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序　　言

　平成 30 年度は西日本豪雨，北海道地震など，自然災害が多発する中，公文書改ざんやセクハラ問題による財務省
官僚の辞任，そして文部科学省官僚の関与する医学部不正入試など，不祥事が多発した．医学部入試問題に関しては，
全国の医学部医科大学を対象に文部科学省による緊急調査が行われ，複数の医学部が不適切な入学者選抜を行ってい
るとの指摘を受けた．このような外部環境の中，本学では，2022 年に迎える創立 50 周年に向け，第 4 次長期総合
計画「飛翔」にしたがい，3 キャンパスの施設整備と大学運営を粛々と進めた．
　以下に平成 30 年度の全学的な動きについて概要をピックアップしたが，個々の事項については，各組織からの報
告を参照願いたい．

1．学事の運営
　入学試験の実施・管理体制を強化するため，平成 30 年 8 月から副学長の役割分担を見直し，「教育・自己点検等」
担当副学長の役割を「入試・自己点検等」と変更した．これにより，4 名の副学長の役割は，それぞれ「入試・自己
点検等」，「研究等」，「大学院・国際化等」，「教育等」となった．
　これまで，学長が医学部長職を兼ねてきたが，平成 30 年 4 月から学長と医学部長の職を切り離し，新たに医学部
長を置くことになった．
　学事に関する重要事項は，学長を中心に副学長，学部長，研究科長，学事課長が参加する大学運営会議において審
議されたのち，医学部に関する事項は医学部運営会議および医学部教員代表者会議（医学部教授会）において，保健
医療学部に関する事項は保健医療学部運営会議および保健医療学部教授会において，また大学院に関する事項は医学
研究科委員会および看護学研究科委員会において審議され，実施された．この過程において，医学教育センターおよ
び医学研究センターは，関係する情報の収集，企画立案を行うとともに，実行部隊としての役割を果たした．
　教職員間の情報共有ならびに意見交換を目的とした教授・教員総会は，教育，研究，診療の各組織からトピックス
が取り上げられ，7 月 21 日（通算 18 回目）および 12 月 22 日（通算 13 回目）に開催された．両総会では，例年
どおり理事長から法人の運営方針や財務状況などについての説明があった．理事長自身が全教員を対象にして行う講
話は，学校法人の全体像ならびに大学の向かうべき方向性を理解することのできる格好の機会となっており，教員か
らの評価も高い．
　教育，研究，診療の各組織の代表者を構成員とする医学部教員代表者会議および各学科の教授を構成員とする保健
医療学部教授会は，8 月を除き，毎月 1 回開催されている．

2．任期制と人事考課
　平成 16 年 4 月に基礎医学部門の助手を対象に導入された任期制は，平成 17 年度以降，評価方法の改良を図りつ
つ，全教員に範囲を拡大し，継続的に実施されている．平成 30 年度の教員任期制による再任判定については，該当
者 93 名のうち，再任を希望する者は 89 名，再任を希望しない者は 4 名であった．再任希望者のうち人事考課で●（問
題あり）の評定が付されている者を対象に，再任の可否に関する検討を行った．最終的には再任を希望する者 89 名
が再任され，任期が更新された．

3．私立大学等改革総合支援事業
　平成 25 年度から始まった私立大学等改革総合支援事業は，大学改革に全学的・組織的に取り組む大学に対する支
援を強化するため，経常費・設備費・施設費を一体的に支援する文部科学省の事業である．平成 30 年度，本学では
タイプ 1，2，3，4，5 のすべてに申請を行ったが，採択されたのは「タイプ 3」と「タイプ 5」のみであった．

4．大学院教育
　各研究科を中心に，大学院学生の確保と教育の質の向上に取り組んだ．医学研究科では，平成 25 年度から研究マ
インド育成を目的として導入された，卒後臨床研修と同時に社会人大学院生として医学研究科に入学できる研究マイ
ンド育成自由選択プログラムの運用を継続した．
　平成 28 年度で終了した第 2 期の「国際協力型がん臨床指導者養成拠点事業」に続いて，平成 29 年度から開始さ
れた第 3 期の，筑波大学を中心として立ち上げられた「多様な新ニーズに対応する『がん専門医療人材（がんプロフェッ
ショナル）』養成プラン」事業に引き続き参加した．
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5．市民公開講座
　一般市民を対象とした市民公開講座は 14 年目を迎えた．平成 30 年度も，特に年間テーマを決めず，一般市民に
関心の高いと思われるテ－マについて最新の話題を選択して 10 回開催し，新規受講者 347 人，受講者総数 1340 名
と，多くの市民の方々にご参加いただいた．講演の内容を一般市民向けの書籍として発行する企画に取り組むことに
なった．

6．医学研究の振興および支援
　医学研究の振興，リサーチマインドの涵養を目的として実施される公募型の学内グラントは，法人によるもの，学
長および 3 病院長の裁量経費で行われるものの 5 種類がある．法人による学内グラントは，丸木記念特別賞および
一般グラント（科学研究費補助金の振興策として科研費の前年度応募を必須の応募要件とする）の 2 種類がある．
この他，平成 26 年度から始まった篤志家の寄附に基づくグラント（関口記念特別賞）も継続された．
　平成 30 年度の科学研究費は，新規採択件数 45 件，継続採択 102 件，合計 147 件，助成金額は 228,605 千円であった．
　ゲノム医学研究センターが中心となり準備を進めてきた，文部科学省私立大学研究プランディング事業タイプ A
への申請を行った．
　臨床研究法に対応するため設置された認定臨床研究審査委員会が，4 月 23 日に厚生労働省から認定を受けた．

7．国際交流
　医学部の交換留学プログラムは 24 年目を迎えた．これまでに相手校に派遣した医学部学生数は 467 人，相手校
から受け入れた留学生は 392 人となった．
　全学的な国際交流事業として平成 18 年度から始まった低学年を対象とした語学研修プログラムには医学部生 26
人，保健医療学部生 7 人，教員を対象とした短期留学制度には 5 名の参加があった．
　Tomson & Reuter 社の運営する Times Higher Education による世界大学ランキングへの登録を継続した．2018 年
度は，世界版 801-1000，アジア版 251-300，young university 版 201-150 であった．

8．21 世紀ビジョン会議，日本のメイヨークリニックを目指す会
　平成 30 年度の「日本のメイヨークリニックを目指す会」の全体集会は，「メイヨ－クリニックを目指す会活動を
検証する」をテ－マに，本学の全教職員を対象とする SD・FD として 2 回開催された．

9．長期総合計画
　本学では 5 年ごとに策定される長期総合計画にもとづいて大学運営が行われているが，平成 29 年度は第 4 次長期
総合計画「飛翔」の 3 年目にあたり，①教育・研究・診療すべての面での質向上，②国際化の推進，③安定した財
務基盤の確立の 3 つの柱を軸として計画に基づいた運営が行われた．

10．教員人事
　村越教授が医学部長に，森副学長が医学教育センター長に，持田教授が図書館長に就任した．任期は，2018 年 4
月から 2020 年 3 月までである．病院関係では，織田大学病院長，堤総合医療センタ－病院長が再任された．それ
ぞれ任期は，2018 年 8 月から 2020 年 7 月，2018 年 9 月から 2020 年 8 月である．
　平成 30 年度の教授採用は 8 名で，学内から昇格した教授は 11 名であり，退職した教授は 14 名であった．

11．総括
　平成 30 年は，明治維新から数えて 150 年という節目に当たるとともに，「平成」という元号のつく最後の 1 年間
であったが，新たな時代を見すえて，国や公の機関から「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」を始めと
する様々な提言や答申が公表された．これらに共通するのは，わが国のおかれている厳しい環境を踏まえ，直面する
課題を提示・分析し，それら課題を克服するための方法や目指すべき方向性を指し示す点であるが，いずれも大学の
あり方に関する記述に多くのペ－ジが割かれている．これらの提言や答申が共通して投げかけているキーワードは，

「自らの手による大学改革」であり，社会の期待に応えられるように大学自らが自らを改革していくことを求める内
容になっている．本学においても，自己点検と自己改革を継続することによって，質の高い教育を行い，優れた研究
成果を発信し，学生からも，社会からも求められ，支持される大学で有り続けることが不可欠である．次年度以降も，
創立 50 周年に向けて，教職員の力をあわせて活気ある大学にしていきたい．
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1．沿　　革

1．沿革
　埼玉医科大学の歴史は，母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼる．
　大学の前身である毛呂病院は，明治 25（1892）年に院長 丸木 清太郎の下，毛呂地区に診療所として創立された．
その後，大正 8（1919）年に第 2 代院長 丸木 清に代わり，さらに昭和 25（1950）年には第 3 代院長 丸木 清美
に引き継がれた．その後，病院となり戦後の昭和 27（1952）年より社会福祉法人に改組し，「限りなき愛」を基
本理念に地域医療と福祉を連携させて運営してきた．昭和 39（1964）年からは，社会福祉法人毛呂病院を総合病
院として発展し，整備された．
　そして昭和 47（1972）年に，社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が設立された．大学設
立後 46 年を経た，この平成 30（2018）年までの沿革並びに主な出来事を以下に記す．

昭和 47（1972）年 4 月 埼玉医科大学医学部開学（入学定員 80 名）
  学長　落合　京一郎，理事長　栗原　浩，専務理事　丸木　清美
  常務理事　丸木　清浩
 8 月 埼玉医科大学附属病院開設　病院長　大島　良雄
昭和 51（1976）年 1 月 神経精神科センター開設
 4 月 入学定員 80 名より 100 名に変更（入学定員 100 名）
昭和 53（1978）年 4 月 埼玉医科大学大学院医学研究科博士課程開設（入学定員 50 名）
 8 月 理事長　丸木　清美
昭和 57（1982）年 8 月 専務理事　丸木　清浩
昭和 58（1983）年 6 月 病院長　宮川　正
昭和 60（1985）年 3 月 埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
  所長　坂元　正一
平成元（1989）年 5 月 病院長　東　博彦
 10 月 学長代行　宮川　正
平成 02（1990）年 8 月 学長　石田　正統
平成 06（1994）年 4 月 理事長　丸木　清浩
  総合医療センター　所長　遠山　博
平成 09（1997）年 8 月 学長　東　博彦，名誉学長　石田　正統，病院長　尾本　良三
平成 10（1998）年 7 月 専務理事　濱口　勝彦
平成 11（1999）年 4 月 総合医療センター　所長　安倍　達
平成 12（2000）年 4 月 キャンパス呼称変更（毛呂山キャンパス，川角キャンパス）
平成 13（2001）年 1 月 総合医療センター　センター長　濱口　勝彦（専務理事）
 6 月 埼玉医科大学ゲノム医学研究センターを日高市山根地区に開設
  所長　村松　正實
  第 1 次長期総合計画「夢」（平成 13（2001）年度～平成 17（2005）年度）
平成 14（2002）年 1 月 総合医療センター　センター長　小川　雄之亮
 6 月 埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会
 9 月 総合医療センター　センター長　飯沼　壽孝
平成 15（2003）年 5 月 常務理事　丸木　清之，尾本　良三，藤森　貞夫
 8 月 医学教育センター設立　センター長　山内　俊雄
平成 16（2004）年 7 月 埼玉医科大学かわごえクリニック開設　院長　川添　太郎
 8 月 学長　山内　俊雄，名誉学長　東　博彦，大学病院長　横手　祐二
  埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
 9 月 総合医療センター　センター長　吉本　信雄
平成 17（2005）年 2 月 日高キャンパス地鎮祭
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平成 17（2005）年 8 月 総合医療センターセンター長を病院長と改称
医学研究センター設立　センター長　山内　俊雄
国際交流センター設立　センター長　野村　正彦
医学教育センター　センター長　別所　正美

12 月 埼玉医科大学保健医療学部　認可
平成 18（2006）年 3 月 埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂竣工

4 月 埼玉医科大学保健医療学部開設　学部長　大野　良三
（入学定員：看護学科 80 名・健康医療科学科 80 名・医用生体工学科 40 名）
医学部教員組織の変革
第 2 次長期総合計画「飛躍」（平成 18（2006）年度～平成 22（2010）年度）

7 月 副理事長　濱口　勝彦，専務理事　丸木　清之，専務理事　尾本　良三，
常務理事・事務局長　堀口　一夫

8 月 地域医学 ･ 医療センター設立　センター長　横手　祐二
平成 19（2007）年 3 月 大学機関別認証評価　適合認定

医学部（1 年次）を川角キャンパスから毛呂山キャンパスに移設
4 月 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設

病院長　松谷　雅生
保健医療学部　理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員 40 名）

（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
8 月 アドミッションセンター設立　センター長　山内　俊雄

医学研究センター　センター長　松下　祥
平成 20（2008）年 4 月 ゲノム医学研究センター　所長　岡﨑　康司

保健医療学部　入学定員の変更
看護学科入学定員 80 名（入学定員 80 名）
健康医療科学科入学定員 80 名より 70 名に変更（入学定員 70 名）
医用生体工学科 40 名（入学定員 40 名）
理学療法学科入学定員 40 名より 50 名に変更（入学定員 50 名）

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

平成 21（2009）年 4 月 医学部医学科入学定員 100 名より 110 名に変更（入学定員 110 名）
アレルギーセンター設立　センター長　永田　真
東洋医学センター設立　センター長　三村　俊英
教職員・学生健康推進センター設立　センター長　今井　康雄
情報技術支援推進センター設立　センター長　椎橋　実智男
ゲノム医学研究センター　名誉所長　村松　正實

平成 22（2010）年 4 月 医学部　学部長　別所　正美
医療人育成支援センター設立　センター長　西村　重敬
先端医療開発センター設立　センター長　西山　正彦
国際交流センター　センター長　松本　万夫
医学部医学科入学定員 110 名より 115 名に変更（入学定員 115 名）
埼玉医科大学大学院修士課程開設
医学研究科医科学専攻（入学定員 8 名）
看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 名）

