上皮性腫瘍における機能性間質の意
義」（40 万円）

11．伴塲裕巳 ,…下垣里河 ,…村本良三 ,…鈴木正彦 :…平成 28 年度　保健医療学部　プロジェクト研究：「絶食間隔によ
る糖新生関連酵素および肝トランスアミナーゼの遺伝子発現変動の検討」　（36 万円）

12．伴塲裕巳 ,…小糸寿美 ,…周東真代 ,…成清羊佳 :…平成 28 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…「栄養学実験を通して研究の基礎を学ぼう」（9.194 万円）

13．周東真代・渡辺宏志・小林直樹・駒形英樹：平成 28 年度保健医療学部プロジェクト研究「細胞診材料におけ
る FISH 法の開発」（25 万円）

14．小糸寿美，金子優子：平成 28 年度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）

15．木村美智代：平成 28 年度　保健医療学部　プロジェクト研究「補体レクチン経路に関連するコイ血清レクチ
ン（MFAP4）の異物認識特異性の探索」（9.9 万円）

6-3．受賞
　1. 山本晃司：第 89 回　日本生化学会…若手優秀発表賞（2016.09）
6-4．特許，実用新案
　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1．上滝圭介（コーディネータ）：2016 年度日本大学英文学会 9 月シンポジウム「ミルトンの文学的意義」2016
年 9 月 24 日

2．上滝圭介：毬藻の会．2016 年 8 月 31 日，9 月 2 日
3．飯野　望：第 18 回首都圏支部・関東甲信地区遺伝子・染色体検査セミナー .…2017 年 2 月 5 日 .…東京，文京学

院大学本郷キャンパス .
4．和合治久：埼玉医科大学保健医療学部市民公開講座「健康増進に役立つサウンドワールド」2016年 11月 19日

7．自己点検・評価（総括）
　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が始動し，さらに早期体験学習をとりいれた，
時間割変更が完結した．各教員はシラバスに掲げたカリキュラムの実践と学生指導に総じて意欲的に取り組んだと判
断される．特に，多くの教員は，他学科の授業担当も含め，教育の負担が非常に大きく，過密な講義・実習・演習を
担当する状況下にありながら，学生の教育満足度を向上させるべく，それなりの努力を怠らなかった．
　今後さらに，こうした教育の環境を改善させ国試合格率を高めていくと同時に，資格を得る大学としてのみならず，
真に医科学の学問を追究できる教育および研究環境を備えた大学づくりがたいへん重要であると考えている．この観
点では，文部科学省が求める大学教員としての適正な科目担当時間を十分考慮しつつ，全教員が平等に学問研究に専
念できるように各教員の教育負担を均一化し研究の質を高めていくことがきわめて重要である．なお，各種の資格取
得に必要な学外実習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．
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　学生の就職活動については，その準備のための講座を開始し，面接講座を充実させ種々の問題を緩和できるように
努めていきたい．
　研究について，各教員が研究プロジェクトに取り組み，研究助成金を獲得しながら研究を継続して推進できたこと
は，学科の研究体制を構築する上で大きな意義があった．特に，自ら取得した研究費で自然科学や外国語系あるいは
臨床検査医学などの研究を遂行しているが，研究成果の学会での発表や学術論文としての公表も一部に限られで，さ
らなる研鑽が必要である．なお，8 期生の卒業研究結果を「平成 28 年度生卒業研究論文集，Vol.…8:2016」として公
表できたことも成果であった．また，市民公開講座を企画運営し学科教員が協力して開催できたことは評価される．
学科一丸となり社会貢献できる臨床検査技師養成を目指したい．
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3．医用生体工学科

1．構成員
下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：教授：学科長・教育主任：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
小林直樹（KOBAYASHI,…Naoki）：教授：研究主任：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
山下芳久（YAMASHITA,…Yoshihisa）：教授：血液浄化，呼吸療法
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
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：教員（大学院）：修士
加藤綾子（KATOU,…Ayako）：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：教員（大学院）：博士
川邉　学（KAWABE,…Manabu）…: 助教：修士
本塚　旭（MOTOZUKA,…Akira）…: 助教：修士
丸山直子（MARUYAMA,…Naoko）：助教：教員（大学院）：博士
三輪泰之（MIWA,…Yasuyuki）：助教

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　医用生体工学は医学と工学の学際領域として発展してきた分野であり，本学科では工学系科目と医学系科目，およ
び臨床工学系科目を学ぶ．…
　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．例年通り高等学校において数学，物理等の履修を満足に行なっていない学生が相当数存在し，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 年生では全員合格の実現を目標として
実施した．4 年次の総合演習Ⅳには月 1 回，計 8 回の模擬試験の実施も含んでいる．臨床実習ではこれまで習得し
た知識と技術のありようを臨床の現場で確認するとともに，就職した最初の段階でスムーズに業務に馴染めるよう「職
場の雰囲気」を十分に経験することを目的とした．また，現場に触れることで自己の職業意識と現状を認識し，国家
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試験や就職活動に向けての目的意識の向上を目指した．3 年次の生体工学実習は，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した．卒業研究は，前年度の生体工学演習から引き続き，問題発見能力，解決能力，知識の
収集・適用，さらに質疑応答・プレゼンテーションを含めたコミュニケーション能力の育成を加え，総合的な業務完
遂能力の養成を目的とした．
　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，以下の 3 点を有する医療人の育成を目標としている．

①医科学に係わる様々な分野において，幅広く深い学識と高い倫理観を有する臨床工学技術者
②生体医工学領域において活躍できる卓越した専門的知識および技能を身につけ，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．
③学際的分野へ対応可能な専門的研究能力を身につけ，研究・開発に従事する人材として活躍できる臨床工学技術

者．
　修士課程の共通科目は高い倫理観の醸成を含む医学的知識（医学系共通科目）や医学関連領域の高度な専門知識（理
工系共通科目）を修得し，活用できる能力を養うために設けている．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，高度な専門的知識および専門的技能を習得するための講義を設定し，生体医工学領域と工
学領域の2領域が含まれている．生体医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．
　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いて，特別研究，特別演習を配当して
国際的な学術水準と社会のニーズを満たす研究テーマが検討，研究指導が行われ，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指している．
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・8 時間（中島），数学Ⅰ B・8 時間（中島），数学Ⅰ演習・30 時間（中島，下岡，若山），数学Ⅱ A・8 時間（下
岡），数学Ⅱ B・8 時間（下岡），数学Ⅱ演習・30 時間（下岡，若山），数学Ⅲ A・8 時間（下岡），数学Ⅲ B・8 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・8 時間（下岡），デジタル信号処理・8 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・8 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），
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臨床工学概論・60 時間（加納，見目，山下，奥村，三輪，川邊，丸山），代謝機能代行機器・30 時間（山下），循
環機能代行機器・30 時間（見目），呼吸機能代行機器・30 時間（山下），医用機器安全管理学Ⅰ・30 時間（加納），
医用機器安全管理学Ⅱ・30 時間（加納），医用情報処理工学・30 時間（小林，加藤，駒形），生体組織工学・30 時間（下
岡，田邊，脇田，中島），臨床工学・30 時間（加納，見目，山下，奥村），医用光学・30 時間（戸井田，宮本，若山）
工学系専門実習，実験科目：

情報リテラシー実習・30 時間（中島，加藤，駒形），プログラミング実習・60 時間（小林，中島，駒形，石川），電気・
電子実験・120 時間（宮本，加藤，駒形，石川），…
臨床工学系実習科目：…

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・120
時間（所属全教員）

生体工学実習・90 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・30 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・30 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（加納隆），生体機能代行工学特論…30 時間（加納隆，奥村高広，丸山直子）生体システ
ム工学特論…30 時間（下岡聡行），生体信号処理特論…30 時間（小林直樹，石川雅浩），生体情報計測特論…30 時間（加
藤綾子），人間工学特論…30 時間（宮本裕一），
　レーザー医工学特論…30 時間…（戸井田正弘，田邊一郎，宮本裕一），光応用計測特論…30 時間…（若山俊隆），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
　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た．昨年度の低合格率を踏まえて，個人面接の機会を増や
したことも含めて国家試験対策にも例年以上に労力を費やした．最終的に国家試験においては現役 100% を学科開設
以来，初めて実現した．ただし，卒業試験で 2 名の不合格・留年者を出し，100% の目標達成とはいえない．他学年
においても 3 年次では 5 名，2 年次で 1 名，1 年次で 3 名が留年することとなり，ここ数年の課題となっている留
年者の人数抑制は達成できなかった．
≪生体医工学（大学院）≫
　平成 28 年度は，1 年時の修士は，社会人 2 名であったが，講義の履修は 14 条特例に従い，夜間にサテライトや
ＴＶ講義を利用しながら進められ，計画通り遂行された．また，2 年次の修士いなかったため学位授与対象者はいな
かったが，分野全体としては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
　上述のように国家試験の結果，今年度は新卒合格率が 100% となった．全国平均が 10% 程上がったことからも，
昨年度と比較すると試験の難易度が例年並みに下がったことは確かである．それでも合格が危ぶまれる成績下位の者
を中心に，学生により緊密に目を配ったことがこの結果に結びついたことは確かであり，評価に値すると思われる．
ただし今年度は成績下位に定着していた学生達が昨年度の惨状を目の当たりにして危機意識が高く，その結果，我々
教員の指導に答えて相当に頑張ったことが好成績の大きな原動力となっている．来年度の 4 年生は今年度の卒業生
よりも，次年度 3 年生はさらにレベルが低いことは教員全員で一致しているところである．現状として時間的な問
題で大掛りな新企画を取り入れる余裕はすでにない．何としても先輩の出した結果と自分達の実力は別物であること
をはっきり認識させて勉学に励ませることが第一の目標となる．これを意識しながら研究室での個別指導を中心にな
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るべく面談の機会を増やして細かく指導していくことを継続することになる．
　他学年においては，基礎学力の底上げが必須である．特に次年度の 2 年，3 年生は，今年度は 4 年生に注力した
ことも一因としてあるかもしれないが，留年の可能性のある者の割合が例年よりもかなり高い．懸案の目標である留
年者数の抑制も含めて低学年から細かく学生の動向を掴んで対応できるようにしたい．演習・実験・実習に力を入れ，
各学年で意味の解らないままの丸暗記を避けて基礎事項を理解して体系的に知識を整理できるようになること，およ
び…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ように導いていきたい．…
　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．しかし現実としては次年度の入学生は大きく定員を割り込んでいる．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が，広報に時間と労力をかなり割く予定である．教
員の負荷がいっそう増すことになるのでこれが在学生の教育の質の低下を招かないように注意したい．
≪生体医工学（大学院）≫

修士課程は，昨年度入学者がいなかったことの反省を踏まえ，埼玉医科大学学内の ME 関連部門とも協力すること
で入学者の増加を図り，2 名の社会人入学者を得ることができた．一方，次年度は，今年度と同様，埼玉医科大学学
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とともに，次年度は在校生の進学も含めた入学者の増加を
図る，また，2 年次の社会人学生が修士論文の作成および学位取得ができるよう，研究，教育の充実を図る．

また，研究についても充実を図り，一層の高度な研究・開発の遂行して，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），

清水昭伸（代表者，東京農工大学），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）．

（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）腎臓 MRI における定量的解析支援（石川，小林，国際医療センター腎臓内科とのっ共同研究）
（4）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術（小林，駒形，石川，篠田，独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構…（NEDO）…受託研究費）
（5）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）））
（6）生理計測分析：視覚運動との相関性（小林，石川，産業総合研究所…受託研究）
（7）距離画像センサを用いたベッド転落検知システムに関する研究（駒形，小林，石川，保健医療学部学部プロジェ

クト研究）
（8）レーザー光照射による担癌マウスに及ぼす抗腫瘍効果のメカニズムの探索
（戸井田，継続研究，H28 年度科研費挑戦的萌芽研究）
（9）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）
（10）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）
（11）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）
（12）FT-IR…を用いた皮膚拡散二酸化炭素濃度の測定の試み（田邊）
（13）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））…
（14）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
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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）

（15）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）
（16）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 28 年度…AMED…医療分野研究成果展開事業 / 研究成果最適展開支援プログラム）
（17）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 28 年度…科学研

究費助成事業　基盤研究（C））
（18）超広帯域レーザー光源による 1µm の分解能を有する内面形状計測技術の開発（若山，学外共同研究，平成

28 年度…大澤科学技術振興財団）
（19）マルチニューロン記録法によるラット海馬のニューロダイナミクスに関する研究（中島）
（20）海馬 CA3 の錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル構築（中島）
（21）麻酔下ラットの海馬における記憶・学習と情報処理に関する研究（中島）
（22）伸縮性を有する温度応答性細胞培養容器の開発およびその評価（脇田）
（23）ストレス状態の推定を目的とした通常時の瞳孔反応と寒冷負荷時の瞳孔反応の比較（加藤，来住野　保健医

療学部プロジェクト研究）
（24）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…（加

納，川邊）
（25）医療機器に使われる Ni-Cd 電池等の寿命試験機の開発（川邊）
（26）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（川邊）
（27）病理画像中の構造認識と定量化（石川）
（28）患者 iPS 細胞由来心筋組織からの心房筋細胞の分別（丸山）
（29）疑似血液を用いた遠心ポンプ人工心肺の圧力損失の計測および溶血評価」　（本塚，奥村，丸山保健医療学部

プロジェクト研究）
（30）「シングルニードル透析療法における再循環による透析効率への影響（三輪，川邉）

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の高度化について検討し，評価実験を行った．（論
文 1 件…国際会議発表 6 件…国内発表 1 件）（達成度　95％）

（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）腎臓 MRI における定量的解析支援（国際医療センター腎臓内科とのっ共同研究）（国際会議 1 件，国内会議 1 件）
（4）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術の研究では，これまでの研究成果を論文としてまとめ成果発

表した．（論文 1 件）（達成度 100％）
（5）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，昨年度検討した

基本的なシステムに従い，ヒューマンインタフェースの設計を行い，遠隔診断の臨床検証用実験システムを設計，
構築した．（達成度…90％）

（6）生理計測分析：視覚運動との相関性に関しては，産業総合研究所からの委託を受け，画面の大きさと映像酔
いの時系列主観評価および生体指標との関連についての検証実験を行った．加えて，グローバルモーションの大
きさを求めるアルゴリズムに関する精度向上に関する検討を報告書を作成した，（著書 1 件）（達成度…90％）

（7）距離画像センサを用いたベッド転落検知システムに関する研究に関しては，実験検証に向けて，基礎的デー
タ収集を行った．（特許 1 件）（達成度 60％）

（8）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，半導体レーザー変調波照射における抗腫
瘍効果の変調周波数特性を連続波との比較で行った．その結果，腫瘍成長抑制率で 100GHz 変調波群＞ 360Hz
変調波群＞ 1THz 変調波群であることを確認した．（達成度 90％）

（9）（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．非共鳴信号の抑圧
について周波数掃引と偏光差分の組合せが有効であることを確認した．（達成度 90％）

（10）（9）へ注力のため H27 年度は実施せず．
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（11）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％）

（12）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％）また，抱水ポリマーを用いた新し
い方法も計画中．

（13）昨年度までに確立したパクリタキセル及びシスプラチン耐性獲得細胞を用い，PDT による耐性低減が可能か
どうかを検討した．その結果，適切な光増感剤の接触手法を用いることで，耐性の低減が可能であることが実証
され，日本生体医工学会及び国際生体医工学会（シンガポール）にて公表した（達成度 100%）．

（14）昨年度までの調査検討の結果を踏まえ，改正 QMS 省令の適切な理解と運用に資する具体的な情報を提供す
るという観点から，実際に QMS 調査実施者が製造販売業者に対して発出した指摘事例の収集・分析と以下の成
果物の作成作業にあたり，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 30 回 QMS 講習会を
通じて公表した．（達成度 100%）

（15）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調査研究を行うにあたり，埼玉医科大学国際
医療センター職員に対するインタビュー調査を行った．（達成度 100%）

（16）1 時間以内で手術完了できる人工関節手術ナビゲーションシステムの臨床用試作の開発を（株）レキシー，（株）
アルスロデザイン，埼玉県産業技術総合センター，NPO 三次元工学会の 5 機関で共同開発を行なった．オプト
メカトロニクス研究室では股関節臼蓋を広範囲に形状計測するために円錐レンズを用いた 3 Ｄセンサーを開発
した．このセンサーによって股関節臼蓋の形状を底面部分の計測も可能となったが測定精度の点で課題が残った．

（達成度：70%）
（17）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．渦のない

ラジアル偏光を生成するために特殊なデバイスを自作して，出射ベクトルビームの偏光分布と位相分布を厳密に
計測し，ラジアル偏光が生成できていることを明らかにした．この際，新たな計測法も考案することができた．（達
成度：90%）

（18）近赤外の超広帯域レーザー光源を用いた内面形状計測の基礎実験を行った．検出器である CCD カメラの検
出光範囲と光源の出力から高エネルギーのレーザー光源を導入必要があったが，解析に必要となる画像を検出す
るまでに至った．この際，得られた画像は非常になめらかな画像が得られ，解析には有利に働くことが明らかに
なった．一方で，近赤外光になったため画像の分解能は低下するのが課題となったが，三次元データのショット
ノイズに対しては従来法よりも大幅な改善が得られた．（達成度：85%）

（19）ラット海馬 CA3 スライスを用いて CA3 錐体細胞のマルチニューロンレコーディング法を確立し，多数の錐
体細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得るこ
とを目的としている．（達成度…70%）

（20）ラット海馬 CA3 領域の主要な細胞である錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル（数値計算モデル）
を構築し，これらのモデルをシナプス結合させたラット海馬 CA3 モデルをさまざまなサイズで構築する．動物
実験の結果とあわせて，海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ることを目的
としている．（達成度…70%）…

（21）麻酔下ラットの脳を用いて，海馬における記憶機構及び情報処理機構を解明し，脳型記憶・情報処理システ
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%）

（22）伸縮性を有するシリコーン製ストレッチチャンバーの表面を poly（N-isopropylacrylamide）によってグラフ
ト化し，細胞シートを回収出来る温度応答性細胞培養容器の作製に成功した．次に，筋芽細胞の培養と分化の実
験により，本ストレッチチャンバーの生物学的評価を行った．（達成度 95%）

（23）本研究ではストレス状態の推定に有効な瞳孔径に関連するパラメータを明らかにすることを目的とする．健
常被験者を対象として，寒冷負荷，寒冷無負荷，対光反射時の瞳孔幅を暗室内で計測した．通常時と寒冷負荷前
後での瞳孔幅変化を比較した結果，寒冷負荷時に 0.05Hz から 0.5Hz 成分のゆらぎが減少する傾向があることが
分かった．通常時の対光反射の反応速度，反応量と寒冷負荷前後での瞳孔幅変化との相関については明確な結果
が得られておらず，今後も検討を進める予定である．最終的に目指すゴールは日常生活の中での無意識ストレス
計測であるため，今後は明るい環境でも同様の結果が得られるのかも検証する（達成度 75％）．

（24）微弱無線式アクティブ RFID アンテナを用いた医療機器の所在管理システムの有用性を検証した．無線式の
アクティブ RFID アンテナを用いることで，ネットワークケーブルの敷設が不要となり，建設後の施設において
も所在管理システムの導入が容易となった．（達成度：100％）
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（25）初めに医療機器に使用される Ni-Cd 電池のリフレッシュに関する調査行い，3 回リフレッシュを行うことで
メモリ効果が改善する結果が得られた．さらに，リフレッシュは時間を要するため 1・2 回目のリフレッシュ
による改善結果からその後のリフレッシュによる改善が見込まれるかの予測方法について検討した．（達成度：
70％）

（26）医療機器が出力するデータのプロトコールを，IoTゲートウェイを用いて統一化した．得られた機器からのデー
タはパブリッククラウド内に蓄積し，警報情報はカテゴライズ分類を行うことで情報が必要な人に適切に通知さ
れるようにした．現在，臨床使用に向けての運用ポリシーの策定を行っている．（達成度：90％）

（27）肝臓の病理画像中の索状構造を抽出し定量化する手法を開発した．また，得られた結果をもとに国際学会に
て論文として成果発表を行った（達成度 80%）．

（28）患者由来の皮膚および心臓の線維芽細胞から iPS 細胞を作製し，心筋へ分化誘導を行い，さらに作成された
心筋様組織から心筋細胞のみを分別することを目的としている．質の良い iPS 細胞の作製方法と安定した心筋誘
導の方法を検討した．（達成度 30%）

（29）血液の物理特性を模した非生体材料である疑似血液を用いて人工肺の圧力損失を計測した．疑似血液を用い
て人工肺の種類に応じた圧力損失特性を評価することができた．また，疑似血液のヘマトクリットを調整して評
価を行うことも可能であった．（達成度 95%）

（30）シングルニードル透析の再循環に関する研究を行った．今回の研究によって圧制御型シングルニードルでは
10 ～ 20％の再循環率を認めた．そこでシングルニードルの再循環防止装置を作成し，再循環率を 2 ～ 8％へと
改善した．（達成度 75％）

≪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）
　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．下岡聡行，電気学会 E…部門（論文査読委員）…
　5．山下芳久　日本医工学治療学会（編集委員）
　6．山下芳久　日本急性血液浄化学会（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　日本臨床工学技士会（論文査読委員）
　12．T.Wakayama，Optical…Engineering，Reviewer
　13．T.Wakayama，Applied…Physical…Review，Reviewer
　14．若山俊隆，精密工学会会誌，Reviewer…
　15．加藤綾子，ライフサポート（編集委員，論文査読委員）
　16．駒形英樹，画像電子学会査読委員，企画委員
　17．脇田政嘉 Oncology…Letters，…reviewer
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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　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．戸井田昌宏，レーザ協会理事

15．山下芳久，公益社団法人日本臨床工学技士会（代議員，国際交流委員，JACE…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）

16．山下芳久，公益社団法人埼玉県臨床工学技士会（会長）
17.…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）
18.…山下芳久，日本医工学治療学会（評議員）
19.…山下芳久，日本血液浄化技術学会（代議員，学術委員，他）
20.…山下芳久，日本集中治療医学会（評議員，CE 検討委員会委員，集中治療認定臨床工学技士検討委員会委員長，

臨床工学部会役員）
21.…山下芳久，埼玉透析医学会（役員幹事）
22.…山下芳久，日本臨床工学技士連盟（理事）
23．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
24．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）
25．若山俊隆，日本光学会（偏光計測研究会委員）
26．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）
27．加藤綾子，ライフサポート学会（評議員，細胞機能制御研究会委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
メディカルエンジニアリング系

①宮本裕一：光線力学的処置による Paclitaxel 耐性獲得 HeLa 細胞の耐性低減．生体医工学 54（6）:245-252,…
2016.

②若山俊隆 ,…吉澤　徹 ,…レーザー 3D 計測手法による医療応用 .…レーザー研究 .…2016.05.…44（5）:301-305.（日本語，
解説論文，査読有）

③柳　悠大 ,…篠田一馬 ,…長谷川まどか ,…加藤茂夫 ,…石川雅浩 ,…駒形英樹 ,…小林直樹 ,…“観測波長とフィルタ配置を考慮
したマルチスペクトルフィルタアレイの最適化手法” .…電子情報通信学会論文誌…D…電子情報通信学会 .…Vol.J-99-D

（8）,…pp794-804…（2016.08）
④田邊一郎：　著書（単著）；市之川鉱山物語；現代図書
⑤ Masahiro…Ishikawa,…Yuri…Murakam,…Sercan…Taha…Ahi,…Masahiro…Yamaguchi,…Naoki…Kobayashi,…Tomoharu…Kiyuna,…

Yoshiko…Yamashita,…Akira…Saito,…Tokiya…Abe,…Akinori…Hashiguchi,…Michiie…Sakamoto,…“Automatic…quantification…of…
morphological…features…for…hepatic…trabeculae…analysis… in…stained…liver…specimens.”…Journal…of…Medical…Imaging…
SPIE.…2016.06.…3（2）:027502-1-027502-13…（2016.06）

⑥ Miyamoto…Y…et…al.:Effects…of…Photofrin-mediated…photodynamic…treatment…on…sensitivity…to…cisplatin…in…HeLa…cells…
and…the…resistant…subline.…ICBME2016,…Singapore,…2016

⑦ Hideki…Komagata,…Masahiro…Ishikawa,…Kazuma…Shinoda,…Naoki…Kobayashi,…Chika…Iwamoto,…Kenoki…Ohuchida,…
and…Makoto…Hashizume,…"3D…reconstruction…of…pancreatic…ducts…and…collagen…fibers…from…pathological…images…of…
pancreas…serial…sections",…Proc.…5th…International…workshop…on…Image…Electronics…and…Visual…Computing:… IEVC…
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2017,…3A-5…（2017.3）.
⑧ Masahiro…Ishikawa;…Sumire…Watanabe,…Natsuki…Honda,…Naoki…Kobayashi,…Tokiya…Abe;…Akinori…Hashiguchi,…Michiie…

Sakamoto,…"…Extraction…of…glomeruli…in…whole…slide…imaging…of…kidney…biopsy…specimens,……SPIE…Proc.…Vol.…10140-
30,…（2017.2）

⑨若山俊隆，ベクトルビームのパッシブ制御によるテラヘルツ偏光検出，日本光学会年次学術講演会 .（筑波大学
東京キャンパス文京校舎 ,…2016.11.2）…招待講演

⑩宮本裕一：光線力学的処置による Paclitaxel 耐性獲得 HeLa 細胞の耐性低減．生体医工学シンポジウム 2016，
旭川，2016

【総数：論文・総説・著書　5 件，学会発表　22 件】
クリニカルエンジニアリング系

①山下芳久：水質基準，透析患者診療に役立つ診断と重症度判定のためのアプローチ，311-313，2016
②山下芳久：各種透析療法，専門臨床工学技士テキスト，血液浄化編，第 7 版，23-43，2016
③山下芳久：持続緩徐式血液浄化法，実践アフェレシス技術マニュアル 2016，35（3）:284-302，2016
④山下芳久：集中治療領域の疾患，人体のメカニズムから学ぶ臨床工学，血液浄化学，308-338，2017
⑤ Manabu…Kawabe,…Takashi…Kano,…Sueda…Takatoshi．…Managing…staff…location…using…smartphones．…IFHE…Digest…

2017…International…Federation…of…Hospital…Engineering.…2017.01.…38-40
⑥川邉　学．「【スマートフォンの活用で医療が変わる】…スマートフォンを利用した医療スタッフ位置情報システム

の開発」…Clinical…Engineering…学研メディカル秀潤社 .…2016.12.…28（1）:40-48
⑦奥村高広，臨床工学技士が学ぶべきペースメーカの基礎知識　学校教育者の立場から－どこまで教育すればよい

か？－ .…クリニカルエンジニアリング…秀潤社 .…2016.04.…27（5）:375-381
⑧児玉圭太 ,…井上和哉 ,…小島達也 ,…本塚　旭 ,…徳井研太 ,…大木康則 ,…森田高志 ,…間藤　卓 ,…一色亜美 ,…伊藤

博之 ,…西岡利彦… 「ペースメーカにおける植込み術後急性期における自動閾値測定機能についての検討」…
Therapeutic…Research…37（5）:…472…-475…2016

⑨三輪泰之，川邉　学，山下芳久：シングルニードルにおける設定条件の違いによる再循環の評価：第 61 回日本
透析医学会学術集会，2015.6，大阪

⑩丸山直子：患者由来の様々な細胞を用いた再生医療研究の紹介～ヒフ，羊膜そして iPS 細胞～．第 2 回両国フォ
トニクスサロン .…2017.03

【総数：論文・総説　8 件，学会発表　22 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，平成埼玉医科大学　分担金　117 万

3．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．…

4．戸井田昌宏（受託研究），治療用途向け高精度の非侵襲血糖計測システムの試作開発，（株）エーティーエー，
研究期間：H28 年 4 月～ H29 年 3 月，H27 年度直接経費：85 万円．

5．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 28 年度直接経費：110 万円．…

6．宮本裕一（研究分担），厚生労働科学研究費補助金　地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研
究事業「GMP,…QMS,…GTP 及び医薬品添加剤のガイドラインの国際整合化に関する研究」研究期間：平成 26 年度
～ 28 年度，平成 28 年度直接経費：475 万円．（研究代表者一括計上）

7．若山俊隆，1 時間以内で個別最適化した手術を完了できる人工関節手術ナビゲーションによる 3D 手術支援サー
ビスの実用化（平成 28 年度…AMED…医療分野研究成果展開事業）平成 28 年度：90 万円

8．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 28 年度…科学研究費助成事業
基盤研究（C））平成 28 年度：50 万円

9．若山俊隆，超広帯域レーザー光源による 1µm の分解能を有する内面形状計測技術の開発（平成 28 年度…大澤
科学技術振興財団）平成 28 年度：250 万円

10．石川雅浩（研究代表）,「自家蛍光を用いた未染色病理標本のデジタル染色定量化法の開発」,（文部科学省・
科学研究費助成金　若手研究（B））：156 万円
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11．石川雅浩（分担研究者）「IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのための前向きコホート研究の推進とハイリ
スク患者の透析移行を阻止する治療法の開発」,（日本医療研究機構・難治性疾患実用化研究事業）：50 万円

12．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」：100 万円

13．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」：
100 万円

6-3．受賞　
1．若山…俊隆，日本光学会論文賞（日本光学会）2017 年 11 月
2．篠田一馬，小林直樹，石川雅浩，駒形英樹　他，Best…Award…on…the…5th…Internatinal…Workshop…on…Image…

Electronics…and…Visual…Computing…（IEVC2017）　
3．小久保謙一，栗原佳孝，塚尾　浩，丸山直子，小林こずえ，新保年弘，廣瀬　稔，小林弘祐．2016 年度

日本人工臓器学会論文賞「Effects…of… increased…surface…coverage…of…polyvinylpyrrolidone…over…a…polysulfone…
hemofilter…membrane…on…permeability…and…cell…adhesion…during…continuous…hemofiltration」2016.11

4．奥村高広，三輪康之：生体医工学シンポジウムポスターアワード．バルブ式半閉鎖型体外循環法の開発と安全
性向上．生体医工学シンポジウム 2016.…2016.09.…北海道旭川

5．田邊一郎：　；市之川鉱山物語，著書（単著）；現代図書（第 32 回　愛媛出版文化賞）
6-4．特許，実用新案

1．特願 2017-18649　高木洋典 , 高沢直人 , 高谷幸宏 , 福田直子 , 前田勇士 , 加納　隆 , 川邉　学他　「医療機器監
視システム」　2017/02/03

2．駒形英樹，小林直樹，石川雅浩，篠田一馬，“危険報知装置及び危険報知方法，並びに危険報知装置の校正方法”，
特願 2016-206293，2016 年 10 月 20 日出願．

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．画像電子学会第 278 回研究会，公立はこだて未来大学，2016 年 8 月 26 日，企画幹事
2．画像電子学会第 280 回研究会，長崎大学（文教キャンパス），2017 年 3 月 9 日～ 3 月 10 日，企画幹事．…

7．自己点検・評価
　平成 28 年度は，第 8 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はじめ
て受験者全員を合格させることが出来た．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．4 年次で留年 2 名を出したことが全
員合格に結びついているわけだが，学生の実力の把握が出来ているということを示している．この点からいって他学
年の在学生のレベルがさらに低いと教員の見方が一致している点はまさに憂慮すべき事態である．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．今後，高学年に手がかかる状態が続くと低学年にしわよせがくることは目
に見えており，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，
今年度は例年に戻すことには成功したが，留年問題も含め，まだまだ満足すべき成果を出せないでいるわけであるが，
年々増加するカリキュラムに見えない負荷に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 6 年目を迎えた．高等専門学校の新卒者が 1 名，編入学したが，遺憾ながら留年することになって
しまった．3 年次在学中の編入学生は総合演習等で安定した成績を残している．学事自体はそれぞれ時間割編成用で
対処しながら大過なく進行することができた．留年の件については総合演習の結果を踏まえて既修得単位の認定に問
題がなかったか検討している．…
　研究に関しては，実績を残せたものは外部組織との共同研究によるものが多く，学内独自での研究の成果が出てこ
ない状況が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，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）≫
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　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28年 3月には理学療法学科6期生を輩出することになった．
平成 27 年度を振り返ると，国試合格率は 93.4% となり，埼玉県内では 10 ある養成校のうち第 2 位と良好な結果を
得ることができたが，年々，当学科の受験生が減少していることもあり，受験生減少に歯止めをかけるためにも国家
試験対策は最重要課題であると考えてきた．
　4 年生に対しては，より集中的な国家試験対策プログラムを実施する一方で，1 年生の初年次教育を充実させ，各
学年の授業でも国家試験を意識した内容に修正するように調整を図った．教員間の担当授業数に偏りを是正し，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 27 年には 4 期生 7 名を輩出し，大学院教育がシステム化してきたが，逆に問題点も明らかになってきていた．
そのため，研究発表会のあり方などの整備を図り，カリキュラムよりも 1 つ 1 つの科目の充実を図ることが課題で
あると考えた．大学院は少人数であることから，より討論などを積極的に行う課題解決型の授業を積極的に進めるこ
と，より質の高い研究と論文を完成させることを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
＜学部教育＞
　1 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【基礎分野】物理学：赤羽，物理学実験：赤羽，勝浦，向田，化学：鈴木，細胞生物学：川村，統計学演習：高倉，

神子嶋，國澤（洋），師岡，情報科学演習：高橋，有田，本多，心理学：佐藤，英語Ⅰ：間山，塚田，英語Ⅱ：川島，
ドイツ語：市岡，社会学：川田，哲学：堀内，スポーツ科学：永沼
【専門基礎分野】人体の構造と機能Ⅰ演習：小島，時田，有田，鈴木，人体の構造と機能Ⅱ演習：時田 ,…穐田，鈴木，

有田，基礎運動学：福田，細井，人間発達学：神子嶋，佐藤 ,…松山，栄養学：奥崎，医療の基本Ⅰ：大野，有田，リ
ハビリテーション医学：西岡，佐久間
【専門分野】理学療法学概論：赤坂，丸谷，理学療法体験実習：赤坂，丸谷，他，基礎理学療法学演習：澤田，高倉，

乙戸，福田，新井，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，理学療法学基礎実習：福田，新井，丸谷
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　2 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】人体の構造と機能実習（構造系）：小島，時田，村田，人体の構造と機能実習（機能系）：鈴木，有田，

有田，内田，応用運動学：赤坂，乙戸，澤田，大久保，病理・微生物学演習：佐藤，ヒトの病気Ⅰ・Ⅱ（臨床医学総
論，神経・筋疾患Ⅰ）：大野，田邊，西岡，渡辺，ヒトの病気 VI（臨床医学各論）：大野，佐久間，辻，渡邊，小山，
ヒトの病気Ⅴ（治療，循環器疾患）：大野，田邊，西岡，鈴木，辻，ヒトの病気Ⅲ（消化器，内分泌・代謝疾患）：大野，
加藤木，田邊，西岡，佐久間，鈴木，辻，骨・関節疾患総論：森，骨・関節疾患各論：森，ヒトの病気Ⅳ（神経・筋
疾患Ⅱ）：大野，西岡，精神疾患：松岡，鈴木，渡邊，医療の基本Ⅱ：西岡，有田，臨床心理学演習：庄野，公衆衛生学：
野寺，宮嶋，冨永，宮崎，チーム医療学：細井，高倉，新井，丸谷，小関
【専門分野】基礎理学療法学演習：小島，時田，澤田，細井，機能・能力診断学基礎演習：神子嶋，福田，細井，丸谷，

新井，機能・能力診断学応用演習：乙戸，赤坂，西岡，神子嶋，澤田，國澤（佳），新井，小関，日常生活活動学演習：
細井，新井，丸谷，物理療法学演習：時田
　3 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】運動学実習：小島，藤田，福田，澤田，新井，丸谷，ヒトの病気Ⅶ（感覚器，膠原病，救急，感染症）：

大野，佐久間，辻，光武，宮里，井上，中村，板谷，大野（洋），医療の基本Ⅲ：西岡，大野，青木
【専門分野】理学療法研究法：高倉，神子嶋，細井，澤田，新井，臨床運動学：藤田，澤田，新井，菅野，筋・骨

格系理学療法学演習：赤坂，乙戸，澤田，大久保，神経・筋系理学療法学演習：福田，國澤（佳），小山，宮島，中
枢神経系理学療法学演習：國澤（佳），高倉，小関，師岡，心肺系理学療法学演習：藤田，新井，花房，山崎，高木，
理学療法学総合演習：高倉，藤田，神子嶋，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，義肢装具学演習：高倉，國澤（佳），
神子嶋，中野，小関，師岡，筋・骨格系徒手技術学演習：赤坂，乙戸，澤田，大久保，中枢神経系徒手技術学演習：
藤田，小峰，國澤（洋），國澤（佳），師岡，小児理学療法学：神子嶋，松山，赤羽，職業倫理職場管理学：高倉，國
澤（洋），師岡，機能・能力診断学臨床実習：福田，その他全員教員
　4 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】精神保健学：松岡，井上，渡邊
【専門分野】理学療法機器技術学：時田，細井，乙戸，リハビリテーション工学：福田，運動療法学：高倉，伊藤，

長谷川，國澤（洋），國澤（佳），師岡，代謝系理学療法学：藤田，スポーツ系理学療法学：赤坂，乙戸，澤田，大久保，
板倉，菅野，保健科学統計学演習：高倉，神子嶋，國澤（洋），小関，地域理学療法学：藤田，細井，神子嶋，小橋，
丸谷，新井，地域理学療法学実習：藤田，細井，新井，丸谷，高齢者理学療法学：新井，藤田，小橋，生活環境学：細井，
丸谷，荒木，総合臨床実習Ⅰ：時田，他，総合臨床実習Ⅱ：時田，その他全教員，卒業研究：時田，その他全教員
＜大学院教育＞
　大学院教育として以下の科目を開講した．

生体機能形態学概論：時田，理学療法研究方法論：高倉，藤田，リハビリテーション医療学概論：乙戸，高倉，藤
田，福田，細井，新井，人体機能形態学特論：小島，時田，脳機能理学療法学特論：高倉，内部障害理学療法学特論：
藤田，筋骨格理学療法学特論Ⅰ（上肢・脊椎）：赤坂，乙戸，大久保，筋骨格理学療法学特論Ⅱ（下肢）：赤坂，乙戸 ,
大久保，神経理学療法学特論：高倉，藤田，理学療法学演習：藤田，赤坂，小島，高倉，時田，理学療法学特別研究：
藤田，赤坂，小島，高倉，時田
2-3．達成度
＜学部教育＞

新卒業生の国家試験は 48 名中 46 名が合格し合格率は 95.8% となった．前年度の 93.4% を上回ることができた．
全員合格とはならなかったが体調の悪い学生も最後まで教員がサポートして 48 名全員が受験することができた．
＜大学院教育＞

理学療法分野を専攻した大学院生 5 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
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）：該当なし
4-2．診療実績データ：該当なし
4-3．診療内容，治療成績：該当なし
4-4．先進医療の開発：該当なし
4-5．実施治験内容：該当なし
4-6．自己評価と次年度目標：該当なし
4-7．上記 4-1 ～ 4-6 の要約（大学年報用）：該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無…

高倉保幸：厚生労働省「がんのリハビリテーション研修会」実行委員会副委員長，厚生労働省「リンパ浮腫研修会」
　　　　実行委員

福田敏幸：比企広域介護認定審査委員
丸谷康平：日高市介護認定審査委員
細井俊希：厚生労働省「地域づくりによる介護予防推進支援事業」埼玉県アドバイザー，比企広域介護認定審査委

　　　　員，毛呂山町地域ケア会議委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

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
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　　　　療法研究」編集委員
赤坂清和：「Physical…Therapy…Science」editorial…board…&…reviewer,…「理学療法科学」編集委員・査読委員 ,…「徒手理

　　　　学療法」編集委員・査読委員 ,…「理学療法…-…臨床，研究，教育」編集委員・査読委員
藤田博暁：「理学療法科学」編集委員
福田敏幸：「理学療法科学」査読委員
乙戸崇寛：「理学療法科学」査読委員 ,「理学療法…-…臨床，研究，教育」編集委員
國澤洋介：「臨床理学療法研究」編集委員・査読委員，「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員・

　　　　査読委員，「日本リハビリテーション・ネットワーク研究」査読委員
時田幸之輔：「理学療法学」査読委員 ,…Anthropological…Science…（Japanese…Series）編集委員
澤田　豊：「理学療法科学」査読委員 ,「理学療法…-…臨床，研究，教育」編集委員・査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務…
…【大学，大学院，その他の非常勤講師】

赤坂清和：首都大学東京非常勤講師，国立障害者リハビリテーション学院非常勤講師
小島龍平：埼玉医科大学短期大学非常勤講師，聖学院大学非常勤講師
高倉保幸：首都大学東京非常勤講師，首都大学東京大学院非常勤講師
西岡亮治：埼玉医科大学医学部内科（神経内科・脳卒中内科）非常勤講師（兼担）
　　　　　保健医療学部看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科非常勤講師
時田幸之輔：埼玉医療福祉専門学校非常勤講師 , 葵メディカルアカデミー非常勤講師 , 日本歯科大学新潟生命歯学

　　　　　部非常勤講師
神子嶋誠：郡山健康科学専門学校非常勤講師

【学会役員，その他の学会関連】
高倉保幸：日本がんリハビリテーション研究会副理事長，日本リハビリテーション・ネットワーク研究会常任理事，

　　　　理学療法科学学会評議員，専門リハビリテーション研究会評議員，日本私立医科大学理学療法研究会理
　　　　事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会会長，理学療法プログラム研究会会長…

赤坂清和：日本運動器理学療法学会運営幹事，日本スポーツ理学療法学会運営幹事，日本理学療法科学学会理事・
　　　　評議員，日本運動器科学学会評議員，日本徒手理学療法学会監事 ,…International…Physical…Therapy…Journal…
　　　　Editor,member

藤田博暁：日本骨粗鬆症学会（メディカルスタッフ認定事業員会委員，「運動器の健康」普及・連携委員会委員），
　　　　理学療法科学学会（理事，評議員），日本運動器科学学会（評議員）

小島龍平：日本人類学会評議員
福田敏幸：理学療法科学学会評議委員
乙戸崇寛：理学療法科学学会評議員，日本徒手理学療法学会評議員，
体表解剖学研究会理事，埼玉理学療法学会編集委員
國澤洋介：日本リハビリテーションネットワーク研究会監事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会理事（事務

　　　　局長）
神子嶋誠：埼玉県理学療法士会小児福祉部部員
澤田　豊：理学療法科学学会評議員，埼玉県理学療法士会学術局編集部員
西岡亮治：日本脳循環代謝学会評議員
細井俊希：理学療法科学学会評議員
大久保雄：日本徒手理学療法学会評議員
新井智之：理学療法科学学会評議員

【その他】
高倉保幸：日本理学療法士協会「がんのリハビリテーション研修会」ディレクター，埼玉県がんリハビリテーショ

　　　　ン研修会実行委員会副委員長
赤坂清和：International…Society…of…Physiotherapy…Journal…Editors,…member…（World…Congress…of…Physical…Therapy），

　　　　日本理学療法士協会代議員
乙戸崇寛：埼玉県理学療法士会学術局編集部員
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



817

理学療法学科

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
① Hideyuki…Nagai,…Kiyokazu…Akasaka,…Takahiro…Otsudo,…Yutaka…Sawada,…Yu…Okubo．Deep…abdominal…muscle…

thickness…measured…under…sitting…conditions…during…different… stability… tasks．Journal…of…Physical…Therapy…
Science28（3）…900-905，2016．

②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）…．783-784，2016
③ Akihiro…Tamura,…Kiyokazu…Akasaka,…Takahiro…Otsudo,…Yutaka…Sawada,…Yu…Okubo,… Jyunya…Shiozawa,…Yuka…

Toda,…and…Kaori…Yamada．Fatigue…Alters…Landing…Shock…Attenuation…During…a…Single-Leg…Vertical…Drop…Jump．
Orthopaedic…Journal…of…Sports…Medicine…4（1）…1-7，2016

④赤坂清和，田村曉大，簗瀬康，乙戸崇寛，澤田豊，大久保雄．全国理学療法士養成校における関節モビライゼー
ション教育の現状．理学療法 - 臨床・研究・教育 23（1）…89-92，2016

⑤Maruya…K,…Asakawa…Y,…Ishibashi…H,…Fujita…H,…Arai…T,…Yamaguchi…H．Effect…of…a…simple…and…adherent…home…exercise…
program…on…the…physical…function…of…community…dwelling…adults…sixty…years…of…age…and…older…with…pre-sarcopenia…
or…sarcopenia.…J…Phys…Ther…Sci.28（11）…3183-3188，2016

⑥旭竜馬，藤田博曉，新井智之，丸谷康平 , 森田泰裕，荻原健一，細井俊樹，石橋英明．地域在住中高年者におけ
るロコモ度テストと歩行速度との関係．日本骨粗鬆症学会雑誌 2（3）…29-40，2016.

⑦旭竜馬 ,…藤田博暁 ,…新井智之 ,…丸谷康平 ,…森田泰裕 ,…荻原健一 ,…細井俊希 ,…石橋英明．地域在住中高年者における
運動習慣者と非運動習慣者の運動機能．日本医療科学大学研究紀要 2016（3）…5-12,2016

⑧湯村良太 ,…石橋英明 ,…藤田博曉．地域在住中高年者における転倒歴とロコモ度テストおよび運動機能測定値との
関連．理学療法 - 臨床・研究・教育 23（1）…40-46，2016

⑨石橋英明 ,…藤田博曉 ,…新井智之 ,…丸谷康平．ロコモティブシンドロームの国民的認知度向上とエビデンス構築に
向けた活動…地域在住中高年者におけるロコモティブシンドローム対策のための運動介入効果．日本整形外科学
会雑誌 90（10）821-828，2016

⑩森田泰裕 ,…新井智之 ,…加藤剛平 ,…藤田博曉．地域在住高齢者の足趾把持力と前方リーチ動作能力との関係．運動
器リハビリテーション 27（1）72-78，2016

6-2．獲得研究費
・2016 年度京都大学霊長類研究所共同利用・共同研究「広鼻猿類脊髄神経後枝の形態的特徴」

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

・第 25 回埼玉県理学療法学会（大会長：藤田博曉）．平成 28 年 12 月 11 日．大宮ソニックシティ
・日本人類学会大会…ヒト・霊長類比較解剖学分科会…肩帯を考える．2016.10
・第 122 回日本解剖学会総会・学術集会シンポジウム…マクロとミクロの視点から心臓の形態形成を解き明かす

7．自己点検・評価
　教育，研究の両面にわたって充実した 1 年間であったと評価される．特に，国家試験の合格率が前年度の 93.4%
から 95.8% に向上したのは高く評価できた．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，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．さらに，他の学生との論議を通じて，異なる
意見にどう対応していくかという学習の姿勢を習得する．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．
　本年度から，選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか ? 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択
の真実」を担当した．内容は，山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である．この話を通じて，整形外科の臨床医
だった山中先生が，どのように世界の山中として成功しノーベル賞を獲得するまでに成長したのか，身近な話として
共感してもらう授業を構築していきたい．
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．
　選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか ? 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」を新
規に担当した．内容は，山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である．この素材から，世界的研究者の話を身近な
存在として感じてもらい，将来の医学研究への関心を高めることを目指した．
　課外学習プログラムに関しては，医学部の学生1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終了し，論文も無事完成した．
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．選択必修では，旧知の間柄である山中伸弥教授の伝記が学生に興味深く受け取られたのは大きな成果と
認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
　すべての学生は少人数学習に興味を喚起したと自負している．今後の課題は医学的基礎知識を興味深く説明して，
臨床医学との関連を明確にしたいと考えている．さらに，疾患との関連で初学者にも理解しやすい説明を考えていき
たい．選択必修では，山中教授の講演会開催は容易ではないので，こちらから訪問してお話を聞く機会を持ちたいと
考えている．日本のトップ研究者の息吹を学生たちに伝えたいと期待している．
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3．研究
3-1．目的・目標
　真核生物における遺伝子発現制御機構の解明を，大きな目標として研究を進めている．遺伝子発現制御の異常と
疾患との関連を探索している．2008 年には，転写抑制に非コード RNA が重要な役割を果たす実験結果を Nature…

（454:126-130,2008）に発表し，RNA 依存性転写制御という新しい遺伝子発現機構を提唱した．ヒトゲノムの 9 割
が転写され，その多くは非コード RNA になる事実が明らかになり，この非コード RNA が転写制御を含む多くの生命
現象に重要な役割を果たすことも示されてきている．この非コード RNA とヒト疾患との関連は，今後の主要な研究
課題と考え，鋭意研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　1）cyclin…D1 プロモーター非コード RNA の構造と機能の解析…（米田）
　2）長鎖非コード RNA のエピトランスクリプトーム解析…（米田・黒川）
　3）TLS のメチル化による機能制御（崔）
　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・崔）
3-3．研究内容と達成度
　研究部門開設 13 年目を迎え，研究内容も発展してきた．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．研究プロジェクトも米田のエピトランスクリプトーム解析と崔の TLS のメチル化制御
が着実な進歩を遂げている．
3-4．自己評価と次年度計画
　本年度は部門開設 13 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．2015 年 4 月に
創刊した open-access 学術誌 RNA…and…Transcription は，より普遍性のある Biomedical…Sciences に改名した．引き続
き Editor-in-Chief として国際学術誌を運営している．本学術誌の改名後は，その効果が表れ，投稿論文数も順調に伸
びてきた．次の目標はインパクトファクターの取得である．このように国際学術活動にも積極的に邁進していきたい．

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：Biomedical…Sciences　編集委員長…（Editor-in-Chief）　　　　　
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．医学部入試面接委員を務めた．
　一般社団法人日本内分泌学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Araki,Y.,…Wada,T.,…Aizaki,Y.,…Sato,K.,…Yokota,K.,…Fujimoto,K.,…Kim,YT.,…Oda,H.,…Kurokawa,R.,…and…Mimura,T.…Histone…

methylation…and…STAT3…differentially…regulate…IL-6-induced…MMP…gene…activation…in…rheumatoid…arthritis…synovial…
fibroblasts.…Arthritis…&…Rheumatology…68（5）:1111-23,…（2016）

② Kurokawa,R.,…and…Bando,T.…Three-Dimensional…Structure…of…RNA-Binding…Protein…TLS…Co-Crystallized…with…
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Biotinylated…Isoxazole.…Biomedical…Sciences…2（1）:1-10（2016）
③黒川理樹…遺伝子の転写にはトポイソメラーゼ 1 による DNA ねじれの解消が必要だった　実験医学 34：1766-

1767（2016）
④黒川理樹…tRNA 脱メチル化酵素による翻訳制御の発見―グルコース濃度により翻訳を制御する仕組み　実験医学

35：439-440（2017）
…[ 学会発表 / 講演 ]
⑤黒川理樹：第 39 回日本分子生物学会年会シンポジウム主催「Integration…of… leading-edge…technologies…induces…

insight…into…physiology…of…long…noncoding…RNA…and…possibility…of…therapeutics」　神奈川県横浜市（2016/12/1）
【総数：論文……4 件，学会発表……1 件，講演……0 件】

6-2．獲得研究費
黒川理樹（代表）

第一三共奨学寄付プログラム：「長鎖非コード RNA による腫瘍増殖抑制の解析と核酸医薬への応用」30 万円
黒川理樹…（分担）（代表：岡﨑康司）
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

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　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
　早いもので遺伝子構造機能部門も開設から 13 年目を迎えた．これまでに部門員全員の協力により，少人数にも関
わらず，世界的評価の高い Nature 誌に論文を発表することができた．教育活動，学生の生活指導や学内委員会活動
共に，積極的に取り組み，本学に着実な貢献をなしてきた．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 Biomedical…Sciences 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．このように常に新たな課題に取り組んでいる．
　今後の目標は，非コード RNA の生物学・医学的意義を追究し，ヒトゲノムの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，さらには
日本国の経済成長にも貢献していきたい．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をして
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,…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）:…特任研究員：博士
水戸部悠一（MITOBE,…Yuichi）:…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
飯野　薫（IINO,…Kaori）：大学院生（博士課程）：ゲノム医学
奥村俊之（OKUMURA,…Toshiyuki）：特別研究学生
長井咲樹（NAGAI,…Saki）：特別研究学生
黒木奈月（KUROGI,…Natsuki）：特別研究学生
長澤さや（NAGASAWA,…Saya）：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

2．教育
2-1．目的・目標
　当部門における教育の目標は，がんや老化・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い，基礎医学研究のおもしろさを
体感する機会を提供することであり，疾患・病態に対する分子レベルでの診断，治療，創薬の臨床応用を図ることで
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
　医学部生への指導については，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）の講義を担当し，2 年生のアドバイザーを担当した．池田は臨床推論と 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．
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，申請者の将来的な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．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．年間を通じて週 1 回，一流科学雑誌を中心と
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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いる．
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でき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
疾患などの老年病と，乳がん・子宮がん・卵巣がんなどの女性のがん，前立腺がんや膀胱がんなどの泌尿器がんにお
けるホルモン受容体標的因子を中心とした新規分子標的の同定と機能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ホルモン依存性がんの新しい予防・治療法の開発
　（池田，佐藤，水戸部，飯野，奥村，黒木，杉谷，川端，長澤，滑川，堀江，井上）
2）…がん特異的非コード RNA と RNA 結合蛋白質によるがん進展メカニズムの解明（池田，水戸部，飯野，奥村，堀江，

井上）
3）リングフィンガー TRIM 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，堀江，井上）
5）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，堀江，井上）
6）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）

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 TRIM 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 の機能解析を体系的に進めている．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，引き続き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筋骨系の疾患・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く．リン
グフィンガー TRIM ファミリー遺伝子の発現制御・機能解析も進めており，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．TRIM ファミリー遺伝子はがん病態との関連
も注目されており，社会人大学院生である現在，外科医 2 名がこの分野の研究により学位取得を目指している．ト
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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．
　29 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，尿路上皮がん・腎細胞がん・精巣がん等の泌尿器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
子改変マウスと遺伝子過剰発現細胞系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，加齢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

① Nagai…S,…Ikeda…K,…Horie-Inoue…K,…Shiba…S,…Nagasawa…S,…Takeda…S,…Inoue…S.…Estrogen…modulates…exercise…endurance…
along…with…mitochondrial…uncoupling…protein…3…downregulation… in…skeletal…muscle…of… female…mice.…Biochem…
Biophys…Res…Commun…480,…758-764,…2016.…

② Obinata…D,…Takada…S,…Takayama…K,…Urano…T,… Ito…A,…Ashikari…D,…Fujiwara…K,Yamada…Y,…Murata…T,…Kumagai…J,…
Fujimura…T,… Ikeda…K,…Horie-Inoue…K,…Homma…Y,Takahashi…S,… Inoue…S.…Abhydrolase…domain…containing…2,…an…
androgen…target…gene,promotes…prostate…cancer…cell…proliferation…and…migration.…Eur…J…Cancer…57,…39-49,…2016.

③ Ikeda…K,…Horie…K:…Systemic… identification…of…molecular… targets… involved… in…acquired…resistance…to…endocrine…
therapy…for…hormone-dependent…cancers…based…on…functional…screening…and…high-throughput…sequencing.…The…
41st…Naito…Conference…on “Cancer…Heterogeneity…and…Plasticity:…Relevance…to…Therapeutic…Resistance” ,…Sapporo,…
Japan,…2016.7.5-8.

④ Shiba…S,…Ikeda…K,…Azuma…K,…Sato…W,…Miyazaki…T,…Tanaka…S,…Horie-Inoue…K,…Inoue…S:…Female…mice…lacking…estrogen…
receptor-binding…fragment-associated…antigen…9…display…decreased…bone…mineral…density.…The…Joint…Scientific…
Annual…meetings…of…the…Endocrine…Society…of…Australia…and…the…Society…for…Reproductive…Biology…[Plenary…Poster],…
Gold…Coast,…Australia,…2016.8.21-24.

⑤ Ikeda…K,…Shiba…K,…Horie-Inoue…K,… Inoue…S:…Mitochondrial…respiratory…supercomplex…assembly-promoting…factor…
COX7RP…regulates…bone…metabolism…in…mice.…The…Joint…Scientific…Annual…meetings…of…the…Endocrine…Society…of…
Australia…and…the…Society…for…Reproductive…Biology…[Plenary…Poster],…Gold…Coast,…Australia,…2016.8.21-24.

⑥ Horie-Inoue…K,…Ueyama…K,…Mori…K,…Inoue…S:…Potential…androgen…receptor-mediated…gene…regulatory…pathways…in…
a…mouse…model…of…laser-induced…choroidal…neovascularization.…XXII…Biennial…Meeting…of…the…International…Society…
for…Eye,…Tokyo,…Japan,…2016.9.25-29.
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⑦柴　祥子，池田和博，堀江公仁子，中山哲俊，田中知明，井上　聡 :…ミトコンドリア呼吸鎖複合体の形成促進因
子である COX7RP は糖新生を調節する .…第 89 日本生化学会大会 ,…仙台市 ,…2016.9.25-27.

⑧堀江公仁子，池田和博，井上　聡 :…[ ワークショップ ]…shRNA スクリーニングとシーケンス技術によるホルモン
不応性がん関連のコード・非コード RNA の同定 .…横浜市 ,…第 39 回日本分子生物学会 ,…2016.11.30-12.2.

⑨池田和博，長井咲樹，堀江公仁子，長澤さや，竹田　省，井上　聡 :…エストロゲンは骨格筋におけるエネルギー
代謝関連遺伝子の発現を調節し生体での運動持続能を向上させる .…第 24 回日本ステロイドホルモン学会 ,…大分
市 ,…2016.12.3.

⑩ Inoue…S,…Horie-Inoue…K,…Ikeda…K:…Identification…of…growth-modulatory…long…noncoding…RNA…that…activates…estrogen…
receptor…signaling…in…breast…cancer.…2017…Keystone…Symposia…Conference…J5:…Noncoding…RNAs:…From…Disease…to…
Targeted…Therapeutics.…Banff,…Alberta,…Canada,…2017.2.5-9.

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）
科学研究費助成事業　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）

　堀江公仁子（代表）
科学研究費助成事業　挑戦的萌芽研究「がん微小環境におけるエクソソーム由来分泌型非コード RNA の機能と
その臨床応用」配分額：169 万円（内，間接経費 39 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：117 万円（内，間接経費 27 万円）

　池田和博（分担）
日本医療研究開発機構　革新的がん医療実用化研究事業「女性難治がんの PDX モデルを用いたがん微小環境を
標的とした革新的診断治療法の構築」配分額：957 万円（内，間接経費 160 万円）

　池田和博（代表）
日本医療研究開発機構　次世代がん医療創生研究事業「がん関連 RNA 結合タンパク質複合体を標的とした革新
的治療法の開発」配分額：265 万円（内，間接経費 61 万円）

　佐藤　航（代表）
科学研究費補助金　若手研究（B）「エストロゲン応答遺伝子による女性がん増悪メカニズムの解明と分子標的
治療への応用」配分額：182 万円（内，間接経費 42 万円）

6-3．受賞
1.…井上　聡，柴祥子，池田和博，宮崎利明，東浩太郎，田中伸哉，堀江公仁子 :…エクソソームを介してがんの免疫

エスケープを引き起こす EBAG9 の新しい作用メカニズムと骨における役割 .…第 2 回日本骨免疫学会…[ 優秀演題
賞 ],…沖縄県国頭群恩納村 ,…2016.7.6-8.

2.…水戸部悠一，池田和博，堀江公仁子，井上　聡 :…エストロゲンによって誘導され乳がん細胞の増殖・生存を制御
する長鎖非コード RNA の同定 .…第 17 回関東ホルモンと癌研究会…[ 最優秀演題 ],…東京 ,…2017.1.28.

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」，日本特許：第 5976922 号，登録日：

2016 年 7 月 29 日，発明者：井上　聡・池田和博・高山賢一　出願人：学校法人埼玉医科大学
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1.… 第 239 回ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会　Debabrata…Chakravarti 博士（Northwestern…
University…of…Feinberg…School…of…Medicine）…“Targeting…Nuclear…Receptors…and…Epigenomic…Signaling…in…Human…
Diseases”　2016.12.6　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

2.…第 242 回ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会　中川公恵博士（神戸薬科大学）…“ビタミン K の新た
な機能探索”　2017.3.3　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター
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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
　浅賀正充（ASAKA,…Masamitsu）：助手：修士
　浦西洸介…（URANISHI,…Kousuke）…:…ポストドクトラルフェロー：博士
　毛須ルミ子（MOSU,…Rumiko）：研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　部門長である奥田，及びその他のスタッフにおいても，現状では，一学年の学部学生が全員出席する系統講義は全
く担当していない．但し，平成 26 年度から始まった選択必修の中の 1 つである「研究室紹介」の授業を奥田が年 1
回，担当している．この授業は，話すべき内容が予めほぼ決まっている通常の授業とは違うので，医学が発展する為に，
研究がいかに重要であるかであるとか，ある生命現象を司る分子メカニズムに対して仮説を立て，それが実験により
証明された場合，いかに大きな感動が得られるかといったことを伝えるようにしている．博士課程の学生には，奥田
は，最新医学という大きな枠組みの中の 1 コマを担当させていただいており，iPS 細胞の基礎的研究を中心に紹介し，
iPS 細胞の誕生が，未来の医療をいかに大きく変えつつあるかを伝えている．なお，奥田以外のスタッフにとっては，
現状では，いわゆる講義を担当する機会が与えられていない．しかし，それらのスタッフは，全員，研究のみならず
教育にも貢献したいという気持ちを持っており，自ら，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
グラムという 2 つのプログラムに積極的に参加することで，象牙の塔に籠るのではなくて，学生との接触をできる
だけ持てるように努めている．
2-2．教育内容（奥田，平崎，鈴木，浅賀）
　平成 28 年度において，当部門が教育に従事した点は，上記にあるように，1）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），4）保健医療
学部学生の卒業研究であった．1）の基礎医学研究室紹介では，この授業が，当部門において 6 年ぶりに major…な雑
誌（Nature…Communications）に論文を発表し，その論文発表に伴って新聞等の各種メディアに取り上げられた直後
であったこともあり，その研究のきっかえ等を中心に紹介させていただいた．2）の課外学習プログラムでは，3 名
の保健医療学部学生に参加していただいた．3 日間の実習では，partial… iPS 細胞（いわゆる iPS 細胞が樹立される直
前の段階にある細胞であり，培養条件を変えることで，容易に真の iPS 細胞へと変化させることができる細胞である），
その partial… iPS 細胞からの真の iPS 細胞への変換の実際を観察してもらい，かつ，定量的 PCR 法により，特定の遺
伝子の発現量を測定することで，その細胞種の変換には，特定の遺伝子セットの発現の変化を伴っていることを実験
的に示めした．3）の大学院講義では，当該年度において，他人の細胞から作製した iPS 細胞由来の分化細胞を移植
するという治験が，日本で行われたという大きな出来事があったので，その最新情報も含めて，講義した．4）保健
医療学部の学生（1 人）に対しては，マウスメラノーマ細胞におけるがん・精巣抗原遺伝子の発現調節機構に関する
テーマでもって実験を指導した．
2-3．達成度
　平成 28 年度において，上記に挙げた当部門が担当すべき 4 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では，かなりの準備時間を掛けて講義に臨んでい
る．iPS 細胞研究という分野は，いわゆる，生き馬の目を抜くという形容がぴったりするほど，研究の発展が目まぐ
るしく，それらの研究成果について情報収集するだけでも，相当な時間を要するが，それを怠ることなく，かつ，そ
の莫大な量の最新情報の中から，大学院生が将来，医師になった際に知っておくべきであろうと思われる情報を選択
し，授業で伝えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　平成 28 年度において，予定されていた教育に関する項目について全て問題なく達成することができた．基礎研究
室紹介の授業に関して，ES 細胞が減数分裂を起こす潜在能力を有するという，自分たちにとっても驚きの研究成果
について授業させていただいたが，その授業は，学生に対して大きなインパクトを与えることができたからだと思わ
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れるが，後日，さらに詳細な話を聞きたいといって，極めて多くの学生が奥田を訪ねて研究室に訪問してくれた．保
健医療学部学生の卒業研究に関しては，平成 29 年度が最終年に当たるので，指定された締切日までに卒業研究の実
験を完了させ，研究成果報告書をまとめ，提出する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，ES 細胞が持つ，体を構成するあらゆる種類の細胞へと分化できる潜在能力と，その多分化能を維持
しつつ，半永久的に増殖できる能力という，2 つの特筆すべき性質を規定している分子メカニズムを解明することを
主な目的として研究している．なお，これらの研究は，特定の遺伝子について ES 細胞における loss…of…function の結
果を解析するというスタイルで専ら研究していたが，2006 年の iPS 細胞の誕生からは，その iPS 細胞誘導技術を，
ES 細胞が持つ 2 つの特筆すべき性質の獲得の為の分子メカニズムを解明するための技術の一つとして研究を行って
いる．なお，私たちは，最近，ES 細胞における c-Myc 転写因子の機能解析を行っている際に，偶然，c-Myc が転写
因子として機能する上で必須なパートナー因子として知られている Max タンパク質が c-Myc タンパク質とは無関係
に減数分裂の初期段階のコントロールにおいて重要な働きをしていることを見出した．そして，それ以降は，Max
タンパク質の体細胞分裂から減数分裂への切り替えをコントロールする因子の一つとしても研究室の半分くらいの勢
力を割いて，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）

1．ES…細胞の未分化性維持における c-Myc 転写因子の役割
2．ES…細胞の未分化性維持における Nucleostemin…タンパク質の役割
3．未分化 ES…細胞特異的転写補助因子 UTF1…の生物学的な役割
4．Max ホモ欠失 ES 細胞の Nanog 転写因子強制発現によるレスキューの分子メカニズム
5．Mbd3 による ES 細胞の分化多能性維持機構の解明
6．Max タンパク質の体細胞分裂からの減数分裂への切り替え調節因子としての役割

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については，私たちは既に 10 年以上の年月を掛けて研
究を行っているテーマであり，最も精力的に研究を行っている研究テーマである．そして，2011 年の CELL 姉妹誌

（CELL…STEM…CELL）への発表を筆頭に，2012 年，及び 2015 年における STEM…CELLS への発表など，国際的にも
権威のある誌に発表し続けることができている．但し，2016 年度に関しては，今後，このテーマの研究を飛躍的に
発展させるため，次世代シーケンサーを用いた ChIP-sequence の為の技術の習得にほとんどの時間を割いたため，こ
のテーマから，原著論文を発表できなかった．但し，この技術に関して，漸く，publication…quality のあるデータを
得るだけの技術を習得できたので，今後は，以前にもまして，本研究テーマから，効率よく研究成果を発表できると
考えている．研究項目 2 については，Nuclestemin…ホモ欠失 ES 細胞が，本来 ES 細胞が分化する筈のない，栄養膜細
胞に分化することに興味を持ち，その点を解明することに焦点を当てて，現在，研究を行っている．研究項目 3 に
ついては，UTF1 と Yap の関係を探っている過程で，Yap の強制発現のみで NIH3T3 細胞の transformation が達成さ
れるということを見出し，UTF1 の研究とは呼べないが，論文として報告する価値があると思われるので，まずは，
論文化に向けて実験を行っている．研究項目 4 に関しては平成 27 年度に引き続き，平成 28 年度においても研究に
おいて目立った進展が得られていない．本研究は，うまくいけば，c-MYC の ES 細胞とがん細胞における共通点につ
いて分子レベルで描出できる可能性が高いと考えているので，来年度以降は，是非とも，この沈滞ムードを打破し，
インパクトのある研究として論文は発表したいと考えている．5 つ目の研究項目は，NuRD 複合体の中の最も重要な
サブユニットである Mbd3 に関する研究で，この複合体形成の中心的な役割を果たす Mbd3 について，今までの常
識を覆す研究結果を得ており，2017 年度中には，いわゆる Big…Journal…への論文の掲載を目指したい．なお，この
Mbd3について得られた研究結果は，2年以上の時間を掛けて習得したChIP-sequence技術を土台としており，改めて，
かなりの時間を割いて本技術を習得してよかったと実感している．6 つ目の研究項目は，約 3 年前に ES 細胞が減数
分裂を開始する潜在能力を有し，その潜在能力は Max によって抑制されているという驚きの発見をし，昨年度，そ
の研究成果を Nature…Communications という，いわゆる一流誌に発表できた研究テーマである．平成 28 年度におい
ては，米国の Eisenman 博士から Max コンディショナルノックアウトマウスを入手するなど，ES 細胞という培養細
胞を用いて得られた研究成果をマウスという in…vivo の環境においても再現できるか否か検討する為の準備を行った．
従って，平成 29 年度以降，マウスを用いた解析を本格的に行う予定である．その他，Nature…Communications への
論文発表に伴い，Cell…Cycle 詩であるとか，いくつかの雑誌社から review 執筆の依頼あり，実際，に 2 つの英文の
review を発表した．
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3-4．自己評価と次年度計画
　2001 年の当部門の発足以来，インパクトファクターが 10 点を超える論文の発表は，2011 年に CELL…STEM…CELL…
に発表した Myc の ES 細胞に関する機能に関する論文と，昨年度，Nature…Communications に発表した，ES 細胞が
体細胞分裂から減数分裂へと細胞分裂の様式を切り替えることができるという発見についての論文であるが，これら
2 つの研究テーマとも，今後，大きく発展する可能性を大いに秘めており，特に，後者の研究に関しては，マウス個
体を用いた解析を行うことでさらに impact のある成果が得られることがほぼ保証されている状態にあると考えてい
る．それ故，当該年度においては，in…vivo 研究へと発展させるための準備に多くの時間を費やしたので，目立った
研究業績を発表することはできなかったが，平成 29 年度以降，この研究テーマを大きく発展させるための基盤を整
えることができたと考えている．Myc 研究に関しても，次世代シーケンサーを用いた ChIP-sequence 解析技術の習
得に多くの時間を費やしたので，この研究テーマからも目立った研究成果を数多く輩出することはできなかったが，
長い時間を掛けてこの技術を習得したことは，今後の研究に対して，間違いなくポジティブに作用すると考えている．
実際，Myc 研究ではないが，Mbd3 タンパク質の機能解析にこの技術を導入し，既に極めて興味深い成果を得ること
ができている．すなわち，平成 28 年度に関しては，インパクトのある研究成果を世間に目に見える形ではそれほど
多く発表できなかったが，平成29年度以降，それができるための基盤作りをしっかり行うことができたと考えており，
それ故，研究自体に関しては順調に遂行できたと考えている．

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
　日本学術振興会…科学研究費委員会審査・評価第二部会　医歯薬学 I 小委員会委員
　期間：平成 29 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Stem…Cell…Reports…論文査読　2016 年 4 月
　Cancer…Science…論文査読　2016 年 10 月
　Stem…Cell…Reports…論文査読　2016 年 4 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 Okuda…A,…and…Suzuki…A.…Unexpected…link…between…MAX…and…meiotic…onset.…Cell…Cycle…15:…2235-2236,…2016
② Okuda…A,…Uranishi…K,…Suzuki…A.…Discovery…of…a…new…role… for… the…p53…family… in…the…onset…of…mesendodermal…

differentiation…of…embryonic…stem…cells…Stem…Cell…Investig…4:…24,…2016
③ Endoh…M,…Endo…TA,…Hayashi…K,…Sharif…J,…Shinga…J,…Endoh…T,…Nakayama…M,…Ishikura…T,…Farcas…A,…Ohara…O,…Okuda…

A,…Klose…R,…Koseki…H.…PCGF6-PRC1…suppresses…premature…differentiation…of…embryonic…stem…cells…by…silencing…
meiosis-related…genes.…Elife…6:…e21064,…2017

④ Suzuki…A,…Hirasaki…M,…Okuda…A.…Does…MAX…open…up…a…new…avenue…for…meiotic…research?…Dev…Growth…Differ…59:…
61-69,…2017

⑤奥田晶彦　c-Myc パートナー因子 MAX の体細胞分裂からの減数分裂への移行を抑制する因子としての役割　新
学術領域（生殖細胞）第 4 回公開シンポジウム　口頭発表（静岡県三島市）2016.11.16

⑥鈴木　歩，平崎正孝，浅賀正充，浦西洸介，西本正純，奥田晶彦　体細胞分裂からの減数分裂への切り替えを制
御する Myc/Max/Mga ネットワーク　第 39 回日本分子生物学会…ポスター発表（神奈川県横浜市）2016.11.30

⑦平崎正孝，鈴木　歩，浦西洸介，浅賀正充，西本正純，奥田晶彦　Mbd3/NuRD 転写抑制複合体による ES 細胞
への分化多能性賦与機構の解明　第 39 回日本分子生物学会…ポスター発表（神奈川県横浜市）2016.11.30

⑧西本正純，鈴木　歩，浦西洸介，浅賀正充，平崎正孝，奥田晶彦　Yap による細胞の形質転換における miR29
を介さない経路の重要性

第 39 回日本分子生物学会…ポスター発表（神奈川県横浜市）2016.11.30
【総数：論文…4 件，学会発表…4 件，講演…0 件】
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6-2．獲得研究費
①奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費　基盤研究 B

課題名：ES 細胞とがん細胞に共通した c-MYC 依存的なアポトーシスに対する回避メカニズム
配分額　5,800…千円

②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 タンパク質の減数分裂抑制因子としての役割とその分子作用機序
配分額　3,700…千円

③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：非生殖細胞である分化多能性幹細胞における異所性の減数分裂と胎生致死との関連…
配分額　3,700…千円

④奥田晶彦（代表）上原記念生命科学　研究助成金
課題名：がん・精巣抗原遺伝子の非典型的 PRC1 複合体による抑制
配分額　5,000…千円

⑤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

ゲノム医学研究センターの年会である「第 14 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム
（がん細胞とがん細胞の共通点から未来医療を考える）：2016 年 11 月 11，12 日開催」
の事務局を担当

7．自己点検・評価
平成 27 年度の研究成果と比べて，平成 28 年に対外的に発表できた研究成果は量・質の両面において劣ることは

認めざるを得ないが，ChIP-sequence 解析技術であるとか，マウス in…vivo 解析を行く為の基盤であるとか，長年の
懸案事項であった 2 つのことを達成できたという点で，自分たちとしては，ある程度充実感を得ている．但し，こ
れらの基盤を整えたことを，論文発表に繋ぐことができなければ何の意味もないので，平成 29 年度以降，それがで
きるように研究活動に邁進していきたいと考えている．教育に関しては，奥田も含めた研究室のスタッフのいずれも
が大きく貢献したといえる状況ではないが，教育に貢献したいという気持ちはスタッフ全員が十分に持っており，平
成 29 年度からは，昨年度までの活動を継続するだけではなくて，新しい課外学習プログラムを考え出し，提示する
であるとか，教育活動に対して，受け身ではなくて，自分たちができることを積極的に行っていきたいと考えている．
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4．病態生理部門

1．構成員
部門長　片桐岳信（KATAGIRI,…Takenobu）：教授：研究副主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）：生理的お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よび病的骨形成の分子レベルに置ける解明に関する研究：博士
大手　聡（OHTE,…Satoshi）：助教：研究員，教育員：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 : 修士
倉谷麻衣（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
熊谷桂吾（KUMAGAI,…Keigo）：研究補助員
関根典子（SEKINE,…Noriko）：特任技術員
兼丸咲恵（KANEMARU,…Sakie）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　埼玉医科大学医学部，および保健医療学部生を対象として，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重要な探求心，解決能力を養うことを目標とする．また，博士課
程大学院生及び特別研究学生については，自立した研究活動を行うに必要な能力を養い，学位取得に向けた基礎研究
の指導を行う．さらに，保健医療学部の卒業研究や，課外学習プログラムでは，両学部，大学院の全学年を対象とし
て参加者を公募し，病態生理部門の研究内容の一部を講義と実験を通して体験できる機会を設ける．
2-2．教育内容（担当者）
　埼玉医科大学医学部の講義では，3 年生を対象とした基礎研究室紹介の講義を担当した…（片桐）．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，実験結果の解釈についてディスカッショ
ンし，毎週，研究データの報告会で学位取得に向け指導した（片桐，大手）．さらに，学会発表を積極的に経験させ
着実に研究実績を積み重ねた．保健医療学部からの卒業研究生…（3 年生，1 名）については，実験の基本的操作，結
果の解釈等を指導し，卒業論文の作成に向け実験に取り組んだ…（片桐，大手）．課外学習プログラムには，大学院生
1 名が「プレゼンテーションを考える」に参加し，一緒に発表スライドを作成し，実際にどのような点に気を配れば，
効果的なプレゼンテーションができるかを考えた…（片桐）．
2-3．達成度
　担当した講義は，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．博士課程大学院生（塚
本）は，継続して取り組んできた研究成果をまとめた原著論文を学位審査会に提出し，博士課程を早期修了した．特
別研究学生（町谷）は，積極的に研究成果を関連学会で発表し，第 75 回日本矯正歯科学会大会において，優秀発表
賞を受賞した．保健医療学部からの卒業研究生は，夏季休暇を利用し集中的に実験を行った．
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．次年
度も，今年度と同様あるいは今年度以上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，骨格や筋など運動器を正常に保つ制御機構を分子レベルで明らかにし，それらを疾患の治療や
予防，診断などで応用できる形に発展させることを目指している．その中でも，進行性骨化性線維異形成症（FOP）
の研究に最も力を入れて取り組んでいる．
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，全員で運動器の制御機構と TGF-β ファミリーの生理的役割に関わる
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 FOP と呼ばれる疾患の発症原因解明と治療法の確立に向
けて取り組んでいる．片桐は，2005 年にわが国初の FOP 専門研究組織として「埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロ
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ジェクト」を本学で始動し，大手，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．さらに，片桐，大手，塚本は，厚生労働省の FOP 研究班の研究
協力者として，全国的な FOP 研究に携わっている．
　平成 28 年度は，米国・ボストンで開催された第 2 回 FOP 治療薬開発フォーラムにおいて，FOP の原因遺伝子で
ある ALK2 に特異的に結合する抗体開発を発表した…（平成 28 年 10 月 25 日…プレスリリース，第一三共株式会社と
の共同研究）．この抗体は，新規作用機序で…ALK2…による細胞内のシグナル伝達を阻害する分子であり，FOP で起こ
る過剰な骨形成を抑制する治療薬に応用できる可能性がある．今後も FOP の治療法の確立にさらに焦点を当て，1
日も早い FOP の克服を目指して研究を継続する．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記のように，今年度の研究も世界に通用する成果を挙げたと考える．次年度も発展的に FOP 研究を中心とした
運動器の制御機構の解析を進め，その成果に基づいた臨床応用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
　「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　片桐岳信：
　…Journal…of…Bone…and…Mineral…Metabolism…（Board…member）
………Journal…of…Bone…and…Mineral…Research…（Board…member）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　片桐岳信：
　　歯科基礎医学会評議員
　　日本骨代謝学会評議員

6．業績
6-1．論文・著書・学会発表

① Katagiri…T.…A…door…opens…for…fibrodysplasia…ossificans…progressiva.…Trends…Biochem…Sci.…2016…Feb;41:119-121.…
② Katagiri…T,…Watabe…T.…Bone…Morphogenetic…Proteins.…The…TGF-β…Family.…Cold…Spring…Harb…Perspect…Biol.…2016…

Jun;8:a021899.
③ Katagiri…T.…Novel… In…Vitro…Assay…Models… to…Study…Osteogenesis…and…Chondrogenesis… for…Human…Skeletal…

Disorders.…Bone…Morphogenetic…Proteins:…Systems…Biology…Regulators.…Springer…International…Publishing.…2017…
Mar;pp…113-126.

④ Katagiri…T:…Roles…of…FKBP12…and…type…Ⅱ…receptors…in…activation…of…mutant…ALK2.…10th…International…Meeting…on…
FOP…（2016 年 4 月，リボルノ，イタリア，招待講演）

⑤片桐岳信：石灰化と骨化の機序．…第 34 回日本骨代謝学会学術集会…イブニングセミナー 1-3…（2016 年 7 月，大
阪府大阪市，招待講演）

⑥ Katagiri…T:…A…tool…desired…for…FOP.…2nd…FOP…Drug…Development…Forum.…（2016 年 10 月，ボストン，アメリカ，
招待講演）

⑦Katagiri…T:…A…tool…desired…for…fibrodysplasia…ossificans…progressiva.…13th…International…Conference…on…BMPs.…（2016
年 10 月，ボストン，アメリカ，招待講演）

⑧片桐岳信：…FOP を治る病気にするために．FOP 研究助成贈呈式講演会（2016 年 11 月，佐賀県佐賀市，招待講演）
⑨片桐岳信：…進行性骨化性線維異形成症の治療薬開発に向けた研究．厚生労働省科学研究費補助金　難治性疾患政

策研究事業　「脊柱靭帯骨化症に関する調査研究」　平成28年度第2回合同班会議（2016年11月，東京都文京区，
招待講演）

⑩ Katagiri…T,…Ohte…S,…Tsukamoto…S,…Kuratani…M,…Machiya…A,…Kumagai…K.…Establishment…of…Tet-On…C2C12…cells…
express…ALK2…responsible…for…fibrodysplasia…ossificans…progressiva…and…diffuse… intrinsic…pontine…glioma.…2016…
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ASBMR…Annual…Meeting.…（2016 年 9 月，アトランタ，アメリカ）
【総数：論文…1 件，講演…7 件，学会発表…8 件】

6-2．獲得研究費
　片桐…岳信（代表）
　　第一三共株式会社　共同研究
　　配分額：2700 万円
　片桐…岳信（代表）
　　第一三共株式会社…TaNeDS
　　配分額：762 万円
　片桐…岳信（分担）（代表：岡崎…康司）
　　私立大学戦略的基盤形成支援事業：
　　「次世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点の創生と展開」
　　配分額：950 万円
　片桐…岳信（分担）（代表：自見…英治郎）
　　文科省科学研究費　基盤研究（B）：
　　「c-Src-p130Cas…axis 下流に存在する骨吸収因子の同定と機能解析」
　　配分額：30 万円
　片桐…岳信（分担）（代表：上條…竜太郎）
　　文科省科学研究費　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：10 万円
　大手　聡（代表）
　　文科省科学研究費　研究活動スタート支援：
　　「Ⅱ型 BMP 受容体 BMPR- Ⅱの生理的機能の解析」
　　配分額：143 万円
　塚本　翔（代表）
　　文科省科学研究費　若手研究（B）：
　　「転写共役因子 Smad4 による運動器制御機構の解明」
　　配分額：195 万円
　倉谷麻衣（代表）
　　文科省科学研究費　若手研究（B）：
　　「骨格筋組織における異所性骨化誘導機構の解明」
　　配分額：195 万円
6-3．受賞
　第 75 回日本矯正歯科学会大会優秀発表賞…町谷亜位子…
6-4．特許，実用新案
　PCT/JP2016/052602
　出願日：2016 年 1 月 30 日
　名称：抗 ALK2 抗体
　出願人：埼玉医科大学，第一三共株式会社
　発明者：片桐岳信，大澤賢次，塚本翔，辻真之介，川口喜郎
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　「該当なし」

7．自己点検・評価
今年度も，病態生理部門が中心となって，FOP の新しい治療薬の開発や作用機序の解明を進めた．これは，病態

生理部門における長年の TGF- βファミリーの研究の成果の 1 つであり，FOP 治療法の開発に向けた大きな前進であ
る．今後も一日も早く，FOP を克服できるよう部門全体で取り組む所存である．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，講義，卒業研究や課外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．
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　さらに，こうした研究成果を広く一般社会に還元することも重要と考え，埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェ
クトのホームページを利用した情報発信を行っており，今後も引き続き学会・講演会での発表，セミナー等の開催な
ど，さまざまな方法を検討していく．
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5．ゲノム科学部門

1．構成員
部門長　岡﨑康司（OKAZAKI,…Yasushi）：教授：教育副主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：ゲノム科学・循

　　　　　　　　　　　　　　　　　……環器病学・分子生物学・分子遺伝学：博士
須田立雄（SUDA,…Tatsuo）：客員教授：博士
豊島秀男（TOYOSHIMA,…Hideo）：客員准教授：博士
松本征仁（MATSUMOTO,…Masahito）：講師：分子生物学・内分泌代謝学：学位論文審査教員（大学院）：博士
水野洋介（MIZUNO,…Yosuke）：講師：分子生物学：教育副主任：研究員：学位論文審査教員（大学院）：博士
今井敦子（IMAI,…Atsuko）：客員講師：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
木下善仁（KISHITA,…Yoshihito）：助教：博士
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
湯本愛実（YUMOTO,…Megumi）：大学院生
塘田健人（TOMODA,…Taketo）：大学院生
林　直樹（HAYASHI,…Naoki）：大学院生
伊神英治（IKAMI,…Eiji）: 大学院生
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変異と，関連する疾患についての最新情報を盛り込んだ医学・生物学
の基礎知識を学生に習得させることを意識しつつ指導にあたっている．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．分子生物学・生化学・細胞生物学等の最新の基本技
術や考え方を実際に習得させながら，細胞の分化・増殖といった機能や細胞内小器官等の機能をはじめ，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．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
力を養う指導を常に念頭に置き，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，課外プログラムや卒業研究など
様々なチャンネル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
　課外プログラムでは，（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，木下，八塚，平田，岡﨑）．（1）では保
健医療学部より 6 名，医学研究科より 3 名，合計 9 名もの学生を受け入れ，各自血液からゲノム DNA を抽出し，ア
ルデヒドデヒドロゲナーゼとβ 3 アドレナリン受容体の特定の一塩基多型を含む領域を PCR 法で増幅し，ダイレク
トシークエンスの手法を用いて塩基配列解析を行い，遺伝子型の違いによって表現型に個人差が現れることを実際に
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体感してもらい，遺伝子の個人差が様々な疾患や薬剤応答などの医療にどのように影響が及ぶかを学んでもらった．
（2）では保健医療学部より 4 名，医学研究科より 3 名，計 7 名もの学生を受け入れ，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，自身で血液と爪，毛根，頬粘膜から DNA
を抽出し，PCR 方を用いて実際に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 6 名（栃木，大久保，
湯本，塘田，林，伊神）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）．栃木は原著論
文が受理され，学位審査まで到達することができた．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 は TAZ 遺伝子の新たな変異を同定し，原著論文として報告した．
　保健医療学部 4 年生 2 名，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（4 年生）
について，水野洋，八塚，岡﨑；　小島（4 年生）について，松本，八塚，水野，岡崎；　鈴木（3 年生）について，
水野洋，岡崎；　雨宮（3 年生）について，松本，八塚，岡崎）．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」というテーマのもと，脂肪細胞分化関連マイクロ RNA の制御候補となる遺伝子を細
胞生物学実験と発現アレイ実験により探索し，研究成果の卒研発表および卒業論文提出を行った．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-」において，研究成果の卒研発表および卒業論文提出を行っ
た．鈴木は，「脂肪細胞の分化を制御する鍵転写因子が制御する標的遺伝子の探索」というテーマで，脂肪細胞分化
における鍵転写因子が支配する mRNA，長鎖非コード RNA およびマイクロ RNA を発現アレイを用いて網羅的に探索
した．雨宮は，「ダイレクトリプログラミングによる膵 β 細胞の再生アプローチ法の開発」のテーマで研究の実施に
おいて積極的に取り組み，新たな治療法の開発に繋がる成果に著しく貢献した．
2-3．達成度
　課外プログラムは例年にも増して多くの参加希望者を受け入れ，当初の予定通り実施することができ，参加学生
は 2 つのプログラムを通して自分の DNA と他者との個人差を実際に体感することができ，好評を得ることができた．
学部生の卒業研究については，それぞれの希望，意志に沿う形でそれぞれ研究を進め，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 名については学位審査に至っ
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に対しては個々に実験指導を行い，適切に指導ができたと考えて
いる．また，留学生（大学院生）に対しても，適切な研究指導を行うことができた．課外プログラムでは今年度は
延べ 16 名も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よい機会を提供することができた．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に迫る事，
さらに疾患遺伝子を同定す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）消化管由来分泌因子…Betagenin…（=…IBCAP）…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，大久保桃，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，八塚，岡﨑）
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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（院），佐藤，松本，水野洋，八塚，
大久保桃，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，岡﨑）
6）ペルオキシソームプロセッシングタンパク質の機能解析（水野由（TR 部門），水野洋，仲地，岡﨑）
7）ミトコンドリア病の原因遺伝子の解析（木下，Nurun（院），山下，八塚，水野洋，神田，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（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（院），水野洋，八塚，岡﨑）