6 月 かわごえクリニック　院長　佐々木　望，名誉院長　川添　太郎
平成 23（2011）年 3 月 講義棟 15 号館　オルコスホール竣工

4 月 医学部医学科入学定員 115 名より 120 名に変更（入学定員 120 名）
医学教育センター　センター長　荒木　信夫
国際医療センター　病院長　小山　勇
国際医療センター　名誉病院長　松谷　雅生
第 3 次長期総合計画「誇り ｣（平成 23（2011）年度～平成 27（2015）年度）
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平成 23（2011）年 8 月 学長　別所　正美，副学長　吉本　信雄，名誉学長　山内　俊雄
  アドミッションセンター　センター長　別所　正美
 3 月 東洋医学センター　病院組織へ移管
  先端医療開発センター　廃止
平成 24（2012）年 4 月 教職員・学生健康推進センター　センター長　池田　斎
  医療人育成センター　センター長　三村　俊英
 5 月 専務理事　吉本　信雄，常務理事　田島　賢司
 6 月 事務局長　田島　賢司
 9 月 総合医療センター　病院長　堤　晴彦
  総合医療センター　名誉病院長　吉本　信雄
平成 25（2013）年 3 月 学生ホール 16 号館　落合ホール竣工
  学習棟開設
 4 月 医学部医学科入学定員 120 名より 121 名に変更（入学定員 121 名）
 10 月 大学機関別認証評価　実地調査
平成 26（2014）年 1 月 教職員 ･ 学生推進センター　センター長　丸山　義明
 3 月 大学機関別認証評価　適合認定
 4 月 医学部医学科入学定員 121 名より 125 名に変更（入学定員 125 名）
  国際交流センター　センター長　田中　淳司
 5 月 理事長　丸木　清之
  名誉理事長　丸木　清浩
  アレルギーセンター　病院組織へ移管
 8 月 大学病院　病院長　金澤　實
  かわごえクリニック　院長　片山　茂裕
  地域医学 ･ 医療センター　センター長　別所　正美　
平成 27（2015）年 3 月 副理事長　吉本　信雄，専務理事　棚橋　紀夫 
 4 月 副学長　土田　哲也，松下　祥，木崎　昌弘
  医学部医学科入学定員 125 名より 126 名に変更（入学定員 126 名）
  保健医療学部　学部長　加藤木　利行
  保健医療学部　学科名変更　健康医療科学科より臨床検査学科へ変更
  RA センター設立　センター長　吉本　信雄
平成 28（2016）年 4 月 医学部医学科入学定員 126 名より 127 名に変更（入学定員 127 名）
  医学教育センター　センター長　土田　哲也
  国際交流センター　センター長　藤巻　高光
  教職員 ･ 学生推進センター　センター長　富谷　智明
  地域医学 ･ 推進センター設立　センター長　柴崎　智美
  地域医学 ･ 医療センター　廃止
  第 4 次長期総合計画「飛翔 ｣（平成 28（2016）年度～平成 34（2022）年度）
 5 月 常務理事　茂木　明
 6 月 事務局長　茂木　明
 8 月 大学病院　病院長　織田　弘美
平成 29（2017）年 4 月 医学部医学科入学定員 127 名より 128 名に変更（入学定員 128 名）
 5 月 ゲノム医学研究センター 所長　奥田　晶彦
 8 月 副学長　森　茂久　
平成 30（2018）年 4 月 医学部医学科入学定員 128 名より 129 名に変更（入学定員 129 名）
   医学部 学部長　村越　隆之
  保健医療学部 学科名変更 医用生体工学科より臨床工学科へ変更
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2．本学の現況
　○所在地　
　　毛呂山キャンパス（法人本部，医学部，大学院，大学病院　他）
　　　　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 番地
　　川角キャンパス（保健医療学部　理学療法学科）
　　　　埼玉県入間郡毛呂山町川角 981 番地
　　川越キャンパス（総合医療センター　他）
　　　　埼玉県川越市鴨田 1981 番地
　　日高キャンパス（国際医療センター，ゲノム医学研究センター，保健医療学部　他）
　　　　埼玉県日高市山根 1397 番地 1
　　川越ビル（かわごえクリニック他）
　　　　埼玉県川越市脇田本町 21 番地 7
　○学部等の構成
　　埼玉医科大学大学院
　　　　医学研究科　　博士課程　生物・医学研究系専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　社会医学研究系専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　臨床医学研究系専攻
　　　　　　　　　　　修士課程　医科学専攻
　　　　看護学研究科　修士課程　看護学専攻
　　埼玉医科大学
　　　　医学部　医学科
　　　　保健医療学部　看護学科，臨床検査学科，臨床工学科，理学療法学科
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2．建学の理念

　埼玉医科大学（以下「本学」という）は，昭和 47 年（1972 年）に以下の建学の理念のもとに創設された．

＜建学の理念＞
第 1　生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成
第 2　自らが考え，求め，努め，以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成
第 3　師弟同行の学風の育成

　この建学の理念は本学がすぐれた臨床医を育成するための指標であり，40 年を経た今なお，普遍の精神としてそ
れぞれ次のような希いをこめて，その実現に努めている．

（1）「生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」
　生命への限りない愛情と深い理解は，医学を志すものにとって最も重要な基本的姿勢である．医療人を志すものは，
この基本的姿勢を瞬時もゆるがせにせず絶えず精進し，生涯かけてこれを深化させ自らのものとすることが必要であ
る．この精神は，「よろずの命貴ぶ精神（こころ），医学の道に活かすべく，われら学びてここにあり」として校歌に
も謳われている．

（2）「自らが考え，求め，努め，以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」
　日進月歩する現代の医学および医療の進展の中にあって，その先端的知識と技術を絶えず吸収体得して，広く医療
の向上と健康・福祉の増進に活用し得る医療人となるためには，何よりも自らが，主体的かつ自発的に，目的に向かっ
て積極的かつ旺盛な知的活動を展開し得ることが極めて重要である．
　自らの旺盛な知的活動が産み出す知的充足感と達成感，そしてこれらがもたらす歓喜こそが学問をさらに深める駆
動力となり，人間生長への原点となるのである．「自らが考え，自らが求め，自らが努める」は全ての大学人にとっ
ての基本的な義務である．

（3）「師弟同行の学風の育成」
　「師」は医療人の先達として，また人生の導師として先行し，「弟」はそのうしろ姿をみて後ろをたどる．教育にお
ける「師弟」関係は，肉親をも超えるほどの深い結びつきの上に形成され，苦楽を共にしつつ，「師」は「かつ教え，
かつ究め，かつ学ぶ」のであり，「弟」また「かつ学び，かつ究め，かつ学ぶ」のである．

　しかしこの間，医学・医療の分野は過去に例を見ない急激な進歩を遂げ，また，社会情勢も大きく変化した．こと
に医学・医療においては，十分な説明と患者の意思尊重の重要性が一層認識されるなど，情報公開時代における新し
い医療人‐患者関係の構築が求められるようになった．このような時代に相応しいすぐれた医療人を育成するにあた
り，本学では平成 11 年（1999 年）に 21 世紀における「埼玉医科大学の期待する医師像」を示し，我々の達成す
べき目標を具体的に掲げた．平成 18 年（2006 年）の保健医療学部設置を機に，平成 19 年（2007 年）には「埼玉
医科大学の期待する医療人像」を示し，その目指すところを一層明確にした．
　このようにして，埼玉医科大学の進むべき方向性を明確にし，平成 25 年度には，平成 18 年度に続き，日本高等
教育評価機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」認定された．
　建学の理念は，この大学機関別認証評価の実地調査時も，明治 25（1892）年に創設された病院の発展過程での医
科大学として地域医療への貢献がうたわれ，「すぐれた実地臨床医家の育成」が明示され，知識基盤社会の重要な社
会的インフラとして高い公共性を有する知の拠点である大学しての使命を十分果たしていると高い評価であった．
　本学は，この評価結果に甘んずることなく，進むべき道を見失わず，この建学の理念を普遍の精神として，教育・
研究活動のさらなる改善と向上に努め，社会に貢献できるすぐれた医療人の育成に邁進して行く．
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3．埼玉医科大学の期待する医療人像

　埼玉医科大学の建学にあたって，昭和 47 年（1972 年）に「建学の理念」が作られたが，埼玉医科大学が創立 30
周年を迎えるにあたり，創立以来の医学医療の急速な進歩，医療環境や医療倫理の変化の中で，新たな 21 世紀にふ
さわしい医師像を作るべきであるという考えの基に，平成 11 年（1999 年）11 月に制定されたのが「埼玉医科大学
の期待する医師像」である．
　しかし，その後，平成 18 年（2006 年）に日高キャンパスに保健医療学部が設置され，本学は医師のみならず保健・
医療・福祉の担い手である多職種の医療人を育成する医療系総合大学として，新たな飛躍への道を歩むこととなった．
これを機に，本学の実状にふさわしい，以下のような「医療人像」を制定し，本学のよりどころとしての精神的基盤
を再確認することになった．

高い倫理観と人間性の涵養
■医療人は，生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち，病める人々の心を理解し，その立場に立って，十分な説明

と相互理解のもとに医療を行わなければならない．
■医療人は，豊かな人間性を育成すべく，常に倫理観を磨き，教養を積むことに努力しなければならない．

国際水準の医学・医療の実践
■医療人は，生涯にわたり常に最新の知識 ･ 技術を学び，自信を持って国際的に最も質の高い医療を提供するよう

心掛けなければならない．
■医療人は，医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち，国際的視野をもって医学 ･ 医療の進歩に貢献

することを心掛けなければならない．

社会的視点に立った調和と協力
■医療人は自らの能力の限界を自覚し，謙虚に他者と協力し，それぞれの立場で患者中心の医療を実践するために，

統合力を磨かなければならない．
■医療人は，社会的視野を持ち，健康の保持 ･ 増進，疾病の予防から社会復帰，さらに社会福祉に至る保健 ･ 医療

全般に責任を有することを自覚し，地域ならびに国際社会の保健・医療に貢献しなければならない．

埼玉医科大学が目指す大学像
　本学は，昭和 47 年（1972 年）の開学以来，社会に役立つ優れた臨床医家の育成と共に，学校法人として短期大
学ならびに附属総合医療センター看護専門学校を有し，医療に携わる多くの人材を育成してきた．これらの組織が有
機的に連携を保ち，医療人の教育・研究・診療のための充実に努め，教育課程の改革と教育研究環境の整備を遂行す
る中で，最善の医療を患者に提供し，全ての活動成果を社会に還元することが，全教職員の責任であり，大学として
の責務と考えている．
　本学はこれらを実現するために，学内の教育・研究環境の整備とともに，同窓会や保護者会，家主会などの関連各
機関・団体等にも理解と協力を求めながら相互補完的に活動している．特に，理事会及び教授会とは，本学が私学で
ある特性を最大限に活かしながら，その関係を良好に保ち，円滑な意見交換ができる組織・管理体制を構築し，健全
な財政基盤のもとで活動を展開するように努めている．
　本学に蓄積される情報・知識は教職員と学生のみのものならず，広く社会に向けて開示，発信されている．これら
の情報・知識は，自らにとっては不断の自己点検・評価の資料として大学機能の維持向上に努めるものであり，他方
では大学の社会的責務としての地域社会の健康・福祉の増進並びに文化の向上に資するものである．その際に，折に
触れて「建学の理念」ならびに「期待する医療人像」に立ち返り，本学の進むべき道を求めることになる．
　本学は，平成 23 年（2011 年），21 世紀を通じて建学の理念を実現していくために「21 世紀ビジョン会議」を立
ち上げた．「21 世紀ビジョン会議」は，開学時の初心に立ち返り，その理念・精神を全教職員で共有するために，全
教職員が目指すべきスローガンとして「Your Happiness Is Our Happiness」を提唱した．
　さらに，具体的な行動モデルとして，歴史的にも，地勢的にも本学と類似性があり，「the needs of the patients 
come first」を基本的価値観とする米国の Mayo Clinic を目標とすることが示され，「日本の Mayo Clinic を目指す会」
が「21 世紀ビジョン会議」の下に設けられた．
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埼玉医科大学の期待する医療人像

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

1．入学者
　（医学研究科博士課程）
　平成 30 年度大学院志願者 15 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 14 名，外国人特別選抜 0 名）
 合格者 14 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 13 名，外国人特別選抜 0 名）
 入学者 13 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 12 名，外国人特別選抜 0 名）
　（医学研究科修士課程）
　・医科学専攻
　平成 30 年度大学院志願者 9 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 3 名）
 合格者 9 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 3 名）
 入学者 9 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 3 名）
　（看護学研究科修士課程）
　・看護学専攻
　平成 30 年度大学院志願者 8 名 （一般選抜 0 名，社会人特別選抜 8 名）
 合格者 8 名 （一般選抜 0 名，社会人特別選抜 8 名）
 入学者 8 名 （一般選抜 0 名，社会人特別選抜 8 名）

2．大学院学生数内訳
　①専攻別内訳
　博士課程

総定員 入学定員 １年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計男 女 男 女 男 女 男 女
生物・医学研究系専攻 40 10 1(1) 1(1) 0 1(1) 2(2) 1(0) 0 0 6(5)
社会医学研究系専攻 16 4 0 0 2(2) 0 0 0 0 0 2(2)
臨床医学研究系専攻 144 36 12(12) 4(2) 19(17) 4(3) 19(17) 3(2) 25(21) 7(4) 93(78)

計 200 50 13(13) 5(3) 21(19) 5(4) 21(19) 4(2) 25(21) 7(4) 101(85)

　修士課程

総定員 入学定員 １年次 2 年次 長期履修生 合計男 女 男 女 男 女
医 科 学 専 攻 16 8 6(3) 3(3) 8(6) 2(1) 2(2） 0(0) 21(15)
看 護 学 専 攻 20 10 0(0) 8(8) 3(3) 4(4) 0(0） 1(1) 16(16)

計 36 18 6(3) 11(11) 11(9) 6(5) 2(2) 1(1) 37(31)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は社会人学生

　②外国人学生数

　　私費外国人留学生 0 名
　③その他
　　特別研究学生 4 名 （男 3 名，女 1 名）
　　協力研究員 11 名 （男 9 名，女 2 名）
　　博士課程研究生 43 名 （男 28 名，女 15 名）
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医学研究科博士課程
No. 種 学位記番号 　氏　名 　　　　　　　　　　　　　学位論文タイトル
1 乙 1387 石田　真弓 Communication Disparity between Bereaved and Others:　What Hurts Them 

and What is Unhelpful? – A Nationwide Study of the Cancer Bereaved 
2 乙 1388 田中　　愛 Effects of Memantine on Nitric Oxide Production and Hydroxyl Radical 

Metabolism during Cerebral Ischemia and Reperfusion in Mice 
3 乙 1389 金　　晶惠 Importance of dynamic central venous pressure in Fontan circulation 
4 乙 1390 山口　陽平 Multiple simultaneous intracerebral hemorrhages: clinical presentations and 

risk factors 
5 乙 1391 吉川　博昭 Early postoperative hyperlactatemia in elective neurosurgical patients: A 

retrospective study 
6 乙 1392 市川　ゆき PECS Block Provides Effective Postoperative Pain Management for Breast 

Cancer Surgery – A Retrospective Study 
7 乙 1393 猪野　直美 人工弁を有する小児患者の在宅 PT-INR 管理の効果～検査室とコアグチェック

® による PT-INR 値の症例毎の相関の重要性～ 
8 甲 1394 森　　　仁 Analysis of the heart rate variability during cryoballoon ablation of atrial 

fibrillation 
9 甲 1395 千野健太郎 リウマチ性多発筋痛症に対するステロイド治療の有用性に関する研究 
10 甲 1396 川端　英孝 TRIM44 Is a Poor Prognostic Factor for Breast Cancer Patients as a Modulator 

of NF- κ B Signaling 
11 甲 1397 西村敬一郎 肺腫瘍に対する中等度寡分割法を用いた体幹部定位放射線治療中の腫瘍体積変

化・腫瘍位置変位に関する検討 
12 乙 1398 教山　紘之 Evaluation of pulmonary function using single-breath-hold dual-energy 

computed tomography with xenon: Results of a preliminary study. 
13 乙 1399 田島　雄介 Prevalence and molecular characteristics of defective mismatch repair 

epithelial ovarian cancer in a Japanese hospital-based population 
14 乙 1400 桑原　公亀 Prevalence and molecular characteristics of DNA mismatch repair protein-

deficient sebaceous neoplasms and keratoacanthomas in a Japanese hospital-
based population 

15 乙 1401 菊野　　晃 日本人の大腸腫瘍組織におけるテロメラーゼ活性及びテロメア長に関する検
討 

16 乙 1402 井口　浩一 頚髄損傷完全麻痺症例に対する急性期頚髄除圧手術の時期が神経学的予後に及
ぼす影響の検討 

17 乙 1403 清水　泰輔 Down-regulation of magnesium transporting molecule, claudin-16, as a 
possible cause of hypermagnesiuria with the development of tubulo-interstitial 
nephropathy 

18 乙 1404 鈴木　海馬 The dose of direct oral anticoagulants and outcomes of intracerebral 
hemorrhage: Preliminary findings 

19 乙 1405 仲神　宏子 Amniotic fluid embolism components in the uterine vasculature and their role 
in amniotic fluid embolism 

20 乙 1406 佐藤　智也 Factors impairing cell proliferation in the granulation tissue of pressure ulcers: 
impact of bacterial burden. 