3-3．研究内容と達成度
消化管特異的分泌タンパク Betagenin…（=…IBCAP）…の解析を引き続き進めた．Betagenin 遺伝子産物から合成ペプチ

ドを作製し，その増殖活性およびアポトーシスに対する効果を検討した．この遺伝子産物は生体内における活性を確
認できたため，糖尿病に関与する可能性が考えられ，更なる検討を行っている．

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特徴ある研究材料を用いて網羅的なゲ
ノム医学的解析の結果，同定したβ細胞分化のキードライバーの機能解析を実施した．マウスおよびヒト体細胞か
らインスリン産生細胞への変換することが高い再現性を有することから，I 型糖尿病の細胞治療の実現化に寄与する
と期待される．さらに，2 重蛍光標識したヒト iPS 細胞を用いて，膵内分泌前駆細胞から膵 β 細胞への終末分化の
過程において，増殖因子 FGF 受容体 1（FGFR1）を介する細胞内シグナル伝達経路を遮断することが効率良く膵 β
細胞の分化を誘導することに重要であることを見出した．この成果は，FGFR1 シグナルが膵 β 細胞に必須であると
考えられていた常識を覆す貴重な結果として国内外で高い評価を受けた（Yamashita-Sugahara…et…al,…2016…Sci.…Rep,…
2016 プレスリリース（埼玉医大・＠プレス）．

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，昨
年度に引き続き，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
データの解析を継続し，一部のデータについて取りまとめて原著論文として投稿した．CAGE（Cap…analysis…of…gene…
expression）法と超並列シーケンサーを組み合わせた解析からセンス - 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．

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．これまで実施してきた全エクソーム解析に加え，よ
り簡便かつスピーディに遺伝子解析が行える遺伝子診断パネルの系を確立した．この全エクソーム解析，遺伝子診断
パネルに加え，SNP マイクロアレイによる染色体構造異常 ? 同祖領域の解析を進め，170 を超える症例について原
因遺伝子探索を行った．さらに，こ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．その結果，新規原因遺伝子の IARS，また TAZ および DNM1L の新規変異を同定し，論文報告した．さらに
Leigh 症候群の 106 例の生化学診断と遺伝子診断の詳細をまとめ，論文投稿した．また，ATAD3 や C1QBP などの変
異を同定し，国際共同で論文をまとめ，投稿準備を進めた．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 RNA542-3p についての機能を解析し，mir-542-3p の発現低下により，子宮内膜の脱落膜化が亢進
することを明らかにし，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，TR 部門および臨床グループ，欧州の研究者たちとの共同で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，新規原因遺伝子として IARS を同定し，論文報告した．こ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，他大学との共同研究により TAZ や DNM1L の新規変異を論文報告す
ることができた．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，論文を提出し，受理に至るまで貢献することができた．次年度も引き続き綿密な共同研究を行っていきたいと考
えている．また新たな膵β細胞の作出方法について PCT 出願をすることができた．さらに，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，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，タンパク質等について，これまでに取得してきた大規模情報や個別の実験デー
タを活用して，論文としてまとめるための研究活動を鋭意進めた．次年度はこれらの成果について，適宜必要な実験
データを追加しながら，着実に論文化を目指し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
　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：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：Journal…of…Human…Genetics 査読
　岡﨑康司：Clinical…Genetics 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：The…13th…ASMRM…&…the…16th…J-mit プログラム委員
　岡﨑康司：個人遺伝情報取扱審査委員会（ヤフー株式会社）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①（英文原著）Seki…K,…Mizuno…Y,…Sakashita…T,…Nakano…S,…Tanno…J,…Okazaki…Y,…Muramatsu…T,…Nishimura…S,…Senbonmatsu…T:…
Demeanor…of…rivaroxaban…in…activated/inactivated…FXa.…Journal…of…Pharmacological…Sciences…133（3）:156-161

（2017）
②（英文原著）Tochigi…H,…Kajihara…T,…Mizuno…Y,…Mizuno…Y,…Tamaru…S,…Kamei…Y,…Okazaki…Y,…Brosens…J.J,…Ishihara…O:…

Loss…of…miR-542-3p…enhances…IGFBP-1…expression…in…decidualizing…human…endometrial…stromal…cells.…Scientific…
Reports…7:40001,…2017

③（英文原著）Yamashita-Sugahara…Y,…Matsumoto…M,…Ohtaka…M,…Nishimura…K,…Nakanishi…M,…Mitani…K,…Okazaki…Y:
　An…inhibitor…of…fibroblast…growth…factor…receptor-1…（FGFR1）…promotes…late-stage…terminal…differentiation…from…
NGN3+…pancreatic…progenitors.…Scientific…Reports…6:…35908,…2016

④（英文原著）Kopajtich…R,…Murayama…K,…Janecke…AR,…Haack…TB,…Breuer…M,…Knisely…AS,…Harting…I,…Ohashi…T,…Okazaki…Y,…
Watanabe…D,…Tokuzawa…Y,…Kotzaeridou…4,…K?lker…S,…Sauer…S,…Carl…M,…Straub…S,…Entenmann…A,…Gizewski…E,…Feichtinger…
RG,…Mayr…JA,…Lackner…K,…Strom…TM,…Meitinger…T,…M?ller…T,…Ohtake…A,…Hoffmann…GF,…Prokisch…H,…Staufner…C.…:…Biallelic…
IARS…Mutations…Cause…Growth…Retardation…with…Prenatal…Onset,…Intellectual…Disability,…Muscular…Hypotonia,…and…
Infantile…Hepatopathy.…Am…J…Hum…Genet…99:414-22,…2016

⑤（英文原著）Zaha…K,…Matsumoto…H,…Itoh…M,…Saitsu…H,…Kato…K,…Kato…M,…Ogata…S,…Murayama…K,…Kishita…Y,…Mizuno…Y,…
Kohda…M,…Nishino…I,…Ohtake…A,…Okazaki…Y,…Matsumoto…N,…Nonoyama…S:DNM1L-related…encephalopathy…in…infancy…
with…early…infantile…epileptic…encephalopathy…with…suppression-burst…and…Leigh…syndrome.…Clin…Genet…99:414-22,…
2016

⑥（英文原著）Imai…A,…Kishita…Y,…Nakayama…Y,…Fujita…S,…Futatani…T,…Kohda…M,…Yatsuka…Y,…Nakaya…A,…Sakata…Y,…Murayama…K,…
Ohtake…A,…Okazaki…Y:　Dried…blood…spots…for…newborn…screening…allows…easy…determination…of…a…high…heteroplasmy…
rate…in…severe…infantile…cardiomyopathy.…International…Journal…of…Cardiology…221:446-449,…2016

⑦（英文原著）Imai…A,…Kohda…M,…Nakaya…A,…Sakata…Y,…Murayama…K,…Ohtake…A,…Lathrop…M,…and…Okazaki…Y,…Ott…J:…
HDR:…a…statistical…two-step…approach…successfully…identifies…disease…genes…in…autosomal…recessive…families.…Journal…
of…Human…Genetics…61:…959?963,…2016

⑧（和文著書）岡﨑康司，隅蔵康一：…理系なら知っておきたいラボノートの書き方…改訂版―論文作成 ,…データ捏
造防止 ,　特許に役立つ書き方 + 管理法がよくわかる！……羊土社…（2016）

⑨（招待講演）岡崎康司「Comprehensive…genomic…analyses…of…Japanese…cases…with…mitochondrial…respiratory…
chain…complex…deficiencies」（ 招 待 講 演 ）European…Human…Genetics…Conference…2016.…2016.05.…Barcelona,…
Spain
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⑩（学会発表）仲地…豊，金沢…徹文，康…純，岡﨑…康司．性同一性障害当事者DNAをもちいた全エクソーム解析．GID（性
同一性障害）学会…第 19 回研究大会（北海道札幌市…2017 年 3 月 19 日）．…

【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）
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 :…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 :450 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　難治性疾患実用化研究事業「創薬を見据えた，ミトコンドリア病の新規病因遺伝
子の発見とその病態解明」
配分額 :…572 万円

岡﨑康司（分担）（代表 :…小崎　健次郎）
日本医療研究開発機構研究費　臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「希少・難治性疾患領域における臨床
ゲノムデータストレージの整備に関する研究」
配分額 :…1,196 万円

岡﨑康司（分担）（代表 :…赤木…究）
日本医療研究開発機構研究費　臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「ゲノム創薬・医療を指向した全国規
模の進行固形がん，及び，遺伝性腫瘍臨床ゲノムデータストレージの構築」
配分額 :…910 万円

岡﨑康司（代表）
科学研究費助成事業　（学術研究助成基金助成金）挑戦的萌芽研究「ミトコンドリア内非コード RNA を病因とす
るミトコンドリア病の新規発症メカニズム」
配分額 :…170 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：150 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：60 万円

木下善仁（代表）
科学研究費補助金…基盤研究（C）「ミトコンドリア病における新たなミトコンドリア機能破綻機序の解明」
配分額：143 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
　該当なし
　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
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　　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；PCT/JP2016/082095
　　出願日；H28 年 10 月 28 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
　教育面では，大学院教育について，2 名が原著論文の受理に至り，うち 1 名は学位審査にまで到達することができ
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，ゲノムには様々な種類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．実際
の実験指導や講義等を通して，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．
　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，遺伝子診断パネルを整備し，より簡便
かつスピーディな遺伝子検査を行える環境を整えた．そこに従来の全エクソーム解析と SNP マイクロアレイによる
染色体構造を併せ，病因と考えられる遺伝子を複数見出した．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
に維持出来ている上，解析症例を着々と増やしており，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，昨年度に引き続き，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．今後もその強みを活かして，病態や細胞分化制御に係る遺伝子機能やそのネットワーク解析を強
力に進めていきたいと考えている．
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6．遺伝子治療部門

1．構成員
部門長　三谷幸之介…（MITANI,…Kohnosuke）：教授：研究副主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）：
… … … … 　……遺伝子治療学，ウイルス学：博士
　　　　太田尚志… （OHTA,…Naoyuki）：助教：研究員：博士　
　　　　早乙女彩… （SAOTOME,…Aya）：助手
　　　　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 3 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…ならびに総合医療センター中央検査部の社会人大学院生の実習を担
当し，それぞれ週に 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 細胞から，腎前駆細胞の誘導を試みた．

2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
　平成 29 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．特に，ゲノム編集法の安全性の検証に力を入れている．
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，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，CAR とシアル酸を用いる
ことを解明した．
3-4．自己評価と次年度計画

ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え技術と 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，マーモセット造血前駆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
　合同ゲノム編集研究委員会
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　学術誌査読　Gene…Therapy,…Brain…&…Development,…Experimental…Animals,…
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
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①Yamashita-Sugahara…Y,…Matsumoto…M,…Ohtaka…M,…Nishimura…K,…Nakanishi…M,…Mitani…K,…Okazaki…Y.……An…inhibitor…of…
fibroblast…growth…factor…receptor-1…（FGFR1）…promotes…late-stage…terminal…differentiation…from…NGN3+…pancreatic…
endocrine…progenitors.……Sci…Rep.…2016…Oct…27;6:35908.…doi:…10.1038/srep35908.…

② Goto…K,…Imamura…K,…Komatsu…K,…Mitani…K,…Aiba…K,…Nakatsuji…N,…Inoue…M,…Kawata…A,…Yamashita…H,…Takahashi…R,…
Inoue…H.… …Simple…Derivation…of…Spinal…Motor…Neurons…from…ESCs/iPSCs…Using…Sendai…Virus…Vectors.… …Mol…Ther…
Methods…Clin…Dev.…2017,…4:115-125.…

③三谷幸之介 .“ゲノム編集法を利用した遺伝子修復治療”「今 , 着実に実り始めた遺伝子治療最新研究と今後の展開」
遺伝子医学 MOOK30 号（株式会社…メディカルドゥ）…30 巻…pp.…52-56,…2016.　（査読なし）

④三谷幸之介 . “ゲノム編集の臨床応用”…血液内科（科学評論社）…74 巻…pp.…386-391,…2017.　（査読なし）
【総数：論文…4…件，学会発表…4…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 3 報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
菅原（山下）泉（YAMASHITA_SUGAHARA,…Izumi）：研究員：博士
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
Sariya…Dechamethakun：特任研究員：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
加藤ゆかり（KATO,…Yukari）：研究補助員
竹越大輔（TAKEKOSHI,…Daisuke）：特別研究学生
元野　誠（MOTONO,…Makoto）：特別協力研究員
福井布美代（FUKUI,…Fumiyo）：共同研究員
斎藤　綾（SAITOH,…Aya）：共同研究員

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
ターの一角をなす当部門は，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．当部門ではこの利点を活かして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（岡﨑，江口，仲地，神田，平田）
＜卒前教育＞
講義：
　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おこなった．（岡﨑）
課外学習プログラム：
　ゲノム科学部門と共同で「#057: 一人一人の遺伝子型の違いを体感して，テーラーメイド医療について考えよう」

（8/8-10，参加者計 2 名，江口，神田）および「#058：法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」（8/15-17，
参加者 3 名，仲地）を実施した．
卒業研究：
　該当なし
試験監督：
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　医学部一般入学試験 1 次試験…前期（1 月 22 日，江口，神田，仲地）
　医学部一般入学試験 1 次試験…後期（2 月 12 日，仲地）
　医学部一般入学試験面接…後期（2 月 19 日，江口）
学生アドバイザー：
　該当なし
＜卒後教育＞
　該当なし
＜大学院教育＞
　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」講義担当および大学院生の学位研究
の指導（国際医療センター・婦人科腫瘍科…新谷大輔，総合医療センター・消化管・一般外科…榎本直記・高雄美里）
をおこなった．（江口）
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研究指導をおなこっ
た．
2-4．自己評価と次年度計画
　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．また課外学習プログラムのアンケー
ト結果などを吟味して次年度のプログラムをより改善していくほか，トランスレーショナルリサーチ部門が主体と
なった課外学習プログラムや卒後教育をおこなって積極的な教育貢献をしていく．

3．研究
3-1．目的・目標
　私立大学戦略的研究基盤形成支援事業として「次世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点」研究を推進するな
かで，当部門は臨床各科と連繋して遺伝子配列解析，遺伝子発現解析，およびバイオインフォマティクス解析を主
体とした共同研究体制を作り上げ，ゲノム医学的な観点から病態解明および疾患遺伝子同定を基本とした研究をおこ
なっている．埼玉医科大学から世界に発信できるような診断・オーダーメード医療への展開を目指して日々研究に取
り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）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）

7）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）
8）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）
9）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）
10）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）
11）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）
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12）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）
13）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）

14）頭頸部扁平上皮癌における DNA メチル化を用いた放射線化学療法の感受性予測について（江口…英孝 ;…国際医
療センター…頭頸部腫瘍科との共同研究）

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，119 症例をエクソームシークエンスに，87

症例をターゲットリシークエンスに追加した．ここから 59 症例については分子遺伝学的な診断を下すことに成
功した．

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・岩本和也教授）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 GID（性同一性障害）学会…第 19 回研究大会（北海道札幌市…2017 年 3 月 19 日）および第 39 回日本分子
生物学会年会（MBSJ015，神奈川県横浜市…2016 年 11 月 30 日）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）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．

7）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・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 19 回研究大会（北
海道札幌市…2017 年 3 月 19 日）にてポスター発表をおこなった．

8）研究プロジェクト 1 のエクソーム解析の結果と RNA シークエンスから得られるバリアントの情報を比較解析
する系の確立を進めるとともに，遺伝子発現情報からプロジェクト 1 の分子遺伝学的な診断に寄与した．

9）咽頭癌細胞株を用いた網羅的遺伝子発現解析より得られたドセタキセル，シスプラチン，5-FU それぞれの効果
予測候補遺伝子について，薬物感受性への影響についてノックダウン実験や安定形質転換株を用いた実験により
引き続き検討した．第 2 相臨床試験は継続中である．

10）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抽出した DNA を用いて，次世代シーケンサーに
よる体細胞変異の解析を進めている．

11）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．

12）低酸素誘導転写因子である EPAS1 及び HIF1α の遺伝子多型と肺癌や COPD の発生との関連について検討を
進めている．

13）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の確立に成功し（Kohda…et…
al.,Fam…Cancer.…2016），その後の解析検体数を 121 に伸ばした．またターゲットとする遺伝子数も増加させ改
良に務めた．

14）頭頸部扁平上皮癌の放射線化学療法の感受性予測に関連すると考えられる遺伝子の DNA のメチル化解析を進
めた．

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，解析結果を元にした論文，共同研究からの論文が作成された．次年

度も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）
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3）ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
4）原著論文として投稿する予定である．
5）次年度は別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）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．
7）次年度は原著論文の投稿とともに，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．
8）アレル特異的発現（mono-allelic…expression）と，スプライシング異常の解析系を確立して，劣性遺伝形式の発

症例について解析を進める．
9）論文作成に向け，In…vitro の解析を進めるとともに，症例の追跡調査を続行している．
10）次年度は，さらに解析を進めるとともに学会での発表を予定している．
11）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．
12）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・広島大学ならびにシンガポール

大学と国際共同研究計画について検討中である．
13）検体を拡大するとともに，さらに対象とする遺伝子を再選定・増加させていく予定である．
14）次世代シーケンス解析も含め，検討を深める予定である．

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
　・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：
　・Journal…of…Human…Genetics　査読委員
　・Clinical…Genetic　査読委員
江口英孝：
　・Carcinogenesis　編集委員（Editorial…Board）
　・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
　・The…13th…ASMRM…&…the…16th…J-mit　プログラム委員
　・個人遺伝情報取扱審査委員会（ヤフー株式会社）
江口英孝：
　・広島大学原爆放射線医科学研究所　客員教授
　・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
　・特定非営利活動法人　個人遺伝情報取扱協議会　自主基準認定制度審査委員
神田将和：
　・オミックス医療研究会　幹事
仲地　豊：
　・群馬大学大学院医学系研究科　非常勤講師
　・一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会　正会員
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Okihide…Suzuki,…Hidetaka…Eguchi,…Noriyasu…Chika,…Takehiko…Sakimoto,…Keiichiro…Ishibashi,…Kensuke…Kumamoto,…
Jun-Ichi…Tamaru,…Tetsuhiko…Tachikawa,…Kiwamu…Akagi,…Tomio…Arai,…Yasushi…Okazaki…and…Hideyuki… Ishida.…
Prevalence…and…clinicopathologic/molecular…characteristics…of…mismatch…repair-deficient…colorectal…cancer…in…the…
under-50-year-old…Japanese…population.…Surgery…today…2017;47（9）:1135-1146.

② Nurun…N…Borna,…Yoshihito…Kishita,…Kaori… Ishikawa,…Kazuto…Nakada,… Jun-Ichi…Hayashi,…Yoshimi…Tokuzawa,…
Masakazu…Kohda,…Hiromi…Nyuzuki,…Yzumi…Yamashita-Sugahara,…Takashi…Nasu,…Atsuhito…Takeda,…Kei…Murayama,…
Akira…Ohtake…and…Yasushi…Okazaki.…A…novel…mutation… in…TAZ…causes…mitochondrial…respiratory…chain…disorder…
without…cardiomyopathy.…Journal…of…human…genetics…2017;62（5）:539-547.

③ Noriyasu…Chika,…Hidetaka…Eguchi,…Kensuke…Kumamoto,…Okihide…Suzuki,…Keiichiro…Ishibashi,…Tetsuhiko…Tachikawa,…
Kiwamu…Akagi,…Jun-Ichi…Tamaru,…Yasushi…Okazaki…and…Hideyuki…Ishida.…Prevalence…of…Lynch…syndrome…and…Lynch-
like…syndrome…among…patients…with…colorectal…cancer…in…a…Japanese…hospital-based…population.…Japanese…journal…
of…clinical…oncology…2017;47（2）:108-117.

④ Hideno…Tochigi,…Takeshi…Kajihara,…Yosuke…Mizuno,…Yumi…Mizuno,…Shunsuke…Tamaru,…Yoshimasa…Kamei,…Yasushi…
Okazaki,…Jan…J…Brosens…and…Osamu…Ishihara.…Loss…of…miR-542-3p…enhances…IGFBP-1…expression…in…decidualizing…
human…endometrial…stromal…cells.…Scientific…reports…2017;7:40001.

⑤伊藤徹哉 ,…近　範泰 ,…山本　梓 ,…小倉俊朗 ,…天野邦彦 ,…石畝　亨 ,…福地　稔 ,…熊谷洋一 ,…石橋敬一郎 ,…江口英孝 ,…岡
崎康司 ,…持木彫人 ,…石田秀行 .…腸管との交通が疑われたデスモイド腫瘍に対して非観血的治療が奏効した家族性
大腸腺腫症の 1 例 .…癌と化学療法…2016;43（12）:2316-2319.

⑥山本　梓 ,…鈴木興秀 ,…近　範泰 ,…伊藤徹哉 ,…田島雄介 ,…隈元謙介 ,…江口英孝 ,…熊谷洋一 ,…石橋敬一郎 ,…持木彫人 ,…岡
崎康司 ,…石田秀行 .…MLH1 遺伝子異常を原因とし大腸癌と子宮内膜癌を合併した若年者リンチ症候群の 1 例 .…癌
と化学療法…2016;43（12）:1818-1820.

⑦崎元雄彦 ,…近　範泰 ,…鈴木興秀 ,…石橋敬一郎 ,…立川哲彦 ,…赤木　究 ,…江口英孝 ,…岡崎康司 ,…石田秀行 .…MSI-H 大腸癌
における BRAF…V600E 変異の検索－免疫染色と遺伝学的検査の比較－ .…癌と化学療法…2016;43（12）:1693-1695.

⑧ Atsuko…Imai,…Masakazu…Kohda,…Akihiro…Nakaya,…Yasushi…Sakata,…Kei…Murayama,…Akira…Ohtake,…Mark…Lathrop,…
Yasushi…Okazaki…and…Jurg…Ott.…HDR:…a…statistical… two-step…approach…successfully… identifies…disease…genes… in…
autosomal…recessive…families.…Journal…of…human…genetics…2016;61（11）:959-963.

⑨ Atsuko… Imai,…Yoshihito…Kishita,…Yuko…Nakayama,…Shuhei…Fujita,…Takeshi…Futatani,…Masakazu…Kohda,…Yukiko…
Yatsuka,…Akihiro…Nakaya,…Yasushi…Sakata,…Kei…Murayama,…Akira…Ohtake…and…Yasushi…Okazaki.…Dried…blood…spots…
for…newborn…screening…allows…easy…determination…of…a…high…heteroplasmy…rate…in…severe…infantile…cardiomyopathy.…
International…journal…of…cardiology…2016;221:446-449.

⑩ Masakazu…Kohda,…Kensuke…Kumamoto,…Hidetaka…Eguchi,…Tomoko…Hirata,…Yuhki…Tada,…Kohji…Tanakaya,…Kiwamu…
Akagi,…Seiichi…Takenoshita,…Takeo…Iwama,…Hideyuki… Ishida…and…Yasushi…Okazaki.…Rapid…detection…of…germline…
mutations… for…hereditary…gastrointestinal…polyposis/cancers…using…HaloPlex… target… enrichment…and…high-
throughput…sequencing…technologies.…Familial…cancer,…2016;15（4）:553-562.

【総数：論文…14…件，学会発表…22…件，講演…10…件】
6-2．獲得研究費

岡﨑康司（代表），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」
配分額：950 万円（岡﨑），200 万円（江口）

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）：
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」（代表：村山…圭）
配分額：450 万円
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岡﨑康司（分担）：
日本医療研究開発機構研究費…臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「希少・難治性疾患領域における臨床
ゲノムデータストレージの整備に関する研究」（代表：小崎…健次郎）
配分額：1,196 万円

岡﨑康司（分担）：
日本医療研究開発機構研究費…臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「ゲノム創薬・医療を指向した全国規
模の進行固形がん，及び，遺伝性腫瘍臨床ゲノムデータストレージの構築」（代表：赤木…究）
配分額：910 万円

岡﨑康司（代表）：
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）挑戦的萌芽研究「ミトコンドリア内非コード RNA を病因とす
るミトコンドリア病の新規発症メカニズム」
配分額 :…221 万円

江口英孝（代表）：
一般社団法人藤井節郎記念…大阪基礎医学研究奨励会助成金「頭頸部扁平上皮癌における DNA メチル化を用いた
放射線化学療法の感受性予測について」（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：370 万円（水野），10 万円（仲地）

神田将和（代表）：
武田科学振興財団…2015 年度医学系研究奨励「複合ゲノム解析による希少疾患の原因遺伝子解明」
配分額：200 万円

仲地　豊（分担）：
文科省科学研究費基盤研究（C）「トランスクリプトーム情報を基盤にした骨芽細胞と脂肪細胞の分化機構の統
合的解析」（代表 : 埼玉医科大学…水野…洋介，2014 ～ 2016 年度）
配分額：25 万円

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：280 万円

寺本由紀子（代表）:
文科省科学研究費若手研究（B）「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」（2016 ～ 2018 年度）
配分額：169 万円

6-3．受賞
　該当なし
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（公開）
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　　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
　　公開番号：特開 2016-37473
　　公開日：平成 28 年 3 月 22 日
　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
　昨年度で終了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・ゲノム科学部門が中心となって継続しており，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 28 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，実験動物技術指導員）
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）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　実験動物施設は，ゲノム医学研究センターの登録者のみが利用できる共同利用施設のため , 学生を対象とした教育
は行わない．
2-2．教育内容
　該当なし
2-3．達成度
　該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
　該当なし

3．研究
3-1．目的・目標
　実験動物施設は，ゲノム医学研究センターの共同利用施設として，SPF…（Specific…Pathogen…Free:…指定された病原性
微生物が存在しない）レベルを維持する特殊な動物飼育施設であり，国内外の…SPF…レベルと同等の管理状況を維持
することを目標にしている．
　生命科学の研究において動物実験は必要不可欠で，動物実験から信頼できるデータを得るためには実験動物が安定
した環境で良く管理されていることが必要である . また，人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場からルールに
基づいた実験を行うことが求められる . そのため，ゲノム医学研究センター実験動物施設では，動物の愛護及び管理
に関する法律 , なかでも 3R の原則に基づき施設の飼育管理を行い , 利用希望者に対する教育訓練を実施する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　該当なし
3-3．研究内容と達成度
　当施設では ,…利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教
育訓練《監修：横尾…友隆，担当：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28年度における実験計画書の遂行実験数は，マウス…30…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 28 年度の利用実績は , 動物使用数 5,876 匹，維持管理数 1 日平均 769 ケージ , 年間延べ飼育数 1,032,852
匹であった．搬入・搬出実績に関しては，筑波大学，東京農業大学，理研 BRC，米国 The…Jackson…Laboratory より
マウスの搬入出を実施した．
3-4．自己評価と次年度計画
　本施設利用者およびスタッフの実験環境及び飼育環境に対する衛生管理に関する指導及び教育は，微生物モニタリ
ングの結果からも徹底されており，今後も感染防止の観点から適正に本施設が維持できるよう施設管理を継続する．
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4．診療
　該当なし

5．その他
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①第 14 回…RCGM フロンティア国際シンポジウム ,…Betagenin,…an…intestine…specific…secretory…factor,…alleviates…
diabetes…by…induction…of…insulin…and…β-cell…proliferation.:…T.…Yokoo,…K.…Watanabe,…KT.…Iida,…H.…Suzuki,…H.…Shimano,…S.…
Nakashima,…N.…Yamada,…Y.…Okazaki,…H.…Toyoshima.

②第 14 回…RCGM フロンティア国際シンポジウム ,…性別違和（性同一性障害）関連遺伝子の探索―…マウストラン
スクリプトームおよびヒトエクソームの解析から :…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

③ Cardiovascular…Frontier…Forum,…消化管由来分泌タンパク Betagenin による糖尿病…改善作用 :…横尾友隆
【総数 :…論文…0…件，学会発表…2…件，講演…1…件】

6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　特許（公開）
　　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
　　公開番号；WO2014/189127（PCT）
　　公開日；H29 年 2 月 23 日
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　当施設は，共同利用の研究施設で感染事故に対し最も注意を払って施設運営を行っており，今年度は特に問題も
無く維持管理ができた . これからも現状に慢心することなく , 共同利用研究施設として，適正な動物実験実施の実施，
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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ゲノム医学研究センター

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：教育副主任：研究副主任：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　　　　　学院）：胚性幹細胞：博士
飯塚裕幸（IIDUKA,…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）
平﨑由利絵（HIRASAKI,…Yurie）：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
　本施設はゲノム医学研究センター開設以来，本センターにて研究に従事する研究者に対し，放射性同位元素（RI）
を利用し行う実験を実施するための共同実験施設として，運営を行っている．したがって本施設の目標は，共同実験
施設として，利用者に対し研究遂行に必要な場を提供することとなる．ただし RI 使用施設としての特殊性ゆえ，厳
格な法律の規制下に置かれており，利用者にはその点を十分理解したうえで行ってもらえるよう，教育訓練を実施し
ている．
　教員としての教育目標は，専門である胚性幹細胞について，将来研究を担うであろう大学院生に対し最新の知見を
提供できるべく努力を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　共同実験施設としての教育としては，初めての利用者に対する「新規教育訓練」および既利用者に対する「再教育
訓練」を行っている．（西本・飯塚）
　教員としての教育は，医学部 1 年生のアドバイザー（西本），医学部大学院実用実験医学特別講義 1 コマ（西本），
保健医療学部修士課程細胞生物学概論 15 コマ（西本），医学部 1 年生の臨床推論（西本）を担当した．
2-3．達成度
　「新規教育訓練」は 1 度（参加者 6 名），「再教育訓練」は 2 度（参加者計 34 名）行ない，共同実験施設としての
義務は遂行した．
2-4．自己評価と次年度計画
　近年ゲノム医学研究センターの主たる研究分野である分子生物学分野での RI 利用は減少しているが，利用登録者
数そのものはこれまでと同様の数を推移しており，今後も共同実験施設として研究者に対するサポートは充分行って
いきたい．ただし，
　教員としての教育は，医学部生に対する教育の分担が少なかった．大学院での講義は例年通り実施できた．

3．研究
3-1．目的・目標
　本施設の在り方として，第一義的にはゲノム医学研究センターに在籍する研究者のサポートを行うこととなる．し
たがって施設の人間としてはこの目的に沿った活動が中心となる．ただ，大学に在籍する教員として自ら研究遂行す
る必要もある．そこで，ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門奥田部門長のご厚意により，同部門に兼担と
して在籍させて頂いている．したがって実験環境・研究費といった面でのサポートも受けており，自身の研究活動も
できる限り遂行していきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

本施設において研究遂行できるのは西本一人であるが，発生・分化・再生部門に兼担させて頂いていることから，
その部門での一つのテーマである胚性幹細胞の腫瘍性について研究を進めている．
3-3．研究内容と達成度

3-2 で述べたように，胚性幹細胞の腫瘍性の分子機構解明を主たるテーマとして進めている．現時点で腫瘍性に関
わる遺伝子はいくつか報告されているが，その遺伝子がいかにして腫瘍性を規定しているのかはほとんど明らかと
なっていない．その中で特に Yap と呼ばれる転写補助因子に注目し研究を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　来年度は新たなデータを加えることで投稿できる形にまとめられるよう努力していきたい．
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4．診療
　該当なし

5．その他
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① MBD3/NuRD 転写抑制複合体による ES 細胞への分化多能性賦与機構の解明　平﨑正孝，鈴木　歩，浦西洸介，
浅賀正充，西本正純，奥田晶彦　日本分子生物学会　2016 年 12 月　横浜

②体細胞分裂から減数分裂への切り換えを制御する Myc/Max/Mga ネットワーク　鈴木　歩，平﨑正孝，浅賀正充，
浦西洸介，西本正純，奥田晶彦　日本分子生物学会　2016 年 12 月　横浜

③ Yap による細胞の形質転換における miR29 を介さない経路の重要性　西本正純，鈴木　歩，浦西洸介，浅賀正充，
平﨑正孝，奥田晶彦　日本分子生物学会　2016 年 12 月　横浜

④ Loss…of…MAX…results… in…meiotic…entry… in…mouse…embryonic…and…germline…stem…cells.　Suzuki…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.　…Net.…Commun.　（2016）…30;7:11056…

【総数：論文…1 件，学会発表…3 件，講演…0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　登録者数は 39 名と例年とほぼ同様であった．放射性同位元素納品量は，3H が 1.85MBq，であった．ただ先に述
べたように近年分子生物学領域での RI 使用は，代替方法の開発により減少傾向にある．しかし RI でなければできな
い実験もあり，今後も施設の必要性はあると考えている．なお来年度より，全学に RI 利用施設は病院を含め 6 施設
あり，お互いに情報を共有しながら法律順守のために，協力体制をこれまで同様構築していきたい．なお平成 29 年
1 月 12 日に原子力規制委員会の立入検査があった．とくに重大な指摘を受けることなく，十分な放射線管理のもと
運営がなされていることが確認された．また西本は放射線取扱主任者として，定期講習を受講し，さらに管理に対す
る意識向上に努めることができた．
　一方教員としての立場としては，発生・分化・再生部門との兼担であることを十分に活用し，研究活動を継続して
いきたいと考えるとともに，教育にも機会を逃すことなく積極的に関与していきたいと考えている．
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医学教育センター

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 30 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
　　　　　魚住尚紀（UOZUMI,…Naonori）：生化学講師
　　　　　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
　　　　　鈴木健之（SUZUKI,…Kenji）：放射線科准教授
　　　　　丸山　敬（MARUYAMA,…Kei）：薬理学教授
　　　　　佐々木惇（SASAKI,…Atsushi）：病理学教授
　　　　　三橋知明（MITSUHASHI,…Tomoaki）：総合医療センター臨床検査医学教授
　　　　　内野　晃（UCHINO,…Akira）：国際医療センター放射線科教授
　　　　　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
　　　　　岩永史郎（IWANAGA,…Shiro）: 国際医療センター心臓内科教授
　　　　　仲村秀俊（NAKAMURA,…Hidetoshi）：呼吸器内科教授
　　　　　中山伸朗（NAKAYAMA,…Nobuaki）：消化器内科・肝臓内科准教授
　　　　　井上郁夫…（INOUE,…Ikuo）：内分泌・糖尿病内科准教授
　　　　　山元敏正（YAMAMOTO,…Toshimasa）：神経内科教授
　　　　　岡田浩一（OKADA,…Hirokazu）：腎臓内科教授
　　　　　山内秀雄（YAMANOUCHI,…Hideo）: 大学病院小児科教授
　　　　　石原　理（ISHIHARA,…Osamu）：産科・婦人科教授
　　　　　吉益晴夫（YOSHIMASU,…Haruo）：総合医療センター神経精神科教授
　　　　　高橋秀寿（TAKAHASHI,…Hidetoshi）：国際医療センターリハビリテーション科教授
　　　　　倉持　朗…（KURAMOCHI,…Akira）：皮膚科教授
　　　　　伊藤彰紀…（ITOH,…Akinori）：耳鼻咽喉科教授
　　　　　髙田　綾（TAKADA,…Aya）：法医学教授
　　　　　中元秀友…（NAKAMOTO,…Hidetomo）：総合診療内科教授

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
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していく必要がある．今後の課題としては，3 キャンパス間の連絡をより密にして，臨床実習などをより有効に行え
るようにしたい．
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医学教育センター

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：H30.3.31）
副部門長　向田寿光（MUKAIDA,…Hisamitsu）：教養教育：准教授（任期：H30.3.31）
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，教育副主任：物性理論，物理教育：博士
西脇洋一（NISHIWAKI,…Yoichi）：講師：研究副主任，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＞
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
村上　元（MURAKAMI,…Gen）：講師：神経科学 ,…博士
＜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
川村勇樹（KAWAMURA,…Yuuki）：講師：教育員・研究員：生物学，微細形態学：博士
大間陽子（OMA,…Yoko）：講師：教育員・研究員：病態生化学：博士
＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI,…Chihiro）：H28 年 4 月 1 日講師から准教授に昇格：教育副主任・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）：講師：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA,…Yoshihito）：助教：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（IIDUKA,…Hideo）…非常勤講師
林　禅之（HAYASHI,…Yoshiyuki）非常勤講師
早瀬沙織（HAYASE,…Saori）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
Lucinda…Powers　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：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．



教養教育部門

858

　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＞
　「人体の基礎科学 1」および「人体の基礎科学 2」の化学領域を主に担当しており，講義，実習，演習を通して化
学現象の基本概念を学ぶことを目的としている．具体的に，「人体の基礎科学 1」では，物質間の相互作用に関する
基本法則を学び，専門科目の履修に必要な化学の基礎知識，特に物理化学分野の知識を身につけることを目的として
いる．「人体の基礎科学 2」では，生命活動において必要な有機物の構造について学び，それらを化学的な根拠に基
づいた説明が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 . 基本的な方針としては ,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き , 上級学年
で伸張を図る .
　また , 医学部全体のカリキュラム改革と連動して英語教育においてもカリキュラム改革が進んでおり , 内容と言語
スキルの統合型英語教育カリキュラムが進行中である .1 年から 4 年までの医学英語ユニットは , 複数のサブユニッ
トから成り , 日本人教員と外国人講師による連携 , 基礎科学系 , 基礎医学系 , 臨床医学系教員 , 及び医学教育センター
教員と縦横に連携した大きなプロジェクトとなっており , 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カリキュラムを実践している . 本学の医学英語カリキュラム全体のフレームワークはほ
ぼ仕上がってきたため , 今後は , 中身の質の向上と多様な個人のニーズや目的に応じた選択科目のコースとの連携を
図る .　
＜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（向田 ,…鈴木 ,…西脇）高校で学ぶ物理の初歩

［人体の基礎科学］
　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および実習を行った．物理分野では，代謝，電気生理，
感覚器を念頭にエネルギー変換 ,…電磁気，音，光に関係する題材を多数用いた．数学分野では，自然科学への数学の
応用を中心に題材を選んだ．
人体の基礎科学 1 物理（西脇 ,…鈴木，向田，勝浦，赤間，赤羽）力学，電磁気学
人体の基礎科学 1 数学（鈴木，向田）微分積分，ベクトル
人体の基礎科学 2 物理（西脇 ,…鈴木，向田，勝浦，赤間，赤羽）音，波動，光
人体の基礎科学 2 数学（鈴木，向田）微分方程式

［選択必修］…
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　次の選択必修のユニットにおいて，物理学及びその関連分野の指導を行った．
学生による物理学企画実験 1,2（赤間）
学生による物理学企画実験 1,2（勝浦，赤間，赤羽）
数学で理解する自然科学（向田）

［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 , 西脇 , 赤間）チューター , 講義等
臨床推論（西脇）チューター，まとめの講義

［OSCE］…（鈴木，西脇，向田）
　2016 年 5 月 ,…2017 年 1,2 月に行われた OSCE の運営に携わった．
＜化学＞

［医科学入門 1］（1…年，村上・土田・森口担当）
　テューターを担当した .

［医科学の探索］（1…年，森口担当）
　テューターを担当した .

［自然科学の基礎（化学）］（1…年，森口・村上担当）
　履修者なし．

［人体の基礎科学 1］（1…年，土田・村上・森口担当）
　酸塩基平衡，反応速度，エネルギーについて講義，実習，演習，アドバンス講義を行った．実習では，坂本教授，
大島准教授，廣澤助教，鈴木実験助手にもご担当いただき，アドバンス講義では，中平准教授，小谷准教授にご担当
いただいた．定期試験，再試験を行い，総合的に評価を行った．…

［人体の基礎科学 2］（1…年，森口・村上・土田担当）
　生理活性物質，生体構成分子について講義，実習，演習，アドバンス講義を行った．実習では，坂本教授，大島准
教授，廣澤助教，鈴木実験助手にもご担当いただき，アドバンス講義では，丸山教授，魚住講師にご担当いただいた．
また，パネルディスカッション形式による演習も行った（テーマは「色について」）．定期試験，再試験を行い，総合
的に評価を行った．

［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 , 土田・村上担当）
　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「化合物命名法」］（1…年，森口担当）
　IUPAC 命名法に基づいた有機化合物の命名（英語名）のしかたについて，講義を行った．

［1 年生　選択必修「ユニット折り紙で作る分子模型」］（1 年，土田担当）
　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，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 , 村上・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 , 村上・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 , 村上・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＞
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1）「細胞生物学コース」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　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．平成 28 年度は細胞生物学 1 ユニットの一部の講義（4 章から 7
章まで）で入試生物選択者と非選択者の 2 クラスに分けて講義を行った．現状，「人体の構造と機能」および「細胞
生物学」の不合格者には生物非選択者が多い．学年の始めのうちは生物非選択者に対して，丁寧な授業を行い，生物
非選択者が選択者と同様な生物学的考え方を早いうちに身につけられることを意図した．全体講義は山崎が第 1・3
章と複数章のまとめを担当した．2 クラス制では生物非選択者は山崎が，生物選択者は川村が第 5・6 章，大間が第 4・
7 章を担当した．その他に山崎が第 9 章，川村が第 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
受けもった．また，第 1 ユニットの体験学習および第 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，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．…
4）「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 ｣，第 6 回 ｢ 遺伝子操作動物の作成と応用 ｣ の講義を担当した．
5）「医科学入門（人体の科学）」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　山崎，川村，大間が 1 班（2 日間）の指導を担当した．
6）「医科学の探索」（担当者：山崎芳仁，大間陽子）
　山崎，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）「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，2016 年 9 月～ 2017 年 1 月まで指導を行った．
8）この他に，山崎，川村，大間が 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 ｣ のテュータを，山崎が「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，「人体の基礎科学 2」総合演習では「光」を題材として生物学，
物理学，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「良医への道コース（医学英語ユニット）」

「医学英語」ユニット（医学英語 1」，「医学英語 2」，「医学英語 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,…医学英語基礎読解の 4 つのサブ
ユニットに分けて実施されている．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．各サブユニットは，リーダー
主導のもとに効率よく運営され，密に協力・連携している．4 月当初のオリエンテーション及びプレイスメントテス
トに始まり，年明けには TOEFL テストを実施している . それらを含め，年間 102 時間（コマ）の授業を行った . 各
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　日本人・外国人非常勤講師
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　日本人非常勤講師
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，リーダーの種田はオ
フィスアワーでの補習を実施した．

・…CLIL：…Chad…Godfrey　他　外国人非常勤講師
学生を 12 分割して少人数クラスで，6 人の講師がリーディングで使用したテキストのテーマに沿った題材を扱
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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…2 年と 3 年の「医学英語」カリキュラム開発と整備に携わり，医学系専門教員や医学教育センター教員

と連携して，具体的な授業運営を行った .
・Godfrey は，2 年と 3 年の医学英語のサブユニットである会話・コミュニケーションのリーダーと
　してシラバス作成及び授業運営に携わった .
・種田は，「医科学の探索」のテューター，課外プロジェクト「映画から考える生命倫理」の開講，
　選択必修 2 種類の開講にも携わった．
・伊澤は，3 年医学英語に補助として携わり，課外プロジェクト「映画から考える生命倫理」の運営を行った .
・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）や共用試験の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，「医科
学入門」のユニットディレクター，「医科学の探索」のユニットディレクター補佐兼テュータ，「科学的思考と表現」
のユニットディレクター補佐として，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，「人体の基礎科学」コースの
コースディレクター補佐，ユニットディレクター補佐，酸塩基平衡の講義担当者として企画・担当をおこなった．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．…
　米岡は，1 年生では，「科学的思考と表現」のユニットディレクターとして , 企画・統括・担当を行った . また , 以
下のユニットの UD 補佐として ,「行動科学と医療倫理」の「学ぶこととおしえること」及び「リフレクション」の回を ,

「社会医学」では「ひとと関わること」の回を担当し ,「臨床入門実習」では，小中学校体験実習の企画・運営，実習
のまとめを行った．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．他に ,「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．…3 年生では「医学概論」で「地域基盤型 IPW 論」の講義 , 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」及び「ファシリテー
ション入門」を開講した .
　講義以外では，新入生オリエンテーション，臨床入門の引率を担当した．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＞
　本年度よりカリキュラムを改変し，実習前講義，実習，フィードバック講義という講義と実習を一体化した授業を
行った．講義，実習ともすべて内容を一新したが，混乱することなく，すべての内容を教えることができた．
＜化学＞
　全科目において，過不足なく講義，実習，演習を行うことができたので，90% 程度の達成度と考える．
＜生物学＞

1）「細胞生物学 1」：山崎が UD を務めたユニット 1 本試験では平均点 84.0 点（27 年度 81.5 点），不合格者 4 名（27
年度 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．昨年度よりも平均点が上昇し，不合格者が
減少したが，入試生物選択者の平均点 87.4 点に対して，非選択者 82.0 点であった．2 クラス制の効果について
は注意深く見守っていきたい．

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．学生の講義の出席率は良く，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．
授業の最後に行ったテストの平均点は 84.5 点（100 点満点）で昨年度よりも 1.6 点下降した．特に点数の低かっ
た学生にはその後の指導が必要だった．
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3）「課外プロ」：参加した学生の中には成績が向上した者が多かったが，留年となった者もいた．
＜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．非常勤講師（日本人講師 2 名と外国人講師 1 名）を充当して非常勤講師
が日本人講師 5 名，外国人講師が 7 名となった．専任教員 4 名が各サブユニットリーダーとなって，授業運営及び
非常勤講師を統括し，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．各サブユニットリーダーが協力・連携することで，効率よく，質
の高いプログラムが実践できた．また，そのような各サブユニットの連携により，学生の個別情報についても共有し，
全体として問題ある学生については面談指導を行ってきめ細かい対応を行うことが出来た . 各学年の学習内容やコマ
数は前年度よりも少なくなったが，その分を内容の精選と効率の良さで補い，前年と同じだけの成果は達成できたも
のと評価している．
＜総合教育＞
　導入教育プログラムの「医科学への道すじ」コースは内容を刷新して「医科学入門」「医科学の探索」「科学的思考
と表現」の 3 ユニット構成になり，より充実した内容を実現できた．
　今年度，コマ数を拡大した「医科学入門」ユニットでは，昨年度まで「人体の構造と機能 1-1 測定・可視化」でお
こなわれていた科学リテラシーの基礎教育を取り込み，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
じて医学部での学びへの適応を図るプログラムとなった．…
　今年度から開講した「科学的思考と表現」ユニットでは , 科学的な思考力 , 表現力の基礎となる論理の構造や表現
方法を中心に扱ったが , 内容・方法の両面で成果と課題があった . 成果としては , 授業内で作成した推敲用の日本語
チェックリストは , 他の授業のレポートでのチェックにも使用され , またより要素を絞り込んだ簡易な日本語チェッ
クリスト作成への動きにつながった . 課題としては , レポート等の記述能力の育成への要請も強く , 同じ言語能力を
扱う医学英語ユニットだけではなく , 他の自然科学系や実習系のユニットとの連携が課題である . 臨床入門実習のま
とめの回遊型のポスターセッション形式は , 内容だけでなく，学習の方法に関する学びが発生した．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＞
　カリキュラム改変に伴い，物理学関連の授業内容を大幅に変更した．実験内容は学生から概ね好評であったが，講
義内容に関しては学生から様々な要望が出た．それらを参考に次年度は授業内容をさらに改善する予定である．
＜化学＞
　新カリキュラム編成に伴い，「人体の基礎科学 1」，「人体の基礎科学 2」で化学領域を担当した．いずれも，プレ
講義→実習→演習（実習発表）→アドバンス講義の流れで1つのテーマを完結させるスタイルをとった．実習や演習（少
人数学習）をメインとしたアクティブ・ラーニングが学生にどこまで良い影響を与えたのかについては不明だが，学
生へのポストアンケートでは概ね良好な回答が得られた．次年度は，講義，実習，演習の内容の一部見直しを行い，
より質の高い教育内容にしたいと考える．
＜生物学＞

1）「細胞生物学 1」：ユニット 1 では，担当教員による講義に加えて，体験学習も行っている．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．などである．いずれも，学生が講義内容を実感できるように工夫した．2 クラス制に対
しても学生の評価は高く，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，期末試験問題はブラッ
シュアップして実施しているので，学生の達成度の評価も適切にできたと考えている．次年度では，体験学習を
より洗練させ，講義との関連も強めたい．

2）「自然科学の基礎（生物学）」:…ここ数年生物学未履修からの「人体の構造と機能」および「細胞生物学」につ
いていけないという訴えは減少していると感じる．本講義が効果を及ぼしていると思われる．ただ，コア科目の
定期試験不合格者に占める生物未履修者の割合は依然として高い．次年度も「細胞生物学 1」と連携して，入学
始めの時期における，生物学未履修者への援助をより手厚く行いたい．

3）「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）「選択必修」：「実験動物学入門 1」の中の講義を，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
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学」コースの内容を含む部分が多いのでそのことも強調して講義をした．
5）「課外プロ」：支援する学生の学力に応じた指導方法をさらに工夫する必要性を感じている．
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＞
　「医学英語」ユニットは，焦点を当てる技能を各サブユニットに分け，各授業の目的を明確化することで，教える
側にとっても学生にとっても分かりやすい総合ユニットになっていると思う．また，少人数制で実施したことにより，
学生の参加を促し，きめ細かい対応もでき，教育効果を上げることに繋がっていると考える．ユニットとしての総合
評価に際しては，担当者相互の協力と連携によって，必修科目としての学生の全体的なニーズはほぼ満たしていると
考えている . 学生の成績評価に関しては，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ている．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），またプレゼンテーションを行わせて，実技を評価している .
　次年度においては，1 年次における CLIL，Reading,…Academic…Writing，および基礎読解などの各サブユニット内
容をより精選させ，各リーダーの連携をさらにスムーズに密に取っていきたい . また，1 年の最初と最後に TOEFL を
行うことで，学生が各自，自分自身の学習の目標を立て，自律的な学習を進められるよう見ていきたい .
＜総合教育＞
　「医科学への道すじ」コースの拡大再編成を実施し，他のカリキュラム改変と合わせて，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．
　次年度の「医科学入門」ユニットについては，初年度の経験を生かして課題設定と実施を工夫することでより効果
的なプログラムに仕上げていきたい．「科学的思考と表現」ユニットでは ,1 年生の授業の見直し及び 2 年生の臨床入
門「プレゼンテーション実習」において表現の 1 つとしてのプレゼンテーションの授業を担当することになるため ,
繋がりをもった授業設計を行う . また今年度の 1 年生からの新ユニット「行動科学」及び「社会科学」は次は 2 年生
でも始まるため , 連続性と内容の適切性を考慮し , 教育プログラムを設計していきたい .
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＞
　定期試験や卒前教育委員としての試験監督の他に，部門員で分担して 6 年実力試験 27 回，2 年総合試験 2 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」「物理学」「物理学実験」「化学 I」「化学実験」「生物学」
　　　　　　　　　　　…　「生物学実験」
　　　　　　　　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．



医学教育センター

864

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 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日
副部門長：…渡辺修一… （WATANABE,…Schu-ichi）… 兼担（基礎）生理学，教授… 同上
… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 専任，准教授… 同上
… 小山政史… （OYAMA,…Masafumi）… 兼担（日高）泌尿器科，教授… 同上
＜カリキュラム室＞
室　長：… 渡辺修一… （WATANABE,…Schu-ichi）… 兼担（基礎）生理学，教授，… 同上
副室長：… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 専任，教授… 同上
室　員：… 辻　美隆… （TSUJI,…Yoshitaka）… 専任，准教授… 同上
… 山崎芳仁… （YAMAZAKI,…Yoshihito）… 兼担（基礎）教養教育，准教授… 同上
… 柴﨑智美… （SHIBAZAKI,…Satomi）… 兼担（基礎）社会医学，准教授… 同上
… 向田寿光… （MUKAIDA,…Hisamitsu）… 兼担（基礎）教養教育，准教授… 同上
… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 専任，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… （MAJIMA,…Mitsuru）… 兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授… 同上
副室長：… 辻　美隆… （TSUJI,…Yoshitaka）… 専任，准教授… 同上
… 橋本正良… （HASHIMOTO,…Masayoshi）… 兼担（毛呂）総合診療内科，教授… 同上
室　員：… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 専任，教授… 同上
… 山田泰子… （YAMADA,…Yasuko）… 専任，教授… 同上
… 村松俊裕… （MURAMATSU,…Toshihiro）… 兼担（日高）心臓内科，教授… 同上
… 小山政史… （OYAMA,…Masafumi）… 兼担（日高）泌尿器科，教授… 同上
… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 専任，准教授… 同上
… 難波　聡… （NAMBA,…Akira）… 兼担（毛呂）産科・婦人科，講師… 同上
… 有田和恵… （ARITA,…Kazue）… 専任，講師… 同上
… 杉山智江… （SUGIYAMA,…Tomoe）… 専任，助教… 同上
＜試験管理室＞
室　長：… 持田　智… （MOCHIDA,…Satoshi）… 兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授… 同上
副室長：… 林　健… （HAYASHI,…Ken）… 兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，准教授… 同上
… 荒関かやの…（ARAZEKI,…Kayano）… 専任，講師… 同上
室　員：… 岡田浩一… （OKADA,…Hirokazu…）… 兼担（毛呂）総合診療内科，教授… 同上
… 辻　美隆… （TSUJI,…Yoshitaka）… 専任，准教授… 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
… 茅野秀一… （KAYANO,…Hidekazu）… 兼担（基礎）病理学，准教授… 同上
… 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
… 山崎太郎… （YAMAZAKI,…Taro）… 兼担（毛呂）小児科，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…（SHIIBASHI,…Michio）… 兼担　情報技術支援推進センター，教授… 同上
室　員：… 鈴木　智… （SUZUKI,…Satoshi）… 専任，助教… 同上
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… 佐藤義文… （SATOH,…Yoshifumi）… 専任，助手… 同上
＜学生支援室＞
室　長：… 森　茂久… （MORI,…Shigehisa）… 専任，教授… 同上
副室長：… 加藤　仁… （KATOH,…Hitoshi）… 専任，准教授… 同上
室　員：… 持田　智… （MOCHIDA,…Satoshi）… 兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授… 同上
… 村越隆之… （MURAKOSHI,…Takayuki）… 兼担（基礎）生化学，教授… 同上
… 長坂　浩… （NAGASAKA,…Hiroshi）… 兼担（毛呂）麻酔科，教授… 同上
… 丸山義昭… （MARUYAMA,…Yoshiaki）… 兼担（毛呂）教職員学生健康推進センター，教授… 同上
… 富谷智明… （TOMIYA,…Tomoaki）… 兼担（毛呂）教職員学生健康推進センター，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… （SHIBAZAKI,…Satomi）… 兼担　地域医学・医療センター ,…准教授… 同上
… 向田寿光… （MUKAIDA,…Hisamitsu）… 兼担（基礎）教養教育，准教授… 同上
… 茅野秀一… （KAYANO,…Hidekazu）… 兼担（基礎）病理学，准教授… 同上
… 藤田恵子… （FUJITA,…Keiko）… 兼担（基礎）解剖学，准教授… 同上
… 山崎芳仁… （YAMAZAKI,…Yoshihito）… 兼担（基礎）教養教育，准教授… 同上
… 中平健祐… （NAKAHIRA,…Kensuke）… 兼担（基礎）教養教育，准教授… 同上
… 横山富士男（YOKOYAMA,…Fujio）… 兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，准教授… 同上
… 森口武史… （MORIGUCHI,…Takeshi）　兼担（基礎）教養教育，講師… 同上
… 髙野和敬… （TAKANO,…Kazuhiro）… 兼担（基礎）解剖学，講師… 同上
… 齋藤　恵… （SAITOH,…Megumi）… 専任，助手… 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，「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．
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，課外プログラムに関して，臨床実習推進室との連携で平成 28
年度のカリキュラムを遂行すべく実務作業を担当し，さらにカリキュラム委員会と連携して，平成 29 年度の方針を
検討した．医学教育センターの専任教員，兼担教員が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
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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 28 年度のシラバスは例年と同様にホームページ上で公表するとともに冊子体

を作成した，また，その後の変更点はホームページ上で順次掲載した．今年度は 1 年生のカリキュラムを大幅
に改訂した．「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」，「人体の基礎科学 -2」ユニットとした．また，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」ユニットに改編した．一方，4 年生は「社会と医学」コースを改訂し，「疾病の予防
と対策」，「地域社会と健康」，「異常死と診断」，「社会医学実習」ユニットに改編した．また，本年度から「研究
医養成プログラム」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した．

②平成 29 年度は 2 年生のカリキュラムを改訂し，その後，毎年順次に，3 年生以降のカリキュラムを改訂する予
定である．2 年生の「人体と構造と機能」コースは「エネルギー系」，「調節系」，「情報系」ユニットからなるが，
実習を「構造系」，「物質系」，「機能系」ユニットに改編し，講義と実習が連携して行えるようにする予定である．
一方，「選択必修」ユニットは曜日の午後に 1，2 年生合同の授業を実施することにした．3，4 年生のカリキュ
ラムは，平成 30 年以降に大幅に改変する予定である．臨床実習の開始時期を，5 年生の 4 月から 4 年生の 1 月
に前倒しし，また，3，4 年生でも 1 週間単位での「臨床体験実習」を講義に間に組み込むことを検討した．ま
た，6 年生のカリキャラムに関しては，卒業試験を 11 月に遅らせ，その前に「総合学習」ユニット -A，同ユニッ
ト -B で全ての診療科の演習を終了し，卒業試験後の「総合学習」ユニット -C では医師国家試験に特化した演習
を実施するように変更することを計画した．

③平成 28 年度のシラバスをコースディレクターが相互点検し，平成 29 年度のシラバス作成の参考にした．
④平成 27 年度の新入生オリエンテーションは 4 月 5~8 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，2~4 年生は合同で 1 学期は 4 月 12 日，2 学期は 9 月 1 日にオリエンテーションを実施した．1
学期のオリエンテーションでは特待生を表彰し，何れも学長訓示，校歌斉唱の後に，学年別に共通ファイルを用
いて，重要な事項を周知した．また，平成 29 年度新入生オリエンテーションの実施概要を検討した．

⑤課外学習プログラムは夏期休暇，通年を併せて 142 課題の応募があり，うち 60 課題は女子栄養大学の学生も
受講できるようにした．学生による第 2 回研究発表会を 10 月 12 日に開催，優秀賞と敢闘賞は 12 月 19 日の教
授・教員総会で表彰した．また，慶應義塾大学の医学部自主学習発表会と研究室の見学を 11 月 18 日に実施し，
5 名が参加した．

⑥学生生活実態調査は SMU パスポートを用いて実施した．また，シラバスシステムと SMU パスポートの連動を
検討した．

⑦教員便覧に掲載する「講義資料作成の要点」を改訂した．
3-2．臨床実習推進室
　平成 28 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 29 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 年生を対象に，4 月 4 日に臨床実習オリエンテーションを，1 月 11 日に CC 開始前の前オリエンテーションを，
3 月 30 日に次年度の 5 年生を対象とした臨床実習オリエンテーションを実施した．

② 5 年生の特別演習を土曜日に実施し，平成 29 年度の日程とその内容の改訂を検討した．平成 30 年版医師国家
試験出題基準とモデルコアカリキュラム改訂案に基づいて項目を見直し，1 日 2 演習から 3 演習で計 37 項目を
学習するよう変更する．

③国際医療センターは平成 27 年度から臨床実習における包括同意を得ていたが，大学病院では 4 月から個別同意
書の運用を開始し，6 月には電子カルテに掲載した．総合医療センターでは入院時の診療計画書に臨床実習の包
括同意に関する項目を掲載し，その運用を 9 月に開始した．

④指定学外施設である 32 医療機関を対象に，「臨床実習指定学外施設懇談会」を 7 月 9 日と 2 月 25 日に開催し，
それぞれ 20 および 17 医療機関が参加した．医学教育とモデルコアカリキュラムの到達目標と同意書について
周知した．

⑤第 1 回臨床実習懇談会を毛呂キャンパスは 7 月 13 日，川越キャンパスは 7 月 14 日，日高キャンパスは 7 月
15 日に開催した．2 回臨床実習懇談会は 3 月 8 日，9 日，10 日にそれぞれのキャンパスで実施した．

⑥ 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
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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．また，内容を新たなモデルコアカリキュラム改定案に準拠して見直した．

⑦ 5 年生を対象に「前期総合試験の結果を踏まえ後期に向けての講演会」を 10 月 8 日に開催した．また，4 年生
を対象として，国際医療センターでの実習に必要な e-learning を 2 月に実施し，「臨床入門」ユニットで臨床導
入実習を 2 月 15~19 日に行った．か．

⑧平成 29 年度の臨床実習ローテート日程を計画した．
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追試験，再試験の回数は，両者を合わせて 2 回目までとすることを決定した．
② FD 部門との共催で，5 月 24 日と 6 月 18 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 1 日に「第 110 回医師国家試験報告会」を卒業試験問題作成に向けた FD も兼ねて，3 キャ
ンパス同時中継で開催した．

③ 6 年生を対象に，卒業試験と医師国家試験に向けた壮行会を 8 月 3 日に開催した．
④ 6 年生の第 1 回卒業試験を 10 月 5~7 日に，第 2 回卒業試験を 10 月 26~28 日に実施した

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．また，講義収録・配信システムを運用し，学生の復習の利便性を高めた．

①平成 28 年度の講義の出欠は，クリッカーを用いて確認した．授業中の小テストと終了後の授業評価を何れもク
リッカーで実施し，両者の回答をもって出席とすることにした．教員には小テストの実施方法に関する説明会を
4 月 2 日，5 日，7 日に開催した．また，授業評価の項目は 3 項目に減らし，クリッカーの回答方法を 2~4 年
生には 4 月 12 日に，1 年生には 4 月 15 日に説明した．また，教員の利便性を高めるため，小テストの実施を
簡略にするシステムを検討した．

②学生生活実態調査を全学年で実施した．
③講義収録・配信システムに関して，教員の収録への同意率と学生の利用状況を調査した．また，同システムの利

用に際して，学生を対象とした同意書，誓約書を作成した．
④平成 27 年度における全講義の授業評価と 5 年生の BSL 評価を集計し，その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．また，平成 27 年度の 5 年生 BSL 評価に関する調査
を，教育主任を対象として実施し，評価方法の改善に利用した．また，平成 28 年度における授業評価と 5 年生
の BSL 評価，BSL 評価での自由記載事項なども，順次，各診療科にフィードバックした．

⑤平成 27 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．

⑥医学部ベストティーチャー賞，ベストエフォート賞を選定した．
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
席および成績などの問題がある学生の早期発見と対応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．

①1～4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．一方，6 年生は学生の希望を優先してグループ分けを行い，それぞれのアドバイザー
を決定した．1 年生は新入生オリエンテーション時に，2~4 年生は合同で 4 月 22 日，25 日，27 日に，5 年生
は 4 月 23 日，5 月 14 日に，6 年生は前年度の 3 月 18 日に，アドバーザーとの顔合わせ会を開催した．また，
次年度の各学年のアドバイザーを同様に選定し，新 6 年生の顔合わせ会は 3 月 17 日に開催した．

②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，
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学生全員の意見を確認する場を設けた．
③ 5，6 年生を対象に土曜日にカウンセリングを開始した．また，こころの相談窓口の担当教員による発達障害に

関するセミナーを 3 月 6 日に開催した．
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．また，結

核などの健康問題に関して，学生健康推進センターと連携して対応した．
3-6．OSCE 委員会

① 6 月 4 日に 6 年生の卒業時 OSCE，1 月 7 日に 5 年生の BSL 終了後 OSCE，3 月 4 日に 4 年生の共用試験 OSCE
を実施した．

②共用試験OSCE評価者認定講習会は7月10日に東京大学で開催され，「胸部・全身状態とバイタルサイン」ステー
ションを退位等する 3 教員が参加した．

③共用試験 OSCE の学内評価者講習会を 2 月 9 日，17 日に日高キャンバスで，20 日，24 日に川越キャンバスで，
21 日，27 日に毛呂山キャンバスで開催した．

④ 5 月 13 日開催の「共用試験医学系 OSCE 全国説明会」，9 月 26 日開催の「OSCE 医療面接模擬患者標準化担当
者講習会」，2 月 1 日開催の「医学系臨床実習後 OSCE（Post-CC…OSCE）実施に向けての意見交換会」にそれぞ
れ教員が参加した．

⑤他大学で実施される共用試験OSCEに9名の外部部評価者を派遣した．9月…8日 :…筑波大学（医療面接），9月17日 :…
山形大学（頭頸部），28 年 11 月 26 日 :…獨協医科大学（医療面接），12 月 20 日 :…福島県立医科大学（胸部診察），
28年12月20日 :…福島県立医科大学（基本的臨床手技），…1月 21日 :…東北大学（神経診察），2月4日 :…弘前大学（胸
部診察），2 月 18 日 :…秋田大学（腹部診察），2 月 25 日 :…自治医科大学（頭頸部診察）

⑥埼玉医科大学 SP 会の協力で，5 月 12 日から計 3 回の SP 研修会を開催した．
3-7．スキルスラボ運営委員会

①学生，研修医および教員のスキルスラボの利用状況を調査した．
②川越キャンパスの救命救急新棟にスキルスラボが開設された，
③シミュレーション部門のホームページは，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

報などを更新した．
④ 9 月 24 日に浜松医科大学で開催された「日本シミュレーション医療教育学会学術大会」に参加した．
⑤毛呂山キャンパスの教育・実習棟（仮称）の 4 階スキルスラボの概要を検討した．
⑥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．しかし，3月17日に発表された第111回医師国家試験の成績は，本学は新卒合格率が79.8%と低率であっ
た．卒前医学教育全般を見直す必要がある．
（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，臨床実習を延長することによって

生じる各学年のカリキュラムを 1 年生から高学年に向けて順次見直すことが課題である．特に平成 28 年度の 2
年生までのカリキュラムは改編され，3 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，試験問題の作成に関する教員を対象とし
た FD も拡充することが求められる．

（4）調査解析室：「学生による授業評価」，「臨床実習評価システム」，「教育活動の実績記録システム」，「講義の収
録システム」が確立したが，これらを有効に利用することを目指すとともに，特に講義収録に関しては教員の理
解を深めて収録率を向上させなければならない．

（5）学生支援室：「学生による授業評価」による出欠状況や「アドバイサー」の面談報告を参考にして，問題を抱
えた学生の指導を継続して行うことが求められる．特に，クリッカーの不正使用など倫理面，道徳面での問題行
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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：H28.4.1 ～ H30.3.31）
　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：H28.4.1 ～ H30.3.31）
　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：H28.4.1 ～ H30.3.31）
　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：H28.4.1 ～ H30.3.31）
　部…門…員　…根本　学（NEMOTO,…Manabu）：
　　　　　　　　国際医療センター救命救急科：教授…
　　　　　　金子公一（KANEKO,…Koichi）：
　　　　　　　　国際医療センター呼吸器外科：教授
　　　　　　辻　美隆（TSUJI,Yoshitaka）：
　　　　　　　　医学教育センター：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…
　　　　　　齋藤　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,…Masashi）：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：准教授
　　　　　川村勇樹（KAWAMURA,…Yuuki）: 教養教育：講師

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 28 年 4 月 19 日）於：9 号館 4 階会議室出席 3 名　欠席 8 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．議事に先立ち，本会議より北脇丈晴（総
合医療センター臨床工学技士，医療人育成支援センター川越ブランチ），安斎勝人（総合医療センター救急科，
救急救命士）の紹介があり，今回はオブザーバーとして参加し，次回より委員として加わることとなった．議事：
平成 27 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 27 年度の物品取得な
らびに修理・整備状況の報告．平成 28 年度活動計画の検討．講習会・研修会の開催予定，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）開催日程の決定．利用申請書・物品使用申込書の一部改訂．川
越キャンパススキルスラボでの講習会の開催状況，臨床実習での現状についての報告．夏季休業期間の検討．議
事録有．

②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 5 月 17 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 5 名　欠席 5 名．議事：利用状況等の報告（4 月分）．物品取得・整備についての依頼．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）更新について，PICCシミュレータを用いた研修会についての意見交換．
川越キャンパススキルスラボの利用状況，物品等についての報告．議事録有

③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 6 月 28 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席4名　欠席6名．議事：利用状況等の報告（4～5月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．

川越キャンパススキルスラボの利用状況，物品使用等についての報告．HP の更新版作成の報告．後期研修医を
対象とした内科専門医取得の研修プログラムについて意見交換．川越キャンパススキルスラボからの報告．議事
録有．

④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 7 月 26 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席5名　欠席5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の更新版アップロードの報告．後期研修医を対象とした内科専門医取得の研修プログラムへのシミュレーショ
ン研修を内科研修医委員会にて検討中との報告．毛呂山キャンパス内に教育実習棟（仮称）建設予定があり，ス
キルスラボも移転予定との報告．議事録有．

⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 9 月 27 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席6名　欠席4名　議事：利用状況等の報告（4～ 8月）．物品取得・整備の報告・審議．腹部超音波セミナー
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の開催内容の確認．新専門医制度導入の1年延期に伴い内科専門医取得の研修プログラムの検討は保留との報告．
議事録有．

⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 10 月 25 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 5 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．腹部超音波セミナーの担

当者等の確認．毛呂山キャンパス教育実習棟建（仮称）設計画の進捗状況の報告．議事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 11 月 22 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　
　出席4名　欠席6名　議事：利用状況等の報告（4～10月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．

腹部超音波セミナーの応募状況の報告．毛呂山キャンパス教育実習棟（仮称）建設計画の進捗状況の報告．医学
教育モデルコアカリキュラム改訂に伴うシミュレーション教育充実についての話題提供．議事録有．

⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 28 年 12 月 20 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席2名　欠席8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．

腹部超音波セミナーの開催状況の報告，アドバンスコースについての意見交換．毛呂山キャンパス教育実習棟（仮
称）建設計画の進捗状況の報告．議事録有．

⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 29 年 1 月 24 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
　出席 4 名　欠席 6 名　議事：利用状況等の報告（4 ～ 12 月）．物品取得・整備の報告．今後，必要な機器・備

品についてリストアップの依頼．次年度研修医オリエンテーションのスキルスラボ研修日程の決定，内容の確認．
次年度BLS･ICLS講習会開催候補日申出の依頼．毛呂山キャンパス教育実習棟（仮称）建設計画の進捗状況の報告，
病室型シミュレーション施設の導入についての説明．議事録有．

⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 29 年 3 月 7 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　
　出席6名　欠席4名　議事：利用状況等の報告（4～ 2月）．物品取得・整備の報告・審議．研修医オリエンテー

ション内容の検討．次年度年間利用予約の承認．BLS･ICLS 講習会等の開催日程の検討．毛呂山キャンパス教育
実習棟（仮称）建設計画の進捗状況の報告．各委員より今年度の活動報告と次年度の計画の発表．議事録有．

平成 28 年度のスキルスラボ利用状況報告
①利用日数は 197 日であり，年間を通じて 54％の稼働であった．
②利用件数の総数 329 件，その内授業等の年間予約の利用 73 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 209 件，物品の貸出は 47 件であった．
③利用者の総数は 6020 名，その内学内利用者 5510 名（92％），学外利用者 510 名で，平成 27 年度より 6％程

度減少した．
④卒前医学教育における利用は 181 件（授業・OSCE51 件，臨床実習 112 件，自主練習・他 18 件），利用者数は

4196 名（学生数 3148 名，指導者・スタッフ 1048 名），利用者総数の 70％を占めた．
⑤研修医のトレーニング目的での利用は 28 件，利用者数は 185 名（研修医 139 名，指導者・スタッフ 49 名で，

平成 27 年度よりやや増加した．
⑥看護師等の医療職者による各種研修での利用は 13 件，受講者 204 名，指導者・スタッフ 69 名と，平成 27 年

度よりやや減少した．
講習会等の開催

・BLS 講習会 : 開催件数 24 件，受講者 196 名（学内 155 名，学外 41 名），指導者・スタッフは 160 名（学内 144 名，
学外 16 名）であった．平成 27 年度より開催件数・人数とも 4 割減少した．

・小児 BLS 講習会 : 開催件数 5 件，受講者 24 名（学内 21 名，学外 3 名），指導者・スタッフは 20 名（学内 20 名，
学外 0 名）であった．

・AHA…BLS 講習会 : 開催件数 2 件，受講者 31 名（学内 19 名，学外 12 名），指導者・スタッフは 11 名（学内 6 名，
学外 5 名）であった．開催日：平成 28 年 6 月 10 日，10 月 1 日．

・ICLS 講習会 : 開催件数 4 件，受講者数 143 名（学内 116 名，学外 27 名），指導者・スタッフ 201 名（学内 131 名，
学外 70 名）であった．開催日：平成 28 年 6 月 26 日，9 月 10 日，12 月 18 日，平成 29 年 3 月 19 日．

・新生児蘇生法（A）講習会 : 開催件数 4 件，受講者数 60 名（学内 35 名，学外 25 名），指導者・スタッフ 16 名（学
内 16 名，学外 1 名）であった．開催日：平成 29 年 7 月 23 日，9 月 17 日，11 月 26 日，平成 29 年 2 月 25 日．

・ICLS 指導者養成ワークショップ：開催件数 2 件，受講者数 38 名（学内者 11 名，学外者 27 名），指導者・スタッ
フ 33 名（学内 19 名，学外 14 名）であった．開催日平成 28 年 6 月 25 日，平成 29 年 1 月 14 日．

・日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）：開催件数 2 件，受講者数 19 名（学内），指導者・スタッフ
23 名（学内 16 名，学外 7 名）であった．開催日平成 28 年 7 月 24 日，平成 28 年 12 月 4 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 1 回開
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催され，受講者は 6 名（3 病院の初期研修医），指導者・スタッフは 9 名であった．開催日：平成 28 年 12 月
10 日．

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 28 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，研修医のトレーニングに関する利用も若干増加，大学病院医療職者による各種研修の開催はやや減少し
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
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，BLS 講習
会は諸事情により平成 27 年度の 6 割の開催状況であり，その他の講習会は概ね例年通りに開催された．

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）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．

3）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伝え，定期的な利用がなされるように，
継続して働きかける．

4）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．
5）看護師，理学療法士等の医療職者の研修内容が充実するよう支援し，開催に向けての種々の調整を図る．
6）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．
7）…毛呂山キャンパス教育実習棟（仮称）建設計画の進捗状況を把握しつつ，スキルスラボ移転に伴う機器・備品・

設備等に関する問合せ・要請にすみやかに対応できるよう心掛ける．
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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：H30.3.31）
　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
　・クリッカーによる授業評価と小テストの運営と出欠データ処理
　・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 39 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
　　第 15 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
　　平成 28 年度第 1 回，第 2 回教授・教員総会
　　第 6 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
　・BSL 後 OSCE 実施のサポート
　・卒業時 OSCE 実施のサポート
　・大学事務部における成績処理の支援
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　・授業評価の実施
　・臨床実習評価の実施
　・出欠データの処理
　・市民公開講座の支援
　・教育資料作成の支援

4．評価と次年度目標
　上記の活動によって，教育情報部門の目的はほぼ達成できたものと自己評価している．医学教育センターの他部門
や大学事務部との連携も十分に行われたものと考える．
　次年度も既存のシステムを十分に活用し，本学の医学教育に貢献する．
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7．Faculty…Development 部門

1．構成員
部門長　　森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：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）：医学教育センター：准教授
　　　　　　　　　　　　　　（総合医療センター消化管一般外科兼担）
　　　　　　村松俊裕（MURAMATSU,…Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授加藤　仁（KATOU,…Jin）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…総合医療センター腎・高血圧内科：准教授
　　　　　　魚住尚紀（UOZUMI,…Naonori）：生化学
　　　　　　米岡裕美（YUMI,…Yoneoka）: 教養教育
担当事務員　岩澤昌人，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 37 回…埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ…
開催日時…平成 28 年 8 月 5 日（金）～ 8 月 6 日（土）　2 日間…（実施時間…15.25 時間）
主催者…学長，医学教育センター長
開催場所…川越ビル（宿泊…川越第一ホテル）
参加者 27 名，スタッフ 19 名
タスクフォース…1 名（畑尾正彦）
内容…カリキュラム・プランニング，他

②第 15 回…埼玉医科大学臨床研修指導医講習会…
開催日時…平成 28 年 11 月 26 日～ 27 日…　2 日間（実施時間…17.5 時間）
主催者…大学病院群の 3 病院長
開催場所…川越ビル（宿泊…川越東武ホテル）
参加者 28 名，スタッフ 46 名
タスクフォース…4 名（畑尾正彦，中島宏昭，森　茂久，辻　美隆）

③試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ（初級編）
開催日時　平成 28 年 5 月 24 日　9:00-12:00…平成 28 年 6 月 18 日…9:00-12:00
主催者　　医学教育センター
開催場所　オルコスホール
参加者　　46 名
ディレクター　　2 名（森茂久，荒関かやの）
タスクフォース　5 名（林健，椎橋実智男，荒関かやの，茅野秀一，辻美隆）
内容… KJ 法「本学医学部の卒業生に求められる能力とは」
… KJ 法の発表（表札のみ）と供覧
… 本学医学部の卒業判定と医師国家試験
… 試験問題（MCQ）の作成方法
… 試験問題のブラッシュアップ（一般問題）
… ブラッシュアップ結果の供覧



877

Faculty…Development 部門

… 試験問題のブラッシュアップ（臨床問題）
④第 3 回入試の在り方ワークショップ（出席者 33 名　丸木記念館）

開催日時…平成 28 年 5 月 7 日…10:00-16:30
主催者　入試実施委員会，FD 部門，共催
開催場所…丸木記念館 6 階　同窓会講堂
参加者 33 名
内容　記述式問題と追跡調査　

（2）…講演会
⑤第 6 回…埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム…

開催日時…平成 28 年 9 月 10 日
開催場所…本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 120 名
内容　第 1 部：「本学のカリキュラム改革の報告と討論」
　　　　　　　1，2 年担当　（村越隆之）　
　　　　　　　3，4，5 年担当　（加藤仁）
　　　　　　　IPE，医学概論，行動科学担当　（小山政史）
　　　　　　　英語・医学英語担当　（渡辺修一）
　　　第 2 部：「すこし先行く医学教育を求めて：米国とのダブルライセンス構想，行動科学，入試改革…（学士
　　　　　　　編入等）の取組み・・」
　　　　　　　東海大学医学部産婦人科学教授，付属病院遺伝子診療科科長，臨床研修部
　　　　　　　初期研修室室長　和泉俊一郎先生

⑥第 110 回医師国家試験報告会…－卒業試験問題作成のポイントを考える－
開催日時…平成 28 年 6 月 7 日…17:00-18:00
主催者…卒前医学教育部門試験管理室，FD 部門，共催
開催場所…本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 62 名
内容　講演 1…第 110 回医師国家試験…結果報告（持田　智…試験管理室長）…
　　　講演 2…第 110 回医師国家試験…今回の特徴（荒関かやの…試験管理室員）
　　　講演 3…卒業試験の問題作成に向けて（茅野秀一試験管理室員）

⑦面接 FD
開催日　平成 28 年 12 月 19 日
主催者　卒後教育委員会，FD 部門　共催
開催場所　本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 209 名
内容　面接 - 対面場面での心理や問いかける技術 -
　　　杏林大学医学部　精神神経科　教授　渡邊…衡一郎

⑧国際認証に関する講演会
開催日　平成 29 年 3 月 21 日
主催者　主催者　卒後教育委員会，FD 部門　共催
開催場所　本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者　58 名
内容　医学教育の国際認証～医学教育分野別評価を受審して～
　　　医学教東京医科大学医学部医学科
　　　社会医学部門医学教育学分野
　　　教授　泉　美貴…

（3）研修会
⑨医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会…

開催日時　平成 28 年 5 月 23 日…17:00-18:40
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 34 名
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内容　講演 1…大学の理念，全体の教員組織について　（別所正美…学長）
　　　講演 2…任期制と人事考課について　（土田哲也…副学長（教育等担当））
　　　講演 3…医学部卒前教育について　（持田智　医学教育センター卒前医学教育部門長）　　　
　　　講演 4…大学院について　（木崎昌弘…大学院医学研究科長，副学長（大学院等担当））
　　　講演 5…研究活動について　（松下祥…医学研究センター長，副学長（研究等担当））
　　　講演 6…ハラスメントの防止について（内田尚男…総務部部長）

⑩臨床推論 1 年新規テュータ講習会…
開催日時…平成 28 年 5 月 23 日～，1 回 1 時間，計 3 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 7 名

⑪臨床推論 3 年新規テュータ講習会…
開催日時…平成 28 年 9 月 28 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 21 名

⑫ 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 29 年 2 月 9 日～，1 回 1 時間，計 7 回開催
開催場所…学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者…医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門，共催
参加者計 48 名

⑬臨床実習指定学外施設懇談会
開催日時　第 1 回　平成 28 年 7 月 9 日　16:00 － 17:00　第 2 回　平成 29 年 2 月 25 日　15:00-17:00
開催場所　本部棟 2F　会議室
主催者　　臨床実習推進室主催，FD 部門共催

（4）FD 部門会議
第1回　平成 28年 4月 20日（水），出席者：森部門長，渡辺副部門長，辻，加藤，魚住各部門員，大久根，大塚
第2回　平成 28年 7月 6日（水），森部門長，渡辺副部門長，側島，辻，加藤，魚住，米岡各部門員，オブザーバー
徳元（前半のみ出席）岩澤，大塚

4．評価と次年度目標
　本学の伝統とも言える第 37 回埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップは，レジェンドと称される畑尾正彦先
生にタスクフォースをお願いして開催した．医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員対象の FD と大学事
務部医学部事務室の事務職員対象の SD として位置づけられる「入試の在り方」ワークショップは今年度で第 3 回目
の開催となった．このワークショップでは，記述式問題の現状把握の上問題点を抽出し，対応策を検討することを目
的として，入試実施委員会の委員，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 6 回医学部医学教育フォーラムは，第 1 部では引き続き「本学のカリキュラム改革の報告と討論」とし，第
2 部では東海大学の和泉俊一郎先生に東海大学における医学教育，特に米国とのダブルライセンス構想，行動科学，
入試改革…（学士編入等）の取組みなどについて講演していただいた．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 4 年目で 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
は一巡して大学病院が中心となり，3 病院の研修管理委員会の事務方が協力して担当した．学外での臨床実習拡充化
により指定学外実習施設が増加して 20 を超えるようになった．今年度も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を年に 2 回開催した．
　また今年度より大学評価で求められている全常勤教員を対象とする FD を実施することになり，全学の常勤の教員

（助手，助教，講師，准教授，教授）を対象に FD 部門中心に企画して「教育力向上プログラム（導入編）」というタ
イトルの e ラーニングを平成 28 年 7 月 25 日～ 8 月 31 日の期間で実施した．
　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，
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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　内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：H28.4.1 ～ H30.3.31）
部門員　岩澤昌人（IWASAWA,…Masato）：大学事務部：教務課長
　　　　村田正樹（MURATA,…Masaki）：大学事務部：学生課長
　　　　武久秀夫（TAKEHISA,…Hideo）：国際医療センター総務課：次長（H28.7.1 ～）
　　　　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
　　　　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（H28.10.1 まで）
　　　　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
　　　　神田春香（KODA,…Haruka）：大学事務部教務課（H28.6.30 まで）
　　　　田村萌恵（TAMURA,…Moe）：大学事務部教務課（H28.7.1 ～）
　　　　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（H28.10.1 まで）
　　　　森　勇樹（MORI,…Yuki）：大学事務部学生課（H28.7.31 まで）
　　　　前田彩花（MAEDA,…Ayaka）：大学事務部学生課
　　　　鈴木美和（SUZUKI,…Miwa）：IR センター（H28.4.1 ～）
　　　　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）．
… 「成長期と中高年者のスポーツ障害」4 月 16 日
… 「乳がんのはなし」5 月 21 日
… 「前立腺の病気と過活動膀胱」6 月 18 日
… 「鼻と耳の病気」7 月 16 日
… 「がん治療と支持医療」9 月 17 日
… 「感染症のはなし」10 月 15 日
… 「子どもと大人の喘息」11 月 19 日
… 「老化と物忘れ」12 月 10 日
… 「整形外科の病気」1 月 21 日
… 「生活習慣病のはなし」3 月 18 日
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※ 3 月 18 日の紙面公開講座「生活習慣病のはなし」において，女子栄養大学，香川靖雄副学長が「超低糖質食の
危険と健康な食習慣」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 61 号～ 65 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 1,640 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：依田哲也（YODA,…Tetsuya）：埼玉医科大学歯科口腔外科：教授（任期：H28.4.1 ～）
副部門長：岡崎康司（OKAZAKI,…Yasushi）：ゲノム医学研究センター長：教授（任期：H28.4.1 ～）
副部門長：田丸淳一（TAMARU,…Junichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H28.4.1 ～）
副部門長：下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科：教授（任期：H28.4.1 ～）
副部門長：海老原康博（EBIHARA,…Yasuhiro）：国際医療センター中央検査部：准教授（任期：H28.4.1 ～）

　部門員：町田早苗（MACHIDA,…Sanae）：医学研究センター：助教（任期なし）

2．目的
本部門は研究活動にとって有意義な情報を研究主任を通して基本学科の研究員の隅々まで伝達できるよう，体制整

備を行う．研究主任に対して，基本学科の研究の責任者であると同時に研究費を適正に管理・運用する責任者である
ことも自覚していただき，適正な運用を推進するよう指導する．研究者向け情報を発信し，研究主任から各所属部署
内での周知徹底を依頼する．学内での共同研究が推進できるよう体制整備に努め支援活動を行う．本年は学内グラン
ト成果発表会を 2 回 / 年開催し，学内の研究推進を図る．

3．学内グラント受賞者成果発表会の企画・開催
1）第 13 回学内グラント受賞者成果発表会　，
　日時：平成 28 年 7 月 22 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
　　　　川越キャンパス ･ 管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビシステム中継）
　　　　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）
　（1）野村務…（医学部，総合医療センター耳鼻咽喉科）
　　「3 次元気流解析による頭頚部手術の術後嚥下構音機能予測」
　（2）金子優子…（保健医療学部，看護学科）　
　　「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」　
　（3）奥田晶彦…（ゲノム医学研究センター）　　
　　「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」
　（4）長谷部孝裕　（医学部，国際医療センター・病理診断科）…　
　　「癌間質・脈管内組織の生物学的特性に基づく癌悪性度評価」
　（5）佐藤浩二郎　（医学部，大学病院　リウマチ膠原病科）…　
　　「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」
　　総合司会：ゲノム医学研究センター　岡﨑康司

　座長：総合医療センター　田丸淳一，　保健医療学部　下岡聡行，ゲノム医学研究センター　岡﨑康司，
　　　　国際医療…センター海老原康博　大学病院　佐藤毅

　　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：語形 64 名（内大学院生 27 名）
　　　　　　　毛呂山キャンパス 40 名　（内大学院生　8 名）
　　　　　　　日高キャンパス　14 名　（内大学院生　11 名）
　　　　　　　川越キャンパス　10 名　（内大学院生　8 名）
2）第 14 回学内グラント受賞者成果発表会
　日時：平成 29 年 2 月 24 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
　　　　川越キャンパス ･ 管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビシステム中継）
　　　　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）谷川祥陽　（医学部，総合医療センター小児科）
　　「フォンタン術後遠隔期症例に対する簡便な在宅和温療法の効果－血行動態と自律神経活動の改善」…
　（2）平崎正孝　（医学部ゲノム医学研究センター）
　　「Myc-Nanog 複合体による Max 欠損 ES 細胞の多機能性維持とアポトーシス抑制」…
　（3）中尾啓子　（医学部，生理学）
　　「眼咽頭筋ジストロフィー原因遺伝子 PABPN1 の持続性発現による疾患モデル作成および機能解析」…
　（4）樽本憲人　（医学部大学病院感染症科・感染制御科）
　　「重症感染症における自然免疫リンパ球の解析」…
　（5）三島一彦　（医学部国際医療センター脳神経外科）
　　「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」…
　　総合司会：大学病院　依田哲也

座長：総合医療センター　福田祐樹，ゲノム医学研究センター　松本征仁，黒川理樹，医学部　川野雅章，国際
　　　医療センター田中竜平

　　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 76 名（大学院生　30 名，　学部生　1 名）
　　　　　　　毛呂山キャンパス　52 名（大学院生　13 名，　学部生　1 名）
　　　　　　　日高キャンパス…　　8 名（大学院生　5 名）
　　　　　　　川越キャンパス　　…16 名（大学院生 12 名）

4．ラボノートに関する e- ラーニングの作成
　完成品を提出．29 年度の倫理教育応用編にラボノートに関する e ラーニングを使用する方針．
　（研究主任部門長：依田哲也）
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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：H30.3.31）
副部門長：佐藤　毅（SATOH,…Takeshi）：歯科・口腔外科：准教授：（任期：H30.3.31）
副部門長：田丸淳一（TAMARU,…Junichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H30.3.31）
部門員：穐田真澄（AKITA,…Masumi）：中央研究施設形態部門：教授（任期：H30.3.31）
部門員：小野　啓（ONO,…Hiraku）：中央研究施設 RI 部門：講師（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
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：H30.3.31）