21 乙 1407 柳川　太郎 Clinical and neuropathologic analysis of intracerebral hemorrhage in patients 
with cerebral amyloid angiopathy 

22 甲 1408 吉川　祐司 Optic disc vessel density in non-glaucomatous and glaucomatous eyes: an 
enhanced-depth imaging optical coherence tomography angiography study 

23 甲 1409 大久保正彦 キネシンスーパーファミリー 11 は骨芽細胞分化を抑制する 
24 甲 1410 杉山　　圭 Reduced oxygenation but not fibrosis defined by functional magnetic resonance 

imaging predicts the long-term progression of chronic kidney disease. 
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25 甲 1411 草野　　武 傷害尿細管上皮細胞のカスパーゼ活性は急性腎障害に関与し、CCN2 発現は急
性腎障害から慢性腎臓病への進行に寄与する 

26 甲 1412 旭　竜馬 地域在住中高年者におけるロコモティブシンドローム移行要因の縦断的観察研
究による検討 

27 甲 1413 秡川真由子 Simultaneous multi-slice MR imaging of the hip at 3T to reduce acquisition 
times and maintain image quality 

28 甲 1414 矢野　光剛 Clinicopathological correlation of ARID1A status with HDAC6 and its related 
factors in ovarian clear cell carcinoma 

29 甲 1415 下出　崇輝 ワーキングメモリー課題 / 自己参照課題遂行中の脳波 α 帯域事象関連同期 /
脱同期について - ヒト健常者における検討 - 

30 甲 1416 平　菜々子 血液透析患者に対する透析中の集団運動療法が抑うつ症状と認知機能に与える
影響：クラスターランダム化試験 

31 甲 1417 竹ノ谷　隆 次世代シーケンサーによるマイクロサテライト不安定検査法の検討 
32 甲 1418 伊﨑　祥子 Association between peripheral plasmablasts and postoperative exacerbation 

in patients with thymoma-associated myasthenia gravis 
33 甲 1419 林　　直樹 Cyclic stretch induces decorin expression via yes-associated protein in 

tenocytes: a possible mechanism for hyperplasia in masticatory muscle tendon-
aponeurosis hyperplasia 

34 甲 1420 植村　隼人 NS5A-P32 deletion as a factor involved in virologic failure in patients receiving 
glecaprevir and pibrentasvir 

35 甲 1421 北林　知佳 Effect of Yokukansan on Nitric Oxide Production and Hydroxyl Radical 
Metabolism During Cerebral Ischemia and Reperfusion in Mice 

36 乙 1422 廣川　詠子 Hydrosurgical Debridement as an Efficient Approach to Wound Healing: Study 
in a Racine Thermal Burn Model 

37 乙 1423 大谷　義孝 小児の自転車頭部外傷に対するヘルメットの有用性 
38 乙 1424 淺野　　彩 Intracellular hypoxia measured by 18F-fluoromisonidazole positron emission 

tomography has prognostic impact in patients with estrogen receptor-positive 
breast cancer.  

39 乙 1425 福島　洋介 A pilot clinical evaluation of oral mucosal dryness in dehydrated patients using 
a moisture-checking device 

40 乙 1426 青木　耕平 Generation of ventilation/perfusion ratio map in surgical patients by dual-
energy CT after xenon inhalation and intravenous contrast media 

医学研究科修士課程 
No. 学位記番号 氏名 学位論文タイトル 
1 修医第 62 号 大濵　和也 埼玉西部透析施設における透析液 Ca 濃度の検討 
2 修医第 63 号 𠮷野　秀樹 バスキュラーアクセス造設下における体外循環シュミレーションの検討
3 修医第 64 号 岡本千沙登 ハイパースペクトル画像を用いた HE 染色病理標本からのがん陽性核の推定
4 修医第 65 号 小野　功介 中学生バスケットボール選手の足関節捻挫予防に対する固有感覚トレーニング

と低重心でのホッピング動作練習による予防的効果に関する基礎研究
5 修医第 66 号 鈴木　健太 ファンクショナルムーブメントスクリーントレーニングによる野球における

パフォーマンスと障害予防に関する基礎研究 " 
6 修医第 67 号 髙橋　優太 外耳道および耳介の 3 次元マップの作成 
7 修医第 68 号 細川　雅矢 マウスの脳におけるミトコンドリア呼吸鎖複合体の解析
8 修医第 69 号 溝口　靖亮 高校生バレーボール競技者における腰痛発生要因とフィジカルチェックに基づ

く腰痛予防トレーニングの効果に関する基礎研究 
9 修医第 70 号 三輪　泰之 シングルニードル法における透析効率改善の研究
10 修医第 71 号 渡邉　裕樹 下痢症患者より分離されたアデノウィルス 65 型の解析 
11 修医第 72 号 渡部　朱織 肺腺癌における胸膜播種のメカニズムの解析～播種における miR-21 の役割～
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看護学研究科修士課程
No. 学位記番号 氏名 学位論文タイトル 
1 修看第 50 号 田中　貴絵 統合失調症をもつ在宅療養者のエンパワーメントを促す看護師のケアと
    その実施に至る思い・考え  - 精神科病院からの訪問看護に焦点を当てて -
2 修看第 51 号 秋山　佑紀 回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護師のキャリアコミットメントと

その関連要因
3 修看第 52 号 安藤由美子 看護師のがん看護に対する困難感とその関連要因
    ～コミュニケーションに焦点をあてて～
4 修看第 53 号 髙取純次郎 大学病院の脳卒中病棟で働く看護師の職業的アイデンティティとその関連要因
5 修看第 54 号 野澤　里美 回復期リハビリテーション病棟のチーム医療における看護師のコミュニケー

ション能力とその関連要因
6 修看第 55 号 福澤　知美 新卒看護師のレジリエンスとその関連要因 
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総論（医学部）

6．1）医　学　部

　平成 30 年度の医学部執行部の新体制として，新たに医学部長に村越隆之（生化学）が任命され，同時に副医学部
長として，篠塚望（毛呂，消化器外科），高橋健夫（川越，放射線科），小山政史（日高，泌尿器科），三村俊英（毛呂，
リウマチ膠原病科），岡田浩一（毛呂，腎臓病内科）の 5 名，医学部長補佐として，林健（日高，神経内科），椎橋
実智男（毛呂，情報技術支援推進センター），吉益晴夫（川越，精神科），山田健人（毛呂，病理）の 4 名が構成員
となった．
　今年度の全国医学部を揺るがした大事件として，7 月に東京医大と文科省職員の入試不正が発覚したことに端を発
した医学部入試制度そのものへの社会的不信とそれへの対応という問題があった．本学はこの件で不適切事例の指摘
なしとの認定を文科省から受けることができたが，やはり大変な労力を費やす結果となった．その一方で，長年入学
後に選別を行っていた埼玉県地域枠奨学金受給生を推薦入試区分にて選別することとなった．併せて本学独自の奨学
金制度も毛呂山会の後援のもとにさらに充実化された．
　前年度 2 月の医師国家試験（第 112 回）は 111 回に比べてかなりの回復を見せたがなお十分とは言えず今年度も
種々の対策を講じた
　また今後予定されている大学機関別認証評価，医学教育分野別評価の受審に向け IR センターの活動が本格化した．
さらにキャンパス整備面では，新教育実習棟の建設が 4 月より開始された．
　以下に平成 30 年度の医学部の動きについて項目ごとに概要を述べるが，詳細は各組織，部門等からの報告も参照
願いたい．

1．入学試験および入学定員
　本学のアドミッションポリシーに合致した受験生をさまざまな視点から求めるという目的から，昨年度には推薦入
試，帰国生入試（推薦入試時），一般入試（前期および後期），センター試験利用入試（前期，後期）の 4 種類 5 回
の入学者選抜が行われていたが，今年度はさらなる変化として，埼玉県地域枠奨学金受給生を推薦入試区分にて選別，
また一般入試前期枠の中で成績上位者 5 名に特別奨学金貸与を導入することを決定した．
　近年，医師不足対策として医学部入学定員増が時限的措置として行われているが，本学では平成 20 年度までの入
学定員 100 名から，文部科学省ならびに埼玉県と協議して地域枠による定員増を継続し，平成 29 年度には 128 名
に至っている（各年度は入試年度）．平成 30 年度は，地域枠 18 名，研究医枠 1 名が事前に認められ，総数 129 名
であった．その後，年度内に地域枠の追加申請が認められ 19 名となり，総数 130 名となった．
　推薦入試の志願者は 32 名で合格者は 10 名，地域枠の志願者は 47 名で合格者は 17 名（内 1 名が辞退），特別枠
の志願者は 3 名で合格者は 2 名，帰国生入試は志願者 1 名合格者 1 名，であった．一般入試の志願者は 4,041 名（前
期 1,580 名，後期 2,461 名）で合格者は 91 名（前期 54 名，後期 37 名）であった．センター試験利用入試の志願
者は前期 841 名，後期 52 名，合格者はそれぞれ，8 および 1 名であった．まとめると，出願者総数は前年度 5,569
名を 569 名下回り 5,000 名となった．この減少の理由としては，1）他の私立医科大学と試験日程が重なったこと，2）
地域枠入試 19 名分を倍率の高い一般入試枠からそれほど高くない推薦入試に移したため，ではないかと推測された．
　研究医枠は入学試験での選抜は行わず，入学後に志望者を募集し，面接試験を行い選抜している．

2．地域医療奨学金制度
　地域医療を担う医師の不足対策として文部科学省は，医学部の定員を平成 21 年度から 30 年度までの 10 年間を
めどに増加することとしているが，医学部を卒業した医師が確実に地域医療に定着するためには奨学金制度の充実が
必要とされてきた．これに対し，埼玉県は埼玉県地域枠医学生奨学金を創設し，平成 22 年度から募集を開始した．
本学は独自に埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を行っている．これら奨学金
の募集および選考については運営委員会が担当している．
　平成 30 年度は埼玉県地域枠医学生奨学金については始めに 18 名の応募があり，地域医療に貢献する意欲ならび
に 1 学期の学業成績などを勘案し 14 名を決定，その後追加選考を行って計 16 名の奨学生を決定した．また，地域
枠学生 4 期生 6 名が卒業したが，全員が医師国家試験に合格し，県内の研修病院（全 6 名が本学附属の病院）で臨
床研修を開始した．卒後 2 年目の地域枠奨学金貸与者 10 名のうち，2 名は県内に戻らないことが確定した．
　埼玉医科大学医学部地域医療奨学金については，1 名の応募があり，奨学生として決定した．
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3．研究医の養成
　平成 25 年度入試から 1 名定員増となった研究医枠の運用は，研究医枠運営委員会のもとに設けられた研究医養成
WG が担当している．平成 30 年度については，3 年生を対象に 3 名の募集を行ったところ，5 名の応募があり，書
類選考ならびに面接試験の結果，全員を合格と判定した．内 1 名から奨学金貸与申請がなされ許可された．

4．卒前教育
　卒前教育は卒前教育委員会が担当した．卒前教育委員会は医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員と代
表教育主任から構成される．卒前教育委員会の開催は 8 月を除く毎月 1 回開催されるが，教育に関する情報の共有
化を促進するため，平成18年度からは医学教育センター教育主任会議と合同で行われてきた．平成19年度からはコー
スディレクターとユニットディレクターもこれに参加することとし，名称も卒前教育合同会議と改められている．さ
らに，会議もテレビ会議システムを用いて 3 キャンパスで同時開催し，情報の共有と周知が徹底できるよう配慮さ
れている．卒前教育合同会議では卒前教育委員会の委員長が議長となり，卒前医学教育部門と学年小委員会からの報
告を中心に，卒前教育に関する様々な課題に取り組んだ．
　本年度は一昨年度の国家試験の低成績を受けた対応を昨年度からさらに継続更新し，授業出席の厳格管理等の対応
を続けている．
　低学年における基礎的学力向上への取り組みも「基礎臨床連携」を旗印に，「人体の構造と機能 2」と「ヒトの病
気」間での相互授業参観を行い互いの重点項目を確認した．また 2 年生最後の総合試験の抜本的改革を目指して WG
を立ち上げ，試験問題の徹底的なブラッシュアップを行なった．
　平成 28 年度に，医学教育の分野別認証に対応したカリキュラムの策定に基づき 1 年生から新カリキュラムが導入
されたが，30 年度は新カリキュラムが 3 年生にも進展した．その主要な新規内容は年間 8 週間の pre CC 導入である．

5．医師国家試験
　昨年度第 112 回の結果を踏まえ，6 年生への合宿，ナイトセッション等を含む補修，国家試験と卒業試験に関す
る FD の開催，卒業試験後のユニット内容検討などとともに，5 年生の学力向上にも対策を講じ，さらには低学年か
らの長期的な対策を検討してきていた．
　その結果の第 113 回の医師国家試験は，平成 31 年 2 月 9 日と 10 日の 2 日間日程で実施された．問題数 400 問，
必修問題の配点比重増加の変化があって以来 2 回目の実施であった．全国の新卒者と既卒者を合わせ，総受験者
10,146 人，合格者 9,029 人，合格率 89.0% であった．
　本学は，新卒者 122 名が受験し，104 名が合格した（合格率 85.2%）．既卒者は 17 名が受験し，14 名が合格し
た（合格率 82.4％）．全体としては，139 名が受験し，118 名が合格した（合格率 84.9%）．合格率でみると，新卒
合格率は全国 80 校中 74 位，新卒と既卒をあわせた全体の合格率は全国 80 大学中 70 位，私立 29 校中 23 位となっ
た．一昨年の最悪の状況からは回復傾向にあるが，昨年よりもさらに向上しなかったことは非常に不本意な結果と言
える．

6．卒後教育
　卒後教育に関しては，3 病院の研修医委員会，医学部の卒後教育委員会，および医学教育センタ－卒後医学教育部
門が相互に連携しながら，研修医（前期および後期）の教育および臨床研修後の生涯教育を企画・運営してきた．今
年度も，卒後教育委員会の主催・後援する学術集会を開催した．
　平成 29 年度から新専門医制度が開始されることになったが，一部にはまだ未解決の課題を残している．
　平成 31 年度採用初期臨床研修医マッチング状況は，大学病院 37 名，総合医療センター 34 名と二次募集 3 名，
国際医療センター 5 名と二次募集 1 名であった．