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た．平成 28（2016）
年度は，薬理学，医学研究センター，皮膚科，内分泌糖尿病内科（2 グループ），歯科口・腔外科，消化器一般外科，
医学教育センター，小児科（2 グループ），脳神経外科，急患センター ER ／中毒センター，微生物，神経精神科の各
基本学科により有効利用された．また，8 月に超純水製造装置が導入され使用が開始された．10 月からは，化学物
質の法定 667 種化学物質のリストに基づき，共同利用実験室内の不要・余剰化学物質のチェックとリストアップが
開始された．

【研究機器・設備整備】
①…平成 28 年 8 月，ミリポア社製超純水製造装置 Milli-Q が修理不能となり新機種に更新された（中央研究施設機

能部門）．②…平成 29 年 2 月，文部科学省私学助成金により BIO-RAD 社製…ChemiDoc…Touch…MP…イメージングシステ
ムが導入され，各種電気泳動ゲル画像の取得及び解析が行われている．（中央研究施設機能部門）③平成 29 年 3 月，
卓上超遠心機（平成 14 年設置）が故障・修理不能となり，新機種 Beckman 社製 OptiMAX-XP に更新された．（中央
研究施設機能部門）④平成 29 年 3 月，「平成 28 年度・埼玉医科大学研究マインド支援グラント」により，④ -1 パー
キンエルマ製マイクロプレートシンチレーション・ルミネッセンスカウンター　TopCount…NXT のアップグレードが
行われた．（中央研究施設 RI 部門）④ -2 富士フィルムメディカル社製…自動現像機　FPM100…50W…が新規に設置さ
れた．（中央研究施設 RI 部門）④ -3 日本電波工業社製　QMC バイオセンサ…NAPiCOS…Lite が新規に導入された．次
年度に，取り扱い説明を開催の予定されている．

【テクニカルセミナーの開催】
以下のテクニカルセミナーを開催し，新規設備の取り扱い及び新しい研究技術を紹介した．
① 2016/4/14…基礎医学棟 3 階会議室＆中央研究施設機能部門第 4 機器室…「アプライドバイオシステムズ社：リア

ルタイム PCR　Quant…Studio…12K…テクニカルセミナー／取り扱い説明」② 2016/6/29…基礎医学棟 3 階会議室「ZEISS
社：超解像顕微鏡セミナー・光学顕微鏡による蛍光イメージングは組織や細胞内におけるさまざまな現象を観察する」

【委員会等】
（1）中央研究施設運営委員会

①第 63 回中央研究施設運営委員会：平成 28 年 6 月 13 日（月）15 ～ 16 時，基礎医学棟 2 階　実習室 B におい
て以下が審議された．1．平成 28 ～ 29 年度中央研究施設運営委員会の体制について坂本委員長より，新委員の紹
介が行われた．2．学内外の補助金と設置希望機器に関して a）…助成金が必要と思われる大型研究機器に関して，現
状と整備の必要性に関する説明が行われた．b）…平成 27 ～ 28 年度に設置された機器について報告された．…c）　新
たな文部科学省の私立大学等教育研究活性化設備整備補助金」のタイプ 3「産業界・他大学等との連携」について説
明がなされ，審査方法がポイント制であり，「企業・他大学との協議の手続を踏まえた設備であること」の条件を満
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たすために整備希望装置に関する協議内容や議事録，会議資料を提示する必要がある旨報告された．d）…平成 27 年
度研究マインド支援グラントについて申請，採択状況が説明された．3．医学研究センター共同利用実験室の利用状
況について共同利用実験室の現在の利用状況にについて説明された．4．中央研究施設実験動物部門の感染対策につ
いて説明された．5．その他，「化学物質リスクアセスメント義務化による化学物質調査実施及び各部署によるリス
ク評価の作成」について至急利用者向け要望書を勘案することとなった．②第 64 回中央研究施設運営委員会：平成
28 年 9 月 21（水）～ 29 日（木），メーリングリスト会議により以下が審議された．1．各部門会計報告に関して
審議された．RI 部門において管理モニターの修理，実験動物部門において酸性水（床面等消毒・清掃用）製造装置
の更新とウサギの飼育設備の修理費について説明された．2．委員長より，私立大学等教育研究活性化設備整備補助
金・タイプ 3 への対策として，他大学との連携に関して進捗状況が説明され，了承された．3．設置希望機器の今年
度の申請・採択状況が報告された．4．人事に関して以下の報告がなされた．当該運営委員会の委員である免疫学教
室：川野…雅章准教授が，10 月 1 日より機能部門を兼担することとなった．③第 65 回中央研究施設運営委員会：平
成 29 年 2 月 13（月）～ 17…日（金），メーリングリスト会議により以下が審議された．1．RI 部門…小野　啓…部門長
の異動に伴う後任人事に関して坂本委員長より以下の説明があり，RI 部門長の後任人として内分泌内科・糖尿病内
科運営責任者である島田…朗教授より，その後任として同科の一色政志准教授の推薦があり，新たな部門長として承
認された．

（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 28 年 4 月：第 89

～ 91 回，5 月：92 ～ 94 回，6 月：95 ～ 98 回，7 月：99 ～ 103 回，8 月：104，105 回，9 月：106，107 回，
10 月：108，109 回，11 月：110，111 回，12 月：112，113 回，平成 27 年 1 月：114 回，2 月：115 ～ 117 回，
3 月：118,119 回動物実験小委員会．計 65 件の申請書について審議が行われた．

【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」
について共同研究が遂行され学会報告，論文作成が行われた．また，城西大学薬学部…薬品製造化学との共同研究契
約書が取り交わされた．

4．評価と次年度目標
　共同利用施設としての老朽化，不要物品・試薬の廃棄による共同利用スペースの確保と整理の必要性が逼迫してお
り全キャンパスレベルでのチェックを啓蒙するために，まず毛呂山キャンパスを中心に見直しを進め，問題点等を抽
出している．長期的な計画として取り組む予定である．
実験動物施設における感染対策に関しては，極めて良好な結果が得られた．感染動物の検出はゼロとなり，その状態
が維持されている．助成金申請に関わる変化が大きい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を獲得することを目的として活動して来たが，他大学との連携が重要な面があり，現在
新たな 1 大学と連携を模索している．
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3．知財戦略研究推進部門

1．構成員
部門長　岡﨑康司（OKAZAKI,…Yasushi）：ゲノム医学研究センター所長：教授（任期：H29.3.31）
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：H29.3.31）
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（人事異動：H28.6.30）
部門員　大沢和弘（OSAWA,…Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター：係長
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．セミナー・展示会等の開催
■ LDL 検査機器開発プロジェクト委員会…

埼玉県の「平成 27・28 年度医療系ものづくり産業埼玉プロジェクト」に採択されている，本学の内分秘・糖尿病内科，
井上郁夫教授の発明による，事業名：「心筋梗塞の予防・治療に役立つ悪玉 LDL（コレステロール）自動測定装置の開発」
事業の委員会を 7 回の実施し，成果報告書を埼玉県に報告した（平成 28 年度予算，1,000 万円）.…合わせて試作品
3 台を完成させ，平成 29 年度中に販売を予定している .
　［委員会日程］
　　第一回　平成…28 年…5 月…17 日（水）
　　第二回　平成…28 年…7 月…12 日（火）
　　第三回　平成…28 年…9 月…16 日（金）
　　第四回　平成…28 年 10 月…18 日（火）
　　第五回　平成…28 年 12 月……7 日（火）
　　第六回　平成…29 年…1 月…19 日（木）
　　第七回　平成…29 年…3 月…28 日（木）
　［共同研究体メンバー］
　　埼玉県産業振興公社　　埼玉医科大学
　　埼玉県立大学　　　　　東京都産業技術センター
　　株式会社…明日香特殊分析研究所
　　株式会社…常光　　　　…新和工業…株式会社
　　国立循環器病研究センター（協力機関）
■平成 28 年度…「埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助金」獲得活動
　申請者　：　大学・研究機関・産業支援機関
　補助金　：　上限 2,500 万円 / 年
　補助率　：　10 ／ 10

本学関係の 4 テーマを申請した .
埼玉県の第三者機関による審査の結果，全体の採択件数は 3 件で，本学が申請したテーマ
は残念ながら不採用だった .

　［テーマ，本学の先生，中核企業］
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①「網膜機能イメージイング装置の開発」
　保健医療学部…戸井田教授
　（株）ATA
②「赤外線イメージセンサーを用いたトイレ・浴室内見守りシステムの開発」
　総合医療センター…高度救命救急センター　間藤准教授
　（株）ケアコム
③「患部を照射する手術鉗子用照明装置の開発」
　国際医療センター…消化器病センター…合川准教授
　リソテックジャパン（株）
④「新 X 線管を用いた在宅医療用超小型 X 線装置の開発」
　国際医療センター総合診療・地域医療科…古屋教授　
　（株）ティアンドエス
　平成 29 年度は，「医工連携事業化推進事業補助金」（2,000 万円，10/10）に 9 テーマ応募した .

■彩の国ビジネスアリーナ 2017 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，今回は埼玉県のプロジェクト
である「心筋梗塞の予防・治療に役立つ悪玉 LDL（コレステロール）自動測定装置の開発」で成果が出た試作機を
埼玉県産業振興公社と協力してパネルと共に展示した．

開催日 :…平成…29…年…2 月 1，2 日
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：653 企業 ･ 団体　全 815 小間
来場者数：17,142 人

■ニーズマッチング…in…埼玉医科大学
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る . その活動の一環として「先進医療施設見学会」を実施しているが , 今回は
本学の総合医療センターで開催した .

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
いく事にした .

開催日 :…平成…29…年…2 月…18 日（土）…13:00 ～ 15:40
開催場所 :…国際医療センター…Ｃ棟 2 階会議室
参加者：38 企業・団体　全 51 名
プログラム

【第 1 部　臨床ニーズ発表会】
　開会挨拶
　　埼玉医科大学…専務理事　　　　　　　　棚橋紀夫…
　　埼玉県…産業労働部…先端産業課…主幹　　柳沢禎人
　　病院概要の紹介　　DVD　上映
　　臨床ニーズ発表
　　・PMDA の審査側から見たポイントについて
　　　PMDA 専門委員　神山信也（脳血管内治療科）…
　　・イントロダクション「臨床ニーズからはじまる医工連携」
　　　モデレーター：日本医工ものづくりコモンズ
　　　専務理事　柏野…聡彦
　①病棟看護師　　岡野…美由樹（主任）
　②運動呼吸リハビリテーション科　　高橋…秀寿（教授）
　　－名刺交換－
　③ ME サービス部　　関口　敦（課長）/…松田真太郎
　④乳腺腫瘍科　　　上田…重人（講師）
　　－名刺交換－
　閉会挨拶
　　埼玉医科大学…産学官連携アドバイザー　豊田浩一
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【第 2 部　臨床現場視察】
　国際医療センター…主要施設見学
応募があった 22 テーマ対して延べ 35 の企業からマッチング希望があり，順次面談を実施している . 企業からの提
案書の提出を受け，6 テーマについて「共同研究契約」の締結や . 試作，デモや最終提案待ちの状態である．
■在宅医療・介護機器研究会

在宅医療に携わる先生方から在宅医療や介護の現場での課題・要望や困っていること，あるいはこのような機器が
あるとよいなどのご意見をお寄せ頂き，企業からは解決のアイデアを集めて討議し，新たな医療機器開発のための研
究会を，平成 29 年度の埼玉県の研究会として認めてもらうために，準備会を 6 回ほど実施した .
（平成 29 年度の埼玉県の事業に採択された）
顧問　　古屋教授（埼玉医科大学）
　　　　児玉准教授（高崎健康福祉大学）
世話人　豊田（埼玉医科大学）
　　　　河合（県立リハビリテーションセンター）
　　　　五十嵐（（株）コスミックエムイー）
　　　　初雁（パラマウントベッド（株））
　　　　金本（埼玉県作業振興公社）　

3-2．知的財産権出願状況：27 件出願
　特願 2016-111350… 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
　特願 2015-552494… C 型肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出方法 , 及び C 型
… … … 肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出用キット
　2,934,243… … C 型肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出方法 , 及び C 型
… … … 肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出用キット
　15/103184… … C 型肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出方法 , 及び C 型
… … … 肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出用キット
　特願 2016-…94053… 光パラメトリック発振器
　特願 2016-…94042… 周波数変調 CARS 計測装置
　特願 2016-121108… 被験対象可視化装置
　特願 2016-140818… 増粘剤，組成物キット，組成物を増粘させる方法
　特願 2015-559872… 計測装置及び計測方法
　特願 2016-172876… がん患者における薬剤の治療効果の評価方法，治療効果の評価データの作成方法，治療効
… … … 果の評価装置及び治療効果の評価プログラム
　特願 2016-206293… 危険報知装置及び危険報知方法，並びに危険報知装置の校正方法
　PCT/JP2016/082095… 膵内分泌細胞の製造方法，及び分化転換剤
　201611041668.6… 免疫誘導剤およびその製造方法
　16201293.4… … 免疫誘導剤およびその製造方法
　15/363,748… … 免疫誘導剤およびその製造方法
　15/387,951… … 免疫賦活化剤およびその製造方法
　特願 2016-572798… 二本鎖核酸分子，DNA，ベクター，癌細胞増殖抑制剤，及び医薬
　15/318,576… … 二本鎖核酸分子，DNA，ベクター，癌細胞増殖抑制剤，及び医薬
　15815940.0… … 膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
　15/323,576… … 膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
　特願 2016-531476… 膵内分泌細胞及びその製造方法，並びに分化転換剤
　特願 2016-550123… ペプチド結合リポソーム，細胞傷害性 T リンパ球活性化剤，及び抗腫瘍ワクチン
　特願 2016-207898… 関節リウマチに対する生物学的製剤の治療効果を予測する方法，およびそれを用いて最適
… … … な薬剤を選択する方法
　特願 2016-250667… 骨代謝阻害活性を有する新規化合物及びその製造方法
　商願 2016-144200… フリックカルテ【標準文字】
　特願 2017-18649… 医療機器のイベント通知システム及び方法
　特願 2017-20685… がん免疫療法の臨床効果を予測する免疫学的バイオマーカー
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　知的財産権成立：21 件　　　　
　特許第 5930984 号（日本）… 形状測定装置
　特許第 5930967 号（日本）… C 型肝炎ウイルスリポソームワクチン
　9284557（米国）… … DOUBLE-STRANDED…NUCLEIC…ACID…MOLECULE,…CANCER…CELL…PROLIFERATION…
… … … … INHIBITOR…AND…PHARMACEUTICAL…AGENT…SUITABLE…FOR…PREVENTION…OR
… … … … …TREATMENT…OF…CANCER　
　特許第 5953897 号（日本）… リポ蛋白質の粒子径の決定法及びリポ蛋白質の粒子マーカ
　特許第 5946927 号（日本）… 手術標本回収鉗子，及び手術標本回収袋
　特許第 5976922 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 5987063 号（日本）… 分化多能性幹細胞の製造方法

2615104（欧州）… … C 型肝炎ウイルスリポソームワクチン
特許第 5969447 号（日本）… 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方法
特許第 6000239 号（日本）… 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
9458210（米国）… … 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
CNZL201380027230.0（中国）…膵臓ホルモン産生細胞の生産方法及び膵臓ホルモン産生細胞，並びに分化誘導促…
… … … … 進剤
特許第 6007264 号（日本）… 脱髄疾患治療薬
特許第 6019288 号（日本）… 脂質異常症または高脂血症の表現型を簡易的に分類または判定する方法
9579092（米国）… … 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
9521953（米国）… … 計測装置及び計測方法
2692735（欧州）… … 未変性 Cochlin-tomoprotein（CTP）に反応する抗体及びそれを用いた CTP の測…
… … … … 定方法
特許第 6082693 号（日本）… 加齢黄斑変性易罹患性の判定方法及び判定キット
特許第 6097703 号（日本）… 軸対称偏光変換素子
9579092（米国）… … 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
著作権… … … がん患者支援スマートフォンアプリケーションの開発

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 .

・特許を受ける権利譲渡に係る契約 1 件 216 千円
・ノウハウ提供に係る契約 2 件 4,060 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 6 件 10,170 千円
本年度は，総計 14,446 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 14,446 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
村越隆之（MURAKOSHI,…Takayuki）部門長　教授　医学部　生化学
杉山聡宏（SUGIYAMA,…Toshihiro）副部門長　講師　大学病院　整形外科
大竹　明（OOTAKE,…Akira）部門員　教授　大学病院　小児科
森　　隆（MORI,…Takashi）部門員　教授　総合医療センター　研究部
町田早苗（MACHIDA,…Sanae）部門員　助教　医学研究センター
小谷尚弘（NAOHIRO,…Kotani）部門員　准教授　医学部　生化学

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としている．

3．活動報告
1）学内グラントの助成
　平成 28 年度学内グラントに対し，丸木記念特別賞 8 件，一般 32 件，計 40 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，丸木記念特別賞 1 件，一般 27 件，関口記念特別賞
1 件，計 29 件の研究テーマが採択された．
2）研究倫理の管理
　倫理審査を受けた論文投稿報告システムとして，平成 28 年度は 51 件の報告を受け，前年度に比べ 28 件増加した．
　論文剽窃検出ソフト，アシストマイクロ社「iThenticate」を研究マインド支援グラント（共通部門研究費）を得て
購入した．運用はH29年 4月からの1年間の試験的なものであり，埼玉医大雑誌投稿論文，学位審査論文を中心とし，
さらに一般の研究室単位でも利用を呼びかけることを計画している．
3）科学研究費獲得状況の把握
　平成 28 年度の科研費採択結果は，申請総数 203 件（申請率 15.2％）に対し，新規採択 45 件（採択率 22.2％），
採択総額 208,490 千円であった．昨年度より採択率はやや増加したものの，申請数・率，採択総額はやや減少した．
採択総額はいまだに平成 25，26 年度（2 億 3 千万円台）には及んでいないので，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．そのためにも，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，翌年の文部科学省科学研究費補助金の採択獲得に至るという形で効果が
出ている．今後もこの制度による科研費実績を挙げる事が重要と考える．
2）研究倫理の管理
　RA（リサーチアドミニストレーション）センター稼動に伴いこの部署との有機的連携を深め，益々厳しくなると
思われる研究倫理維持活動を実施してゆきたい．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，アシストマイクロ社「iThenticate」システムの試験的導入と本格運用に向けた準備を行う．
3）科学研究費獲得の支援
　今後も学内グラント助成を科研費申請と関連づける事により，科研費獲得への側面からの支援を行う計画である．
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5．安全管理部門

1．構成員
部門長　赤塚俊隆（AKATSUKA,…Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H30.3.31）
感染分野

副部門長　松井政則（MATSUI,…Masanori）：微生物：准教授（任期：H30.3.31）
部門員　河村　亨（KAWAMURA,…Toru）…臨床検査医学・中央検査部：係長（任期：H30.3.31）
部門員　堀江公仁子（HORIE,…Kuniko）…ゲノム医学遺伝子情報制御：教授（任期：H30.3.31）
部門員　森　隆（MORI,…Takashi）…:…総合医療センター研究部：教授（任期：H30.3.31）
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：准教授（任期：H30.3.31）
部門員　佐藤正夫（SATO,…Masao）…保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H30.3.31）

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：H30.3.31）
部門員　森　隆（MORI,…Takashi）…:…総合医療センター研究部：教授（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　奥田晶彦（OKUDA,…Akihiko）…ゲノム医学研究センター：教授（任期：H30.3.31）

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：H30.3.31）
部門員…池田正明（IKEDA,…Masaaki）：生理学：教授（任期：H30.3.31）
部門員　森　隆（MORI,…Takashi）：総合医療センター…研究部：教授（任期：H30.3.31）
部門員　松井政則（MATSUI,…Masanori）：微生物学：准教授（任期：H30.3.31）
部門員　千本松孝明（SENBONMATSU,…Takaaki）：RA センター：教授（任期：H30.3.31）
部門員　荒木智之（ARAKI,…Tomoyuki）：生化学：講師（任期：H30.3.31）
部門員　小野　啓（ONO,…Hiraku）：中央研究施設…RI…部門：講師（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　長谷川幸清（HASEGAWA,…Kosei）：国際医療センター：准教授（任期：H30.3.31）
部門員　池田和博（IKEDA,…Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H30.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO,…Tomotaka）: ゲノム医学研究センター : 助教（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）

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：H30.3.31）
部門員　西川　亮…（NISHIKAWA,…Ryo）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO,…Tomotaka）：ゲノム医学研究センター :…助教（任期：H30.3.31）

薬物分野 
副部門長　丸山　敬（MARUYAMA,…Kei）…薬理学：教授（任期：H30.3.31）
部門員　西本正純（NISHIMOTO,…Masazumi）…ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H30.3.31）
部門員　岸野　亨（KISHINO,…Tohru）：総合医療センター薬剤部：部長（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）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：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　飯塚裕幸…（IIZUKA,…Hiroyuki）：中央研究施設…RI 部門：助教（任期：H30.3.31）
部門員　西本正純…（NISHIMOTO,…Masazumi）…ゲノム医学実 RI 実験施設：講師（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　西川　亮（NISHIKAWA,…Ryo）…国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H30.3.31）
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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：H30.3.31）

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
学内で実施される BSL2 以上の病原体等を扱う実験に関して，病原性微生物等管理委員会で管理できるように，１）

埼玉医科大学病原体等安全管理規則第 13 条，第 18 条の改正，２）指定実験室使用申請書，指定実験室使用終了届，
病原体等取扱申請書，病原体等移動（受入）申請書，病原体等分与（譲渡）申請書，病原体等廃棄届の各様式の改正，３）
承認書様式の追加，が行われた．その新制度に基づき，平成 28 年度は病原体等取扱申請書が 5 件，病原体等移動（受
入）申請書が 3 件，指定実験室使用申請書が 1 件提出され，病原性微生物等管理委員会で審議が行われた．平成 29
年 3 月末までに承認されたものは，病原体等取扱申請書が 3 件，病原体等移動（受入）申請書が 2 件，指定実験室
使用申請書が 1 件であった．
　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．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．
廃液等環境分野
　毛呂山・日高・川越キャンパスで発生する実験廃液の処理，及び排水基準の管理については，それぞれのキャンパ
ス毎に確固たる管理体制を築いて対応している．具体的には，毛呂山，川越及び日高キャンパスでは，それぞれ施設部，
事務部施設課，及び事務部総務課施設担当が，独自に，もしくは必要に応じて専門業者に委託するなどにより，責任
をもって対応している．かつ，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．なお，平
成 29 年 3 月末現在において，当該分野に関して全学レベルで全く問題は生じておらず，それ故，廃液等に関して適
正に管理できていると考えている．一方，労働安全衛生法の一部改訂により，平成 28 年 6 月から化学物質リスクア
セスメントが義務化されたが，本件は，当廃液等環境分野とも少なからず関係すると考えられるので，学内に設定さ
れた委員会である化学物質管理等対策会議における議論及び決定事項を踏まえ，廃液に関しての現状の管理体制に修
正すべき点があるか委員間において随時議論している．
DNA 分野
　平成 28 年度の大きな変更点は，本委員会事務局のゲノム医学研究センター遺伝子治療部門から RA センターへの
移管，各種申請書式の改定，講義収録システムを活用した教育訓練講義受講の簡易化の 3 点である．
　今年度の遺伝子組換え生物等の使用等における審査申請状況は次の通りである．第二種拡散防止措置申請書（承認
25 件），内容変更（承認 20 件），譲渡届（承認 6 件）．また，使用中もしくは使用予定の P1A 実験施設について審
査査察を実施し，11 件を承認した．さらに，委員および申請者の負担軽減，効率的な事務処理のため，電子システ
ムによる申請・審査が可能か検討を開始した．
　その他に，研究マインド支援グラントに採択され，P2 実験室に設置している安全キャビネットの保守点検を行う
ことにした．順次点検を実施し，必要に応じてフィルターを更新している．
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実験計画書の審査が行われている．平成 28 年度，各キャンパスから提出された動物実験計画
書 244 件…[ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：82 件，P2A 実験：12 件），感染実験（ABSL1
実験 :7 件，BSL2 実験：11 件，劇物使用実験：2 件，RI 使用実験：9 件）]，動物実験中間報告書・自己点検票 187
件，動物実験結果報告書・自己点検票 57 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 53 件，動物実験（終了・中止）
報告書 57 件，実験室設置承認申請書 31 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．動物
実験の自己点検票（様式８）と飼養保管状況の点検票（様式 9）により，平成 28 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
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の内容を外部閲覧可能なホームページに掲載した．
1．機関内規程・規則（埼玉医科大学動物実験規程，埼玉医科大学動物実験委員会規則）
2．自己点検評価の結果
3．外部検証の結果
4．飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5．その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験

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

物実験（終了・中止）報告書（様式 3），…動物実験（中間・結果）報告書（様式 4），…飼養保管施設設置承認申請
書（様式 5），…実験室設置承認申請書（様式 6），…施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届（様式 7），動物実
験の自己点検票（様式 8），飼養保管状況の点検票（様式 9））

薬物分野
　現在，麻薬申請の申請窓口は薬理学教室である．しかし，本学において同様の規制薬物である抗精神病薬の管理は
異なる事務部署であり業務が分散して行われていた．薬物乱用など社会的影響が大きい，麻薬・抗精神病薬管理の厳
格化の社会的要請を鑑み，業務の統一化をはかるため RA センターへの移行と学内ルールづくりを順次行っている．
これに伴い，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．従来からの継続課題とし
て，労働安全衛生法改正により必要となる大学全体の薬物の統合的管理の可能について検討を行っている．これに関
しては学長の指示のもと化学物質管理等対策会議が組織され検討が行われている．統合的管理の第一歩として，不要・
不急の化学物質の廃棄の実施の検討と医学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，管理方法のルールづくりなどに関して慎重に検討を継続して
いる
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 月に第三研究棟 RI 研究施設において行った．既登録者のための
再教育訓練は 3 月に開催した．参加者は，32 名であった．原子力規制庁の立ち入り検査後，1 年をかけ，RI 施設の
図面と照合しながら管理区域内の排水・排気設備，壁・床等の点検を細かく行った．大きな問題点はなかったが，老
朽化してきているため，不具合箇所が発見された際には速やかな対応が必要となってきている．また管理に関わる書
類についても見直しを行い，実際の使用等に合わせてより整合性のあるものに変更した．

4．評価と次年度目標
　ここ何年かは法令等の改正により，対応が迫られた案件が多くなっている．このため，次年度は法令等が求める基
準や体制整備への本学の対応について，自己点検により体制整備の状況を確認し，もし不十分な項目があれば，改善
策を立案，実施する必要がある．
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6．フェローシップ部門

1．構成員
部門長　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：H30.3.31）
副部門長　髙田　綾（TAKADA,…Aya）：法医学：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（任期：H30.3.31）
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：H30.3.31）
部門員　石原　理（ISHIHARA,…Osamu）：産婦人科学教室：教授（任期：H30.3.31）
部門員　鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）：保健医療学部・臨床検査学科：教授（任期：H30.3.31）
部門員　淡路健雄（AWAJI,…Takeo）：薬理学教室：准教授（任期：H30.3.31）
部門員　村松俊裕（MURAMATSU,…Toshihiro）国際医療センター心臓内科：教授（任期：H30.3.31）

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

随時メール会議を開き，迅速に対応した．
①第 1 回　部門会議（平成 28 年 5 月 10 日（火）～平成 28 年 5 月 11 日（金）：メール会議）
　　　　　出席 8 人…欠席 0 人
　オブザーバー（丸山前部門長，木村前部門員）
　議事：新しい部門体制の確認と前年度部門報告の作成（議事録無，運営会議報告）
②第 2 回　部門会議（平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28 年 7 月 12 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」募集内容について（議事録無，運営会議報告）
　オブザーバー（松下研究センター長，庶務課）
③第 3 回　平成 28 年 7 月 15 日（金）～平成 28 年 8 月 18 日（木）：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」の現状分析と理想的精度の提案（議事録有，運営会議報告）
　オブザーバー（松下研究センター長，庶務課，別所学長）
④第 4 回　平成 28 年 9 月 14 日（水）～平成 28 年 9 月 21 日（水）：メール会議
　　　　　　出席 8 人…欠席 0 人
　オブザーバー（松下研究センター長，庶務課，別所学長）
　議事：平成 28 年度「私費外国人留学生等奨学生」募集内容について（議事録無，運営会議報告）
⑤第 5 回　平成 28 年 11 月 15 日（月）～平成 28 年 11 月 30 日（水）：メール会議
　　　　　　出席 8 人…欠席 0 人　
　オブザーバー（松下研究センター長，庶務課，別所学長）
　議事：平成 28 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）
⑥第 6 回　平成 29 年 1 月 6 日（金）～平成 29 年 1 月 13 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」候補者（第 2 位）の辞退について（議事録有，運営会議報告）
⑦第 7 回　平成 29 年 2 月 10 日（金）～平成 29 年 2 月 16 日（木）：メール会議
　　　　　　出席 8 人…欠席 0 人
　オブザーバー（庶務課，丸山前部門長）
　議事：平成 28 年度「私費外国人留学生等奨学生」候補者（番外）の再審査（議事録有，運営会議報告）
⑧第 8 回　平成 29 年 2 月 20 日（月）～平成 29 年 2 月 24 日（金）：メール会議
　　　　　　出席 8 人…欠席 0 人
　オブザーバー（庶務課，丸山前部門長）
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　　平成 28 年度「私費外国人留学生等奨学生」候補者（番外）の再審査（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
　奨学金制度は全学的な問題であるため，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
　平成 28 年度の非常勤研究者の生活支援制度が不確定のために，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」は，11 月上旬に募集，同月下旬に応募者 4 名（外
国人継続 1 名，新規 1 名，日本人 2 名）の選考を行い，その内容を 12 月の教員代表者会議に答申した．その後，候
補者（第 2 位）の指導者より，候補者が民間の奨学金を獲得したため本奨学生を辞退する旨の申し出を受けた．

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度は，部門長・副部門長の交代により業務が滞ることのないよう部門全体で協力しながら取り組んだ．
平成 29 年度も，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する．
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7．研究評価部門

1．構成員
　部門長　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：H30.3.31）
　部門員　徳元康人（TOKUMOTO,…Yasuhito）：アドミッションセンター：講師
　　　　　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．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ている．
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1．国際交流センター

1．構成員
センター長　藤巻高光（FUJIMAKI,…Takamitsu）：脳神経外科：教授（任期：H30.3.31 まで）
副センター長　魚住尚紀（UOZUMI,…Naonori）：生化学：講師（任期：H30.3.31 まで）
副センター長　橋本正良…（HASHIMOTO,…Masayoshi）:…総合診療内科：教授（（任期：H30.3.31 まで）
荒木信夫（ARAKI,…Nobuo）：神経内科：教授（兼担）
茅野秀一（KAYANO,…Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科：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）
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）
田丸淳一（TAMARU,…Junichi）：総合医療センター病理部：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）
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）
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」
　20 名の本学学生の派遣，および海外の提携大学より 20 名の留学生の受入れを行った．本年はアメリカ・ジョン
ズホプキンス大学からも 10 年ぶりに留学生を受け入れた．ドイツ・シャリテベルリン医科大学へは先方からの要請
により派遣学生の数を 4 名から 2 名に減員した．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．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 7 回実
施された．
3-2．「春季語学研修制度 English…for…Health…Science…Purposes」
　本年度はアメリカ・ロサンゼルスとサンフランシスコの2ヶ所で研修を行った．事前学習として参加者オリエンテー
ションを 5 回開催した．参加者は医学部 22 名，保健医療学部 8 名であった．
3-3．「教員短期留学制度」
　前年度末に行った募集と選考により選出された 5 名の教員の留学の支援を行った．また，相互交換留学協定によ
る海外からの留学者の受け入れ，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 25 回開催され，のべ参加者数は 289 名であった．年末には丸木記
念館においてクリスマスパーティーを予定していたが，丸木名誉理事長偲ぶ会として開催し，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 9 号，10 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・センメルワイス大学訪問団が来日し，「センメルワイス没後 150 年記念展示会」や学術集会な
どを開催した．6 月には藤巻センター長がイギリス・リバプール大学を学会出張の折り訪問し，他の国際交流センター
関係教員も交換留学相手公を訪問するなど交流を深めた．
学生相互交換留学制度　交換留学生一覧
Linkoping…University 髙橋…聖彦 松田…紘佳
Charite…University…Medicine…Berlin 中村…翔 佐藤…彩
University…of…Liverpool 井上…博介 根本…慎
University…of…Manitoba 竹本…知加 福田…晃子
University…of…Bochum 宇藤…明 水野…謙太
Albert…Einstein…College…of…Medicine 板橋…由己 藤村…果央
Johns…Hopkins…University 川口…雄生 古屋…匡史
Chang…Gung…University 谷崎…誠 忽滑谷…智紀

Linkoping…University Felicia…Hansson Stina…Arwidson
Charite…University…Medicine…Berlin Lisa…Assmus Daniil…Skornyakov
University…of…Liverpool Johnson…Chean Hannah…Fenn
University…of…Manitoba Michael…Onotera Lauren…Martens
University…of…Bochum Wasim…Atarie Julia…Serwas
Albert…Einstein…College…of…Medicine Liz…Liu Evan…Tamura
Chang…Gung…University Patrick…Mullane Jesse…Qualliotine
Semmelweis…University Yu-Jen…Chen Pang-Yen…Kuan
University…of…Pecs Tamas…Fazekas Dora…Vajk
Semmelweis…University 川崎…真央 川田…泰輔
University…of…Pecs 菊地…健太郎 宮田…彩可

春季語学研修　参加者一覧
アメリカ・ロサンゼルス（平成 29 年 3 月 5 日～ 3 月 20 日）
医学部 相澤　和 悦田　浩太郎 遠藤　博文 川島　麗未

神田　ゆきの 小林　純 篠澤　絵里菜 永井　陽
橋本　淳貴 山本　航史郎 渡邉　真優

保健医療学部 川鍋　栞利 阿部　楓 飯島　早紀 吉田　裕美
アメリカ・サンフランシスコ（平成 29 年 3 月 12 日～ 3 月 27 日）
医学部 相庭　晴紀 青山　明弘 小川　百花 関口　迪留

星原　祐輝 松﨑　佑希乃 山縣　洸 山﨑　夏美
山下　博美 山髙　大樹 米山　史華

保健医療学部 湯浅　美咲 佐野　陽加 前田　美帆 関根　宏介

教員短期留学制度　留学者一覧
阿部　裕一 小児科 講師 ボストン小児病院

（アメリカ，ボストン）
森口　武史 医学部教養教育 講師 クイーンズランド大学

（オーストラリア，クイーンズランド）
寺本　由紀子 国際医療センター

皮膚腫瘍科・皮膚科
助教 テュービンゲン大学

（ドイツ，テュービンゲン）
神山　哲男 総合医療センター

心臓内科
助教 Cedars-Sinai…Medical…Center

（アメリカ，ロサンゼルス）
松枝　秀世 総合医療センター

救急科（ER）
助教 センメルワイス大学

（ハンガリー，ブダペスト）

Gabor…Szalai ペーチ大学（ハンガリー共和国） 国際医療センター呼吸器外科
Laszlo…Deres 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

本年は先方からの依頼によりペーチ大学より 2 名の留学者を受け入れた．センメルワイス大学からは先方の都合
により来日が延期になり年度をまたいでの受け入れとなった．
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4．評価と次年度目標
22 年目となった「学生相互交換留学制度」，11 年目となった「春季語学研修制度」，また 8 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 29 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 29 年 3 月 31 日）
土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：副センター長 , 副学長… （任期 : 平成 29 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 29 年 3 月 31 日）
渡辺修一（WATANABE,…Shu-ichi）：入試問題統括部門長，医学部入試実施委員会委員長，生理学教授
… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）
丸木清之（MARUKI,…Kiyoyuki）：広報部門長，理事長… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
田島賢司（TAJIMA,…Kenji）：事務部門長，事務局長… （任期 : 平成 28 年 5 月まで…）
茂木　明（MOGI,…Akira）：事務部門長，事務局長… （任期 : 平成 28 年 6 月より平成 29 年 3 月 31 日）

（別所正美）（BESSYO,…Masami）：医学部ブランチ長（任期 : 平成 29 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 29 年 3 月 31 日）
内田和利（UCHIDA,…Kazutoshi）：医学部入試事務室長，大学事務部長
… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 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 6 月まで）
村嶌隆義（MURASHIMA,…Takayoshi）：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 7 月より平成 29 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 29 年 3 月 31 日）
所ミヨコ（TOKORO,…Miyoko）: 短期大学副学長… （任期：平成 29 年 3 月 31 日）
中村美智子（NAKAMURA,…Michiko）: 附属総合医療センター看護専門学校入試責任者
… 附属総合医療センター看護専門学校副校長
… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）
藤山トキ（FUJIYAMA,…Toki）: 埼玉医療福祉会看護専門学校入試責任者 , 埼玉医療福祉会看護専門学校副校長
… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）
市岡正適（ICHIOKA,…Masayuki）: 保健医療学部入試実施小委員会委員長 , 保健医療学… 部健康医療科学学科教授
… （任期：平成 29 年 3 月 31 日）【科目責任者（医学部）】
渡辺修一（WATANABE,…Shu-ichi）医学部問題作成責任者（任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
藤森千尋（FUJIMORI,…Chihiro）: 英語… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
向田寿光（MUKAIDA,…Toshimitsu）: 物理… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
山崎芳仁（YAMAZAKI,…Yoshihito）: 生物… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
鈴木　正（SUZUKI,…Sei）: 数学… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）
森口武史（MORIGUCHI,…Takeshi）: 化学… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）
米岡裕美（YONEOKA,…Hiromi）: 小論文… （任期 : 平成 28 年 4 月より平成 29 年 3 月 31 日）

【科目責任者（保健医療学部）】
（市岡正適）（ICHIOKA,…Masayuki）: 国語… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
下岡聡行（SHIMOOKA,…Toshiyuki）: 数学… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
戸井田昌宏（TOIDA,…Masahiro）: 物理… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
鈴木正彦（SUZUKI,…Masahiko）: 化学… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
上滝圭介（KAMITAKI,…Keisuke）: 英語… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
金子優子（KANEKO,…Yuko）: 生物… （任期 : 平成 29 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 29 年 3 月 31 日）
長戸康孝（NAGATO,…Yasuyuki）: 特任講師 : 国語… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
池田　豊（IKEDA,…Yutaka）: 特任講師 : 化学… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
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齋藤直樹（SAITOU,…Naoki）: 特任講師 : 英語… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
丸山光夫（MARUYAMA,…Mitsuo）: 特任講師 : 数学… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）
杉山　崇（SUGIYAMA,…Takashi）: 特任講師 : 物理… （任期 : 平成 29 年 3 月 31 日）

【事務局】
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 29 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埼玉
医療福祉会看護専門学校が，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 28 年 4 月 26 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 28 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 29 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）］

富谷智明（TOMIYA,…Tomoaki）センター長，健康推進センター教授…
井上郁夫（INOUE,…Ikuo）健康推進センター教授（平成 29 年 2 月～）

＜毛呂山キャンパス＞
富谷智明（TOMIYA,…Tomoaki）
井上郁夫（INOUE,…Ikuo）
丸山義明（MARUYAMA,…Yoshiaki）健康管理センター教授　兼担
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（~ 平成 28 年 11 月 30 日）
長島聡子（NAGASHIMA,…Satoko）保健師（平成 28 年 12 月 1 日～）
福田孝雄（FUKUDA,…Takao）事務員（～平成 28 年 6 月 30 日）
三矢寿子（MIYA,…Hisako）事務員（平成 28 年 7 月 1 日）

・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

古屋大典（HURUYA,…Daisuke）室長　国際医療センター総合診療・地域医療科教授　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
小川晴美（OGAWA,…Harumi）医師　国際医療センター心臓内科　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
内山　恵（UCHIYAMA,…Megumi）看護師（～平成 28 年 3 月 24 日）
相庭かおり（AIBA,…Kaori）保健師（平成 28 年 3 月 8 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

教職員部門
毛呂山キャンパス
1　健康診断
1）雇入健康診断
　【対象者】　平成 28 年度　埼玉医科大学法人毛呂山キャンパス　
　　　　　　新入職者　267 名（男性 101 名，女性 166 名）
2）前期健康診断
　【対象者】全教職員
3）後期健康診断
　【対象者】　＊深夜業務に月平均 4 回以上従事する教職員（対象期間 H28.6 月～ 11 月）
　　　　　　＊特殊健康診断（電離放射線）対象の教職員
　　　　　　＊ホルムアルデヒドに暴露される業務に従事する教職員
　　　　　　＊エチレンオキシドを用いて行う滅菌作業に従事する職員
　　　　　　＊キシレンを用いて行う作業に従事する教職員
4）健康診断事後措置

項目ごとにパンフレットを作成し，健診結果に同封し，結果を配布．
緊急性の高い教職員に対しては，結果配布前に電話連絡し，受診勧告や面談を実施．
健診結果から必要な教職員などを対象に健診後フォロー面談を実施．

2　メンタルヘルス対策
1）メンタル相談

（1）相談窓口の整備
　　　＊新入職者に対するオリエンテーションの実施
　　　＊全部署に対し，「こころとからだの悩み相談室」ポスター配布

（2）メンタル相談者　　※前年度，前月からの継続者数含む
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計

相談延べ件数 6 9 10 7 16 7 16 11 22 11 7 12 134
（うち新規相談延べ件数） 2 2 2 1 1 1 2 0 10 0 0 0 21

実質人数 4 7 7 6 9 5 8 6 13 8 5 4 82
（うち新規相談者数） 1 2 2 1 1 1 2 0 5 0 0 0 15

2）ストレスチェック
（1）概要
　「労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成 26 年 9 月）」等に基づき，「心理的な負担の程度を把握するための
検査（「ストレスチェック」）を教職員対象に実施．
　〇対象者数：…2809 名
　〇受検者数：1315 名（受検率 46.8％）
　〇高ストレス者数：192 名（14.6％）
　〇高ストレス面談実施者数：…4 名
3）メンタルヘルスケア研修

（1）管理者研修
　〇演題：「第 4 回管理者対象メンタルヘルスケア研修」職場のうつ－予防・対処法と復職支援
　　講師…：…医療法人和楽会　横浜クリニック院長　海老澤　尚　先生
　　日時…：…平成 29 年 3 月 16 日（木）18：00 ～ 19：00
　　参加者総数　153 名　　管理監督者 108 名（70.6％）　その他教職員 45 名 29.4％）
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3　過重労働対策
　月 45 時間以上の時間外労働者名簿及び基礎情報シートが人事課から報告される．
　〇報告数
　H28 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H29 年

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計
33 8 12 25 27 23 17 10 16 8 9 18 206

面談実施人数
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（人）

4　感染症対策
1）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
　実施状況
　○新入職者
　　【実施者】H28 年 4 月 1 日～ H29 年 3 月 31 日の新入職者 262 名

HCV 抗体価検査結果（人）
陰性 疑陽性 陽性

男 女 男 女 男 女
163 198 0 0 0 1

　○既職者
　　【申込者】535 名
　　【検査対象者】H24 年度以降，本検査を実施していない方
　　　検査対象者：215 名（対象外 320 名はすでに全員が実施済）

HCV 抗体価検査結果（人）
陰性 疑陽性 陽性

男 女 男 女 男 女
78 130 0 0 0 1

2）インフルエンザワクチン接種
　 申込者 接種者 キャンセル 接種率

当キャンパス教職員
（川角キャンパス含む） 2210 2173 37 98.3%

委託・派遣教職員 306 294 12 96.1%
合　計 2516 2467 49 98.1%

3）感染症発症報告書
　 医師 看護師 教員 コメディカル 事務・その他 計

インフルエンザ 15 73 0 20 39 147
流行性結膜炎 2 3 0 2 1 8
感染性胃腸炎 0 4 0 1 0 5

その他 0 5 0 1 1 7
計 17 85 0 24 41 167

5　抗体検査およびワクチン接種歴報告書
　提出率　H28 年度入職者：251 名

報告書提出者（人） 報告書未提出者（人） 報告書提出率（％）
248 3 98.8

　事後処置
　未提出者への勧告は総務課が担当．報告書は総務課から各キャンパスの健康推進室へ送られ，健康推進室内で管理
される．
　当キャンパスでは，報告書の内容から条件を満たしていない者については，教職員健康カード配布時の封筒に勧奨
通知を同封している．
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6　教職員健康カードの配布
　【配布者】H28 年度新入職のうち，「入職時抗体検査及びワクチン接種歴報告書」提出者 248 名
　　…………　　…H28 年度 B 型肝炎抗体検査実施者 228 名
7　健康教育・啓発活動
1）健康教育

（1）労働安全衛生委員会講演会
　〇演題：「万病」のもと，糖尿病を断て
　　講師…：…埼玉医科大学…内分泌内科・糖尿病内科…教授…野田　光彦…先生
　　日時…：…平成 28 年 12 月 15 日（木）18：00 ～ 19：00
2）啓発活動

（1）「教職員・学生健康推進センター便り」
（2）ポスター
（3）パンフレット

川越キャンパス
1　健康診断
1）雇入時健康診断
　実施人数：新入職員 271 名，外部業者その他 132 名，カルガモの家 18 名　受診率：新入職員 100％
　実施人数：平成 28 年 5 月～平成 29 年 3 月　合計 141 名　受診率：100％
2）前期健康診断（定期）
　○実施人数：1933 名（総合医療センター職員）○受診率：100％
3）後期健康診断（特定業務従事者）
　○実施人数：1308 名○受診率：100％
4）健康診断事後措置
　各健康診断実施後に，年齢対象者（満 35 歳，満 40 歳，満 50 歳）と有所見者に対して，産業医・保健師が健康
診断後フォロー面談を実施．
2　職場復帰面談

1 か月を超える病欠または休職中の職員に，職場復帰可能の診断書が出た際に，産業医が面談を行い，就業上の配
慮についての意見を示している（意見書は所属長と人事課へ送付）．
3　過重労働対策
1）45 時間以上の時間外労働者の報告者数及び事後措置
　問診票の結果によって産業医が判断し，リスクの高いと思われる者に面接指導を行っている．
　○時間労働者数と事後処置の状況

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
45 時間以上の時間外

労働者人数 14 0 0 5 6 7 5 3 4 0 2 4

産業医面談
実施者 0 0 0 0 12 2 0 2 0 4 2 0

4　ストレスチェック
1）実施状況
　在籍労働者数　2719 名○受検者数：…1698 名（受検率　62％）
　○高ストレス判定者数：…270 名
　○面接実施者数：…10 名　意見書作成：8 名
5　心理相談
　臨床心理士，リエゾンナースの協力のもと，職員と学生の心理相談に対応している．
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6　感染症対策
1）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種

○ワクチン接種前の HBs 抗体検査　　
実施者数 陰性 弱陽性 陽性

新採用者・中途 204 106 10 88
既職者 73 42 6 25

計 277 148 16 113

　○ B 型肝炎ワクチン接種状況
対象者 実施者 キャンセル

新採用者・中途 1 回接種 4 4 0
3 回接種 109 109 0

既職員 1 回接種 5 5 0
3 回接種 64 60 4

合計 182 178 4

　○ワクチン接種後の HBs 抗体確認検査
実施者数 陰性 弱陽性 陽性

新採用者・中途 107 18 5 84
既職者 70 9 4 57
合計 177 27 9 141

2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
検査実施者数 陽性者

平成 28 年度 344 0

3）4 種抗体検査及びワクチン接種
　○ 4 種抗体価検査件実施者数（人）

水痘 麻疹 風疹 流行性耳下腺炎
平成 28 年度 183 162 166 185

　○ 4 種ワクチン接種実施者数（人）
水痘 麻疹 風疹 流行性耳下腺炎 MR

平成 28 年度 18 116 34 89 10

4）インフルエンザワクチン接種
職員数（名） 申込者数（名） 申込率（%） 接種者数（名） 接種率（%）

当院職員

全体 2317 2115 91.3 2096 99.1
医師 462 390 84.4 382 97.9

看護師 1149 1068 93.0 1059 99.2
教員 21 16 76.2 16 100.0

コメディカル 367 340 92.6 339 99.7
事務 153 149 97.4 149 100.0

その他 165 152 92.1 151 99.3
かわごえクリニック － 59 　 59 100.0

カルガモの家 78 70 89.7 70 100.0
外部・派遣 － 317 　 316 99.7

5）感染症発生報告書
　○報告件数（件）

報告件数　149
インフル
エンザ

感染性
腸炎 百日咳 流行性

角結膜炎
流行性

耳下腺炎 溶連菌 結核 手足口病 帯状疱疹

122 13 2 7 1 1 1 1 1
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7　針刺し・切創，血液・体液曝露フォロー

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 翌年
1 月 2 月 3 月 計

報告
件数 6 11 5 4 3 5 4 11 5 7 4 6 71

受診
者数 5 11 3 3 2 4 3 11 4 4 1 5 56

8　結核患者との接触後検診

9　郵送がん検診
　○申込者数：…119 名　　○申込項目数：…325 項目
10　健康まつり
　普段健康診断で測定できないような項目を集めた．

IN…BODY スモーカー
ライザー

ストレス度
チェック 血管年齢測定 血糖測定 メタボリ先生

　33 人
男 :12 人
女 :21 人

　5 人
男 3 人
女 2 人

　36 人
男 :12 人
女 :24 人

　36 人
男 :12 人
女 :24 人

　32 人
男 :12 人
女 :20 人

　6 人
男 :5 人
女 :1 人

日高キャンパス
1　健康診断
1）実施内容

（1）雇入時健康診断
　【受診者数】　246 名（外部受診含む）受診率 100％

（2）前期健康診断
　【受診者数】　1624 名（外部受診含む）受診率 100％

（3）後期健康診断
　【受診者数】　869 名（外部受診含む）受診率 100％

（4）雇入（中途）・復職者健康診断
　【受診者数】　83 名（外部受診含む）受診率 100％
4）健康診断事後措置
　緊急の対応を要する場合，結果発送前に電話にて結果を報告．受診勧奨を行う．また，医療受診の必要な人に対し
て，医療受診報告書を配布し受診勧奨を行う．
2　メンタルヘ相談

職種別面談回数 職種別対応回数
医師 看護師 事務 その他 合計 産業医 臨床心理士 保健師
3 80 3 18 104 32 28 44

3　過重労働対策
1）報告者および事後措置
　当センターでは，月 45 時間を超える時間外労働の報告が総務課より報告される．

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
月 45 時間以上
時間外労働者数 27 11 11 14 25 12 5 7 12 7 17 17 165

産業医面談
実施者数 4 1 1 2 5 0 1 2 2 2 1 1 22

4　ストレスチェック
　対象人数　2144 人　受講者数　1617 人　受講率 75％
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5　感染症対策
1）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種
　○抗体検査結果

実施者数 陽性者 陰性者
ワクチン接種前 297 141 156
ワクチン接種後 128 111 17

計 425 252 173

　○ワクチン接種状況
　　1 シリーズ 3 回（もしくは 2 シリーズ 3 回）接種者　119 名
2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査

検査実施者数 陽性者
295 0

3）インフルエンザ予防接種事業
対象：国際医療センター常勤職員数　（平成 28 年 11 月時点）：1647 人…希望：1500 人
希望なし：147 人（外部接種者 62 人，根拠あり 78 人，根拠なし 7 人）
接種人数（院内）：2135 人…　
国際医療センター常勤職員　　　　　　　　　　　……　1500 人
保医・ゲノム・川越・毛呂の研修医　　　　　　　　　…124 人
非常勤・派遣・アルバイト・秘書（医局雇）・委託会社　488 人
ボランティア……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 人
4）ワクチン接種歴及び抗体検査報告書

平成 28 年度入職者（人）※ 報告書提出者（人） 報告書提出率（％）
255 253 99.2

5）感染症発生報告
麻疹 風疹 水痘 ムンプス 流行性結膜炎 インフルエンザ

平成 28 年度 0 0 3 1 1 98

6　啓発活動
1）健康推進室便り
　5 月 1 日発行元気玉新聞「タバコ」
　10 月 11 日発行元気玉新聞「メンタルヘルス」

学 生 部 門 
医学部
1　定期健康診断

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計
対象者数（人） 135 135 135 132 116 140 793
受診者数（人） 135 135 135 132 116 140 793

受診率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

　総合判定結果
学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計

受診者数（人） 135 135 135 132 116 140 793

判
　
定

　
区

　
分

A　異常なし （人） 3 33 26 36 16 15 129
（％） 2.2％ 24.4％ 19.3％ 27.3％ 13.8％ 10.7％ 16.3％

B　経過観察 （人） 60 67 53 44 48 49 321
（％） 44.4％ 49.6％ 39.3％ 33.3％ 41.4％ 35.0％ 40.5％

C　要再検（健康推進室）（人） 6 8 11 11 16 5 57
（％） 4.4％ 5.9％ 8.1％ 8.3％ 13.8％ 3.6％ 7.2％

D　要再検（医療機関）（人） 59 24 40 33 26 47 229
（％） 43.7％ 17.8％ 29.6％ 25.0％ 22.4％ 33.6％ 28.9％

E　加療継続 （人） 7 3 5 8 10 24 57
（％） 5.2％ 2.2％ 3.7％ 6.1％ 8.6％ 17.1％ 7.2％
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2　予防接種
1）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）

（1）1 年生（135 人）
麻疹 風疹 麻疹・風疹混合 水痘 ムンプス

接種対象者… （人） 4 3 8 7 63
（％） 3.0％ 2.2％ 5.9％ 5.2％ 47.7％

接種者… （人） 4 3 8 7 63
（％） 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

（2）4 年生（132 人）
麻疹 風疹 麻疹・風疹混合 水痘 ムンプス

接種対象者… （人） 4 9 3 9 22
（％） 3.0％ 6.8％ 2.3％ 6.8％ 16.7％

接種者… （人） 4 9 3 9 22
（％） 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

2）B 型肝炎
1 年生 健康診断の抗体検査結果より HBs 抗体陰性の人 125 名

2 年生 前年度対象にならず今年度…HBs 抗体陰性となった人 1 名
前年度 1 シリーズを受けて，事後検査結果 HBs 抗体陰性の人 14 名

合計 140 名

学年 対象者数
（人）

接　種　者　数　（人）
第 1 回 第 2 回 第 3 回

1 年生 125 124
（未接種 1）

124
（未接種 1）

123
（未接種 1）

2 年生 15 15 15 14
（未接種 1）

計 140 139
（未接種 1）

139
（未接種 1）

137
（未接種 3）※

3）インフルエンザ
学年 学生数（人） 申込者数（人） 申込率（％） 接種者数 接種率（％）
1 年生 135 33 24.4 33 100.0
2 年生 135 38 28.1 37 97.4
3 年生 135 56 41.5 53 94.6
4 年生 132 64 48.5 61 95.3
5 年生 116 94 81.0 93 98.9
6 年生 140 113 80.7 105 92.9
計 793 398 43.4 382 96.0

3　学生健康推進室利用状況
1）症状及び月別利用人数

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
合計 159 152 193 125 35 179 178 189 122 112 99 44 1587
ベッド利用 4 1 1 1 2 1 1 11

2）他科紹介数
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

合計 9 17 16 9 2 13 9 7 8 4 8 2 104

3）心の相談報告
　○精神科医師面談　（18 名）
　○臨床心理士面談　（219 名）
4　診断書発行数　276 通
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5　意見書発行数　282 件
6　「学生健康カード」配布
　〇配布者：4 年生（123 人）

保健医療学部
1　定期健康診断　997 名受診
　健康診断事後措置
　【措置内容】要再検（健康推進室）：面談及び再検査
　　　　　　……要再検（医療機関）：受診指導及び受診結果報告書提出を依頼
2　予防接種
1）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）　13 名
2）B 型肝炎
3）インフルエンザ
3　学生健康推進室利用状況
1）症状及び月別利用人数　1729 名利用
2）心の相談報告　81 名利用
4　診断書発行数　279 通

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度の教職員・学生健康推進センターの業務は，滞りなく，また事故もなく完了した．労働安全衛生法の
改正に伴い本年度より導入されたストレスチェック制度も問題なく施行された．各健康推進室の業務を今一度振り返
り，次年度は更に質的充実を目指している．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
していきたい．… （文責　富谷智明）





915

情報技術支援推進センター

1．情報技術支援推進センター

1．構成員
　椎橋実智男（SHIIBASHI,…Michio）：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「医科学入門」（椎橋），「人体の基礎科学 1」（椎橋・高橋・吉田），「人体の基礎科学 2」（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：臨床検査学科 1 年生の「統計学」（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「医科学入門」90%，「人体の基礎科学 1」「人体の基礎科学 2」90%，2 年生の「機能系実習」95%，「選
択必修」の「プログラミング言語 perl」90%

保健医療学部：健康医療科学科 1 年生の「統計学」90%，2 年生の「医用工学実習」70%，看護学科 2 年生の「医
療情報学」90%

大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」95%，医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」85%，看
護学研究科修士課程の「看護情報処理論」95%

椎橋は医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」で平成 28 年度のベストティーチャー賞を受賞した．
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
た，試験問題の評価についても研究を行う計画である．
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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委員（椎橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本生理学会教育委員会委員（椎橋）
日本生理学会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）
日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会委員長（椎橋）
日本医学教育学会学習者評価委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会医学教育専門家認定制度委員会委員（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）
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
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の運用報告 .…

医療情報学 ,…36（3）:…135-144,…2016
学会発表
①鈴木康文 ,…吉田幸生 ,…近藤正巳 ,…椎橋実智男 .…Wiki を用いた外来診療担当医師表登録システムの構築 ,…第 36 回医

療情報学連合大会（第 17 回日本医療情報学会学術大会）,…横浜 ,…2016
②荒関　かやの，椎橋実智男，大西京子，齋藤恵，辻美隆，岡田浩一，茅野秀一，持田智，土田哲也 .…多肢選択式

試験における不適当問題の処理方法に関する比較 ,…第 48 回日本医学教育学会大会 ,…大阪 ,…2016
③辻美隆，荒関かやの，大西京子，齋藤恵，椎橋実智男，加藤仁，石橋敬一郎，森茂久，間嶋満，土田哲也 .…心電

図検査手技の教育と修得における共用試験 OSCE…と「学習・評価項目」改訂の影響 ,…第 48 回日本医学教育学会
大会 ,…大阪 ,…2016

④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質向上に影響する要因の
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検討 ,…第 48 回日本医学教育学会大会 ,…大阪 ,…2016
⑤柴崎智美，大野洋一，荒木隆一郎，佐藤真喜子，椎橋実智男，持田智，土田哲也，別所正美 .…CBT…の領域別能力

評価のための提案 ,…第 48 回日本医学教育学会大会 ,…大阪 ,…2016
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，土田哲也 .…学生への調査から作成した評価項目を用いた臨床実習評価の効果…－…3…年間
のデータの解析から－ ,…第 48 回日本医学教育学会大会 ,…大阪 ,…2016

著書
　該当なし
講演
　該当なし

【総数：論文…0…件，学会発表…8…件，著書…0…件，講演…0…件】
6-2．獲得研究費

①平成 28 年度日本医療開発機構研究費　「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業「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（椎橋）

②平成 28 年度日本医療研究開発機構研究費　障害者対策総合研究事業「脳脊髄液減少症における自律神経機能異
常の関与の検討」研究実施者（椎橋）

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

第 48 回日本医学教育学会大会プレコングレスワークショップ「新たな e ラーニングのコンテンツ開発環境とその
共有」,…大阪 ,…2016（椎橋）

7．自己点検・評価
本年度は，当センターの目的を達成するために下記の活動を行った．

7-1．主な活動
・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
・学内・学外ホームページのコンテンツ管理
・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

7-2．当センターの利用状況（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日）
・利用登録者数　教職員：3,352 名 ,…学　生：2,164 名
・施設内機器の利用
　延べ利用者数：1,081 名 ,…　延べ利用時間：763 時間
　大型ポスター印刷枚数：1,739 枚
・SMSNET の利用
　電子メール利用数：44,037,201 通
　WWW 接続回数：3,339,420,512 回（ファイルの転送回数）
　接続端末台数　約 3,800 台
　当センター内の設備の利用，ネットワークの利用については，上記に示した通り充分に使命を果たせたものと評

価している．IT 活用の医学教育を一層充実させるべく努力を重ねていく．
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1．卒前部門

1．構成員
部門長
○森　茂久（MORI,…Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
部門員
○土田哲也（TSUCHIDA,…Tetsuya）：大学病院皮膚科，医学教育センター長：教授
○間嶋　満（MAJIMA,…Mitsuru）：埼玉医科大学病院　リハビリテーション科：教授
○山本啓二（YAMAMOTO,…Keiji）：大学病院　心臓内科：教授
○辻　美隆（TSUJI,…Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授（医学教育センター兼担）
○加藤　仁（KATO,…Hitoshi）：医学教育センター，川越ブランチ長：准教授
○三橋知明（MITSUHASHI,…Tomoaki）：総合医療センター　臨床検査医学：教授
○金子公一（KANEKO,…Koichi）：国際医療センター　呼吸器外科：教授

2．目的
　本学医学部卒業生のキャリア・デザインを支援するために，医学教育センターと連携して，学生の段階での教育，
情報提供などを企画し，活動することを目的としている．

3．活動報告
（1）埼玉県地域枠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埼玉県地域枠奨学金受給学生の卒業後の進路
　平成 27 年度 3 月に卒業した 1 期生は，1 名が深谷赤十字病院で，他の 4 名は埼玉医科大学の病院群で初期臨床
研修を開始した．
②埼玉県地域枠奨学金受給学生の平成 28 年度選考
　平成 28 年度の埼玉県地域枠奨学金受給学生の選考面接が 8 月 26 日に開催され，応募者 19 名の中から 16 名が
選定された．
③埼玉県地域枠奨学金受給学生への説明会の開催
　12 月 10 日（土）に新規に選定された 1 年生を含む埼玉県地域枠奨学金受給学生（以下，埼玉県地域枠学生）
73 名中 46 名，および埼玉県庁医療整備課より 3 名，本学担当教職員の参加のもと，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，情報交換を兼ねた説明会を開催した．その後フォンテーヌで交流会を開催し，
医療整備課の方々と学生および教職員が，情報交換，質疑応答などを通して交流を深めることができた．
④埼玉県特定地域内指定病院群の見学
　平成 27 年度春期休暇中には埼玉県地域枠学生 5 年生と 4 年生を対象に埼玉県特定地域内の指定病院群である東
松山市民病院，熊谷総合病院，小川赤十字病院の 3 病院への見学を企画した．引き続き平成 28 年度夏期休暇中に
は秩父市立病院，熊谷総合病院，小川赤十字病院の 3 病院に学生 4 名が見学に行った．
⑤自治医科大学学生主催の夏期セミナーへの参加
　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，初めて参加した昨年度に引き続き本学の埼玉県地域
枠の 4 年生 1 名が参加した．
⑥埼玉県地域枠奨学金受給者テュータ
　埼玉県地域枠学生が埼玉県内で初期臨床研修を開始するのに際し，相談や指導をする機会が必要となるため，メ
ンター制度が整備され，1 名のメンターが 4?5 名の学生を担当することになった．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 名のメンターが決定した．5 月 9 日に学生とメンターとの初め
ての顔合わせ会を開催した．

（2）学生へのキャリア・デザインに関する情報提供
　6 月 18 日に 6 年生の集会 ?「初期臨床研修マッチング説明会」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 8 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．
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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 5 回目の開催となり，継続開催が定着した．平成 26 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学生野メンター制度が立ち
上がり，3 病院の若手 15 名が選出され顔合わせ会することができた．
　埼玉県地域枠学生の卒前だけでなく，卒後も指導，支援が必要なことから，新たに林健教授を部門長として地域枠
奨学金部門が新たに設置され，12 月より活動を開始した．今後は埼玉県地域枠学生関係の活動はこの地域枠奨学金
部門に徐々に移行し，卒前教育部門は地域枠奨学金部門を支援する立場に回ることになった．
　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…（2016.8 まで）
副委員長… 三村俊英… （MIMURA,…Toshihide）… リウマチ膠原病科
副委員長… 山元敏正… （YAMAMOTO,…Toshimasa）…神経内科…（2017.1 から）
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
… 中込一之… （NAKAGOME,…Kazuyuki）… 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
… 門野夕峰… （KADONO,…Yuho）… 整形外科・脊椎外科…（2016.9 から）
… 山元敏正… （YAMAMOTO,…Toshimasa）…神経内科
… 阿部裕一… （ABE,…Yuichi）… 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
… 山田健人… （YAMADA,…Taketo）… 中央病理診断部
… 橋本正良… （HASHIMOTO,…Masayoshi）…総合診療内科
… 柴﨑智美… （SHIBAZAKI,…Satomi）… 地域医学推進センター
… 井上快児… （INOUE,…Kaiji）… 放射線科
… 藤巻高光… （FUJIMAKI,…Takamitsu）… 脳神経外科
… 野田光彦… （NODA,…Mitsuhiko）… 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
… 木村　至… （KIMURA,…Itaru）… 眼科
… 石川昌一… （ISHIKAWA,…Shouichi）… 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
… 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
… 会田かおる… （AIDA,…Kaoru）… …医務部
… 内野　敏… （UCHINO,…Satoshi）… 総務部
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… 下田裕子… （SHIMODA,…Yuko）… 臨床研修センター事務室
国際医療センター
委…員…長… 鈴木孝明… （SUZUKI,…Takaaki）… 小児心臓外科
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… 棚橋紀夫… （TANAHASHI,…Norio）… 脳卒中内科
… 林　健… （HAYASHI,…Takeshi）… 脳卒中内科
… 古田島太… （KOTAJIMA,…Futosi）… 集中治療科
… 北村　晶… （KITAMURA,…Akira）… 麻酔科
… 松田　晃… （MATSUDA,…Akira）… 造血器腫瘍科
… 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
… 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
… 岡本光順… （OKAMOTO,…Kojun）… 消化器外科
… 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
… 中島弘之… （NAKAJIMA,…Hiroyuki）… 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
… 武久秀夫… （TAKEHISA,…Hideo）… 事務部
… 江口幹也… （EGUCHI,…Mikiya）… 事務部
… 新井徳子… （ARAI,…Noriko）… 臨床研修センター
… 山田祐揮… （YAMADA,…Yuki）… 臨床研修センター
… 水野玲奈… （MIZUNO,…Reina）… 臨床研修センター
… 川嶋直之… （KAWASHIMA,…Naoyuki）… 臨床研修センター
… 小川英明… （OGAWA,…Hideaki）… 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
… 内田美恵子… （UCHIDA,…Mieko）… 看護部
… 津久井一浩… （TSUKUI,…Kazuhiro）… 事務部
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… 堀江正人… （HORIE,…Masahito）… 事務部総務課
… 川俣栄希… （KAWAMATA,…Eiki）… 臨床研修センター事務室

2．目的
大学病院
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学病院における卒後医師臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：
　平成 16 年度から開始された新医師臨床研修制度は，診療に携わる全ての医師が必ず修めなければならないもので
あり，適切な研修環境と指導体制の下で，医師としての人格を涵養し，将来の専門性にかかわらず，医学・医療の社
会ニーズを認識しつつ，日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう，プライマリ・ケアの基本的
な診療能力（態度，技能，知識）を身につける事を目的としている．
　埼玉医科大学病院の研修プログラムは，医師免許証取得後 2 年間の初期臨床研修において，この新制度の到達目
標を達成するために用意されたものである．初期臨床研修の 2 年間は優れた臨床医として医師が一生を有意義に送
るための土台となる極めて重要な時期であり，一人ひとりの研修医が本プログラムによって実り多い研修成果を達成
することを期待する．
国際医療センター
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学国際医療センターにおける卒後臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：
　臨床研修の基本理念では，「臨床研修は，医師が，医師としての人格をかん養し，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
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 143 回研修医委員会：平成 28 年 4 月 12 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
　28 年度採用研修医代表者について，研修医委員会名簿・指導医名簿について，埼玉医科大学臨床研修指導医講習
会日程について，採用研修医名簿について，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），レジナビフェア（シニア）参加について，研修医のヒヤリ・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 144 回研修医委員会：平成 28 年 5 月 10 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
　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，研修医対象新専門医制度説明会・3 病院による新専門医
制度プログラム説明会の開催について，6 年生対象プログラム説明会への研修医の参加について，研修 WG からの報
告事項について，初期レジナビフェア参加について，研修医の夏休み取得について，病院見学時の交通費支給につい
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て，ローテーション診療科変更申請について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，研修医の顔写真の配布につい
て，など

（3）第 145 回研修医委員会：平成 28 年 6 月 14 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
　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，新専門医制度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）参加について，研
修 WG 報告について，ローテーション診療科変更申請について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，1 年生の
ER 当直開始について，研修医の単独診療について，など

（4）第 146 回研修医委員会：平成 28 年 7 月 12 日（報告 ･ 承認事項 9 件）
　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，研修 WG 活動報告について，指導医講習会コーディ
ネータについて，卒業試験，医師国家試験に向けた壮行会について，ローテーション診療科変更申請について，研修
医のヒヤリ・ハット報告について，など

（5）第 147 回研修医委員会：平成 28 年 9 月 13 日（報告 ･ 承認事項 14 件／採用判定）
　2 年目研修医の病気休暇について，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，研修医委員会委員，プログラム責任者の変更について，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，度基本的臨床能力評価試験について，
29 年度研修医診療科受け入れ調査について，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，臨床研修Ｗ
Ｇからの報告について，研修医のヒヤリ・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，外科系当
直（研修医）について，イングリッシュセミナーについて，など

（6）第 148 回研修医委員会：平成 28 年 10 月 11 日（報告 ･ 承認事項 13 件）
　2 年目研修医の病気休暇について，マッチング中間公表について，厚労省による歯科臨床研修実地調査報告につい
て，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，試験官について，2 年目研修医進路調査に
ついて，シニアレジデント採用試験について，指導医講習会コーディネータについて，研修 WG の報告事項について，
イングリッシュセミナーについて，研修医のヒヤリ・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 149 回研修医委員会：平成 28 年 11 月 8 日（報告 ･ 承認事項 10 件）
　2 年次研修医の病気休暇について，マッチング結果について，研修ＷＧ報告について，今後の活動……
について・広報活動・初期研修医二次募集採用試験・シニアレジデント採用試験・研修医指導医激励会，臨床研修指
導医講習会コーディネータについて，研修医のヒヤリ・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 150 回研修医委員会：平成 28 年 12 月 13 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
　地域連携施設追加（案）について，指導医名簿について 28 年度採用状況について（初期・後期），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 報告について，研修管理委員会開催について，
研修医のヒヤリ・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について，研修修了
式について，など

（9）第 151 回研修医委員会：平成 29 年 1 月 12 日（報告 ･ 承認事項 11 件）
　地域研修施設の追加について，研修管理委員会，研修医委員会の副委員長について，大学病院所属研修医の進路調
査について，研修医ランチョンセミナーについて，臨床研修 WG 活動報告について，平成 30 年度医科初期臨床研修
プログラムについて，初期研修医・シニアレジデント…採用時オリエンテーションについて，ローテーション変更申
請について研修医のヒヤリ・ハット報告について，など

（10）第 152 回研修医委員会：平成 29 年 2 月 14 日（報告 ･ 承認事項 11 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，研修医委員会規定の変更について，
研修管理委員会報告について（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，29
年度 2 年次ローテーションについて，29 年度ローテーション変更締切日一覧について，研修医のヒヤリ・ハット報
告について，など

（11）第 153 回研修医委員会：平成 29 年 3 月 14 日（報告 ･ 承認事項 12 件／修了判定）
　研修管理委員会議事録の確認について（医科部会・歯科部会），修了判定について，優秀者表彰について（優秀指導医・
優秀研修医），2017 年度研修医委員会開催日，採用試験等予定，2017 年度オリエンテーション　プログラムについ
て，2017 年度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について，研修医のヒヤリ・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．
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第 60 回（平成 28 年 4 月 20 日（水）開催）
①…研修医の CPC への参加状況，研修医寮の環境整備の検討
②…ローテーション変更の審議
③…研修医募集定員，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，臨床研修病院合同説明会参加予定，卒前教育合同会議出欠状況の報告
第 61 回（平成 28 年 5 月 18 日（水）開催）

①…平成 28 年度プログラム責任者養成講習会参加候補者の選考
②…ローテーション変更の審議
③…埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催予定，研修医対象専門研修プログラム説明会開催予定，病院群

主催専門研修プログラム説明会開催予定，満足度調査結果，研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率，インシ
デント，卒前教育合同会議出欠状況の報告

第 62 回（平成 28 年 6 月 15 日（水）開催）
①…研修医採用試験官，平成 28 年度臨床研修指導医講習会受講者の選考
②…T-SPOT 検査手順書，満足度調査内容，研修医の診療録記載手順の見直し
③…ローテーション変更の審議
④…採用試験日，埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催，研修医対象専門研修プログラム説明会開催，臨

床研修病院合同説明会参加，病院群主催専門研修プログラム説明会開催予定，臨床研修病院合同説明会参加予定，
インシデント，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 63 回（平成 28 年 7 月 20 日（水）開催）
①…T-SPOT 検査手順書，満足度調査内容，研修医の診療録記載手順の承認
②…ローテーション変更の審議
③…平成 29 年度研修医応募状況，病院群主催専門研修プログラム説明会開催，臨床研修病院合同説明会参加，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，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 64 回（平成 28 年 8 月 24 日（水）メール報告）
　・平成 29 年度研修医採用試験受験状況の報告
第 65 回（平成 28 年 9 月 21 日（水）開催）

①…平成 29 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 29 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…平成 28 年度毛呂山後援会研修医教育助成金使用状況，埼玉県総合医局機構交流会並びに研修医ウエルカムパー

ティ参加，新規登録保険医集団指導参加，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，オリエンテーション（IPSG 等）・e ラーニング受講状況，研修医カルテ記載に伴う
上級医指導更新率，インシデント，卒前教育合同会議出欠状況の報告

第 66 回（平成 28 年 10 月 19 日（水）開催）
①…ローテーション変更の審議
②…平成 29 年度研修医マッチング中間公表結果，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，満足度

調査結果，埼玉県医師会主催…医学生・研修医等をサポートするための会参加予定，研修医カルテ記載に伴う上
級医の指導更新率，インシデント，卒前教育合同会議出欠状況，病院見学総括の報告

第 67 回（平成 28 年 11 月 16 日（水）開催）
①…研修医手帳，研修医の医行為の見直し
②…研修環境の整備，JCI（MOCK サーベイ）受審に伴う対応策の検討
③…ローテーション変更，卒後医学教育プログラム改訂内容の審議
④…平成 29 年度研修医マッチング結果，臨床研修病院合同説明会参加予定，基本的臨床能力評価試験受験予定，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 68 回（平成 28 年 12 月 21 日（水）開催）

①…研修医手帳，研修医の医行為の見直し
②…ローテーション変更の審議
③…メディゲート掲載，研修医室，研修医寮の拡充の検討
④…平成 29 年度研修医採用予定，臨床研修指導医講習会開催，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
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ルテ記載に伴う上級医の指導更新率，インシデント，卒前教育合同会議出欠状況の報告
第 69 回（平成 29 年 1 月 30 日（月）開催）

①…平成 28 年度採用研修医ローテーション，ローテーション変更の審議
②…協力型臨床研修病院，研修協力施設，臨床研修プログラム内容の見直し
③…シニアレジデント応募状況，臨床研修病院合同説明会参加予定，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，JCI（MOCK サーベイ）受審に伴うオリエンテーション
開催予定，クリニカル・クラークシップの学生との懇談会開催の報告

第 70 回（平成 29 年 2 月 22 日（水）開催）
①…協力型臨床研修病院，研修協力施設，臨床研修プログラム内容の審議
②…シニアレジデント応募状況，研修医の到達目標達成状況並びにレポート提出状況，オリジナルトートバック追

加作成，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，研修医の産前産後休暇取得，
女性の働きやすい職場作りワーキンググループへの参加の報告

第 71 回（平成 29 年 3 月 15 日（水）開催）
①…平成 27 年度採用研修医の研修修了，平成 29 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，優秀上級医，優秀指導医の選考
③…シニアレジデント応募状況，研修医オリエンテーション開催予定，マッチングスケジュール，Acvanced…CC と

の懇談会開催予定，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，インシデント，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3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 97 回（平成 28 年 9 月 8 日（木）メール報告）
　1）平成 29 年度採用研修医マッチング順位登録について
②第 98 回（平成 29 年 2 月 7 日（火）開催）
　1）平成 28 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）意見交換および質疑応答
③第 99 回（平成 29 年 3 月 7 日（火）開催）
　1）平成 27 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 13 年目を向えた．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・67 名，3 月・41 名，後期：6 月・45 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 月より活動の研修 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，研修医寮宿舎費の減額，研修医専用当直室・シャワールームの整備等を
行い，研修環境の改善に努めた．その成果により 28 年度は臨床研修医 30 名，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
　研修医により充実した臨床研修を提供するべく，協力型臨床研修病院並びに臨床研修協力施設の追加申請を行った．
また，定期的に研修医との面談を実施し，精神面・体力面，研修状況を確認し，2 年間で臨床研修が修了できるよう
に助言を行った．さらに，研修医からの要望を聞き，改善に努めた．
研修医の獲得に向けての取り組みが功を奏し，研修医の 2 桁採用が達成できた．引き続き，プログラム説明会の開
催や臨床研修病院合同説明会への参加を積極的に行い，それぞれの場で当院のプログラムや研修内容，指導体制等の
説明を行い，学内外からより多くの研修医を獲得していく所存である．
総合医療センター
　広報活動については，本学 5・6 年生向けの初期研修説明会開催の他，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，前年度に引き続き福岡での春の初期レジナビフェアに出展し，27 年度に減少した研修医のマッ
チ者数を増加させることが出来た．最終採用者の内訳でも他大学出身者が 7 名を占め，広報活動の成果があらわれ



927

初期臨床研修部門

てきている．
　本年度は，埼玉県が毎年開催している高校生の志事業の当番病院となったため，研修管理委員会が主担当を行うこ
ととなり，高校生にも当院を PR することが出来た．
新専門研修の開始は平成 30 年 4 月に延期されたものの，6 月には当院独自の説明会，さらに 3 病院合同説明会を開
催し，早くから研修医に対して周知活動を行った．
　本委員会の小委員会については，研修医長を中心とした会議体とすることになった．次年度より活動を開始する予
定である．
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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）専門医制度に対する 3 病院の取り組みを支援する．
3）若手医師や医学部学生に対して，キャリアの積み方，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．
5）将来の医師像を思い描く上での支援を行う．

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）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．さらに，来年度は 3 病院若手医師を中心とした医師のキャリア形成に有

用な新たな活動を行う．また，医療人育成支援センターホームページ開設を行った．
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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
今年度実施したこととして，
1．埼玉医科大学医師会と共催にて，産業医講習会を開催した．参加することにより産業医に必要な最新の知識と

メンタルヘルスの実地など知識と技術を学ぶことができた．
　参加時間により産業医取得あるいは更新に必要な単位が取得できた．
2．医学部同窓会の支部総会に同窓会役員や学内に残る教員を派遣し，講義を通して大学の現状や専門領域の知識

などを学ぶことができた．
3．卒業生の教授就任講演会を通して，最新の知識を知ることができた．

4．評価と次年度目標
　今年度は，当部門の活動は従来から行ってきた内容と同様であった．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
いるかを知ることと心技体の向上に必要な内容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：H29.3.31）
医　員… 柴崎智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：埼玉医科大学社会医学：准教授（任期：H29.3.31）
… 高田栄子（TAKADA,…Eiko）：総合医療センター小児科：講師（任期：H29.3.31）
… 真下由美（MASHIMO,…Yumi）：国際医療センター消化器内科：准教授（任期：H29.2.20 ～ 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：教授（任期：H29.2.20 ～ 3.31）
… 木村文子（KIMURA,…Fumiko）：国際医療センター放射線科：教授（任期：H28.6.30）

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，ゲノム医学研究センターにおいて，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28年度は埼玉県女性医師支援センターを介して復職についての相談が1件あり，総合医療センター消化器・

肝臓内科診療科長との面談まで至ったが，他院での復職を希望された．
3）平成 28 年 10 月 22 日越華祭で開催された「医学生・研修医等をサポートする会」（埼玉県医師会主催，埼玉

医科大学・埼玉県医療整備課・日本医師会共催）において，女性医師支援部門の周知目的で印刷物を配布した．

4．評価と次年度目標
　本年度は，女性医師就業継続支援窓口に 1 件の相談があったことは評価されるが，埼玉県女性医師支援センター
に本窓口の存在が周知されておらず，連絡体制の不備が明らかとなった．次年度においては，①埼玉医科大学医学部
同窓会会報にチラシを同封する，②埼玉県女性医師支援センターのホームページに女性医師就業継続支援窓口のお知
らせを掲載する，などにより本窓口の利用者を増やすことを目標とする．
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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 28 年 4 月 4 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 1 回開催され，

受講者は 6 名（3 病院の初期研修医），指導者・スタッフは 9 名であった．開催日：平成 28 年 12 月 10 日．
③その他の講習会：BLS 講習会 : 開催件数 24 件，小児 BLS 講習会 : 開催件数 5 件，AHA…BLS 講習会 : 開催件数 2 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 4 件，ICLS 指導者養成ワークショップ：開催
件数 2 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．

　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．
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7．地域医学推進センター

1．構成員
センター長… 柴﨑智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：社会医学　：准教授（任期：H30.3.31）
… 高橋幸子（TAKAHASHI,…Sachiko）：助教
… 大野洋一（OHNO,…Yoichi）：社会医学　：准教授
… 本橋千恵美（MOTOHASHI,…Chiemi）：社会医学　：特任准教授
… 高橋美保子（TAKAHASHI,…Mihoko）：社会医学　：講師
… 荒木隆一郎（ARAKI,…Ryuichirou）：社会医学　：助教
… 宮﨑　孝（MIYAZAKI,…Takashi）：社会医学　：助教
… 諏訪絵美…（SUWA,…Emi）：社会医学　：助教
… 冨永信子（TOMINAGA,…Nobuko）：実験動物施設　：助教
… 佐藤真喜子（SATOU,…Makiko）：社会医学　：助手
… 長島公子…（NAGASHIMA,…Kimiko）：社会医学：事務員
… 鴇田　隆（TOKITA,…Takashi）：社会医学：事務員

2．目的
　本センターは，医療人育成支援センター規程第 4 条，第 7 条に則り，地域貢献活動における外部との窓口となり，
地域社会と連携し，本学における教育内容の充実を図るとともに，地域活性化・地域課題の解決への取り組み，公開
講座，ボランティア等に関する業務を行う．地域のニーズに対応して，地域課題解決のための教育・研究，地域と連
携した地域医療教育の充実，地域の様々な場面での教育支援，地域の健康増進対策に取り組むとともに，彩の国連携
力育成プロジェクトを通して，埼玉県の学生，専門職の連携力の育成・向上を図る．

3．活動報告
　平成 27 年度までの地域医学・医療センターの活動を継続し，地域の課題解決のための取り組みを展開している．

①彩の国連携力育成プロジェクト
　平成 24 選定文部科学省大学間連携共同教育推進事業，彩の国連携力育成プロジェクトの最終年度として，補助
事業終了後に向けて，事業のあり方についての検討を行った．平成 28 年 5 月 11 日には第 1 回学長会議を行い，
その後，平成 29 年 1 月 25 日に第 2 回学長会議を開催し，埼玉県，埼玉県立大学，城西大学，日本工業大学，本
学の 5 者で協定を再締結した．事業終了後は，学部教育だけでなく，埼玉県内の専門職の連携力育成のための事
業に取り組むこととなった．その他，平成 29 年 2 月には連携評価委員会，3 月 4 日には最終報告会を開催した．
また，彩の国連携科目を 4 大学で正規科目に位置づけるとともに，学生共同学習事業としては，4 大学の学生がリ
レーフォーライフジャパン川越 2016 において夜カフェを企画し，がん患者の支援活動にボランティアとして参加
した．
②特定保健指導によるメタボリックシンドロームの動脈硬化改善～健康トゥ毛呂 -21…血管若返りプロジェクト～
　平成 20 年の特定健康診査導入時から，近隣の毛呂山町で毛呂山町のメタボ健診受診率の向上と健康増進の動機
付けを目的にして血管年齢測定を実施してきた．平成 28 年度からは飯能市，日高市，越生町とも研究協定を締結
し実施している．
③埼玉医科大学感染症 GIS システムの運用
　近隣の小中学校の出席停止を報告する埼玉医科大学感染症情報収集システムを運用し，学校感染症の流行の動向
を把握し毎週フィードバックする取り組みを継続している．坂戸市，毛呂山町，鶴ヶ島市に加えて，越生町にも広
げた．
④埼玉県がん検診統一集計結果報告書受託事業

「平成 27 年度がん検診結果統一集計結果報告」事業を受託し，県内がん検診受診の状況をまとめた報告書の作成，
市町村担当者への研修講師を務めるなど，埼玉県のがん検診の精度管理に取り組んだ．
⑤彩の国思春期研究会
　センター専任教員である高橋幸子助教が，女子栄養大学の学生，卒業生とともに，性教育ができる養護教諭，保
健医療者の育成を目指して，埼玉県思春期研究会西部支部を立ち上げ，学習活動を活発に行った．学生が高橋助教
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の講演会に同行し，生徒に自らの体験を語るなど，先進的な取り組みが展開された．また，埼玉県内外から性教育
講演会の依頼があり，平成 28 年度 1 年間で 80 校において小・中・高等学校において性教育講演会を実施した．
平成 28 年 5 月 14 日「35 年ベテラン養護教諭と 5 年目養護教諭からの，性教育環境がない学校での性教育立ち
上げへのメッセージ」金田節子氏＆鈴木智英子氏，8 月 5 日彩の国性教育派遣講師展示会「性教育だヨ！　全員集
合」彩の国思春期研究会オールスターズ，10 月 1 日「ケニアのエイズ教育を通してみた日本」清水美春氏，平成
29 年 1 月 28 日「そこにある命　～…身近な LGBT…～」城戸けんたろう氏による講演会を開催した．
⑥日本プライマリ・ケア連合研究会の埼玉県支部
　事務局として，第 10 回埼玉プライマリ・ケア連合研究会を開催した（平成 28 年 11 月 18 日：大宮ソニックシ
ティ　参加者 47 名）．
⑦地域医療教育と新カリキュラムへの対応
　平成 21 年度より取り組んで来た地域医療教育であるが，今回彩の国連携科目を正規科目に位置づけること，学
内で平成28年度入学生から新カリキュラムが導入されたことから，本学医学部1年生から体系的に地域医療とチー
ム医療を学ぶ教育プログラムの構築に取り組んだ．従来から，早期体験実習として地域の保健医療福祉教育の場で
学ぶ，病院内で多職種について学ぶなど，良医への道コースにおいてヒューマンケア，連携と協働，地域包括ケア
の理解を目指して教員が連携協働して取り組んだ．また，1 年生選択必修地域医学・医療学入門では，毛呂山町の
文化，伝統についての町職員からの講義や，地区に出向いて地域住民と対話する活動を取り入れ，地域を理解する
プログラムを構築した．
⑧その他
　毛呂山町，日高市を中心に小中学校から，学校保健委員会における講師の依頼を受けて講演を行った．彩の国連
携力育成プロジェクトを他大学に広げる取り組みとして，千葉県立保健医療大学専門職連携活動論演習・基調講演

（平成 28 年 12 月 6 日：千葉県立保健医療大学）で，多校で行う専門職連携は楽しい - 彩の国連携力育成プロジェ
クト（Saipe）の取り組みから -，第 75 回日本公衆衛生学会総会・教育講演（平成 28 年 10 月 27 日：グランフロ
ント大阪）で，公衆衛生の実践に役立つ連携力の育成－地域基盤型 IPE の現代的意義－，入間西東専門職連携推進
会議・平成 28 年度第 1 回研修会（平成 29 年 1 月 25 日：ウェスタ川越）では，在宅介護の限界点を底上げする
力を養う IPE について講演を行った．

4．評価と次年度目標
　本センターにおいては，目標は概ね達成された．特に，彩の国連携力育成プロジェクトについては，文科省補助事
業終了後も，埼玉県を交えて連携協定を締結し，活動を広げていく方針となった．次年度においては，埼玉県の専門
職，一般県民の連携力育成を目指して，職能団体が参加するコンソーシアムの構築のために職能団体との意見交換会
を行い，また他大学への連携力育成の取り組みを広げることを目指す．地域の自治体のニーズを把握し，課題に応じ
た地域連携・地域貢献を目指す．
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8．地域枠奨学金部門