7．研究活動
　本学における研究活動については，これまで医学研究センタ－を中心に管理運営されてきたが，平成 27 年 4 月に
法人組織の中にリサーチアドミニストレーションセンター（RA センター）が設置されたことにより医学研究の実施
にかかる環境が整い，公的研究費の事務手続きも RA センターが一括して管理することとなった．
　個人情報保護法，人を対象とする医学系研究に関する倫理指針，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する指針などの
改正とともに，人を対象とする臨床研究の法制化，倫理審査委員会の認定制度など，医学研究を取り巻く環境が急激
に変化してきている．本学では RA センターを中心に対応が進められた結果，埼玉医科大学臨床研究審査委員会が，
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臨床研究法に基づく委員会としての設置を厚生労働省に申請し平成 30 年 4 月 23 日付けで認定を受けた．
　学位申請に関わる論文投稿時に剽窃検知ソフト（iThenticate）を利用することを義務付けられる見通しであり，運
用が開始されている．一方，新たにカスタマイズされた業績プロを利用した個々の研究者の研究活動管理が常態化し
てきている．
　大学院基本学科として，医学教育学，医療安全管理学，ゲノム医療学の 3 学科が新設された．修士課程の学位名
称については，これまでの「修士（医科学）」から，「修士（医科学）・（生体医工学）・（理学療法学）」等を選択でき
るように変更された．

8．その他
1）相互交換留学
　24 年目を迎えた本制度で，平成 30 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ，20 名の留学生を本学に迎え，
本学からは 20 名の学生が留学した．通算して，392 名の留学生を本学に迎え，本学からは 467 名の学生が海外留
学したことになる．
2）高大接続活動
　高校生の学習意欲を高め，将来のキャリアを考える機会を提供すると同時に，本学にとってもアドミッションポリ
シ－にあった入学者を獲得する機会と考え，高大接続活動に取り組んだ．平成 30 年度は，7 月にその一環として，
昨年度に続き西武学園文理高校の生徒 24 名を受入れ，連携医療講座として模擬授業をオルコスホールで開催，卒業
生との交流会・学内見学会を行い，有望な学生獲得及び地域連携活動に取り組んだ．
3）文科省補助金
　平成 30 年度私立大学等改革総合支援事業の選定結果は，産業界との連携を評価対象とするタイプ 2 と，新たに設
定され複数大学，地域自治体の連携を含むタイプ 5 が採用された．これは東京電機大学を代表校，本学では地域医
学推進センターを担当部署とする「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP）」に参加した結果である．補助
金額は合計で 27 百万円である．

9．平成 30 年度の総括
　平成 30 年度は，第 4 次長期総合計画の 3 年目であった．
　医学部の学事については，前述したように入試改革を進めていた矢先に全国レベルでの医学部入試への疑惑が社会
問題化し，その対応に追われることとなった．幸い本学は何ら問題はない旨，結論を得たが，一方 9 大学で不正，1
大学で疑いありと宣告されている．
　この問題とは別に，地域枠の推薦入試への移行はもともと厚労省，文科省の指導に基づいたものであり，本学でも
より意欲の高い学生を確保する上で有効であろうと期待されている．さらに本学独自の奨学金制度も同じ方向での推
進力となることが期待されたが，選出した 5 名が入学に至らなかったことは，今後の制度の見直しも含め検討を要
する．
　さらに，入試問題の精度向上とミス防止には最大限の努力を払ってきたにも関わらず，結果的に 1 件のミスを出し，
文科省へ報告，HP 上で告知を行う事態となった．今後，現状での過密日程の調整も含め対策を講じてゆきたい．
　国家試験合格率の回復に向けては，短期（6 年生，さらには 5 年生），中長期（1-4 年生）の学習過程の再確認と，
具体的な対策として補習等の低学力者対応，予備校の資源利用を行っている．しかしながら一昨年からの V 字回復
が叶わなかったことは，卒業試験の時期，内容等の検討，卒業要件の厳格化なども考慮に入れて対応を図りたい．
　2020 年の機関別認証評価，2021 年の医学教育分野別評価の受審予定を受けて，IR センターの指導の下にさらに
大学内準備態勢を整備してきた．これらの結果として教育研究の質が向上することを期待している．さらに関連する
こととしては，これまでの 21 世紀ビジョン会議と創立 50 周年記念事業実行委員会を統合し「埼玉医科大学グルー
プ 21 世紀ビジョン実行戦略会議」を設置，その下部組織として「学校法人埼玉医科大学 FD・SD 統括委員会」を置
き「日本の Mayo Clinic を目指す会」も担当することとなった．さらに，創立 50 周年から 10 年くらい先を見据える「将
来構想タスクフォース」を立ち上げ，各病院，教育・研究組織から若手教員を選び，将来構想を考えていくことが決
定している．今後の活躍に期待したい． 

以　上
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6．2）教員代表者会議各種委員会

【任期：平成 30 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日】

◎：委員長／　○：副委員長／　外：学外委員／　※：オブザーバー

教員代表者会議（医）
◎村越（医学部長）・別所（学長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・木崎（副学長，医学研究科長）・森（副

学長，医教セ長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・片山（かわクリ院長）・高橋（副医学部長）・
伊藤（学生部長）・岡田（副医学部長）・小山（副医学部長）・三村（副医学部長）・篠塚（副医学部長，医教副セ長）・
山田（医学部長補佐）・林（医学部長補佐）・椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・吉益（医学部長補佐，総神精）・奥田（ゲ
所長）・藤巻（国交流セ長）・持田（図書館長）・向田（教養教育）・渡辺（カリ室長）鈴木健（教主，大放射）・三橋（教主，
総検査）・永島（教主，解剖）・亀井（社会医）・佐々木（病理）・石原（大産婦）・中山（大麻酔）・片桐（医研，ゲ
病態）・中元（総診内）・三谷（医研セ，ゲ遺伝子）・市岡（大形成）・坂本（医研セ，中研）・海老原（医研セ，検査）・
太田（大神精）・田丸（医研セ，総病理）・池園（大耳鼻）・篠田（大眼科）・野田（大内糖）・朝倉（大泌尿）・松居

（総脳外）・亀井（大産婦）・輿水（総救急 ER）・杉山（総高度救命）・別宮（総肝胆膵小外）・野村（総神内）・鈴木
（国小心外）・石田（総消外）・佐伯（国乳腺）・根本（国救急）・関（総産婦）・岡本（国消外）・高田（法医）・川井
（国医療安全）・光武（国感染）・永田（大呼内）・牧田（国心リハ）・村上（微生物）・藤原（COI 委員長）・丸山（薬
理）・大竹（倫理委員長）・棚橋（専務理事）・富谷（教学健康推進セ長）・千本松（RA セ）・長坂（大麻酔）・小林（RA
セ）・内田（大事務部長）・オ：内田（総務部長）・オ：吉本（副理事長）・事：下田（大事務部庶務課）

医学部教員組織運営会議，医学部自己点検・評価委員会（医）
◎村越（医学部長）・別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国

病院長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・木崎（副学長，医学研究科長）・森（副学長）・岡田（副医学部長）・
高橋健（副医学部長）・篠塚（副医学部長・医教副セ長）・三村（副医学部長，大院長代理）・松居（総副院長）・佐
伯（国副院長）・小山（副医学部長）・事：原（総務部）・事：岩澤（大事務部学務課）・事：下田（大事務部庶務課）

医学教育センター運営委員会（医）
◎森（副学長，医教セ長）・○篠塚（副医学部長，医教副セ長）・○林（医学部長補佐，医教副セ長）・村越（医学部長）・

土田（副学長）・高橋健（副医学部長）・三村（副医学部長）・小山政（副医学部長）・椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・
渡辺（生理）・永島（解剖）・柴﨑（社会医）・山崎（教養教育）・山田泰（医教セ）・荒関（医教セ）・辻（保看護）・
橋本（大総診）・向田（教養教育）・石橋（医教セ）・茅野（保検査）・内田（大事務部長）・持田（図書館長）・オ：
坂口（国呼外）・オ：池田（生理）・オ：徳元（アドミセ）・事：岩澤（大事務部学務課）

卒前教育合同会議（医）
◎森（副学長，医教セ長）・村越（医学部長）・持田（図書館長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・荒木
（大神内）・高橋健（副医学部長）・○篠塚（副医学部長，医教副セ長）・小山政（副医学部長）・○林（医学部長補佐，
医教副セ長）・山崎（教養教育）・向田（教養教育）・森口（教養教育）・藤森（教養教育）・永島（解剖）・藤田（解
剖）・池田（生理）・渡辺（生理）・椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・中平（教養教育）・髙野（解剖）・荒木（生化）・
佐々木（病理）・山本啓（大心内）・新津（大放射）・朝倉（大泌尿）・山元（大神内）・丸山（薬理）・島田（大内糖）・
鈴木健（大放射）・菊池（大小児）・宮川（大総診）・伊藤（学生部長）・宮野（大皮膚）・加瀨（大耳鼻）・舟久保（大
リウ膠）・長坂（大麻酔）・髙橋一（大神内）・井上（教学健康推進セ）・辻（保看護）・名越（総消肝）・大竹（大小
児）・松田（国造血）・中元（大総診）・茅野（保検査）・永田（大呼内）・村松（国心内）・渡曾（大整外）・石原（大
産婦）・小谷（生化）・米岡（教養教育）・魚住（生化）・柴﨑（社会医）・栗﨑（解剖）・菅（生理）・富谷（職学健
康推進セ）・村上（微生物）・太田（社会医）・町田（医研セ）・中村（大血内）・亀井（大産婦）・千本松（RA セ）・
堀内（微生物）・田丸（川病理）・髙田（法医）・奥田（ゲ所長）・曽根（免疫）・大庫（大消管内）・仲村（大呼内）・
中山（大消肝）・岡田（副医学部長，大腎内）・藤巻（大脳外）・脇本（大血内）・門野（大整外）・古村（大小外）・
山内（大小児）・芳賀（大救急）・中塚（大形外）・中山（大麻酔）・森吉（大検査）・太田（大神精）・磯部（大東洋）・
足立（健管セ）・橋本（大総診）・岡田（大輸血）・加藤（大眼科）・植松（総呼内）・天野（総リウ膠）・西岡（総心内）・
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深浦（総神内）・持木（総消外）・佐川（総血内）・大野（総感染）・矢形（総ﾌブレスト）・叶澤（総腎高内）・出口（総
血管外）・側島（総小児）・小髙（総肝胆膵小外）・山火（総心外）・河井（総眼科）・中山（総呼外）・大西（総形外）・
松田（総内糖）・庄島（総神外）・諸角（総泌尿）・安藤（総救急）・寺木（総皮膚）・馬場（総産婦）・吉益（医学部
長補佐，総神精）・大畑（総耳鼻）・小山（総麻酔）・山本（総輸血）・山本（総リハ）・長田（総放射）・岩永（国心
内）・熊井戸（総高救命）・百瀬（総病理）・渡邊（国腎内）・三橋（総検査）・良沢（国消内）・櫻本（国消外）・伊
藤（総健管）・栗原（国内糖）・村山（国呼内）・坂口（国呼外）・枡岡（国小心外）・畝川（国腫内）・矢澤（国整外）・
菅澤（国耳鼻）・大崎（国乳腺）・住友（国小心）・高橋（国リハ）・横川（国形外）・中村（国皮膚）・古屋（国総診）・
田中（国小腫）・坂田（国口外）・海老原（国検査）・新井（国病理）・根本（国救急）・山根（国放射）・高橋（国精
神）・石田（国輸血）・朝倉（国心外）・前崎（大感染）・中曽（総整外）・中里（大神内）・齋藤（国放射）・亀井（社
会医）・オ：野田（大内糖）・オ：徳元（アドミセ）・オ：池園（大耳鼻）・事：岩澤（大事務部学務課）

卒前教育委員会（医）
◎森（副学長，医教セ長）・○村越（医学部長）・持田（図書館長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・高

橋健（副医学部長）・林（医学部長補佐，医教副セ長）・篠塚（副医学部長，医教副セ長）・小山政（副医学部長）・
山崎（教養教育）・向田（教養教育）・永島（解剖）・森口（教養教育）・藤森（教養教育）・渡辺（生理）・藤田（解
剖）・池田（生理）・髙野（解剖）・椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・中平（教養教育）・山本（大心内）・荒木（生化）・
佐々木（病理）・山元（大神内）・新津（大放射）・朝倉（大泌尿）・前崎（大感染）・丸山（薬理）・島田（大内糖）・
宮川（大総診）・鈴木健（大放射）・菊池（大小児）・加瀨（大耳鼻）・伊藤（大神耳）・倉持（大皮膚）・髙橋（大神内）・
舟久保（大リウ膠）・長坂（大麻酔）・辻（保看護）・井上（教学健推セ）・大竹（大小児）・松田（国造血）・名越（総
消肝）・茅野（保検査）・永田（大呼内）・中元（大総診内）・渡曾（大整外）・石原（大産婦）・石橋（医教セ）・柴
﨑（社会医）・村松（国心内）・オ：荒木（大神内）・事：岩澤（大事務部学務課）

医学部カリキュラム委員会（医）
◎岡田（副医学部長，大腎内）・○村越（医学部長）・土田（副学長）・渡辺（生理）・持田（図書館長）・三村（副医

学部長）・椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・森（副学長・医教セ長）・小山政（副医学部長）・永島（解剖）・名越（総
消肝）・丸山（薬理）・中平（教養教育）・松下（副学長，医研セ長）・辻（保看護）・佐々木（病理）・新津（大放射）・
柴﨑（社会医）・オ：別所（学長）・事：岩澤（大事務部学務課）・事：近藤（大事務部学務課）

卒後教育委員会（医）
◎三村（副医学部長）・○中元（大総診）・○屋嘉比（総消肝）・○鈴木（国小心外）・土田（副学長）・荒木（大神内）・

島田（大内糖）・石橋（医教セ）・矢形（総乳腺）・諸角（総泌尿）・藤巻（国交セ長）・堀江（ゲ遺子伝情報）・事：
下田（大事務部庶務課）

医療人育成支援センター運営会議（全）
◎三村（副医学部長）○輿水（総救急）・○岩永（国心内）・森（副学長，医教セ長）・杉山（総高度救命）・三橋（総

検査）・金子（国呼外）・中元（大総診）・屋嘉比（総消肝）・鈴木孝（国小心外）・林（医学部長補佐）・名越（総消
肝）・北脇（川越ブランチ）・坂口（国呼外）・柴﨑（社会医）・辻（保看護）・稲葉（大客員教授）・高橋（社会医）・
事：田島（病群臨研セ）・事：下田（病群臨研セ）・事：北島（臨研セ）・事：大澤（臨研セ）・事：川俣（総臨研セ）・
事：若松（総臨研セ）・事：池田（国臨研セ）・事：島田（国臨床研修セ）・事：岩澤（大事務部学務課）

全学学生部委員会（全）
◎伊藤（学生部長）・藤巻（国交セ長）・太田（大神精）・野村（総神内）・黒川（ゲ遺伝子構造）・新津（大放射）・向

田（教養教育）・稲葉（医学部同窓会）・中平（教養教育）・山崎（教養教育）・藤田（解剖）・柴﨑（社会医）・清水
（職学健推室）・辻（保看護）・鈴木正（保検査）・戸井田（保工学）・山路（保看護）・飯野（保検査）・宮本（保工学）・
西岡（保理学）・新井（保理学）・オ：森（副学長，医教セ長）・内田（大事務部長）・岡野（大事務部）・事：近藤（大
事務部学務課）・事：宇井（大事務部学務課）・事：村嶌（保事務室長）・事：鈴木（保学生課）・事：新田（保学生課）

医学部学生部委員会（医）
◎伊藤（学生部長）・藤巻（国交セ長）・太田（大神精）・野村（総神内）・黒川（ゲ遺伝子構造）・新津（大放射）・向

田（教養教育）・稲葉（医学部同窓会）・中平（教養教育）・山崎（教養教育）・藤田（解剖）・柴﨑（社会医）・清水
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（学生健推室）・オ：森（副学長，医教セ長）・内田（大事務部長）・江口（大事務部次長）・岡野（大事務部）・事：
近藤（大事務部学務課）・事：宇井（大事務部学務課）

喫煙問題検討委員会（全）
◎伊藤（学生部長）・織田（大病院長）・根本（国救命）・山崎（教養教育）・野村（総神内）・黒川（ゲ遺伝子構造）・鈴木（短

大）・内田（大事務部長）・渡邉（大看護）・村嶌（保事務室長）・山﨑（保川角事務室）・津久井（総事務部長）・麻
原（施設部）・柳川（医務部）・滝井（総務部）・堀江（かわクリ事務長）・大野（大看護）・武久（国事務部）・大沢

（ゲ事務室長）・中嶋（総務部）・事：近藤（大事務部学務課）・事：宇井（大事務部学務課） 

医学研究センター運営会議（全）
◎松下（副学長，医研セ長）・○片桐（ゲ病態生理）・田丸（総病理）・海老原（国検査）・椎橋（IT セ長）・坂本（中

央研究施設）・三谷（ゲ遺伝子治療）・杉山（大整外）・下岡（保医用生体）・奥田（ゲ所長）・佐藤（大口外）・松井（微
生物）・一色（中研 RI）・淡路（薬理）・森（総研究部）・高田（法医）・小谷（生化）・徳元（アドミセ）・オ：千本松（RA
セ）・オ：菅原（RA セ）・事：町田（医研セ）・事：松尾（大事務部庶務課） 

病原性微生物等管理委員会（全）
◎松井（微生物）・○前田（微生物）・堀江（ゲ遺伝子情報）・森（総研究）・○村上（微生物）・佐藤（保検査）・河村
（大中検）・光武（国感染）・池田（ゲ遺伝子情報）

組換えDNA実験安全委員会（全）
◎三谷（ゲ遺伝子治療）・○松井（微生物）・○千本松（RA セ）・森（総研究）・中野（生化）・村上（微生物）・海老原（国

検査）・横尾（中研日高ブ動物）・佐藤（大リウ膠）・菅原（RA セ）・脇田（保医用生体）・事：RA セ

動物実験委員会（全）
◎森（総研究）・三谷（ゲ遺子伝治療）・西川（国脳外）・千本松（RA セ）・田丸（総病理）・横尾（中研日高ブ動物）・

坂本（中研）・鈴木（保検査）・椎橋（IT セ長）・仁科（中研動物）・中島（保工学）・事：冨永（中研動物）

全学 RI 安全委員会（全）
◎田中（大放射）・○久慈（国核医学）・松井（微生物）・熊倉（総放射）・田丸（総病理）・西本（中研日高ブ RI）・高橋（副

医学部長，総放射腫）・保坂（総中放射）・日詰（中研 RI）・熊﨑（国放射）・一色（中研 RI）・下垣（保検査）・平野（大
中放射）・潮田（総研究）

リサーチアドミニストレーションセンター運営会議（全）
◎棚橋（専務理事）・○松下（副学長，医研セ長）・千本松（RA セ）・小林（国呼内）・川口（非常勤講師）・菅原（RA

セ）・佐藤（RA セ）・仲村（RA セ）・神田（RA セ）・齊藤（RA セ）・小鷹（RA セ）・中島（RA セ）・金曽（RA セ）・
吉本（副理事長）・事：RA セ

倫理審査委員会（全）
◎大竹（大小児）・○西川（国脳外）・田邊（保工学）・中村（大皮膚）・○三谷（ゲ遺伝子治療）・佐藤（保看護）・亀

井（大産婦）・山田健（病理）・田坂（総輸血）・種田（教養教育）・外：井上（元日赤事務局長）・外：遠藤（医師）・
外：野木（弁護士）・外：和田（主婦）・外：大西（元読売新聞記者）・オ：千本松（RA セ）・事：小鷹（RA セ）・事：
中島（RA セ）・事：佐藤（RA セ）  

COI 管理委員会（全）
◎藤原（国産婦）・○神山（国脳外）・松下（副学長，医研セ長）・茂木（事務局長）・外：井上（元日本赤十字事務局

長）・オ：千本松（RA セ）・事：佐藤（RA セ）・事：仲村（RA セ）

研究医養成プログラム運営委員会（医）
◎佐々木（病理）・別所（学長）・松下（副学長，医研セ長）・吉本（副理事長）・森（副学長，医教セ長）・木崎（副学長，

医学研究科長）・村越（医学部長）・伊藤（学生部長）・村上（微生物）・三村（卒後部門長）・堀江（ゲ遺伝子情報）・
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茂木（事務局長）・内田（大事務部長）

特許等委員会（全）
◎松下（副学長，医研セ長）・○片桐（医研セ副セ長）・別所（学長）・木崎（副学長，医学研究科）・小林（国呼内）・

市岡（形外）・戸井田（保工学）・吉本（副理事長）・内田（大事務部長）・事：菅原（RA セ）・事：大沢（ゲ事務室）

環境安全委員会（全）
◎別所（学長）・○松下（副学長，医研セ長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・下岡（保医用生体）・藤田（保理学）・

奥田（ゲ所長）・富谷（教学健推セ長）・高橋秀（施設部）・事：（施設部）

グラント選考委員会（全）
◎松下（副学長，医研セ長）・棚橋（専務理事）・村越（医学部長）・加藤木（保健医療学部長）・土田（副学長）・小山政（副

医学部長，国泌尿）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・奥田（ゲ所長）・佐伯（国乳腺）・坂本
（中研）・永田（大呼内）・田丸（総病理）・石田（総消外）・片桐（医研セ副セ長）・オ：別所（学長）・オ：吉本（副
理事長）・オ：茂木（事務局長）・オ：和田（経理部次長）・事：杉山（大整外）

研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会（全）
◎松下（副学長，医研セ長）・村越（医学部長）・中野（生化）・田島（常務理事）・茂木（事務局長）・内田（大事務部長）・

池和田（経理部長）・笠間（総務部）・大野（経理部経理課）・下田（大事務部庶務課）・岩澤（大事務部学務課）・オ：
別所（学長）・オ：千本松（RA セ）・事：佐藤（RA セ）

大学院委員会（全）
◎別所（学長）・木崎（副学長，医学研究科長）・千田（看護学研究科長，看護学科長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・

片山（理事，かわクリ院長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・森（副学長，医教セ長）・村越（医学部
長）・加藤木（保健医療学部長）・高橋健（副医学部長，博士運営委員長）・小林（修士運営委員長）・冨田（看修士
運営委員長）・奥田（ゲ所長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・持田（図書館長）・三村（副
医学部長）・永島（解剖）・佐伯（国乳腺）・田丸（総病理）・赤坂（保理学）・野田（保看護）・事：下田（大事務部
庶務課）

大学院医学研究科委員会
◎木崎（医学研究科長，副学長）・別所（学長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・森（副学長，医教セ長）・

村越（医学部長）・高橋健（副医学部長，博士運営委員長）・小林（修士運営委員長）・奥田（ゲ所長）・坂本（中研
長）・三村（副医学部長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・藤巻（国交セ長）・椎橋（IT セ
長）・永島（解剖）・渡辺（生理）・丸山（薬理）・佐々木（病理）・村上（微生物）・鈴木（保検査）・亀井（社会医）・
高田（法医）・麻生（国血内）・田坂（総輸血）・前﨑（大感染）・畝川（国腫内）・加藤（国心内）・永田（大呼内）・
持田（図書館長）・今枝（大消内）・野田（大内糖）・野村（総神内）・岡田（副医学部長）・中元（大総診）・鈴木（国
小外）・篠塚（副医学部長）・大崎（国乳腺）・尾花（大小外）・金子（国呼外）・大竹（大小児）・石原（大産婦）・
太田（大神精）・中村（大皮膚）・松居（総脳外）・朝倉（大泌尿）・菅澤（国耳鼻）・篠田（大眼）・北村（国麻酔）・
新津（大放射）・佐藤（大口外）・中塚（大形外）・倉林（大リハ）・赤坂（保理学）・高橋（国緩和）・海老原（国検
査）・杉山（総高度救命）・佐伯（国乳腺）・片山（かわクリ院長）・棚橋（専務理事）・荒木（大神内）・田丸（総病
理）・持木（総消外）・堀江（ゲ遺伝子情報）・松井（微生物）・オ：吉本（副理事長）・事：下田（大事務部庶務課）

医学研究科博士課程運営委員会，医学研究科自己点検・評価委員会
◎高橋健（博士運営委員長）・木崎（医学研究科長，副学長）・小林（修士運営委員長）・土田（副学長）・松下（副学長，

医研セ長）・永島（解剖）・田丸（総病理）・奥田（ゲ所長）・亀井（社会医）・岡田（副医学部長）・三村（副医学部
長）・菅澤（国耳鼻）・佐伯（国乳腺）・大西（国神精）・村越（医学部長）・荒木（大神内）・持木（総消外）・堀江（ゲ
遺伝子情報）・佐々木（病理）・オ：別所（学長）・事：下田（大事務部庶務課）

医学研究科修士課程運営委員会
◎小林（修士運営委員長）・土田（副学長）・松井（微生物）・鈴木（保検査）・奥田（ゲ所長）・赤坂（保理学）・加藤
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木（保長）・事：村嶌（保事務室長）

国際交流センター委員会（全）
◎藤巻（国交セ長）・○魚住（生化）・○橋本（大総診）・土田（副学長）・木崎（副学長，医学研究科長）・三村（副

医学部長）・篠塚（副医学部長）・荒木（大神内）・佐伯（国乳腺）・小澤（大放射）・村松（国心内）・辻（保看護）・チャ
ド・ゴットフリー（教養教育）・茅野（保検査）・千本松（RA セ）・田丸（総病理）・種田（教養教育）・石原（大産婦）・
飯田（大心内）・菅（生理）・朝倉（大泌尿）・乙戸（保理学）・周防（薬理）・井上（大腎内）・堀江（ゲ遺伝子情報）・佐々
木（病理）・岩澤（大事務部学務課）・オ：丸木（理事長）・オ：小山（国病院長）・オ：市岡（保検査）・オ：松本（国
心内）・オ：田中（大放射）・オ：野村（国交セ顧問）・オ：劉（国交セ顧問）・事：斉藤（国交セ）

教員短期留学制度選考委員会（全）
◎藤巻（国交セ長）・○魚住（生化）・土田（副学長）・三村（副医学部長）・篠塚（副医学部長）・菅（生理）・周防（薬

理）・橋本（大総診）・荒木（大神内）・石原（大産婦）・佐伯（国乳腺）・田丸（総病理）・千本松（RA セ）・辻（保
看護）・オ：木崎（副学長，医研長）・事：斉藤（国交セ）

図書館委員会（全）
◎持田（図書館長）・荒木（大神内）・土田（教養教育）・山元（大神内）・前田（微生物）・三橋（総検査）・片桐（ゲ

病態）・松田（国血内）・福田（総皮膚）・佐久間（保看護）・時田（保理学）・事：田口（図書館）

ゲノム医学研究センター運営委員会（全）
◎奥田（ゲ所長）・堀江（ゲ副所長）・黒川（ゲ遺伝子構造）・井上（ゲ遺伝子情報）・片桐（ゲ病態）・三谷（ゲ遺伝子治療）・

村上（微生物）・三村（副医学部長）・木崎（副学長，医研長）・佐伯（国乳腺）・須田（ゲ客員教授）・オ：西本正純（中
研日高ブ RI）・オ：横尾（中研日高ブ動物）・オ：坂本（中研）・オ：水野（中研日高ブ機能）・オ：千本松（RA セ）・
オ：池田（生理）・事：大沢（ゲ事務室）

アドミッションセンター運営委員会（全）
◎別所（アドミセ長）・〇土田（副学長）・○加藤木（保健医療学部長）・渡辺（入試実施委員長）・椎橋（IT セ長）・茂木（事

務局長）・内田（大事務部長）・村嶌（保事務室長）・茅野（保検査）・所（短大副学長）・中村（総看専副校長）・藤
山（埼医福会看専副校長）・徳元（アドミセ）・事：村田（大事務部入試課） 

情報技術支援推進センター運営委員会（全）
◎椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・向田（教養教育）・藤原（国産婦）・丸山（薬理）・高橋（大神内）・片桐（ゲ病態）・

鈴木（IT セ総ブランチ）・高橋俊（保検査）

IR センター運営会議（全）
◎椎橋（医学部長補佐，IT セ長）・小山（副医学部長）・柴﨑（社会医）・土田（副学長）・宮本（保工学）・荒関（医教セ）・

齋藤（医教セ）・町田（総合企画部）・岡田（総合企画部）・鈴木（ＩＲセ）・内田（大事務部長）・オ：別所（学長）・
事：岩澤（大事務部学務課）

全学自己点検・評価委員会（全）
◎別所（学長）・○加藤木（保健医療学部長）・○土田（副学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・松下（副学長，

医研セ長）・木崎（副学長，医学研究科長）・森（副学長，医教セ長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国
病院長）・椎橋（ＩＲセ長）・奥田（ゲ所長）・藤巻（国交セ長）・荒木（大神内）・伊藤（学生部長）・千田（保看護）・
茅野（保検査）・下岡（保医用生体）・高倉（保理学）・田島（常務理事）・茂木（事務局長）・村嶌（保事務室長）・
岩澤（大事務部学務課）・村田（大事務部入試課）・下田（大事務部庶務課）

医学部入学試験委員会（医）
◎村越（医学部長）・○土田（副学長）・○渡辺（入学試験実施委員長）・別所（学長）・吉本（副理事長）・森（副学長，

医教セ長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・伊藤（学生部長）・高橋健（副医学部長，博士
運営委員長）・三村（副医学部長）・篠塚（副医学部長）・小山政（副医学部長）・岡田（副医学部長）・林（医学部
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長補佐）・椎橋（医学部長補佐）・山田（医学部長補佐，入試実施副委員長）・向田（入試実施副委員長）・オ：徳元（ア
ドミセ）・事務室長：内田（大事務部長）・事：村田（大事務部入試課）・事：江口（大事務部）・事：下田（大事務
部庶務課）・事：岩澤（大事務部学務課）・事：松浦（大事務部入試課）・事オ：小室（大事務部顧問）

医学部入学試験実施委員会（医）
◎渡辺（生理）・○山田健（医学部長補佐）・○向田（教養教育）・土田（副学長）・藤森（教養教育）・森口（教養教育）・

山崎（教養教育）・鈴木（教養教育）・米岡（教養教育）・椎橋（IT セ長）・森（副学長，医教セ長）・山田（医教セ）・
堀江（ゲ遺伝子情報）・石橋（医教セ）・荒関（医教セ）・魚住（生化）・徳元（アドミセ）・オ：別所（学長）・オ：
村越（医学部長）・事務室長：内田（大事務部長）・事：江口（大事務部）・事：下田（大事務部庶務課）・事：岩澤

（大事務部学務課）・事：松浦（大事務部入試課）・事：村田（大事務部入試課）・事オ：小室（大事務部顧問）

埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・医学部地域医療奨学金運営委員会（医）
◎村越（医学部長）・別所（学長）・吉本（副理事長）・森（副学長，医教セ長）・土田（副学長）・織田（大病院長）・堤（総