1．構成員
部門長… 林　健（HAYASHI,…Takeshi）：国際医療センター脳卒中内科：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
部門員… 山元敏正（YAMAMOTO,…Toshimasa）：大学病院神経内科：教授
部門員… 篠塚　望（SHINOZUKA,…Nozomi）：大学病院消化器・一般外科教授
部門員… 高橋健夫（TAKAHASHI,…Takeo）：総合医療センター放射線腫瘍科教授
部門員… 柴﨑智美（SHIBAZAKI,…Satomi）：社会医学准教授

2．目的
　本部門は，埼玉医科大学医療人育成支援センター規定および埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会規
則に則り，埼玉県地域枠医学生奨学金受給医学生の地域医療教育，卒後教育に貢献することを目的としている．

3．活動報告
①部門の立ち上げ
・平成28年度に新たに創設した部門であり，部門員を選出した．部門会議を行い，活動目標，活動内容の確認を行っ

た．
②奨学金貸与手引きの改訂
・埼玉県医療人材課の担当者に確認しながら，返済免除要件の明確化を行った．
・改訂貸与手引きを盛り込んだ冊子の作成に取り掛かった．
③春季地域枠学生病院見学の開催
・4 名の地域枠奨学生が埼玉県内特定地域病院（東松山市民病院，小川赤十字病院，熊谷総合病院）にて病院見学

を行った．

4．評価と次年度目標
　平成 28 年度後半から設立された部門であり，平成 28 年度中に完結した活動は少なかった．
　平成 29 年度は，奨学金の趣旨についての奨学生への個別説明と全体説明の充実，地域医療の学習の場の提供（地
域医学推進センターとの共催含む），貸与手引きのより綿密化，を行っていく．さらに，新専門医制度への移行に伴
う奨学生の不利益がないように，研修医になった奨学金受給者の研修サポートを密に行っていく．
　奨学生のための後期研修プログラムの作成も視野に，埼玉県医療人材課と検討を続ける．
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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（～ H28.6.30）
… 神田春香（KOUDA,…Haruka）：（H28.7.1 ～）
… 小鷹徳子（ODAKA,…Noriko）：（H28.10.1 ～）
… 中島奈月（NAKAJIMA,…Natsuki）：（H28.10.1 ～）
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）公的研究費をはじめ，倫理審査委員会事務局業務が追加され，研究部門の事務として広く研究活動の支援を行っ

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更新，情報発信を強化した．
（5）大学事務部庶務課から，文科省科学研究費の申請および実績報告業務が移管された．
（6）今後の研究支援体制について，ＵＲＡの配置も含め検討を行った．
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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
　次の規程・規則の策定，改正をおこなった．
・研究費取扱規程（H28.5 月）
・研究費等事務取扱細則（H28.5 月）
・公的研究費の管理・監査体制要領（H28.11 月，H29.3 月）
・学内発ベンチャー企業に関する規程（H28.11 月）
・研究活動の不正行為の防止等に関する規程（H28.11 月）
・特定認定再生医療等委員会規則（H28.11 月，H29.3 月）
・利益相反管理規程（H28.11 月）
・リサーチアドミニストレーションセンター規程（H29.3 月）
・公的研究費の応募資格に関する取り扱い細則（H29.3 月）
・事務組織規程（H29.3 月）

（2）大学倫理審査委員会事務局業務
・平成 28 年 10 月から事務局業務が大学事務部から移管となった．
・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，申請書式の改正，倫理審査委員

会等事務局連絡協議会を 3 回開催した．
・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して開催した．
　参加校 73 校，延べ 435 名の参加があった．
・人を対象とした医学研究の倫理指針改訂への対応について，各倫理審査委員会と連携し説明会の開催（H29.3月），

研究者への周知，自己点検シートを作成した．
3）大学 COI 管理委員会に関すること

・大学 COI 管理委員会を計 4 回開催した．経済的な利益相反管理 428 件，責務相反 50 件を審査した．
・今後の COI 管理と審査体制，倫理審査委員会との連携について協議した．

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」に基づく研究倫理教育プログラムを作成し，教

員代表者会議，研究倫理向上研修会にて周知した．
・平成 28 年度の研究倫理向上研修会は，総医セ臨床研究支援センターと共催，卒後教育後援「医学研究と利益相

反マネジメント」と題し，東京医科歯科大学…飯田香緒里教授を招き講演いただいた（H29.2 月）．以降 DVD 講
習を随時対応し延べ 825 名が受講した．

5）研究費の適正使用
・会計検査院検査への対応（H28.5 月）
・「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．
・公的研究に関する説明会（H28.6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．

DVD 受講も含め延べ 576 名が受講した．
・研究活動の不正行為について理解度確認 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（H29.2 月～ 3 月）総受講者 2755 名
・業務監査室と連携し通常監査，特別監査，リスクアプローチ監査を実施した．
・米国研究公正局へ本学の研究不正防止体制を報告した．

6）研究費の獲得
・AMED 公募情報を研究者に周知，新規公募申請 19 件を支援した．
・科学研究費（研究活動スタート支援）公募に関する情報をリーフレットにし，新採用研究者，大学院生に配付し，

2 件の申請があった．
・慶応大学病院を中核とする「首都圏ＡＲコンソーシアム」に参画し，橋渡し研究を推進していくこととした．

7）研究に係る診療組織との連携
・厚労省から特定認定再生医療等委員会の設置許可を得た．（H29.3 月）
・救急医療人材育成寄附研究部門終了に伴い県北部の救急医療体制に関する情報交換等を目的とした地域救急医療

連絡会議を開催した（H29.3 月）．
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8）研究に係る教育とモニタリング
・研究支援 e ラーニング管理委員会…第 2 回委員会を平成 29 年 1 月に開催した．
・ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に基づく実地調査への対応
・組換えＤＮＡ実験安全委員会をメール会議方式により 12 回開催，本委員会 1 回…計 13 回開催した．

新規申請 38 件，変更申請 21 件，譲渡届…6 件，P1 および P1A 実験施設の設置申請 12 件の審査を行った．ま
た教育訓練受講 68 件実施した

9）外国為替及び外国貿易法への対応
・微生物学教室から海外国立研究機関へ簡易型遺伝子解析装置の搬出に関する申請について，安全保障貿易管理の

観点から審査を実施した．
10）その他研究の推進と管理に係ること

・寄附研究部門設置員会事務局として，申請相談 1 件（総医セ小児科）を対応，差し戻しとなった．
・向精神薬と麻薬管理について，現況調査を実施，管理状況の確認を行った．
・アメリカ国立衛生研究所（NIH）データベース利用の研究機関登録，学内に周知した．
・英サンガー研究所データベース利用の研究機関登録，学内に周知した．
・国内大学連携研究設備ネットワーク…研究機器相互利用制度への研究機関登録，学内に周知した．

4．評価と次年度目標
　研究費適正使用，研究不正防止に取り組み，国のガイドラインが求める事項は全て満たすことができた．また医学
系倫理指針改正への対応，医学系大学倫理委員会連絡会議など全国会議開催なども関係部署の協力により良好に推移
した．対応策を協議・実行し，事業計画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研究費申請および実績管理業務の集約化

　増大，複雑・専門化しつつある研究費業務に対応すべく，事務および人材を集約することにより対応能力を増強
する．

・文科省科研費の申請・実績報告に関する業務を，大学事務部庶務課からＲＡセンターに移管する．
・総合医療センター経理購買課で担当していた公的研究費に関する業務のうち，契約および支払業務をＲＡセン

ターに移管する．総合医療センター経理購買課は，国際医療センター総務課経理担当と同様に，発注申請・納品
検収の確認業務を行う．

　②公的研究費に関わる説明会開催
例年開催している公的研究費に関わる説明会により，不正使用・不適切使用防止の取り組みを周知，理解を深め
ていく．

　③研究費適正使用に関する e ラーニング教育
ガイドラインが求めている理解度確認を満たすため，e ラーニングによる研究費適正使用に関する理解度の確認
を実施する．

　④内部監査とモニタリングの充実
　　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
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（1）倫理審査委員会の開催と支援
　①倫理審査委員会の開催
　　・大学倫理審査委員会を毎月開催する．（9 月は休会）
　　・倫理審査の質向上のため，委員へ外部研修会への参加など教育を実施する．
　　・個人情報保護法改正に伴うヒト医学研究倫理指針の改訂に対応する．
　②倫理審査基準の標準化と改善

・倫理委員会事務局連絡協議会を開催し，本学の各倫理委員会の連携を深め，研究者への教育コンテンツ作成など
協業を図る．

　・倫理審査基準の標準化および改善を図る
　・倫理審査体制の再構築について検討する．
　③倫理審査申請システムの導入
　・倫理審査手順の標準化，倫理審査業務を支援するため，倫理審査申請システムの導入を検討していく．
　④倫理委員会認定制度への対応
　・倫理委員会認定制度の認証を受けるべく，各倫理委員会事務局と連携していく．

（2）研究倫理教育の充実
　①研究倫理教育の充実

　平成 27 年度に実施した研究倫理向上研修会を研究倫理教育の基礎とし，研究公正の推進に必要な教育コンテン
ツの拡充を図る．研究資料・試料の保存，実験ノートの記入方法などが考えられる．これについては，医学研究セ
ンターと連携し進めていく．

　②医学系研究倫理教育との連携
　「人を対象とする医学系研究に関わる研究倫理指針」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連携し，教材等を準備していく．

（3）利益相反状態等の把握・管理支援
　① COI 管理委員会の開催と質の向上

　COI 管理委員会による利益相反および責務相反に関する審査により，公正かつ適正な研究活動を推進していく．
また委員の教育として外部研修への参加を促していく．

　②研究者への利益相反管理に関する教育
研究者の利益相反管理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，次のとおり対応していく．
　①学内規程および該非判定組織の構築と運用

　安全保障輸出管理に関する学内規程を整備し，該非判定のフローを作成し，医学研究センター研究管理部門，知
財戦略部門と連携し該非判定の組織を構築する．

　②関係部署との協業関係の構築
　大学事務部，総務部人事課，経理部経理課，購買課，総合医療センター事務部，国際医療センター事務部など，
安全保障輸出管理に関係する複数の部署との協業が不可欠であり，協業体制の構築を行う

　③研究者への周知と教育
　研究者へ安全保障輸出管理の対象となる物品および技術，行為を周知していく．
3）研究活動の活性化の取組み
　研究部門の総務的な業務の必要性が増しつつあり，次の通り対応していく．
　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運営していく．

　④研究活動に係る向精神薬・麻薬管理体制の構築
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　研究活動に係る向精神薬・麻薬管理に関する学内規程が未整備であり，また麻薬等について各部署の保管状況を
把握できていない．これを改善するため医学研究センター安全管理部門と連携し対応していく．

　⑤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．

　以　上
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資料

1．人　　　事

教員異動（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）
採　用 昇　格 退　職

基
礎
医
学
部
門

教 … 授
亀井美登里（社会医学）
村上　孝（微生物学）
黒田寛人（眼科寄附研究部門）

井上郁夫（教職員・学生健康推進センター）穐田真澄（形態部門）
黒田寛人（眼科寄付研究部門）

准教授

前田卓哉（微生物学） 藤森千尋（教養教育）
石澤圭介（病理学）
原　正明（法医学）
川野雅章（免疫学）

鈴木　将之（眼科寄附研究部門）
駒﨑…伸二（解剖学）
加藤　仁（医学教育センター）

講 … 師
村上　元（教養教育）
徳元康人（アドミッションセンター）

市村隆也（病理学） 高橋識志（法医学）

助 教 1 2
助 手 1

医
学
教
育
セ
ン
タ
ー
他

教 授

准教授

講 … 師
助 教

助 手
ゲ
ノ
ム
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

教 … 授 井上公仁子（遺伝子情報制御部門）
准教授
講 … 師 水野洋介（ゲノム化学部門）
助 教 1 2

助 手 2

大
学
病
院

教 … 授

門野夕峰（整形外科・脊椎外科）川
田　哲也（放射線科（放射線腫瘍科））
篠田　啓（眼科）

梶原　健（産科・婦人科） 高橋啓介（整形外科・脊椎外科）
板谷正紀（眼科）
間嶋　滿（リハビリテーション科）
金　潤澤（整形外科・脊椎外科）

准教授
廣岡伸隆（総合診療内科） 飯田慎一郎（心臓内科）

河野慎次郎（整形外科・脊椎外科）
上條　篤（耳鼻咽喉科（神経耳科））
稲生実枝（消化器内科・肝臓内科）

講 師

小島智亜里（腎臓内科）
井上秀二（腎臓内科）
山田教弘（眼科）
關　智史（放射線科（放射線腫瘍科））
伊藤大輔（内分泌内科・糖尿病内科）

緒方　大（皮膚科）
井上快児（放射線科）
大原泰宏（消化器・一般外科）

柴﨑　修（耳鼻咽喉科（神経耳科））
小野　啓（内分泌内科・糖尿病内科）
竹内英樹（乳腺腫瘍科）

助 教 11 18
助教（フェ） 1

助教（シ） 50 20
助 手 1
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採　用 昇　格 退　職

総…

合…

医…

療…

セ…

ン…

タ…

ー

教 授

福田知雄（皮膚科）
阪井裕一（小児科）
小幡博人（眼科）
土屋一洋

（放射線科（画像診断・核医学科））

森脇浩一（小児科） 山田拓己（泌尿器科）
酒井宏哉（整形外科）
櫻井真彦（眼科）

准教授 鈴木俊成（麻酔科） 間藤　卓（高度救命救急センター）

講 師

荻原　哲（整形外科）
田中　基（麻酔科）
久村正樹（救急科（ER））
山﨑和子（小児科）

近藤恒夫（リウマチ・膠原病内科）
金井雅代（小児科）
赤堀太一（産婦人科（産婦人科））
福田祐樹（呼吸器外科）
平原和久（皮膚科）
安田貴昭（神経精神科）
長田浩平（小児科）

泉陽太郎（呼吸器外科）
須山孝雪（皮膚科）
大貫　学（救急科（ER））
三井隆男（神経内科）
山本龍一（消化器・肝臓内科）
藤本浩司（ブレストケア科（乳腺腫瘍科））
北岡照一郎（小児科）
山口　充（高度救命救急センター）
阿部佳子（病理部）

助 教 36 37
助教（フェ） 4 3
助教（シ） 37 30
助 手

国…
際…
医…
療…

セ…

ン…

タ…

ー

教 授

石田　明（輸血・細胞移植科） 川井信孝（医療安全管理学）
中平光彦（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
長谷川幸清（産婦人科（婦人科腫瘍科））
海老原康博（臨床検査医学）
神山信也（脳神経外科（脳血管内治療科））

木村文子（放射線科（画像診断科））
西村重敬（心臓内科）
柴田昌彦（消化器内科）
西部伸一（麻酔科）
磨田　裕（麻酔科）
鹿間直人（放射線科（放射線腫瘍科））

准教授

齋木　実（総合診療・地域医療科）
野中康一（消化器内科）

吉田裕之（産婦人科（婦人科腫瘍科））
辻田美紀（麻酔科）
中澤　賢（放射線科（画像診断科））
髙平修二（救急医学科）
加藤裕司（神経内科・脳卒中内科）
中埜信太郎（心臓内科）
齋藤尚子（放射線科（画像診断科））
佐野勝廣（放射線科（画像診断科））

有山　淳（麻酔科）
山根文孝（脳神経外科（脳血管内治療科））
宮里明子（感染症科）

講 師

菊地千鶴男（心臓血管外科）
池田俊貴（脳神経外科（脳卒中外科））
西本紘嗣郎（泌尿器科）

黒崎　亮（産婦人科（婦人科腫瘍科））
根木宏明（脳神経外科（脳血管内治療科））
宮脇　豊（消化器外科）
寺本由紀子（皮膚科（皮膚腫瘍科））
丹野　巡（心臓内科）
今西淳悟（整形外科（骨・軟部腫瘍科））
森阪裕之（放射線科（画像診断科））
郡司　久（消化器外科）

田畑美弥子（心臓血管外科）
池田俊貴（脳神経外科（脳卒中外科））
古市昌之（麻酔科）
岩野博俊（消化器内科）
権田憲士（消化器内科）
根木宏明（脳神経外科（脳血管内治療科））
黒崎　亮（産婦人科（婦人科腫瘍科））

助 教 16 10
助教（フェ） 12 9
助教（シ） 20 17
助 手
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採　用 昇　格 退　職

か
わ
ご
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

教 授
准教授

講 師

助教（シ） 1
助 手

合……計 1

平成 28 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 穐田真澄（形態部門） 45 年
講師　　5 年 10 ヶ月
准教授　9 年 3 ヶ月
教授　　17 年 9 ヶ月

大学病院

金　潤澤（整形外科・脊椎外科） 19 年 2 ヶ月
講師　　4 年
准教授　9 年 11 ヶ月
教授　　5 年 3 ヶ月

高橋啓介（整形外科・脊椎外科） 18 年 9 ヶ月
准教授　3 年 5 ヶ月
教授　　15 年 4 ヶ月

板谷正紀（眼科） 3 年 6 ヶ月 教授　　3 年 6 ヶ月

間嶋　滿（リハビリテーション科） 28 年 2 ヶ月
准教授　9 年 2 ヶ月
教授　　19 年

総合医療センター
山田拓己（泌尿器科） 22 年

准教授　7 年 1 ヶ月
教授　　14 年 11 ヶ月

櫻井真彦（眼科） 15 年
准教授　2 年 3 ヶ月
教授　　12 年 9 ヶ月

国際医療センター

木村文子（放射線科（画像診断科）） 11 年 11 ヶ月 教授　　11 年 11 ヶ月
西村重敬（心臓内科） 16 年 2 ヶ月 教授　　16 年 2 ヶ月
柴田昌彦（消化器内科） 3 年 11 ヶ月 教授　　3 年 11 ヶ月

西部伸一（麻酔科） 10 年
准教授　6 年 10 ヶ月
教授　　3 年 2 ヶ月

磨田　裕（麻酔科） 10 年 教授　　10 年
鹿間直人（放射線科（放射線腫瘍科）） 5 年 11 ヶ月 教授　　5 年 11 ヶ月

教員異動（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

採………用 昇………格 退………職

保
健
医
療
学
部

教 … 授
茅野秀一（臨床検査学科）
山下芳久（医用生体工学科）

加納　隆（医用生体工学科）
和合治久（臨床検査学科）

准教授 西岡亮治（理学療法学科） 福田敏幸（理学療法学科）

講 … 師
横山ひろみ（看護学科）
阿久澤智恵子（看護学科）

小林由起子（看護学科） 髙橋公子（看護学科）
小糸寿美（臨床検査学科）

助 教 5 2 2
助 手

合　計

平成 28 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
加納　隆（医用生体工学科） 10 年 6 ヶ月 教授　10 年 6 ヶ月
和合治久（臨床検査学科） 11 年 学科長（教授）　11 年
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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 赤　羽　　　明（客） 山　崎　芳　仁 森　口　武　史 1
向　田　寿　光 Chad…L.Godfrey
中　平　健　祐 大　間　陽　子
藤　森　千　尋 土　田　敦　子

米　岡　裕　美
西　脇　洋　一
鈴　木　　　正
川　村　勇　樹
種　田　佳　紀
村　上　　　元

計 （1） 4 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
寺　島　俊　雄（客）

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 石　澤　圭　介 市　村　隆　也 2
山　田　健　人
小　森　隆　司（客）

微 生 物 学 村　上　　　孝 松　井　政　則 小　林　信　春 1
内　田　哲　也（特） 前　田　卓　哉

免 疫 学 松　下　　　祥 川　野　雅　章 曽　根　敏　雄

社 会 医 学 亀　井　美登里 柴　﨑　智　美 高　橋　美保子 3
三　浦　公　嗣（特） 太　田　晶　子 　
鋤　柄　　　稔（客） 大　野　洋　一
平　子　哲　夫（客）

法 医 学 髙　田　　　綾 原　　　正　昭
木　戸　　　啓（客）
齋　藤　一　之（客）

計 11（9） 12 14 14
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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 加　藤　　　仁 荒　関　かやの 2
山　田　泰　子
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 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 徳　元　康　人
情報技術支援推進センター 椎　橋　実智男 1

計 5（6） 3 2 8

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 堀　江　公仁子 池　田　和　博

井　上　　　聡（客）
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） 水　野　洋　介
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 6（2） 1 4 9
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医療人育成支援センター
【センター長　三村　俊英】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
医療人育成支援センター 2

計 2

教職員・学生健康推進センター
【センター長　富谷　智明】

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
井　上　郁　夫

計 2

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　織田　弘美】

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 5 11

一　瀬　雅　夫（客） 中　山　伸　朗
松　﨑　靖　司（客） 稲　生　実　枝

消 化 管 内 科 今　枝　博　之 大　庫　秀　樹 2
心 臓 内 科 山　本　啓　二 飯　田　慎一郎
呼 吸 器 内 科 永　田　　　真 杣　　　知　行 中　込　一　之 4 6

仲　村　俊　秀 小宮山　謙一郎
萩　原　弘　一（客）
臼　井　　　裕（客）

内分泌内科・糖尿病内科 野　田　光　彦 一　色　政　志 野　口　雄　一 3 8
島　田　　　朗 小　野　　　啓
稲　葉　宗　道（客） 安　田　重　光

血 液 内 科 別　所　正　美 脇　本　直　樹 伊　藤　善　啓 2
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 3
山　元　敏　正 福　岡　卓　也
髙　橋　一　司
川　井　　　充（客）
丸　木　雄　一（客）
坂　井　文　彦（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
リウマチ膠原病科 三　村　俊　英 佐　藤　浩二郎 荒　木　靖　人 4 3

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 友　利　浩　司 2 5

小　島　智亜里
菅　原　壯　一（客） 井　上　秀　二

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 廣　岡　伸　隆 井　上　清　彰 4 6
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 大　原　泰　宏 6 2
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 9 2
立　花　陽　明 田　中　伸　哉 釘　宮　典　孝
門　野　夕　峰 河　野　慎次郎 坂　口　勝　信

杉　山　聡　宏
鳥　尾　哲　矢

脳 神 経 外 科 藤　巻　高　光 脇　谷　健　司 1 1
小　林　正　人

形成外科 ･ 美容外科 中　塚　貴　志 時　岡　一　幸 4 9
市　岡　　　滋

小 児 科 大　竹　　　明 秋　岡　祐　子 阿　部　裕　一 10 8
山　内　秀　雄 山　崎　太　郎
德　山　研　一
國　方　徹　也
菊　池　　　透
雨　宮　　　伸（客）
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 緒　方　　　　大 4 8
倉　持　　　朗
中　村　晃一郎

泌 尿 器 科 朝　倉　博　孝 中　平　洋　子 2 3
矢内原　　　仁

眼 科 篠　田　　　啓 加　藤　直　子 樺　澤　　　昌 5 7
米　谷　　　伸（客） 木　村　　　至 庄　司　拓　平
板　谷　正　紀（客） 山　田　教　弘
新　家　　　眞（客）
村　山　耕一郎（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
眼 科 石　川　　　弘（客）

小　島　孚　允（客）
耳鼻咽喉科（神経耳科） 加　瀨　康　弘 中　嶋　正　人 3 3

伊　藤　彰　紀 新　藤　　　晋
池　園　哲　郎
水　野　正　浩（客）
善　浪　弘　善（客）
上　條　　　篤（客）

産 科・ 婦 人 科 石　原　　　理 難　波　　　聡 9 6
亀　井　良　政 木　村　真智子
岡　垣　竜　吾
梶　原　　　健
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
原　　　元　彦（客）

麻 酔 科 長　坂　　　浩 水　上　　　智 竹　内　梨　紗 2 3
岩　瀬　良　範 前　山　昭　彦 西　澤　秀　哉
井　手　康　雄 星　島　　　宏
松　本　延　幸（客）
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 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 小　澤　栄　人 井　上　快　児 2 1 3
（放射線科・放射線腫 新　津　　　守 鈴　木　健　之 關　　　智　史
瘍科・核医学診療科） 松　成　一　朗

川　田　哲　也
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） 池　淵　研　二 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 金　澤　　　實（特） 倉　光　　　薫 武　永　　　強 1

丸　山　義　明 足　立　雅　樹
松　木　盛　行

計 61（44） 31 49 99 1 107

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 9 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 11 1
羽　田　勝　征（客）

呼 吸 器 内 科 植　松　和　嗣 3 5
内分泌・糖尿病内科 松　田　昌　文 秋　山　義　隆 1 1

大　村　栄　治（客） 森　田　智　子
和　田　誠　基（客） 大　竹　啓　之
中　島　　　啓（客）

血 液 内 科 木　嵜　昌　弘 渡　部　玲　子 多　林　孝　之 2 3
得　平　道　英 佐　川　森　彦

神 経 内 科 野　村　恭　一 深　浦　彦　彰 10 2
傳　法　倫　久

リウマチ・膠原病内科 天　野　宏　一 近　藤　恒　夫 5 1
竹　内　　　勤（客）

腎・ 高 血 圧 内 科 長谷川　　　元 叶　澤　孝　一 4 8
（ 人 工 腎 臓 部 ） 松　村　　　治（客） 小　川　智　也

御手洗　哲　也（客）
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 2

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 6
小　髙　明　雄 井　上　成一郎

血 管 外 科 佐　藤　　　紀 出　口　順　夫 3
乳 腺 腫 瘍 科 矢　形　　　寛 藤　本　浩　司

黒　住　昌　史（客）
樋　野　興　夫（客）
髙　野　利　実（客）

呼 吸 器 外 科 中　山　光　男 儀　賀　理　暁 福　田　佑　樹 2 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 星　川　淳　人 8 3

税　田　和　夫 萩　原　　　哲
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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 1

張　　　漢　秀
形成外科・美容外科 三　鍋　俊　春 大　西　文　夫 2 3
小 児 科 田　村　正　徳（特） 増　谷　　　聡 荒　川　　　浩 6 7

先　﨑　秀　明 櫻　井　淑　男 髙　田　栄　子
森　脇　浩　一 石　戸　博　隆
阪　井　裕　一 山　﨑　崇　志

田　中　理　砂
北　岡　照一郎
奈　倉　道　明
山　﨑　和　子
長　田　浩　平

総合周産期母子 側　島　久　典 石　黒　秋　生 12 2
医療C新生児科 加　部　一　彦 難　波　文　彦

金　井　雅　代
皮 膚 科 福　田　知　雄 寺　木　祐　一 人　見　勝　博 2 1

伊　崎　誠　一（客） 平　原　和　久
泌 尿 器 科 諸　角　誠　人 岡　田　洋　平 2 3

川　上　　　理 矢　野　晶　大
眼 科 櫻　井　真　彦 河　井　信一郎 2 3

小　幡　博　人
耳 鼻 咽 喉 科 菊　地　　　茂 大　畑　　　敦 大　木　雅　文 3 4

野　村　　　務
産 婦 人 科 髙　井　　　泰 長　井　智　則 3

竹　田　　　省（客） 松　永　茂　剛
髙　木　健次郎（客） 赤　堀　太　一

総合周産期母子 關　　　博　之 小　野　義　久 6 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 鈴　木　俊　成 丸　尾　俊　彦 15 7

宮　尾　秀　樹（客）
川　﨑　　　潤（客）

産 科 麻 酔 科 照　井　克　生 田　中　　　基 7 3 1
救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 輿　水　健　治 安　藤　陽　児 5 1

久　村　正　樹
高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤　　　晴　彦 澤　野　　　誠 井　口　浩　一 13

杉　山　　　聡 中　田　一　之 福　島　憲　治
間　藤　　　卓（客） 熊井戸　邦　佳 大河原　健　人

山　口　　　充
大　饗　和　憲
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
放 射 線 科 本　田　憲　業 長　田　久　人 阿　部　　　敦 3 1

土　屋　一　洋
画像診断科・核医学科 奥　　　真　也（客）

清　水　伸　幸（客）
放射線腫瘍科 髙　橋　健　夫 新　保　宗　史 3 1

神 経 精 神 科 吉　益　晴　夫 安　田　貴　昭 4 3
仙　波　純　一（客）
深　津　　　亮（客）

中 央 検 査 部 三　橋　知　明
病 理 部 田　丸　淳　一 東　　　守　洋 阿　部　佳　子 9

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

計 54（30） 29 56 182 3 78

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 2 2

良　沢　昭　銘 野　中　康　一
後藤田　卓　志（客）

心 臓 内 科 西　村　重　敬 中　島　淑　江 池　田　礼　史 9 7
岩　永　史　郎 丹　野　　　巡
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 3 1
各　務　　　博
萩　原　弘　一（客）

内分泌内科・糖尿病内科 栗　原　　　進
造 血 器 腫 瘍 科 松　田　　　晃 高　橋　直　樹 前　田　智　也 3

麻　生　範　雄
陣　内　逸　郎（客）

神経内科・脳卒中内科 髙　尾　昌　樹 加　藤　裕　司 丸　山　　　元 1 3
林　　　　　健 大　平　雅　之

佐々木　貴　浩
腎 臓 内 科 渡　邊　裕　輔
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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）
腫 瘍 内 科 畝　川　芳　彦
感 染 症 科 光　武　耕太郎 宮　里　明　子
総 合 診 療 内 科 古　屋　大　典
消 化 器 外 科 小　山　　　勇 佐　藤　　　弘 石　井　利　昌 6 6 1

山　口　茂　樹 合　川　公　康 宮　脇　　　豊
櫻　本　信　一 郡　司　　　久
岡　本　光　順

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 4
心 臓 血 管 外 科 新　浪　　　博 朝　倉　利　久 上　部　一　彦 6 2

井　口　篤　志 中　嶋　博　之 小　池　裕　之
西　村　元　延（客） 菊　地　千鶴男
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 今　西　淳　悟 1 1
脳 神 経 外 科 西　川　　　亮 山　根　文　孝 竹　田　理々子 2 4 4

栗　田　浩　樹 安　達　淳　一 中　島　弘　之
三　島　一　彦 吉　川　雄一朗 根　木　宏　明
神　山　信　也 鈴　木　智　成
柳　澤　隆　昭（客）
大井川　秀　聡（客）

形 成 外 科 横　川　秀　樹 1 1
小 児 心 臓 科 小　林　俊　樹 3 1

住　友　直　方
小児心臓外科 鈴　木　孝　明 枡　岡　　　歩 2 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 寺　本　由紀子 1 1
泌 尿 器 科 小　山　政　史 城　武　　　卓 3 1

西　本　紘嗣郎
耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅澤　正 小　柏　靖　直 5 1

中平　光彦 南　　　和　彦
蝦　原　康　宏

産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤　原　恵　一 吉　田　裕　之 黒　崎　　　亮 3 1 3
長谷川　幸　清
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 辻　田　美　紀 3 4

磨　田　　　裕
西　部　伸　一
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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）
麻 酔 科 古田島　　　太

中　山　英　人
林　田　眞　和（客）
武　居　哲　洋（客）

救 急 医 学 科 根　本　　　学 髙　平　修　二 松　岡　孝　裕 9 5
小井土　雄　一（客） 龍　神　秀　穂

放 射 線 科
画 像 診 断 科 酒　井　文　和 中　澤　　　賢 森　阪　裕　之 2

岡　田　吉　隆 齋　藤　尚　子
内　野　　　晃 佐　野　勝　廣
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 4 1
鹿　間　直　人

精神科（精神腫瘍科） 大　西　秀　樹 1
緩 和 医 療 科 髙　橋　孝　郎 小　山　忠　昭 1

臨 床 検 査 医 学 海老原　康　博 1
小　林　正　幸（客）

病 理 診 断 科 安　田　政　実 藤　野　　　節 永　田　耕　治 1 1
長谷部　孝　裕 榊　　　美　佳
新　井　栄　一

輸 血・ 細 胞 移 植 科 石　田　　　明
医 療 安 全 学 川　井　信　孝
内 科 ロ ー テ

（ 後 期 研 修 ）
外 科 ロ ー テ

（ 後 期 研 修 ）
計 63（22） 28 40 76 16 42

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 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
かわごえクリニック 片　山　茂　裕 森　　　芳　久 1 1

佐々木　　　望（客）
豊　嶋　良　一（客）
堀　川　直　史（客）

計 1（3） 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（特） 菊　池　チトセ 大　澤　優　子 17

千　田　みゆき 浅　川　典　子 藤　村　博　恵
冨　田　幸　江 山　路　真佐子 金　子　優　子
佐久間　　　肇 堀　内　仁　美 西　岡　ひとみ
辻　　　美　隆 大　賀　淳　子 大　森　美　保
大　森　智　美 髙　橋　公　子
野　田　智　子　 新　井　敏　子
佐　鹿　孝　子（客） 小　林　由起子

横　山　ひろみ
阿久澤　智恵子

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
茅　野　秀　一 高　橋　　　俊
北　澤　貴　樹（客） 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 5

加　納　　　隆 若　山　俊　隆 脇　田　政　嘉
小　林　直　樹 加　藤　綾　子
戸井田　昌　宏 奥　村　高　広
田　邊　一　郎 駒　形　英　樹
山　下　芳　久

理 学 療 法 学 科 赤　坂　清　和 福　田　敏　幸 神子嶋　　　誠 4
高　倉　保　幸 乙　戸　崇　寛　 澤　田　　　豊
小　島　龍　平 國　澤　佳　恵 時　田　幸之輔
藤　田　博　暁 西　岡　亮　治 國　澤　佳　恵

細　井　俊　希
新　井　智　之

計 22（3） 16 29 29

… 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　　　　　　　　茂　木　　　明

《総合企画部》
　　部　長　　　　　　　　　茂　木　　　明
　　副部長　　　　　　　　　小　山　　　格
　　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　　　　　　　　　田　中　　　寿
２．大学事務局　　　　　　　　　　　　　　　　
　　事務局長　　　　　　　　茂　木　　　明

《総　務　部》　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　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　　　　　　　　菅　野　俊　樹

《経　理　部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　池和田　忠　幸
　　次　長　　　　　　　　　和　田　　　実
　　経理課長　　　　　　　　高　沢　信　也
　　ＲＡセンター課長　　　　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》　　　　　　
　　部長代行　　　　　　　　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）　……内　田　和　利
　　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室長
　　　　　　　　　　　　　　山　﨑　豊　幸
　　ゲノム医学研究センター事務室長
　　　　　　　　　　　　　　大　沢　和　弘

３．大学病院
《医　務　部》
　　　部　　長　　　　　　　　池　澤　敏　幸
　　　次　長（健康管理センター付）
　　　　　　　　　　　　　　　水　村　順　孝
　　　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》
　　　事務長　　　　　　　　　田　島　契　司
　　　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
　　　事務局長（病院群事務長）諸　田　一　雄
　　　秘書室長　　　　　　　　諸　田　一　雄（兼）
　　　部長　　　　　　　　　　津久井　一　浩
　　　次長　　　　　　　　　　堀　江　正　人
　　　次長　　　　　　　　　　上　原　　　修
　　　次長　　　　　　　　　　皆　川　　　勉
　　　医務課長　　　　　　　　皆　川　　　勉（兼）
　　　医務課長　　　　　　　　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）
　　　臨床研究支援センター課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　高　橋　光　鶴
　　　経理購買課長補佐　　　　甲　田　和　博
　　　施設課長補佐　　　　　　中　鉢　利　和
　　　施設課長補佐　　　　　　風　間　信　治
　　　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
　　　次長　　　　　　　　　　武　久　秀　夫
　　　次長　　　　　　　　　　江　口　幹　也
　　　総務課長　　　　　　　　山　田　　　勉
　　　経理課長　　　　　　　　大　野　由紀夫
　　　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．競争的資金の獲得状況

平成 28 年度 競争的資金の獲得状況
件……数 金額（単位：百万円）

今…期 前期比 今…期 前期比

文部科学省科学研究費 159 ▲ 1 218 ▲ 16

厚生労働科学研究費
（がん研究開発費含む） 40 1 25 1

ＡＭＥＤ委託研究開発費 66 21 213 38

…計 265 21 456 23

1．文部科学省科学研究費　※研究費額には間接経費を含む

部門 研究
種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 基盤研
究Ａ 15H02566-2 多能性幹細胞から自己組織化による網膜神経節細胞と機能をもつ神経

線維の分化誘導 田丸　文信 260,000

毛呂 基盤研
究Ｂ

25290017-1
（補） グリオーマ好発性タランスジェニックラットの解析 佐々木　惇 130,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 26293432 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 佐藤　　毅 2,834,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 16H04714 ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗が

ん療法の開発 山田　健人 2,470,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 16H05402 免疫系ヒト化マウスを用いた癌免疫回避機構解明と次世代遺伝子ワク

チンによる克服戦略 山田　健人 520,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 25282043 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 赤羽　　明 910,000

毛呂 基盤研
究Ｂ

25290017-2
（補） グリオーマ好発性トランスジェニックラットの解析 村上　　孝 130,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 16H04651 ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制御メカニズム 池田　正明 442,000

毛呂 基盤研
究Ｂ 15H04779 レセプト・検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 野田　光彦 1,755,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26430022 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 195,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K11699 咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明に向けた遺伝的および環境的要因

の解析 依田　哲也 1,560,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26461367 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 井上　郁夫 520,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09627 CCN2 機能制御による慢性腎臓病の新規治療法の開発 井上　　勉 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09626 急性腎障害後の尿細管細胞を介した慢性腎臓病重症化機序の解明とそ

の抑制療法の開発 岡田　浩一 1,690,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K10106 新生児低酸素性虚血性脳症におけるマイクログリアの機能解析と臨床

応用への基礎的研究 亀井　良政 2,340,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26460885 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 原　　正昭 520,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K11359 インプラント型自己細胞再生軟骨を用いた小児気道再建に関する研究 古村　　眞 390,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09903 関節リウマチ滑膜細胞におけるクロマチンの立体的構造に基づく転写

制御異常機構の解明 荒木　靖人 1,820,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K10488 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 佐藤浩二郎 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09902 成人スティル病末梢血のエピゲノム異常の検討と病態解明 三村　俊英 1,820,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26462734 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 市岡　　滋 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26462713 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 寺脇　　幹 1,300,000
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部門 研究
種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09372 C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株出現に関わるオセロ仮説と 2- ヒッ

ト仮説の検証 持田　　智 2,210,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 25462735 経角膜網膜電気刺激の臨床応用 篠田　　啓 484,488

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K07063 二種類の同一サブクラス G タンパク質共役型受容体によるシグナル伝

達のクロストーク 周防　　諭 2,340,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K07941 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 小谷　典弘 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K09606 糸球体構造維持に関わるポドサイト細胞間接着分子の同定 小谷　典弘 130,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K09398 視床下部 Akt の摂食と糖代謝における役割の解明 小野　　啓 910,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K10370 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 小林　正人 650,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26460282 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 松本　英子 1,040,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K04430 初期学習における記憶の固定化と並行処理メカニズムの解明 菅　　理江 1,820,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K08412 タンパク質ナノカプセルの粘膜免疫誘導機構の解明 川野　雅章 1,560,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26350582 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 倉林　　均 910,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K09862 脳に発現する免疫分子 MHC の注意欠如・多動性障害への関与 村上　　元 520,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26461700 悪性黒色腫における遺伝子増幅と浸潤転移能の研究 村上　　孝 1,560,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K09228 喘息増悪の予防及び治療を目指す研究 中込　一之 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K00864 食事性植物ステロールによる腸管コレステロール吸収抑制機序の解明 中野　貴成 2,600,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K08504 ほ乳類の網膜桿体経路における TRPM1 チャネルの機能的役割 田丸　文信 1,300,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26381283 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 藤森　千尋 650,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K09698 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 徳山　研一 650,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K10105 新生仔期高濃度酸素性肺傷害修復過程における HAPLN1 の重要性 難波　文彦 2,600,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K10845 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 板谷　正紀 1,690,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K11520 Voxel-Based…morphometry による歯科心身症患者の脳形態変化 福島　洋介 1,300,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K08528 急性ストレスが引き起こす帯状回シナプス変化とその分子メカニズム

の解明 北條　泰嗣 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26462712 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 鈴木　啓介 1,014,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K04699 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 鈴木　将之 662,512

毛呂 基盤研
究Ｃ 26400402 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 鈴木　　正 1,040,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 15K09188 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 杣　　知行 1,235,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26460560 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　政則 1,170,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 26461529 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 水野　由美 1,430,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K01739 日本人女性アスリートのエナジー・アベイラビリティー適正値の検討

と評価方法の確立 難波　　聡 130,000

毛呂 基盤研
究Ｃ 16K11353 肝芽腫幹細胞による腫瘍血管の構築と微小環境の役割 藤田　恵子 2,340,000

毛呂
研究活動
スタート
支援

25885066 教育政策形成への市民参加に関する方法論的研究 米岡　裕美 910,000

毛呂
国際共同
研究加速
基金

15KK0318 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 14,300,000
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毛呂
国際共同
研究加速
基金

16KK0208 ビッグデータを用いた極早期緑内障経時的変化の解明 庄司　拓平 9,880,000

毛呂 若手研
究Ｂ 16K21329 自己免疫性疾患における全身性骨代謝異常の分子機構解析 横田　和浩 650,000

毛呂 若手研
究Ｂ 26860771 臨床応用に向けた次世代治療ワクチンの開発研究 高木　　徹 780,000

毛呂 若手研
究Ｂ 16K20612 NKG2D リガンド制御による歯肉癌の骨吸収抑制の可能性の検討 佐野　良恵 1,430,000

毛呂 若手研
究Ｂ 26860758 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 小林　威仁 1,170,000

毛呂 若手研
究Ｂ 15K21335 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 庄司　拓平 1,040,000

毛呂 若手研
究Ｂ 26861505 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 青葉　香代 650,000

毛呂 若手研
究Ｂ 15K19164 ウイルス脳内感染による薬物依存脆弱性の亢進 村上　　元 1,950,000

毛呂 若手研
究Ｂ 16K20204 子宮内膜機能とマイクロ RNA に関する基礎的研究 栃木　秀乃 1,300,000

毛呂 若手研
究Ｂ 15K19427 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 嶺崎　祥平 1,560,000

毛呂 若手研
究Ｂ 16K21328 タウのリン酸化亢進によって惹起される認知機能障害のメカニズム解

明 栁下　聡介 1,040,220

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

26670126 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 岩佐　健介 1,300,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

16K15828 ストレスによる疼痛の制御を目指した infradian…rhythm 遺伝子の探索 佐藤　　毅 3,380,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

15K15404 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 山内　秀雄 1,430,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

15K15759 臍帯血幹細胞を用いた再生医学的アプローチによる早期顎裂閉鎖に向
けて 時岡　一幸 260,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

15K15375 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 松下　　祥 1,430,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

16K15906 補完代替医療におけるエネルギー療法「レイキ」のがん患者への活用
モデルの構築 杉山　智江 780,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

26670566 エピジェネティック制御によって難治性がんの重粒子線感受性を増強
させる 村上　　孝 130,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

16K15193 CRISPR/Cas9 法を用いたニューロン機能改変による概日リズム機構の
解析 池田　正明 2,210,000

毛呂
挑戦的
萌芽研
究

15K15639 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 木村　　至 1,040,000

毛呂
特別研
究員奨
励費

16J06577 環状ホスファチジン酸を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発 山本　梓司 100,000

保医部 基盤研
究Ｃ 26350869 児童虐待に対する養護教諭の家族支援と関係機関との連携・協働に関

する研究 阿久澤智恵子 130,000

保医部 基盤研
究Ｃ 26350937 アドレナリン自己注射薬を持参している保育所の子どもへの対応の現

状と課題 阿久澤智恵子 52,000

保医部 基盤研
究Ｃ 15K01296 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　裕一 1,430,000

保医部 基盤研
究Ｃ 26420205 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　俊隆 650,000

保医部 基盤研
究Ｃ 15K08856 遠隔診療の精度向上をめざしたユーザーインターフェース改善のため

の研究開発 小林　直樹 1,170,000

保医部 若手研
究Ｂ 15K21332 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 新井　智之 780,000

保医部 若手研
究Ｂ 15K21336 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　雅浩 910,000
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保医部 若手研
究Ｂ 26870517 ” NICU における父親への支援のガイドライン” の開発 川合　美奈 780,000

保医部
新学術
領域研
究

26108002 多元計算解剖学における形態情報統合の基盤技術 小林　直樹 1,950,000

保医部
挑戦的
萌芽研
究

15K12520 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 戸井田昌宏 1,820,000

保医部
挑戦的
萌芽研
究

26670563 超高速三次元計測小型カメラによる高精度放射線治療位置確認システ
ムの開発 若山　俊隆 130,000

保医部
挑戦的
萌芽研
究

16K15777 口腔内細菌が産生する炎症物質の脳血液関門・神経疾患への影響 鈴木　正彦 1,690,000

総医セ 基盤研
究Ｂ 16H05592 一般不妊治療を受ける女性患者に対する指導管理プログラムの効果 高井　　泰 390,000

総医セ 基盤研
究Ｂ

26288072
（補） 呼気フロー分析による低侵襲な科学診断法の創成 澤野　　誠 390,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 15K10927 Chemoimmunotherapy を応用した神経芽腫の新しい細胞治療の開発 井上成一朗 1,430,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K09294 FD 患者の CCR2/CD68 細胞を介した消化管知覚神経由来 MBP 蛋白抑

制の解析 屋嘉比康治 65,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K12068 地域包括緩和ケアの充実に向けた家族への教育支援プログラムの開発 儀賀　理暁 65,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 26461047 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 熊谷　洋一 260,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 26462499 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 高井　　泰 1,170,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 25461925 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 高橋　健夫 1,040,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K04318 幼児は相手の視点を取ってことばの意味の推測を行うか：教示行動か

らの検討 高田　栄子 260,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 26430058 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 森　　　隆 1,300,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 15K09722 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 石黒　秋生 1,170,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K08577 Notch シグナルの調節因子 almondex/TM2D3 の機能 増田　　渉 390,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K08673 がんの発生の男女差を規定する単一遺伝子 DDX3X の同定 百瀬　修二 1,950,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K11423 多くの機関が協同して利用可能なデジタルトリアージタッグシステム

の開発 福島　憲治 130,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 15K09490 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 木崎　昌弘 1,690,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 26461942 乳癌進展における脂肪組織環境の果たす役割の解明 藤本　浩司 1,560,000

総医セ 基盤研
究Ｃ 16K10889 ヒストン修飾変化により発現制御される遺伝子 Vopp1 の破骨細胞に

おける作用の解明 中村　春彦 1,040,000

総医セ 若手研
究Ｂ 15K21334 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 小林　信吾 1,820,000

総医セ 若手研
究Ｂ 25870758 腎移植患者におけるアドヒアランス不良の早期発見・介入のための

ツールの開発 小林　清香 635,518

総医セ 若手研
究Ｂ 26870547 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 日野　峻輔 1,170,000

国医セ 基盤研
究Ｂ 26293196 癌幹細胞化を阻止する画期的分子標的治療薬の開発 各務　　博 2,860,000

国医セ 基盤研
究Ｂ

26282144-2
（補）

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 久慈　一英 130,000

国医セ 基盤研
究Ｂ

26282144-3
（補）

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 佐伯　俊昭 260,000

国医セ 基盤研
究Ｂ 26282144-1 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 上田　重人 1,690,000

国医セ 基盤研
究Ｂ 26293313 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 千本松孝明 2,340,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 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 安達　淳一 910,000



資料

960

部門 研究
種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

国医セ 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 安田　政実 1,170,000

国医セ 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 永田　耕治 1,560,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 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 吉川雄一郎 572,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 16K10361 非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET による乳癌治療戦略

構築のための研究 久慈　一英 1,560,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 26430060 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 高尾　昌樹 1,300,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 16K10472 消化管吻合部における創傷治癒促進栄養素の効果 合川　公康 1,690,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 15K09970 低酸素 PET による膵癌の治療ストラテジー構築 山根登茂彦 1,560,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 15K09909 国際標準化のための縦隔腫瘍の画像診断を用いた縦隔区分法と病期分

類の提案と評価 酒井　文和 65,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 26461927 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 小高　哲郎 1,170,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 26462427 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 小山　政史 1,560,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 16K10293 マルチパラメトリック拡散光イメージングを用いたがん薬物治療の超

早期治療効果予測 上田　重人 1,690,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 15K10650 体細胞変異に着目したアルドステロン産生細胞クラスターの病変進展

メカニズムの解明 西本絋嗣郎 1,820,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 16K11152 卵巣明細胞腺癌におけるネオ抗原および局所免疫応答の統合的解析 長谷川幸清 1,105,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 26462024 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 田代　　浄 1,560,000

国医セ 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 麻生　範雄 1,170,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 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…- 林　　　健 520,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 15K10222 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 鈴木　孝明 1,820,000

国医セ 基盤研
究Ｃ 26462622 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 中平　光彦 1,170,000

国医セ 若手研
究Ｂ 15K20556 DSCAM および netrin-1 の骨代謝における機能の解明 榎木祐一郎 1,170,000

国医セ 若手研
究Ｂ 15K19207 HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究 熊﨑　　祐 910,000

国医セ 若手研
究Ｂ 16K19737 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 寺本由紀子 1,690,000

国医セ 若手研
究Ｂ 26861413 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 小柏　靖直 1,300,000

国医セ 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 石田　真弓 910,000

国医セ 若手研
究Ｂ 15K19909 生体適合性接着剤を用いた膵瘻予防法の開発 渡邉　幸博 1,300,000

国医セ
挑戦的
萌芽研
究

15K15511 ヒト…iPS 細胞における（プロ）レニン受容体の機能解析 千本松孝明 1,560,000

国医セ
挑戦的
萌芽研
究

16K13062 心疾患を発症した労働者の早期社会復帰を目的とした新しい運動療法
の開発 牧田　　茂 390,000

ゲノム 基盤研
究Ｂ 16H05143 ES 細胞とがん細胞に共通した c-MYC 依存的なアポトーシスに対する

回避メカニズム 奥田　晶彦 5,240,000

ゲノム 基盤研
究Ｂ 15H05016 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抑制機

構の解明 片桐　岳信 130,000

ゲノム 基盤研
究Ｂ

26293396
（補） c-Src-p130Cas…axis 下流に存在する骨吸収調節因子の同定と機能解析 片桐　岳信 390,000

ゲノム 基盤研
究Ｂ 26293223 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 堀江公仁子 4,810,000

ゲノム 基盤研
究Ｃ 15K06807 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 三谷幸之介 260,000

ゲノム 基盤研
究Ｃ 16K08642 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

療技術の確立 三谷幸之介 1,300,000
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部門 研究
種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

ゲノム 基盤研
究Ｃ 26462317 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 水野　洋介 780,000

ゲノム 基盤研
究Ｃ 16K09973 ミトコンドリア病における新たなミトコンドリア機能破綻機序の解明 木下　善仁 1,430,000

ゲノム 基盤研
究Ｃ 16K09809 エストロゲン応答遺伝子による女性がん増悪メカニズムの解明と分子

標的治療への応用 佐藤　　航 1,820,000

ゲノム 若手研
究Ｂ 15K21333 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 菅原　　泉 574,579

ゲノム 若手研
究Ｂ 16K20067 骨格筋組織における異所性骨化誘導機構の解明 倉谷　麻衣 1,950,000

ゲノム 若手研
究Ｂ 15K20014 転写共役因子 Smad4 による運動器制御機構の解明 塚本　　翔 1,950,000

ゲノム
新学術
領域研
究

16H01220 MAX タンパク質の減数分裂抑制因子としての役割とその分子作用機
序 奥田　晶彦 4,810,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

16K15223 非生殖細胞である分化多能性幹細胞における異所性の減数分裂と胎生
致死との関連 奥田　晶彦 2,210,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

16K15531 ミトコンドリア内非コード RNA を病因とするミトコンドリア病の新
規発症メカニズム 岡﨑　康司 2,210,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

16K15624 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 松本　征仁 1,950,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

15K15073 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 池田　和博 1,170,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

15K15433 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 仲地　　豊 1,209,000

ゲノム
挑戦的
萌芽研
究

16K15496 がん微小環境におけるエクソソーム由来分泌型非コードＲＮＡの機能
とその臨床応用 堀江公仁子 1,300,000

ゲノム
研究活
動ス
タート
支援

15H06568 Ⅱ型 BMP 受容体 BMRP- Ⅱの生理的機能の解析 大手　　聡 1,430,000

… … … 　219,675,317

2．厚生労働科学研究費　※研究費金額には間接経費を含む
区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 厚生労働科学
特別研究事業

H28- 特別 - 指定
-038 検疫業務の質的向上に向けた検疫制度に関する研究 亀井美登里 1,040,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -031

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 倉持　　朗 200,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -032 難治性聴覚障害に関する調査研究 池園　哲郎 500,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -042 難治性腎疾患に関する調査研究 岡田　浩一 500,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -047

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

大竹　　明 600,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -049

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 倉持　　朗 900,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -053 ミトコンドリア病の調査研究 大竹　　明 300,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -054 ベーチェット病に関する調査研究 中村晃一郎 400,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -063 血液凝固異常症等に関する研究 宮川　義隆 750,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -064 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究 持田　　智 200,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -083 自己免疫疾患に関する調査研究 太田　晶子 500,000…
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区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -083… 自己免疫疾患に関する調査研究 三村　俊英 800,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H27-難治等（難）
- 一般 -016 特発性造血障害に関する調査研究 太田　晶子 100,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H27-難治等（難）
- 一般 -028 小児の急性脳症・けいれん重積状態の診療指針の確立 山内　秀雄 300,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H28 －免疫 - 指
定 -001 今後の慢性腎臓病（CKD）対策のあり方に関する研究 岡田　浩一 450,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H28-難治等（難）
- 一般 -024…

特発性後天性全身性無汗症の横断的発症因子，治療法，予後の
追跡研究… 中里　良彦 500,000…

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H28-難治等（難）
- 一般 -028

脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診療ガイドライン策定
を目指した大規模多施設研究 門野　夕峰 150,000…

毛呂

医薬品・医療
機器等レギュ
ラトリーサイ
エンス政策研
究事業

H26- 医 薬 A- 一
般 -002

血液製剤及び献血血の安全性確保と安定供給の維持のための新
興・再興感染症に関する総合的研究 岡田　義昭 700,000…

毛呂

医薬品・医療
機器等レギュ
ラトリーサイ
エンス政策研
究事業

H27- 医 薬 A- 一
般 -007

血液製剤の病原体不活化法の評価法開発と実ウイルスとモデル
ウイルスとの相違に関する研究 岡田　義昭 3,000,000…

毛呂 肝炎等克服政
策研究事業

H26- 肝政 - 一般
-001

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 持田　　智 350,000…

総医セ
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 田村　正徳 400,000…

総医セ 難治性疾患等
克服研究事業

H26- 免疫 - 指定
-021 我が国の関節リウマチ診療標準化のための研究 天野　宏一 200,000…

総医セ
地域医療基盤
開発推進研究
事業

H28- 医療 - 一般
-009… 周産期搬送に関する研究… 田村　正徳 3,400,000…

総医セ
地域医療基盤
開発推進研究
事業

H28- 医療 - 一般
-074 新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究… 高橋　健夫 250,000…

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -044 難治性血管炎に関する調査研究 天野　宏一 250,000…

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -074

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 野村　恭一 250,000…

総医セ がん対策推進
総合研究事業

…H26- がん政策 -
一般 -017

若年乳がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存
に関する心理支援体制の構築… 矢形　　寛 200,000…

総医セ がん対策推進
総合研究事業

H26- がん政策 -
一般 -017

若年乳がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存
に関する心理支援体制の構築… 高井　　泰 200,000…

総医セ がん対策推進
総合研究事業

H27- がん対策 -
一般 -005

総合的な思春期・若年成人（AYA）世代のがん対策のあり方に
関する研究 高井　　泰 300,000…

総医セ 障害者政策総
合研究事業

H28- 身 体・ 知
的 - 一般 -006…

医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の
連携促進に関する研究… 田村　正徳 4,168,000…

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -028 プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 高尾　昌樹 800,000…

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H26-難治等（難）
- 一般 -065 びまん性肺疾患に関する調査研究 酒井　文和 300,000…

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H27-難治等（難）
- 一般 -019

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

住友　直方 250,000…

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H27-難治等（難）
- 一般 -032

遺伝子診断に基づく不整脈疾患群の病態解明および診断基準・
重症度分類・ガイドライン作成に関する研究 住友　直方 300,000…

国医セ がん対策推進
総合研究事業

H26- がん政策 -
一般 -014

がん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 鹿間　直人 150,000…

国医セ がん対策推進
総合研究事業

H27- がん対策 -
一般 -003

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
究の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

佐伯　俊昭 100,000…

　 　 　 　 3,758,000
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3．がん研究開発費

区分 研究種目 課題
番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 がん研究
開発費 26-A-2… 多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデ

ンスの構築に関する研究… 野田　光彦 100,000

総医セ 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 木崎　昌弘 300,000

国医セ 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 鹿間　直人 400,000

国医セ がん研究
開発費 28-A-12… トランスレーショナルリサーチの標準化に関する研究… 長谷川幸清 1,000,000

　 　 　 　 　1,800,000

4．ＡＭＥＤ委託研究開発費　※研究費の金額は間接経費を含む
区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 医薬品等規制調和・
評価研究事業

16mk01010
18h0103

血液製剤のウイルス等安全確保のための評価技術開発に関す
る研究 岡田　義昭 2,800,000

毛呂 腎疾患実用化研究
事業

16ek03100
05s0302 ガイドライン作成・検証 岡田　浩一 200,000

毛呂 医薬品等規制調和・
評価研究事業

16mk01010
78h0001

腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガイドラインの策
定に関する研究 岡田　浩一 195,000

毛呂
女性の健康の包括
的支援実用化研究
事業

16gk02100
12h0001

妊娠糖尿病女性における出産後の糖尿病・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に関する研究 菊池　　透 100,000

毛呂 創薬支援推進事業・
創薬総合支援事業

16nk01013
47h0001

環状ホスファチジン酸類縁化合物による多発性硬化症治療薬
の開発 吉川　圭介 2,999,700

毛呂
長寿・障害総合研
究事業　認知症研
究開発事業

16dk03100
69h0001 脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関与の検討 荒木　信夫 3,200,000

毛呂
「統合医療」に係る
医療の質向上・科
学的根拠収集研究
事業

16lk03100
14h0001 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討 荒木　信夫 5,438,499

毛呂 医療機器開発推進
研究事業

16hk01020
12h0003

企業人材の育成と連動した革新的国産内視鏡治療機器の研究
開発 今枝　博之 750,001

毛呂 難治性疾患等克服
研究事業

16ek01090
19h0003 自己免疫疾患のイノベーション研究 三村　俊英 900,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

16fk02101
02h0001

次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸とし
た C 型肝炎新規治療の病態解明と臨床応用 持田　　智 2,000,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

16fk02102
02h0002

B 型肝炎ウイルス再活性化に関与するウイルス・宿主要因の
解明に基づく予防対策法の確立を目指す研究 持田　　智 5,000,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

16fk02103
04h0003…

ゲノム網羅的解析による B 型肝炎ウイルス感染の病態関連
遺伝子の同定と新規診断法の開発… 持田　　智 1,300,000

毛呂 難治性疾患実用化 16ck01090
72h0003

遺伝性網脈絡膜疾患の生体試料の収集 ･ 管理 ･ 提供と病態解
明 篠田　　啓 500,000

毛呂
長寿・障害総合研
究事業　認知症研
究開発事業

16dk03070
48h0002

精神医学・救急医学・法医学が連携した危険ドラッグ使用の
病態・症状対応法の開発に関する研究 上條　吉人 2,250,000

毛呂 創薬基盤推進研究
事業

16ak01010
48h0001

ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開発と供給体制整
備 村上　　孝 1,000,000

毛呂 難治性疾患等実用
化研究事業

16ek01090
88h0002

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 -

大竹　　明 390,000

毛呂 臨床研究・治験推
進研究事業 CCT-B-2602

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

大竹　　明 8,391,528

毛呂 臨床研究・治験推
進研究事業 CCT-C-2671 治験の実施に関する研究 [5ALA・SFC] 大竹　　明 700,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

16fk02102
01h0002

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，治療等に関する研究 中山　伸朗 1,200,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
45s0402

生活習慣病予防や高齢者の身体機能維持のためのエネルギー
バランスに関する指標の開発並びに栄養素の摂取上限量に関
するデータベースの開発に資する研究…

仲村　秀俊 1,100,736

毛呂 感染症実用化研究
事業

16fk02103
08h0003

C 型肝炎の抗ウイルス治療法選択を目的とした新規検査系に
関する研究 内田　義人 1,500,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
29h0003

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 野田　光彦 780,000
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毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
48h0002 糖尿病の標準的治療の開発と均てん化に関する研究 野田　光彦 1,820,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
63h0001

2 型糖尿病患者における厳格な統合的介入が長期予後に及ぼ
す影響に関する研究（J-DOIT3 追跡研究） 野田　光彦 520,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
64h0001

糖尿病における診療の質評価と地域医療連携評価に関する研
究 野田　光彦 4,550,000

毛呂
長寿・障害総合研
究事業　認知症研
究開発事業

16dk02070
29h0001

Gene…Ontology に基づいたマイクロアレイ解析による認知症
進行または抑制機構の解明 栁下　聡介 3,606,473

保医部 医工連携事業化推
進事業実証事業

16he13020
38s0301

個別最適化した手術を短時間で完了できる人工関節手術ナビ
ゲーションによる 3D 手術支援サービスシステムの開発 ･ 事
業化

若山　俊隆 1,083,646

総医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01060
57h0003

上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ランダ
ム化検証的試験 関　　博之 1,000,000

総医セ 医薬品等規制調和・
評価研究事業

16mk01010
47s0102 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 山本　晃士 344,500

総医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01062
24h0001 眼部腫瘍の全国症例登録システムの構築に関する研究 小幡　博人 734,897

総医セ 難治性疾患実用化 16ek01090
39h0003

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 深浦　彦彰 845,000

総医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

16ek01090
24h0003

ステロイドを開始する SLE 患者におけるステロイド性大腿
骨頭壊死を予防するため，ワルファリン + ピタバスタチン +
ユベラニコチネートの 3 剤併用療法の有用性を検証する

天野　宏一 100,000

総医セ
免疫アレルギー疾
患等実用化研究事
業

16ek04100
16s0203 関節リウマチの臨床的アウトカムに関わる背景因子の探索 天野　宏一 100,048

総医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01062
20h0001 病理中央診断，登録患者の病理診断，病理診断標準化 田丸　淳一 1,500,000

総医セ 再生医療実用化研
究事業

16bk01040
29h0003

低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療に関する
研究 田村　正徳 600,000

総医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01060
77h0003　
　　

患者登録・治療・追跡 得平　道英 1,000,000

総医セ 成育疾患克服等総
合研究事業

16gk01100
07h0003 低出生体重児の発症機序及び長期予後の解明に関する研究 難波　文彦 1,450,000

総医セ
感染症実用化事業…
肝炎等克服実用化
研究事業

16fk03105
02h0005

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 名越　澄子 4,420,000

総医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

16ek01090
56h0003

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 野村　恭一 390,000

総医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

16ek01090
90s0501

視神経脊髄炎の再発に対するリツキシマブの有用性を検証す
る第Ⅱ / Ⅲ相多施設共同プラセボ対照無作為化試験 野村　恭一 1,500,000

国医セ 腎疾患実用化研究
事業

16ek03100
07h0001 メガリンを標的とした腎機能温存・再生療法の開発 各務　　博 520,000

国医セ
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

16kk02050
09h0001 認知症臨床ゲノム情報データベース構築に関する開発研究 高尾　昌樹 1,040,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01062
15s0101 外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究 佐藤　　弘 863,595

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01060
56h0003

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 桜本　信一 1,950,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01062
42h0001

病理学的 Stage Ⅱ / Ⅲで” vulnerable" な 80 歳以上の高齢層
胃癌に対する開始量を減量したＳ -1 術後補助化学療法に関
するランダム化比較第Ⅲ相試験

桜本　信一 368,832

国医セ 難治性疾患実用化 16ek01090
64h0003

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 酒井　文和 300,000

国医セ 次世代がん医療創
生研究事業

16cm01064
12h0001

分子標的薬投与，抗がん剤投与，胸部外科手術，放射線治療
が原因で発症する致死性びまん性肺胞障害の原因探求と肺障
害予測法，予防法開発

小林　国彦 600,000

国医セ 臨床研究・治験推
進研究事業 CCT-C-2522 治験の実施に関する研究 [ 肺動脈ステント ] 小林　俊樹 600,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01060
69h0003 小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発 西川　　亮 300,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01060
91h0003

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　　亮 17,819,000
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国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01061
40h0002

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 西川　亮 3,900,000

国医セ 次世代がん医療創
生研究事業

16cm01065
21h0001

神経膠腫（グリオーマ）の治療抵抗性に関連した不均一性獲
得機構の解明とそれに対応する治療戦略の構築 西川　亮 520,000

国医セ
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
25h0003

発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の適応
拡大を目指した臨床研究 棚橋　紀夫 250,000

国医セ 次世代がん医療創
生研究事業

16cm01065
02h0001

ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新規治療標的の同
定

長谷川　幸
清 4,500,000

国医セ 臨床研究・治験推
進研究事業

16lk020100
4h0005

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 藤原　恵一 60,435,746

国医セ 臨床研究・治験推
進研究事業

16lk02010
44h0001

がん領域 Clinical…Innovation…Network 事業による超希少がん
の臨床開発と基盤整備を行う総合研究 藤原　恵一 1,495,000

国医セ
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

16ek02100
58s1401

慢性心不全患者に対する多職種介入を伴う外来・在宅心臓リ
ハビリテーションの臨床的効果と医療経済的効果を調べる研
究

牧田　茂 390,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01061
29h0003

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 麻生　範雄 750,000

国医セ
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

16kk02050
05h0001

がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備に
関する研究 麻生　範雄 3,485,258

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01061
01h0003

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 良沢　昭銘 1,000,000

ゲノム 難治性疾患等克服
研究事業

16ek01090
59h0203

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

岡﨑　康司 5,000,000

ゲノム 難治性疾患実用化
16ek01091
77h0101

（新 ･ 村山班）
創薬を見据えた，ミトコンドリア病の新規病因遺伝子の発見
とその病態解明 岡﨑　康司 5,720,000

ゲノム
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

16kk02050
02h0101

希少・難治性疾患領域における臨床ゲノムデータストレージ
の整備に関する研究 岡﨑　康司 11,960,000

ゲノム
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

16kk02050
04h0101

ゲノム創薬・医療を指向した全国規模の進行固形がん，及び，
遺伝性腫瘍癌床ゲノムデータストレージの構築 岡﨑　康司 9,100,000

ゲノム 革新的がん医療実
用化研究事業

16ck01061
94h0001

女性難治がんの PDX モデルを用いたがん微小環境を標的と
した革新的診断治療法の構築 池田　和博 9,571,400

ゲノム 次世代がん医療創
生研究事業

16cm01061
17h0001

RNA 結合タンパク質複合体を構成する因子・非コード RNA
を標的とする核酸創薬 池田　和博 2,650,000

　 　 　 　 213,348,859
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4．年　譜

4 月
… 1 日… ・医学部入学定員 126 名→ 127 名
… 1 日… ・新任式（創立 30 周年記念講堂）
… 1 日… ・第 4 次長期総合計画「飛翔」（平成 28 年度－平成 34 年度）開始
… 1 日… ・埼玉医科大学 AC（アスリートクラブ）発足
… 1 日… ・医学部　研究医養成プログラム開始
… 1 日… ・ハンガリー・センメルワイス大学訪問団学術集会，「センメルワイス没後 150 年記念展示会」
… … ……オープニングセレモニー開催
… 2 日… ・第 10 回大学院学位記授与式（創立 30 周年記念講堂）
… 2 日… ・第 10 回スチューデントドクター認定式（白衣式）（創立 30 周年記念講堂）
… 11 日… ・入学式（医学部第 45 回，保健医療学部第 11 回）（創立 30 周年記念講堂）
… 11 日… ・大学院入学式（保健医療学部棟）
… 11 日… ・医学部学生ポータルサイト「SMU…PASSPORT」運用開始
… 16 日… ・第 124 回埼玉医科大学市民公開講座『成長期と中高年者のスポーツ障害』（川越ビル）
… 20 日… ・国際医療センター　第 72 回地域医療連携懇話会
… 29 日… ・第 110 回医師国家試験合格祝賀・壮行会（パレスホテル東京）
… 30 日… ・株式会社西武ライオンズとの連携協力に関する基本協定締結

5 月
… 7 日… ・第 12 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
… 11-13 日… ・会計検査院による実地検査
… 12 日… ・大学病院　ふれあい看護の日・ふれあい看護体験
… 14 日… ・第 9 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Ⅳ」（創立 30 周年記念講堂）
… 18 日… ・国際医療センター　3 例目の心臓移植実施
… 20 日… ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
… 21 日… ・第 15 回 ｢ 日本の Mayo…Clinic を目指す会 ｣ 全体集会開催
… 21 日… ・第 125 回埼玉医科大学市民公開講座『乳がんのはなし』（川越ビル）
… 21 日… ・国際医療センター　第 68 回フォワイエコンサート
… 23 日… ・大学病院　平成 28 年度診療報酬改定に係る講演会
… 24 日… ・株式会社西武ライオンズとの連携協力に関する基本協定調印式
… 25 日… ・保健医療学部　高校教員向けキャンパス見学会
… 28 日… ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会理事長　丸木清之，副理事長　吉本信雄
… … ………専務理事　棚橋紀夫，常務理事　田島賢司，常務理事　茂木明
… … ………（任期：平成 28 年 5 月 28 日から平成 30 年 5 月 15 日まで）
… 28 日… ・保健医療学部　高校教員向け国際医療センター見学会
… 29 日… ・医学部　オープンキャンパス

6 月
…… 1 日… ・医学部　第 110 回医師国家試験報告会（本部棟 1 階第 3 講堂，3 キャンパステレビ会議）
… 1 日… ・附属図書館　埼玉医科大学リポジトリ公開
… 2 日… ・大学病院　西入間広域消防組合との派遣型救急ワークステーション設置に関する調印式
… 2 日… ・病院群臨床研修センター　新専門医研修プログラム説明会（大学病院）
… 4 日… ・病院群臨床研修センター　新専門医研修プログラム説明会（国際医療センター）
… 6 日… ・総合医療センター　救急自動通報システム（「D-Call…Net」）実証訓練
… 8 日… ・第 33 回埼玉医科大学・連携施設懇談会（川越プリンスホテル）
… 11 日… ・病院群臨床研修センター　新専門医研修プログラム説明会（総合医療センター）
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… 11 日… ・病院群臨床研修センター　初期臨床研修プログラム説明会（国際医療センター）
… 11 日… ・国際医療センター　第 69 回フォワイエコンサート
… 16 日… ・RA センター　公的研究費に係る説明会（3 キャンパス TV 会議システムによる中継）
… 16 日… ・病院群臨床研修センター　初期臨床研修プログラム説明会（大学病院）
… 18 日… ・第 126 回埼玉医科大学市民公開講座『前立腺の病気と過活動膀胱』（川越ビル）
… 19 日… ・保健医療学部　第 1 回オープンキャンパス
… 23 日… ・大学病院　エレベーター棟竣工並びに「HAPPINESS 家族像」除幕式
… 23 日… ・埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会開講式
… 25 日… ・病院群臨床研修センター　埼玉医科大学病院群新専門医研修プログラム説明会（毛呂山キャンパス）
… 25 日… ・国際医療センター　第 70 回フォワイエコンサート

7 月
… 2 日… ・国際医療センター　第 71 回フォワイエコンサート
… 6 日… ・医学部　交換留学生壮行歓迎会
… 7-11 日… ・学生相互交換留学制度　河口湖セミナー
… 7 日… ・病院群臨床研修センター　初期臨床研修プログラム説明会（総合医療センター）
… 9 日… ・総合医療センター　サマーコンサート
… 16 日… ・第 127 回埼玉医科大学市民公開講座『鼻と耳の病気』（川越ビル）
… 16 日… ・総合医療センター　第 8 回地域がん診療連携拠点病院市民公開講座（ウェスタ川越）
… 18 日… ・医学部　オープンキャンパス
… 18 日… ・大学病院　肝臓病市民公開講座（東松山市民文化センター）
… 20 日… ・国際医療センター　第 73 回地域医療連携懇話会症例報告会
… 23 日… ・平成 28 年度第 1 回教授・教員総会，名誉教授称号証授与式（総合医療センター 5 階大講堂）
… 23 日… ・教育・研究，診療連携会議（総合医療センター管理棟 4 階会議室 2）
… 24 日… ・第 7 回 JMECC（日本内科学会認定，内科救急・ICLS 講習会）開催（毛呂山キャンパス）
… 24 日… ・保健医療学部　第 2 回オープンキャンパス
… 27-28 日… ・第 38 回私立医科大学・医学部職員野球大会
… 30 日… ・大学病院　第 1 回市民公開講座（オルコスホール 4 階）
… 31 日
…-8 月 28 日…

・医学部　交換留学制度（本学学生 18 名海外 9 大学へ留学）

… 31 日… ・保健医療学部　第 3 回オープンキャンパス

8 月
… 1 日… ・大学病院　病院長　織田弘美（任期：2 ヶ年）
… 2 日… ・女子栄養大学との課外学習プログラムに関する協定の締結式
… 2 日… ・総合医療センター　がん教育セミナー
… 5-6 日… ・第 37 回医学教育ワークショップ（川越ビル）
… 6 日… ・総合医療センター　平成 28 年度大規模地震時医療活動訓練
… 10 日… ・大学病院　病院運営方針講演会
… 13 日… ・国際医療センター　第 72 回フォワイエコンサート
… 17-18 日… ・保健医療学部　第 18 回医療人教育のためのワークショップ（新任）
… 20 日… ・保健医療学部　第 4 回オープンキャンパス
… 21 日… ・保健医療学部　第 5 回オープンキャンパス
… 25-26 日… ・保健医療学部　第 19 回医療人教育のためのワークショップ（アドバンスト・コース）
… 25 日… ・国際医療センター　関東信越厚生局及び埼玉県による個別指導
… 27-28 日… ・総合医療センター　緩和ケア研修会
… 27 日… ・国際医療センター　第 73 回フォワイエコンサート
… 31 日… ・大学病院　医療法第 25 条に基づく立入検査
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9 月
… 1 日… ・大学病院，総合医療センター，国際医療センター　第 37 回九都県市合同防災訓練参加
… 1 日… ・大学病院　第 9 回紹介患者報告会（シンフォニー）
… 2 日… ・納骨式（妙玄寺）
… 3 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
… 3 日… ・平成 28年度大学院博士課程（医学研究科）後期入試，平成29年度大学院博士課程（医学研究科）
… … ………前期第 1 回入学試験，第 69 回大学院医学研究科
… … ………語学試験（会場：本部棟 1 階第 3 講堂）
… 3 日… ・平成 29 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）
… 3 日… ・大学病院　サマーコンサート
… 3 日… ・国際医療センター　第 74 回フォワイエコンサート
… 5 日… ・大学病院　救急医療功労医療機関知事表彰（特殊救急（耳鼻咽喉科）部門）
… 5 日… ・国際医療センター　救急医療功労医療機関知事表彰（その他部門（救命救急センター））
… 5 日… ・国際医療センター　タイ・ラジャビチ病院との「知識共有を通じた長期的
… … ………パートナーシップ推進のための覚書」調印式
… 6 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（吉川市立栄小学校）
… 8 日… ・総合医療センター　給食施設火入れ式
… 10 日… ・第 6 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム（本部棟 1 階第 3 講堂，3 キャンパステレビ中継）
… 10 日… ・保健医療学部　看護学科第 19 回公開講座（創立 30 周年記念講堂）
… 17 日… ・第 16 回 ｢ 日本の Mayo…Clinic を目指す会 ｣ 全体集会開催
… 17 日… ・第 128 回埼玉医科大学市民公開講座『がん治療と支持医療』（川越ビル）
… 17 日… ・総合医療センター　オータムコンサート
… 21 日… ・インドネシア・UKRIDA 大学関係者来学
… 21 日… ・国際医療センター　第 74 回地域医療連携懇話会症例報告会
… 24 日… ・大学病院　病院長「感謝の集い・就任披露の会」（川越プリンスホテル）
… 24 日… ・第 10 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 V
… … ………子宮頚がん検診を受けよう！」（創立 30 周年記念講堂）
… 25 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）
… 25 日… ・総合医療センター　埼玉県医療整備課主催「高校生の志」養成事業

10 月
… 1 日… ・埼玉医科大学創立 50 周年記念キャンパス整備募金開始
… 1 日… ・大学倫理審査委員会事務局を大学事務部からリサーチアドミニストレーションセンターに組織変更
… 1 日… ・保健医療学部　看護学科　平成 28 年度領域別実習要件認定式（戴帽式）（創立 30 周年記念講堂）
… …3 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（熊谷市立妻沼小学校）
… …6 日… ・総合医療センター　関越自動車道埼玉県消防訓練
… …7 日… ・総合医療センター　リメンバー 2000 全体集会
… 8 日… ・国際医療センター　第 75 回フォワイエコンサート
… 10 日… ・大学病院　肝臓病市民公開講座（大宮ソニックシティ）
… 12 日… ・第 34 回埼玉医科大学・連携施設懇談会（川越プリンスホテル）
… 12 日… ・第 2 回学生による研究発表会
… 15 日… ・第 129 回埼玉医科大学市民公開講座『感染症のはなし』（川越ビル）
… 17-28 日… ・学校法人埼玉医科大学と株式会社丸広百貨店における地域連携協定に基づく人材育成研修
… 18 日… ・総合医療センター　熊谷・深谷地区における重症救急事案の受入に係る協定締結式
… 19 日… ・総合医療センター　川越地区第 31 回自衛消防隊消防操法競技大会出場
… … ……（屋内消火栓男子の部・同女子の部優勝）
… 22-23 日… ・大学祭　第 9 回越華祭「DIVE」（医学部，保健医療学部合同開催（日高キャンパス））
… 22 日… ・国際医療センター　第 76 回フォワイエコンサート
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… 23 日… ・第 3 回国際医療センター運動会（創立 50 周年記念総合グラウンド）
… 25 日… ・国際医療センター　JCI 更新受審に係る決起集会（創立 30 周年記念講堂）
… 26 日… ・総合医療センター　愛媛県環境保健福祉委員ドクターヘリ視察
… 29 日… ・平成 28 年度（第 44 回）解剖体慰霊祭（創立 30 周年記念講堂）

11 月
… 5 日… ・保健医療学部　市民公開講座
… 6 日… ・保健医療学部　推薦入試（会場：保健医療学部）
… 7 日… ・附属図書館　UpToDate リモートアクセスサービス開始
… 9 日… ・平成 28 年度留学帰国報告会
… 9 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（川口市立慈林小学校）
… 11-12 日… ・ゲノム医学研究センター　第 14 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム
… … ………「幹細胞とがん細胞の共通点から未来医療を考える」（創立 30 周年記念講堂）
… 13 日… ・医学部　推薦入試（会場：短期大学）
… 13 日… ・総合医療センター　第 4 回 SMC メディカルラリー
… 18 日… ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
… 19 日… ・第 130 回埼玉医科大学市民公開講座『子どもと大人の喘息』（川越ビル）
… 19 日… ・総合医療センター　くれよんの会（親と子のがん教育）
… 24 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
… 25 日… ・丸木清浩名誉理事長　逝去（享年 77）
… 26 日… ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
… 26 日… ・ダライ・ラマ 14 世法王猊下来学記念講演（創立 30 周年記念講堂）
… 26-27 日… ・第 15 回臨床研修指導医講習会（川越ビル）
… 27 日… ・保健医療学部　第 6 回オープンキャンパス
… 30 日… ・丸木清浩名誉理事長　通夜（創立 30 周年記念講堂）

12 月
… 1 日… ・丸木清浩名誉理事長　告別式（創立 30 周年記念講堂）
… 2-3 日… ・RA センター　第 54 回医学系大学倫理審査委員会連絡会議を主管校として開催（ウエスタ川越）
… 3 日… ・大学病院　第 2 回市民公開講座（本部棟 1 階第 3 講堂）
… 4 日… ・第 8 回 JMECC（日本内科学会認定，内科救急・ICLS 講習会）開催（毛呂山キャンパス）
… 6 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（戸田市立新曽小学校）
… 10 日… ・第 131 回埼玉医科大学市民公開講座『老化と物忘れ』（川越ビル）
… 10 日… ・初期臨床研修医，シニアレジデント，地域診療施設の医師対象……腹部超音波・消化器内視鏡実践セ

ミナー（毛呂山キャンパス）
… 10 日… ・健康管理センター　毛呂山町ふるさと納税返礼品「人間ドッグ」委託契約
… 10 日… ・第 11 回国際医療センター市民公開講座「糖尿病と心臓病の危険な関係」（創立 30 周年記念講堂）
… 11 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）
… 13 日… ・総合医療センター　新型インフルエンザ情報伝達訓練
… 13 日… ・国際医療センター　医療法第 25 条に基づく立入検査
… 15 日… ・労働安全衛生講演会（毛呂山キャンパス）
… 15 日… ・大学病院　ボランティア交流会
… 17 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）
… 17 日… ・平成 28 年度学内グラント授賞式，平成 28 年度医学会奨励賞授賞式，
… … ………第 2 回学生による研究発表表彰式（創立 30 周年記念講堂）
… 17 日… ・平成 28 年度医学部・保健医療学部合同教授・教員総会（創立 30 周年記念講堂）
… 17 日… ・総合医療センター　クリスマスコンサート
… 17 日… ・国際医療センター　第 77 回フォワイエコンサート
… 18 日… ・附属図書館　「図書館と県民の集い埼玉 2016」展示参加
… … … （当館展示テーマ「医学生のキャンパスライフ」）
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… 19 日… ・総合医療センター　埼玉県ドクターヘリ臨時運航調整委員会
… 21 日… ・国際医療センター　第 75 回地域医療連携懇話会
… 24 日… ・国際医療センター　第 78 回フォワイエコンサート
… 28 日… ・総合医療センター　児玉地域救急医療対策協議会との重症救急事案受入協定の締結

1 月
… 4 日… ・新年拝賀式・永年勤続表彰・賀詞交歓会
… 6 日… ・総合医療センター　埼玉県ドクターヘリ事例検証会
… 7 日… ・平成 29 年度大学院博士課程（医学研究科）前期第 2 回入学試験，第 70 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）
… 7 日… ・保健医療学部　入試広報企画「一般入試解析」
… 10 日… ・国際医療センター　病院長による平成 28 年度事業報告及び平成 29 年度事業計画説明会
… … … （創立 30 周年記念講堂）
… 12-13 日… ・総合医療センター　医療法第 25 条に基づく立入検査
… 14-15 日… ・医学部　センター試験利用入試一次試験
… 14 日… ・平成 29 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）
… 18 日… ・大学病院　第 3 回埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会
… 21 日… ・第 132 回埼玉医科大学市民公開講座『整形外科の病気』（川越ビル）
… 21 日… ・ゲノム医学研究センター　第 4 回 Clinical…Science…Forum 開催（国際医療センター共催）
… 21 日… ・RA センター　慶応義塾大学病院主幹…首都圏 AR コンソーシアムへ構成機関として参画
… 22 日… ・医学部　一般入試前期一次試験（会場：TOC ビル）
… 23 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（川越市立上戸小学校）
… 23 日… ・国際医療センター　平成 28 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
… 24 日… ・総合医療センター　会計検査院による監査（埼玉県補助金事業）
… 25 日… ・平成 28 年度　第 2 回彩の国大学連携学長会議及び彩の国連携力育成プロジェクト終了後の事業継

続に関する協定書の締結式
… 25 日… ・国際医療センター　医の倫理講演会
… 28 日… ・第 17 回 ｢ 日本の Mayo…Clinic を目指す会 ｣ 全体集会開催
… 29 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）
… 31 日… ・国際医療センター　山西華晋骨科医院関係者視察

2 月
… 1 日… ・医師国家試験壮行会
… 1 日… ・保健医療学部　一般入試前期一次試験（会場：保健医療学部棟）
… 3 日… ・保健医療学部　一般入試前期二次試験（会場：保健医療学部棟）
… 4 日… ・総合医療センター　自衛隊機受入訓練
… 6 日… ・国際医療センター　4 例目の心臓移植手術実施
… 7 日… ・国際医療センター　県議会議員団訪問
… 10 日… ・大学病院，総合医療センター，国際医療センター　平成 28 年度埼玉県特別機動援助隊合同訓練
… … … （本庄総合公園）
… 11 日… ・丸木清浩先生を送る音楽の夕べ（帝国ホテル東京本館 2 階孔雀の間）
… 12 日… ・医学部　一般入試後期一次試験（会場：TOC ビル）
… 13 日… ・学生相互交換留学制度選考会（丸木記念館）
… 13 日… ・大学病院　埼玉県トラック協会寄贈車輌贈呈式（さいたま市　埼玉県危機管理防災センター）
… 15 日… ・大学病院　平成 28 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
… 18 日… ・大学病院　第 3 回市民公開講座（本部棟 1 階第 3 講堂）
… 18 日… ・国際医療センター　第 12 回市民公開講座「脳卒中をもっとよく知ろう」（創立 30 周年記念講堂）
… 19 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）
… 20 日… ・国際医療センター　埼玉県議会・福祉保健医療委員会関係者見学
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… 22 日… ・RA センター　卒後教育委員会学術集会・研究倫理向上研修会「医学研究と利益相反マネジメント」
（3 キャンパス TV 会議システムによる中継）

… 23 日… ・総合医療センター　平成 28 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
… 26 日… ・医学部　センター試験利用入試二次試験（会場：学習棟及びオルコスホール）
… 27 日
… -3 月 4 日…

・国際医療センター　JCI…MOCK サーベイ受審

… 28 日… ・保健医療学部　一般入試後期（会場：保健医療学部棟）

3 月
… 3 日… ・総合医療センター　川越救命救急センター運営委員会
… …4 日… ・学生相互交換留学制度内定者発表，説明会
… 4-5 日… ・総合医療センター　緩和ケア研修会
… 5-20 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… ・「埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会」設置申請について厚生労働省の認可を受ける
… 9 日… ・大学病院　第 10 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催
… 11 日… ・医学部第 40 回卒業式（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）
… 11 日… ・保健医療学部第 8 回卒業式（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）
… 12-27 日… ・医学部・保健医療学部　春季語学研修（米国サンフランシスコ）
… 14 日… ・大学院修士課程第 6 回学位記授与式（本部棟 1 階第 3 講堂）
… 15 日… ・国際医療センター　第 76 回地域医療連携症例報告会
… 17 日… ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
… 17 日… ・第 111 回医師国家試験結果（本学新卒 79.8%，全体 79.7％（新卒・既卒含む））
… 18 日… ・第 133 回埼玉医科大学市民公開講座『生活習慣病のはなし』（川越ビル）
… 18 日… ・大学病院　春の歌声オペラコンサート
… 25 日… ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
… 26-28 日… ・医学部　交換留学制度越生セミナー
… 27 日… ・保健医療学部　第 106 回看護師国家試験結果　合格率 100％（新卒），
… … ………第 103 回保健師国家試験結果　合格率　100％（新卒）
… 28 日… ・保健医療学部　第 30 回臨床工学技士国家試験結果　合格率 100％（新卒）
… 28 日… ・総合医療センター　内視鏡センターオープンセレモニー・見学会
… 29 日… ・保健医療学部　第 63 回臨床検査技師国家試験結果　合格率 92.2％（新卒）
… 29 日… ・保健医療学部　第 52 回理学療法士国家試験結果　合格率 95.7％（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
… 30-31 日… ・国際医療センター　JMIP 訪問調査
… 31 日… ・第 11 回大学院博士課程学位記授与式（創立 30 周年記念講堂）
… 31 日… ・第 11 回スチューデントドクター認定式（白衣式）（創立 30 周年記念講堂）
… 31 日… ・RA センター　医学系研究倫理指針の改正に関する説明会
… … … （3 キャンパス TV 会議システムによる中継）





編　集　後　記

本年度（平成 28 年度）は，本学の礎を築き発展に導いて下さった丸木清浩名誉理事長のご逝去という悲
しい出来事がありました．ただ，丸木先生が提唱された，「Your…happiness…is…our…happiness」というモットー
は，本学教職員・学生が共有すべき精神的支えとしてずっと生き続けています．本学では，丸木先生の指導
のもと，平成 13 年度から 5 年ごとに長期総合計画を策定し，先を見据えた大学運営がなされてきましたが，
今年度からは第 4 次長期総合計画「飛翔」が開始され，教育・研究の更なる質の向上，国際化推進，安定
した財務基盤の確立を目指し，新たなスタートを切っています．

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・評価の中
核となるのが，この年報です．また，個人レベルでの自己点検・評価としての人事考課も，平成 16 年度か
ら毎年度実施しています．

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．
現在，この自己点検・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目

指しています．
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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