病院長）・小山（国病院長）・小山政（副医学部長）・三村（副医学部長）・高橋健（副医学部長）・伊藤（学生部長，
大神耳）・林（医学部長補佐）・柴﨑（地医推セ長）・田島（常務理事）・茂木（事務局長）・池和田（経理部長）・塚
本（県医療人材課副課長）・番場（県医療人材課長）・三井（毛呂山会会長）・宮山（医療政策学特任教授）・事：内
田（大学事務部長）・事：岩澤（大学事務部学務課）

GID 医学・医療推進委員会（全）
◎石原（大科婦）・外：塚田（彩の国みなみのクリニック医師）・三鍋（総形外）・大西（総形外）・見上（総産婦）・髙井（総

産婦）・百澤（総形外客員）・高橋幸（社会医）・横山（大神精）・事：かわクリ事務長

寄附研究部門設置委員会（全）	
◎別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・木崎（副学長，医研長）・

奥田（ゲ所長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・小山（国病院長）・茂木（事務局長）・菅原（RA セ）・事：佐藤（RA
セ）

中央研究施設運営委員会
◎坂本（中研）・中村（大皮膚）・中山（大消肝）・荒木（大神内）・椎橋（IT セ長）・川野（免疫）・森口（教養教育）・

藤田（解剖）・荒木（生化）・三谷（ゲ遺伝治療）・大島（中研形態）・仁科（中研動物）・一色（中研 RI）・○水野（中
研日高ブ機能）・横尾（中研日高ブ動物）・西本（中研日高ブ機能）・オ：松下（副学長，医研セ長）・オ：土田（副
学長）・オ：池和田（経理部長）・オ：和田（経理部次）・オ：日詰（中研 RI）・オ：富永（中研動物）・オ：佐藤（大
口外）・事：廣澤（中研機能）

毛呂山キャンパス整備委員会
◎亀井（社会医）・○丸木（理事長）・○篠塚（副医学部長）・織田（大病院長）・土田（副学長）・松下（副学長，医研セ長）・

森（副学長，医教セ長）・伊藤（学生部長）・渡辺（生理）・茂木（事務局長）・香取（施設部長）・内田（大事務部長）・
所（短大副学長）・久保（短大）オ：別所（学長）・事：近藤（大事務部学務課） 

毛呂山キャンパス教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
◎篠塚（副医学部長，大消外）・土田（副学長）・村越（医学部長）・織田（大病院長）・森（副学長，医教セ長）・岡田（副

医学部長，大腎内）・藤田（解剖）・岩澤（経理部購買課）・事：近藤（大事務部学務課）

毛呂山キャンパス教職員・学生健康推進連絡会議
◎別所（学長）・織田（大病院長）・富谷（教学健推セ長）・前﨑（院内感染対策室長）・丸山（健管セ）・武藤（総看護長）・

茂木（常務理事，事務局長）・内田（大学事務部長）・池澤（医務部長）・内田（総務部長）・太田（大神精）・清水（健
管セ）・松本（教学健推セ）

化学物質等管理対策会議
◎淡路（薬理）・奥田（ゲ所長）・下岡（保医用生体）・藤田（保理学）・稲田（大中病理）・池澤（大医務）・土田（教
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養教育）・和田（経理部購買課）・関根（国総務課施設）・吉澤（国総務課購買）・オ：松下（医研セ長）・事：高橋（施
設部）・事：島田（施設部）

地域救急医療連絡会議
◎別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・森（副学長，医教セ長）・村越（医学部長）・織田（大病院長）・堤（総

病院長）・小山（国病院長）・金子（総救命セ）・三村（副医学部長）・宮山（医療政策）・茂木（常務理事，事務局長）・
事：佐藤（RA セ）・事：総事務部

大学院入試語学試験委員会
◎木崎（医学研究科長，副学長）・高橋（副医学部長，博士運営委員長）・松下（副学長，医長）・持木（総消外）堀江（ゲ

遺伝子情報）・新津（大放射）・今枝（大消内）・オ：別所（学長）・オ：永島（解剖）・オ：土田（副学長）・ブ：チャ
ド・ゴッドフリー

特定認定再生医療等委員会	
◎石原（大産婦）・千本松（RA セ）・三谷（ゲ遺伝子治療）・大竹（大小児）・池園（大耳咽）・池淵（大中検）・田坂（総

輸血）・外：和田（東京大学教授）・外：伊藤（コージンバイオ㈱部長）・外：岩志和（早稲田大学教授）・外：塩谷
（サライ法律事務所弁護士）・外：浮ヶ谷（相模女子大学教授）・外：山崎（東大医学部付属病院教授）・外：石川（阪
大微生物病研究会研究員）・外：徳永（一般）・外：尾関（ジャーナリスト）・外：古川（㈱ ABC 代表取締役）・事：
佐藤（RA セ）・事：斎藤（RA セ）・事：小鷹（RA セ）

研究支援 eラーニング管理委員会
◎松下（副学長，医研セ長）・椎橋（IT セ長）・村越（医学部長）・小林（国呼内）・田丸（総病理）・千本松（RA セ）・

町田（医研セ）・事：佐藤（RA セ） 

臨床研究審査委員会
◎小林（国呼内）・西川（国脳外）・山田（医学部長補佐）・田坂（総輸血）・外：山崎（東大医学部付属病院教授）・外：

藤田（獨協医科大学教授）・外：岩志和（早稲田大学教授）・外：野木（浦和サライ法律事務所弁護士）・外：浮ヶ谷（相
模女子大学教授）・外：古川（㈱ ABC 代表取締役）・外：井上（昭和女子大学非常勤講師）・オ：千本松（RA セ）・オ：
種田（教養教育）・オ：佐藤（RA セ） 
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6．3）学事

1．入学式
　入学式：平成 30 年 4 月 9 日
　新入生オリエンテーション：平成 30 年 4 月 9 日～ 4 月 13 日

2．授業・試験
　1 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 15 日～ 6 月 30 日
　　　定期試験① 7 月 4 日～ 7 月 12 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 11 月 7 日
 11 月 20 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験② 11 月 8 日～ 11 月 16 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 5 日～ 1 月 26 日
　　　定期試験③  1 月 28 日～ 2 月 27 日（再試験含む）
　2 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 11 日～ 7 月 5 日
　　　定期試験① 7 月 9 日～ 7 月 13 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 11 月 22 日
 12 月 4 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験② 11 月 16 日～ 11 月 22 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 5 日～ 1 月 17 日
　　　定期試験③ 1 月 15 日～ 2 月 5 日（再試験含む）
　　　総合試験 2 月 7 日～ 2 月 8 日
　　　総合試験（再試験） 2 月 21 日～ 2 月 22 日
　3 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 11 日～ 5 月 11 日
 5 月 23 日～ 6 月 30 日
　　　定期試験① 7 月 17 日～ 7 月 23 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 9 月 26 日
 10 月 4 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験② 9 月 6 日～ 9 月 14 日
　　　定期試験③ 9 月 27 日～ 10 月 3 日
　　　定期試験（再試験） 11 月 24 日～ 1 月 26 日
　　3 学期
　　　授業 1 月 5 日～ 1 月 22 日
　　　定期試験④ 1 月 29 日～ 3 月 1 日（再試験含む）
　4 年生
　　1 学期
　　　授業 4 月 11 日～ 7 月 5 日



学事

32

　　　定期試験① 7 月 4 日～ 7 月 11 日
　　2 学期
　　　授業 9 月 1 日～ 12 月 22 日
　　　定期試験（再試験） 11 月 24 日～ 12 月 8 日
　　3 学期
　　　授業 2 月 10 日～ 2 月 23 日
　　　定期試験② 1 月 7 日～ 2 月 28 日（再試験含む）
　　　共用試験 CBT 2 月 6 日
　　　共用試験 OSCE 3 月 2 日
　　　共用試験 CBT（再試験） 3 月 6 日
　5 年生
　　BSL オリエンテーション 平成 30 年 3 月 30 日
　　1 学期
　　　BSL 4 月 3 日～ 7 月 29 日
　　2 学期
　　　BSL  9 月 4 日～ 12 月 22 日
　　　前期総合試験 9 月 1 日
　　3 学期
　　　CC オリエンテーション 1 月 9 日
　　　CC ① 1 月 15 日～ 2 月 10 日
　　　CC ② 2 月 13 日～ 3 月 10 日
　　　後期総合試験 1 月 5 日
　　　BSL 後 OSCE 1 月 6 日
　　　総合試験（再試験） 1 月 11 日
　6 年生
　　1 学期

　CC ③ 4 月 3 日～ 4 月 28 日
　CC ④ 5 月 8 日～ 5 月 31 日

　　　卒業時 OSCE 7 月 14 日
　　　授業 6 月 5 日～ 7 月 29 日
　　　実力試験① 7 月 17 日～ 7 月 18 日
　　2 学期
　　　実力試験② 8 月 30 日～ 31 日
　　　授業 9 月 1 日～ 10 月 25 日

10 月 13 日～ 12 月 22 日
　　　卒業試験 11 月 1 日～ 11 月 9 日
　　　実力試験③ 12 月 3 日～ 12 月 4 日
　　　総合学習 C 定期試験 12 月 15 日

3．卒業式
　平成 31 年 3 月 9 日

4．その他
　定期健康診断：1 年生　　平成 30 年 4 月 10 日

2 年生　　平成 30 年 4 月 4 日
3 年生　　平成 30 年 4 月 3 日
4 年生　　平成 30 年 4 月 6 日
5 年生　　平成 30 年 3 月 28 日
6 年生　　平成 30 年 6 月 1 日
受診率　　806 ／ 806　100％



33

学事

　解剖体慰霊祭：平成 30 年 10 月 27 日
　越華祭（大学祭）：平成 30 年 10 月 20 日～ 10 月 21 日
　スチューデントドクター認定式：平成 31 年 3 月 30 日
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6．4）入学，進級，卒業，入試

1．進級と卒業
在学者数

学年 進級者
平成 29 年度留年者

（休学者含む）
再入学 計（男：女）

1 年 （入学者）129 10 139（100：39）
2 年 123 13 136（92：44）
3 年 119 17 136（98：38）
4 年 118 12 130（82：48）
5 年 120 9 129（82：47）
6 年 114 21 135（86：49）
合計 723 82 805（540：265）

平成 28年度　進級（卒業）・留年状況
学年 在学者 進級・卒業 留年 休学 転学 退学
1 年 139 130 7 1 0 1
2 年 136 124 9 2 0 1
3 年 136 121 8 2 0 5
4 年 130 123 3 2 0 2
5 年 129 124 4 0 0 1
6 年 135 122 9 1 0 3
合計 805 744 40 8 0 13

卒業
　平成 30 年 11 月 1 日～ 11 月 2 日及び 11 月 8 日～ 11 月 9 日の卒業試験の結果をもとに卒業判定を行い，3 月 7
日付けで 122 名が卒業した．
なお，この 3 月の卒業者 122 名中，留年しないで卒業した者は 98 名であり，同一年度（平成 25 年度）入学者 125
名の 78.4% にあたる．

2．卒業者数
　平成 31 年 3 月卒業　122 名（男 77 名，女 45 名）

3．卒業生進路状況（第 113 回医師国家試験合格者）平成 31年 3月現在
　埼玉医科大学病院 30 名
　埼玉医科大学総合医療センター 25 名
　埼玉医科大学国際医療センター 5 名
　他大学附属病院・他指定病院 58 名
　合　計 118 名

4．第 113 回　医師国家試験
受験者（名） 合格者（名） 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
122 17 139 104 14 118 85.2 82.4 84.9
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5．入学試験と入学者
平成 31 年度入試は次のとおり実施された．

（1）推薦入学試験
　①一般推薦枠

出願期間　平成 30 年 10 月 29 日～ 11 月 7 日
試験日　11 月 18 日
合格発表　11 月 28 日
入学手続期間　11 月 28 日～ 12 月 7 日
志願者　32 名
受験者　32 名
合格者　10 名
入学者　10 名（男 4 名，女 6 名）,（現役 4 名，他 6 名）
試験科目　適性検査，小論文，面接

　②埼玉県地域枠
出願期間　平成 30 年 10 月 29 日～ 11 月 7 日
試験日　11 月 18 日
合格発表　11 月 28 日
入学手続期間　11 月 28 日～ 12 月 7 日
志願者　47 名
受験者　46 名
合格者　18 名
入学者　17 名（男 7 名，女 10 名）,（現役 10 名，他 7 名）
試験科目　適性検査，小論文，面接

　③特別枠
出願期間　平成 30 年 10 月 29 日～ 11 月 7 日
試験日　11 月 18 日
合格発表　11 月 28 日
入学手続期間　11 月 28 日～ 12 月 7 日
志願者　3 名
受験者　3 名
合格者　2 名
入学者　2 名（男 0 名，女 2 名）,（現役 0 名，他 2 名）
試験科目　適性検査，小論文，面接

（2）帰国生入学試験
出願期間　平成 30 年 10 月 29 日～ 11 月 7 日
試験日　11 月 18 日
合格発表　11 月 28 日
入学手続期間　11 月 28 日～ 12 月 7 日
志願者　1 名
受験者　1 名
合格者　1 名
入学者　1 名（男 0 名，女 1 名）,（現役 1 名，他 0 名）
試験科目　適性検査，小論文，面接

（3）一般入学試験
　①前期

出願期間　平成 30 年 12 月 10 日～平成 31 年 1 月 20 日
1 次試験　1 月 27 日
1 次合格発表　1 月 30 日
2 次試験　2 月 3 日
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2 次合格発表　2 月 6 日
入学手続期間　2 月 6 日～ 2 月 12 日
志願者　1,580 名
1 次受験者　1,484 名
1 次合格者　359 名
2 次受験者　351 名
2 次合格者　61 名
入学者　54 名（男 26 名，女 28 名）

②後期
出願期間　平成 31 年 1 月 28 日～平成 31 年 2 月 10 日
1 次試験　2 月 17 日
1 次合格発表　2 月 20 日
2 次試験　2 月 24 日
2 次合格発表　2 月 27 日
入学手続期間　2 月 27 日～ 3 月 5 日
志願者　2,461 名
1 次受験者　2,147 名
1 次合格者　323 名
2 次受験者　289 名
2 次合格者　46 名
入学者　37 名（男 21 名，女 16 名）
試験科目
1 次　英語，数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），小論文（基礎学力試験）
2 次　面接

（4）センター試験利用入学試験
①前期

出願期間　平成 30 年 12 月 10 日～平成 31 年 1 月 18 日
1 次試験　1 月 19 日・1 月 20 日
1 次合格発表　2 月 20 日
2 次試験　3 月 3 日
2 次合格発表　3 月 6 日
入学手続期間　3 月 6 日～ 3 月 12 日
志願者　841 名
1 次受験者　831 名
1 次合格者　190 名
2 次受験者　52 名
2 次合格者　10 名
入学者　8 名（男 1 名，女 7 名）
試験科目
1 次　国語（近代以降の文章），英語（リスニングを含む），
数学（Ⅰ A・Ⅱ B），理科（物理・化学・生物より 2 科目選択）
2 次　小論文，面接

②後期
出願期間　平成 31 年 2 月 18 日～平成 31 年 3 月 1 日
1 次試験　1 月 19 日・1 月 20 日
1 次合格発表　3 月 6 日
2 次試験　3 月 14 日
2 次合格発表　3 月 19 日
入学手続期間　3 月 19 日～ 3 月 22 日
志願者　35 名
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1 次受験者　35 名
1 次合格者　21 名
2 次受験者　11 名
2 次合格者　2 名
入学者　1 名（男 0 名，女 1 名）
試験科目
1 次　国語（近代以降の文章），英語（リスニングを含む），
数学（Ⅰ A・Ⅱ B），理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），
地理歴史公民（世界史 A，世界史 B，日本史 A，日本史 B，地理 A，地理 B，
現代社会，倫理，政治・経済，倫理，政治・経済より 1 科目選択）
2 次　小論文，面接

○入学者（合計）
　130 名（男 59 名，女 71 名）
○入学者の高等学校所在地都道府県別

北海道　2 青　森　1 岩　手　0
宮　城　2 秋　田　1 山　形　1
福　島　1 茨　城　0 栃　木　4
群　馬　4 埼　玉  30 千　葉  10
東　京  33 神奈川　5 新　潟　2
富　山　0 石　川　0 福　井　0
山　梨　1 長　野　4 岐　阜　2
静　岡　5 愛　知　4 三　重　1
滋　賀　1 京　都　0 大　阪　3
兵　庫　1 奈　良　0 和歌山　1
鳥　取　0 島　根　0 岡　山　1
広　島　0 山　口　0 徳　島　1
香　川　0 愛　媛　0 高　知　0
福　岡　0 佐　賀　1 長　崎　2
熊　本　2 大　分　0 宮　崎　0
鹿児島　1 沖　縄　2 その他・外国　1
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6．5）教育カリキュラム（奨学金等）

○奨学金等
平成 30 年度奨学生状況は以下の通りである．

①埼玉県地域枠医学生奨学金　貸与者数
1 年生 16 名（定員 18 名）
2 年生 17 名 （定員 17 名）
3 年生 16 名 （うち 1 名前年度休学のため貸与停止）（定員 16 名）
4 年生 15 名 （定員 15 名）
5 年生 16 名（定員 14 名）
6 年生　9 名（定員 10 名）　合計 89 名
※貸与額 1 人 20 万／月

② 埼玉医科大学医学部地域医療奨学金　貸与者数
1 年生 1 名
2 年生 3 名
3 年生 4 名（うち 1 名留年のため貸与停止）
4 年生 6 名（うち 1 名留年のため貸与停止）
5 年生 10 名
6 年生 8 名（うち 1 名留年のため貸与停止）　合計　32 名
※各学年定員 10 名・貸与額 1 人 5 万円／月

③日本学生支援機構　奨学生数
　（学部）

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計
第一種 0 2 2 3 3 7 17
第二種 4 10 6 12 6 4 42
計（延数） 4 12 8 15 9 11 59
計（併用者含む） 4 10 6 13 6 10 49

　（大学院）
1 年 2 年 3 年 4 年 計

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

※貸与月額表
　（学部）

第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）　 　（単位：円）
国・公立 私立

自宅 自宅外 自宅 自宅外
45,000 51,000 54,000 64,000

30,000
20,000 ※

40,000 ※
30,000
20,000 ※

40,000 ※
30,000
20,000 ※

50,000 ※
40,000 ※
30,000
20,000 ※

※平成 30 年度入学者より適用．
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第二種奨学金
月額 年利（上限）

20,000・30,000・40,000・
50,000・60,000・70,000・
80,000・90,000・100,000・
110,000・120,000 ※

3.0％

　　　　※私立大学の医・歯学課程は 12 万円選択の場合のみ，希望により
　　　　　4 万円の増額貸与が受けられる．

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

種類 博士医・歯・獣医学課程
第一種

（無利子） 80,000・122,000

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

本学医学部の教員組織については，平成 17 年度中にその骨子が作られ，理事長・学長による情報宣伝活動を経て，
平成 18 年 4 月 1 日より実施に移された．これは，平成 15 年 12 月に丸木清浩前理事長による ｢ 本学の新しい管理
運営方針 ｣ に基づく取組みとして行なったものであり，その目的としたところは，① 教育， 研究， 診療の 3 本の柱を
独立させ，それぞれ自立的に機能させる．② 資格と職位を定め，教員一人ひとりの役割と責任を明確にする．③ 一
人の教員に権限と責任が集中することのないように，権限と責任の分散をはかることであった（図 1 参照）．従って
新しい教員組織は，教育， 研究， 診療の 3 つの分離自立した組織から成り立つ．また，この組織を構成する教員の基
本的姿勢として，① 全ての教員は，教育に参加し，かつ研究的志向を持って，自らの役割を果たすこと，② 全ての
教員は，その ｢ 資格 ｣ と ｢ 職位 ｣ を明確にし，それに相応しい責任と義務を果たすこと，が定められた．すなわち，
大学に奉職する教員はすべて教育の義務があると同時に，診療も教育も，研究的な視野に立って，常により良いもの
を求め，新たな知識・技能・態度の探求，習得に努めなくてはならないとした．

なお，上記②の資格とは，身分的称号と定義されたが，平成 19 年度から呼称が変更され，教授，准教授，講師，助教，
助手が教員の資格として定められた．また，職位とは，任期制のもとで役割と責任を示すものとして定義され，教員
組織には代表教育主任，教育主任，教育副主任，教育員，研究組織には代表研究主任，研究主任，研究副主任，研究
員とした．

診療組織の長を診療科長と呼称していたが，平成 26 年度に前理事長より，部長と呼称することの提案があり，診
療部長，診療副部長，医長，専門医員，医員と呼称することとした．（図 2 参照）．また，初期臨床研修中の医師は
研修医，後期臨床研修中の医師はシニアレジデントと呼ぶ．

この教員組織では，講座制の見直しも行われ，基本学科という新たな概念を導入し，基本学科において人事ならび
に経費の運用にあたり，これを相当する職位として運営責任者（職位）を定め，その機能を最大限発揮できる体制と
した．

　＜図 1 ＞
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＜図 2 ＞

この教員組織の導入に伴い，教育，研究，診療の各組織は，自立的な機能を尊重しつつも連携を重視した，これま
でにない発想に基づく関係の構築が求められることになった．また，従来の教授会のあり方も見直され，各組織から
選出された代表者からなる教員代表者会議へと名称が変更された．これに伴い，それまでの学部内のさまざまな会議
も見直しが行われた．

幸い大きな混乱もなく新しい教員組織へと移行されたが，実施される中で，手直しが必要な部分や更に充実したも
のにする必要性に対してはその都度，教員人事委員会，教員組織運営会議等で検討を重ねている．このようにして修
正や訂正が行われた結果については，小冊子「埼玉医科大学医学部の教員組織について」として各教員に配布した．
また，ホームページには最新の情報を掲載し，教職員は必要に応じて常時閲覧が可能となり，医学部の新しい教員組
織は広く周知が図られている．
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7．1）保健医療学部

1．平成 30 年度実績と次年度以降への展望
1）教授会と各種委員会
　保健医療学部教授会の構成員（平成 30 年 3 月現在）は，看護学科教授 9 名，臨床検査学科教授 7 名，医用生体
工学科教授 7 名，理学療法学科教授 4 名，学長，大学事務部部長の計 29 名からなる．平成 30 年度は定例教授会を
11 回，入学試験の合否判定等に関する臨時教授会を 5 回開催した．
　教授会については適正かつ円滑に運営され，学部業務の遂行にあたったものと評価できる．教員組織運営会議，学
務委員会，学生部委員会，図書館委員会，自己点検・評価委員会，入学試験委員会，広報委員会，倫理委員会の各種
委員会活動も順調に行われた．次年度以降も，教授会および各種委員会活動のさらなる発展を目指す．
2）学事および学生生活

（1）入学式，新入生オリエンテーション
　平成 30 年 4 月 9 日，入学式を挙行した．看護学科 87 名，臨床検査学科 71 名，医用生体工学科 39 名，理学療
法学科 52 名，の計 249 名の新入生が参加した．
　入学式の翌日から 4 日間にわたり，新入生オリエンテーションを実施した．各学科のガイダンスなどに加え，埼
玉医科大学病院における臨床現場の見学（早期臨床医学体験）を行い，医療人を目指す学生としての心構えを新たに
するとともに，学習への動機づけを図った．
　新入生オリエンテーションのポストアンケートの結果から，早期臨床医学体験では医療系の学生としての自覚，学
習への意欲の向上というプログラムの目的はほぼ達成できたものと考えられる．

（2）学生便覧，教員便覧およびシラバス
　平成 30 年度の学生便覧について，教育および学生生活にかかわる各種の事項を改定，追加した．これに伴い，教
員便覧の記載事項についても改定した．シラバスは学科，学年別とし，4 学科 16 クラス分の分冊となった．

（3）課外学習プログラム
　保健医療学部の 29 プログラムに 24 名，医学部の 88 プログラムに 24 名，計 48 名（昨年度 73 名）の
本学部学生が参加し，通常の授業では得られない体験型学習を楽しんだ．ここ 2 年続けて参加人数が減少しており，
次年度以降のプログラムのさらなる充実を図りたい．なお，プログラムの提供が一部の学科に偏り，参加する学生の
所属にも偏りがみられることについては検討課題となる．

（4）看護学科の領域別実習要件認定式
　平成 30 年 10 月 6 日，看護学科 3 年生を対象に，第 11 回目の領域別実習要件認定式を実施した．3 年次後期か
ら始まる 1 年間の臨地実習に先立つものである．

（5）解剖体慰霊祭への参加
　解剖体慰霊祭が 10 月 27 日に行われ，保健医療学部の学生 20 名（各学科各 5 名）が参加した．

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

（7）卒業式，謝恩会
　平成 31 年 3 月 9 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 10 期生 87 名，健康医療科学科 10 期生 75 名，
医用生体工学科 10 期生 41 名，理学療法学科 9 期生 47 名が卒業した．卒業式では各学科の学長賞受賞者 4 名とた
ちばな会会長賞 1 名の表彰が行われた．

（8）学生の海外研修
　本学国際交流センターが主催する春休みの海外語学研修については，バンクーバーの CCEL 語学学校において実施
され，保健医療学部からは 5 名の参加であった．
　理学療法学科の海外研修は学生 3 名の参加で米国を訪問した．学生の参加が減少しており，今後は 5 名以上が参
加する場合に行うこととする．　高学年における海外医療施設での見学や研修は，学生の視野を拡げるとともに，学
習意欲の向上につながる重要なプログラムとなりうるため奨励したい．

（9）部活動と学園祭の開催
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　平成 30 年度において部活動に参加している学生数は，23 団体（部 18 団体，同好会 4 団体，サークル 1 団体）
のべ 691 名（前年度は 22 団体 652 名）であった．公共施設を利用する場合の金銭的負担や交通手段が問題点となっ
ているが，日高キャンパスでのグラウンド使用は順調である．昨年，川角の体育館の全面的な改修工事が行なわれ，
見違えるようにきれいになった．
　医学部との合同開催となって 11 回目の学園祭（第 11 回越華祭）が，10 月 20 日～ 10 月 21 日の 2 日間にわた
り日高キャンパスで開催された．好天に恵まれ，両学部から多数の学生が参加して，沢山の屋台，屋外ステージや校
舎・記念講堂内での楽しいイベントで賑わった．事故なく円滑に行なわれたことは学生会の役員，学園祭実行委員の
諸君の努力の賜物と評価したい．
　部活動については，新入生歓迎会等で未成年者に飲酒させる事例が散発しており例年注意喚起を行っているが，直
近の事例もあったことから，今年はさらに厳しく各部活動に通達している．

（10）学生の意見くみ上げ（学生との懇談会など）
　前期および後期に各 3 回，学生からの意見くみ上げを目的として，学生代表との懇談会を実施した．学生の構成は，
①学生会代表と学園祭実行委員，②各学科各学年の学生代表，③部活動の部長その他であり，教員側は，学部長，学
生部委員会委員長，学生部委員（③では部活動顧問教員）としている．
　学生の意見をくみ上げる仕組としては，ほかに学部長室前に備えた Letter Box を通じた Letters to the Dean 制度，
各学科独自の担任制度が活用されている．

（11）学生保健室
　平成 30 年度の学生保健室利用状況は計 467 件（川角校舎 99 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 39
人 49 件であった．
　学生保健室は教職員・学生健康推進センターにより運営されており，体調不良や軽微な外傷への一次対応に加えて，
健康診断，ワクチン接種などにつき組織的な取り組みが可能となっている．関連病院への立ち入り等で，ワクチン接
種歴の明確な記録が要求されるようになり，いっそうの徹底を目指している．なお，心理相談・カウンセリングにつ
いては，日高キャンパス学生保健室において，臨床心理士による週 1 回の面談を実施している．時として希望者に
対処しきれないので懸案となっていたが，次年度から看護学科に学校心理士の大野美佐子先生が常勤として勤務され
るので，面談の機会を増やすことができる．
3）広報活動とオープンキャンパス
　広報委員会のもとで，昨年同様に学部ホームページ，各種のインターネット媒体，新聞，雑誌による学部紹介，駅
構内および電車内へのポスター掲示，学部案内パンフレットの作成と送付，各種の学校説明会への参加，近隣の高等
学校訪問や出張講義等の広報活動を積極的に展開した．また，在校生の多い高等学校の進路指導担当者を日高キャン
パスにお招きし，学校説明や在校生との対話を実施すること，中学生向けのオープンキャンパスを実施するなど新規
の広報活動を継続した．
　通常のオープンキャンパスは 6 回にわたり実施し延べ学生 1385 名，父兄 1302 名が参加した．内容は学部および
各学科の説明，模擬授業や校内見学，個別相談，在校生との交流などとした．オープンキャンパスへの複数回参加者は，
合格後の入学率が高いことが予想されるため，今後とも教員諸氏のご協力をいただき内容の充実を図っていきたい．
4）入学試験
　平成 31 年度入学試験として，看護学科 3 年次編入学試験（9 月 23 日，受験者数 1 名，合格者 0 名），医用生体
工学科 2 年次編入学試験（同，受験者 1 名，合格者 0 名），推薦入学試験（11 月 18 日，受験者数 137 名，合格者
数 113 名），AO 入学試験（12 月 9 日，受験者数 16 名，合格者数 8 名），一般入学試験前期（2 月 1 日一次試験，
受験者数 336 名，合格者数 236 名，2 月 3 日二次試験，受験者数 234 名，合格者数 168 名），一般入学試験後期（2
月 28 日，受験者数 81 名，合格者数 13 名）を実施した．入試事務，試験監督および採点・集計にとくに問題はなく，
円滑に業務が遂行された．受験者数は合計で 572 名（前年は 704 名）と大幅な減少であった．WEB 出願への転換
の影響は昨年度でなくなっており，18 歳年齢の減少と，保健医療系大学の林立が影響しているものと考える．看護
学科の受験科目の削減も良い効果が得られず，小論文を面接に加えて 2 次試験に追加したことが敬遠されたかもし
れない．
　平成 30 年度国家試験の成績は新卒者では看護師が 3 年連続の 100％合格を逃し 99％，理学療法士は 96％と堅調
であるが，臨床検査技師 82％，臨床工学技士 90% とまだ不十分である．今後とも国家試験合格率や就職率の維持・
向上に努めていく地道な努力を続けて受験生の耳目をとらえることにつなげて行きたい．また平成 30 年度入試から
特待生制度の導入をお認めいただいたので，この制度を広報活動することによって受験生の増加を図りたい．
5）国家試験
　第 108 回看護師国家試験では，新卒で 87 名中 86 名合格（98.9％），第 105 回保健師国家試験では，新卒で 23



保健医療学部

44

名中 20 名合格（95.6％），第 65 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 67 名中 55 名合格（82％），第 32 回臨床工
学技士国家試験では，新卒で 41 名中 37 名合格（90％），第 54 回理学療法士国家試験では，新卒で 47 名中 45 名
合格（95.9％）であった．また，既卒者を含めた全体の合格率は，看護師で 98.9％（全国平均 89.3％），理学療法
士で 93.8％（全国平均 85.8％），臨床工学技士で 80.8％（全国平均 77.5％）と全国平均を上回っている．しかし臨
床検査技師では 70％（全国平均 75.2％），と全国平均を下回った．既卒者が多く受験するとどうしても成績が不良
となるが，臨床工学技士では既卒者 11 名中 5 名合格であり，健闘したといえる．今後はさらに新卒者の合格率向上
を目指すとともに，既卒者対策についても検討を続けていく．
6）教員の教育業績評価システム
　教員の教育業績評価システムは平成 23 年度から検討，試行を重ねて，平成 26 年度 3 月から本格実施を開始した．
今年度も円滑に実施され，平成 30 年度の教員人事考課の添付資料としても活用できた．
7）教員の研究業績評価システム
　全学的に研究業績評価を定量的にすることが決まり，医学部からの案を参考にして，平成 27 年度から保健医療学
部独自の評価表を作成した．昨年度から正式に採用し，人事考課に添付することとした．
8）Institutional	Research（IR）機能の整備
　本学では平成 24 年に IR 準備委員会を設置し，各種データを多角的に集計・分析・視覚化することで，大学全体
としての問題点の整理とその解決策を検討する体制構築を目指してきた．現時点では教学部門の様々なデータを，医
学部では医学教育センター医学部ブランチの教育情報部門に，保健医療学部では学部事務室に蓄積し，統計表と視覚
化した解析結果を出力できる仕組みとなっており，年々，データの選別や処理法について改善を進めている．保健医
療学部の検討として，完成年度に達してからの 5 学年の入学試験成績と，入学後成績の相関について SPSS を用いた
統計処理の結果が出た（担当大野顧問）．
9）医療人教育者のためのワークショップ
　新人教員のためのワークショップを第 22 回として通常の 8 月 1・2 日に行なった（教員 11 名，事務職 2 名，）．テー
マを “評価” にしぼったアドバンスト・コースとしての医療人教育者のためのワークショップについては新入教員以
外は一回りしたのでお休みして，本年度は新しいアドバンストワークショップⅡを行った．テーマは “より良い臨床
実習への道” とし，各学科から 5 名ずつの参加で学科別に検討してもらった（教員 20 名）．報告書は全国約 240 の
医療系学部に送付した．
10）保健医療学部公開講座の開催　
　平成 30 年 5 月に第 31 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：遺伝子分析化学認定士試験対策講座）を，
さらに同 6 月に第 32 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：消化管の超音波検査），同 9 月に第 33 回の公
開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：頸部の超音波検査）同 9 月第 34 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：
認知症の看護からリハビリまで），同 10 月第 35 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：遺伝子分析科学認定
士試験対策講座），同 12 月に第 36 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：遺伝子分析科学認定士試験対策講座），
同 12 月に第 37 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：頸部の超音波検査）平成 31 年 3 月に第 38 回の公開
講座（担当：臨床検査学科，テーマ：腎血流の検査）同 3 月に第 39 回の公開講座（担当：臨床検査学科，テーマ：
遺伝子分析科学認定士試験対策講座）を行なった．さらに一般市民向け公開講座を平成 30 年 7 月 29 日のオープンキャ
ンパスの会場で（担当：理学療法学科，テーマ：熱中症の対策）行った．
11）学部プロジェクト研究
　平成 30 年度学部プロジェクト研究について，プロジェクト研究審査委員会による厳正な審査の結果，平成 30 年
5 月 21 日，29 件を採択した．
12）避難訓練
　平成 24 年度に発足した保健医療学部危機管理委員会のもとに，避難訓練実施小委員会を設置し，平成 25 年度か
ら日高校舎および川角校舎における避難訓練を開始した．今年度も両キャンパスにおいて避難訓練および消防署職員
による各種の防災訓練を実施した．
　1・2 年生は全員参加とし，低学年のうちに防災対策を覚えてもらう方針である．
13）保護者会（たちばな会）
　平成 30 年度には，入学式後に行われる新入生保護者歓迎会（4 月），保護者会総会（6 月）および保護者会と学部
教員との連絡会（11 月および 3 月）の計 4 回にわたり，保護者会主催の会合が開催された．
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7．2）教授会各種委員会
平成 28 年度

委員会名 任 期 等 委　　員　　名（◎は委員長，○は副委員長）

学務委員会
自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎加藤木利行（学部長）　千田みゆき（看護）　大森智美（看護）

　茅野秀一（臨検）　小野川傑　（臨検）　下岡聡行（医用）

　山下芳久（医用）　高倉保幸（理学）　神子嶋誠（理学）　

　辻　美隆（看護）　金子優子（看護）　上滝圭介（臨検）

学生部委員会
自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎辻　美隆（看護）　○鈴木正彦（臨検）　大澤優子（看護）

　飯野　望（臨検）　宮本裕一（医用）　加藤綾子（医用）

　國澤洋介（理学）　新井智之（理学）

自己点検・評価

委員会

自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎加藤木利行（学部長）　千田みゆき（看護）　小林由起子（看護）

　佐藤正夫（臨検）　周東真代（臨検）　小林直樹（医用）

　駒形英樹（医用）　國澤洋介（理学）　細井俊希（理学）

入学試験委員会
自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎加藤木利行（学部長）　○茅野秀一（臨検）　別所正美（学長）

　千田みゆき（看護）　冨田幸江（看護）　横山ひろみ（看護）　

　村田栄子（臨検）　市岡正適（臨検）　村本良三（臨検）

　下岡聡行（医用）　若山俊隆（医用）　脇田政嘉（理学）

　高倉保幸（理学）　藤田博暁（理学）　新井智之（理学）　　

　大久保雄　（理学）　間山伸　（臨検）　上滝圭介（臨検）

広報委員会
自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎藤田博暁（理学）　○大賀淳子（看護）　野田智子（看護）

　市岡正適（臨検）　内田康子（臨検）　奥村高広　（医用）

　石川雅浩（医用）　小島龍平（理学）　澤田豊（理学）

図書館委員会
自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎佐久間肇（看護）　市岡正適（臨検）　戸井田昌宏（医用）

　時田幸之輔（理学）

保健医療学部

倫理委員会

自 H30.4. 1

至 H31.3.31

◎田邉一郎（医用）　○佐藤真由美（看護）　山路真佐子（看護）

　村田栄子（臨検）　野寺　誠（臨検）　川邉　学（医用）

　乙戸崇寛（理学）　西岡亮治（理学）　幸田恵幸（外部）

　大平雅之（外部）
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7．3）学事

1．入学式
　入学式：平成 30 年 4 月 9 日（月）
　新入生オリエンテーション：平成 30 年 4 月 10 日（火）～ 13 日（金）

2．授業・試験（4学年共通）
　前期　授業 平成 30 年 4 月 16 日（月） ～ 7 月 31 日（火）
　定期試験 平成 30 年 9 月 3 日 （月） ～ 9 月 22 日（土）（追試験・再試験含む）
　後期　授業 平成 30 年 10 月 1 日（月） ～ 平成 31 年 1 月 31 日（木）
　定期試験 平成 31 年 2 月 4 日 （月） ～ 2 月 23 日（土）（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 31 年 3 月 9 日（土）

4．その他
　定期健康診断：1 年生　平成 30 年 4 月 16 日（火）,23 日（火）
　　　　　　　　2 年生　平成 30 年 4 月 2 日（月）
　　　　　　　　3 年生　平成 30 年 3 月 29 日（木）,30 日（金）
　　　　　　　　4 年生　平成 30 年 4 月 5 日（木）
　※受診率：967 ／ 976　　99.1％

　　第 31 回公開講座：平成 30 年 5 月 19 日（土）
　　第 32 回公開講座：平成 30 年 6 月 30 日（土）
　　第 33 回公開講座：平成 30 年 9 月 8 日（土）　
　　第 34 回公開講座：平成 30 年 9 月 22 日（土）
　　第 35 回公開講座：平成 30 年 10 月 27 日（土）
　　第 36 回公開講座：平成 30 年 12 月 1 日（土）
　　第 37 回公開講座：平成 30 年 12 月 8 日（土）
　　第 38 回公開講座：平成 31 年 3 月 2 日（土）
　　第 39 回公開講座：平成 31 年 3 月 30 日（土）
     
　　解剖体慰霊祭： 平成 30 年 10 月 27 日（土）
　　大学祭： 平成 30 年 10 月 20 日（土）,21 日（日）
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7．4）入学，進級，卒業，入試

1．入学
　（1）学科別入学者数
　　　看護学科　　　　88 名（男   8 名，女  80 名） 現役  83 名
　　　臨床検査学科　　71 名（男 19 名，女  52 名） 現役  63 名
　　　医用生体工学科　40 名（男 21 名，女  19 名） 現役  39 名
　　　理学療法学科　　52 名（男 28 名，女  24 名） 現役  50 名
　　　　　計　　　     251 名（男 76 名，女 175 名） 現役 235 名
　（2）出身別入学者数

都道府県名（人） 都道府県名（人） 都道府県名（人） 都道府県名（人）
北海道 2 茨城県 7 新潟県 4 岐阜県 1
青森県 4 栃木県 6 富山県 3 和歌山県 1
岩手県 5 群馬県 18 山梨県 4 広島県 1
宮城県 6 埼玉県 134 長野県 7 高知県 1
秋田県 3 千葉県 4 静岡県 3 沖縄県 1
山形県 1 東京都 23 石川県 3
福島県 2 神奈川県 6 愛知県 1 計 251 名

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

学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学
1 年 90（ 8・82） 88 1 1
2 年 83（ 9・74） 83 0 0
3 年 91（11・80） 90 1 0
4 年 87（12・75） 87 0 0
計 351（40・311） 348 2 1

　　○臨床検査学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学

1 年 71（19・52） 67 1 3
2 年 72（26・46） 70 0 2
3 年 71（21・50） 64 5 2
4 年 80（25・55） 74 6 0
計 294（91・203） 275 12 7

　　○臨床工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学

1 年 40（22・18） 37 2 1
2 年 32（25・ 7） 30 2 0
3 年 38（24・14） 37 0 1
4 年 43（31・12） 41 2 0
計 153 (102・51) 145 6 2

　　○理学療法学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名）
学　年 在学者（男 ･ 女）進級・卒業 留年者 退学

1 年 52（28・24） 50 2 0
2 年 51（26・25） 49 1 1
3 年 52（27・25） 44 2 6
4 年 47（29・18） 47 0 0
計 202（110・92） 190 5 7
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3．卒業（第 10 回 平成 31 年 3 月 9 日）
　学科別卒業者数
　　看護学科　　　　87 名（男 12 名，女 75 名）
　　臨床検査学科　　75 名（男 24 名，女 51 名）
　　医用生体工学科　41 名（男 30 名，女 11 名）
　　理学療法学科　　47 名（男 29 名，女 18 名）
　　　　計　　　　 250 名（男 95 名 , 女 155 名）

4．国家試験結果
　○第 108 回看護師国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （人）

受験者 合格者 合格率（％）
新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計

87 0 87 86 0 86 98.9 0 98.9

　○第 105 回保健師国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
受験者 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
23 1 24 20 0 20 87.0 0 83.3

　○第 65 回臨床検査技師国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
受験者 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
67 13 80 55 1 56 82.1 7.7 70.0

　○第 32 回臨床工学技士国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
受験者 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
41 11 52 38 5 43 92.7 45.5 82.7

　○第 54 回理学療法士国家試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
受験者 合格者 合格率（％）

新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計 新　卒 既　卒 計
47 2 49 45 1 46 95.7 50.0 93.9

5．卒業生進路状況（国家試験合格者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

区　分 看護学科
健康医療
科学科

医用生体
工学科

理学療法
学科

埼玉医科大学病院 27 6 1 2
埼玉医科大学総合医療センター 7 2 3 2
埼玉医科大学国際医療センター 28 2 4 4
法人関連病院等 0 2 0 3
他の医療機関等 23 35 26 33
進学 1 0 4 1
合　計 86 47 38 45
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6．入学試験
　平成 31 年度入学試験が次のとおり実施された。

（1）推薦入試
　出願期間：　　平成 30 年 11 月 1 日（木）～ 11 月 10 日（土）
　試験日：　　　11 月 18 日（日）
　合格発表：　　11 月 20 日（火）
　入学手続期間：11 月 21 日（水）～ 11 月 28 日（水）
　試験科目：　　小論文，面接
　合格者数等：

学科名　看護学科　臨床検査学科　臨床工学科　理学療法学科
志願者　　56 名　　　 29 名　　　　　17 名　　　　35 名
受験者　　56 名　　　 29 名　　　　　17 名　　　　35 名
合格者　　41 名　　　 24 名　　　　　17 名　　　　31 名
入学者　　41 名　　　 24 名　　　　　17 名　　　　31 名

（2）AO 入試
　出願期間：　　平成 30 年 11 月 26 日（月）～ 12 月 3 日（月）
　試験日：　　　12 月 9 日（日）
　合格発表：　　12 月 11 日（火）
　入学手続：　　平成 30 年 12 月 12 日（水）～ 12 月 19 日（水）
　試験科目：　　適性検査Ⅰ（小論文），適性検査Ⅱ（基礎学力検査），面接
　合格者数等

学科名　　　臨床検査学科　　臨床工学科
志願者　　　　　9 名　　　　　　7 名
受験者　　　　　9 名　　　　　　7 名
合格者　　　　　4 名　　　　　　4 名
入学者　　　　　3 名　　　　　　4 名

（3）一般入学試験
　○一般入学試験（前期）

出願期間：　　平成 31 年 1 月 4 日（金）～ 1 月 22 日（火）
1 次試験日：　2 月 1 日（金）
1 次合格発表：2 月 1 日（金）
2 次試験日：　2 月 3 日（日）
2 次合格発表：2 月 5 日（火）
入学手続期間：2 月 6 日（水）～ 2 月 15 日（金）
試験科目：

　・1 次試験
看護学科：理科（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎から１科目選択），外国語 ( 英語 )
臨床検査学科：  理科 ･ 数学（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 数学から１科目選択），外国語 ( 英語 )
臨床工学科：    理科・外国語（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 英語から 1 科目選択），数学
理学療法学科：　理科 ･ 数学（物理基礎 , 化学基礎 , 生物基礎 , 数学から 1 科目選択），外国語 ( 英語 )

　・2 次試験　     
看護学科：小論文，面接
臨床検査学科：  面接
臨床工学科：　　面接
理学療法学科：　面接
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合格者数等：
　　　　　　　学科名　　　看護学科 　 臨床検査学科　 臨床工学科　 理学療法学科
　　　　　　　志願者　　　124 名　　　　115 名　 　 　 47 名　　 　  60 名
　　　　  　  1 次受験者　    118 名　　　　115 名　 　 　 44 名　　 　  59 名
　　　　  　  1 次合格者　 　 93 名　 　　 　 77 名　 　 　 30 名　　 　  36 名
　　　　    　2 次受験者　 　 93 名　 　　 　 75 名　 　 　 30 名　　 　  36 名
　　　　    　2 次合格者　 　 64 名　 　　 　 60 名　　 　  26 名　　 　  27 名
　　　　    　入学者　　　 　 46 名　 　　 　 32 名　　 　  14 名　　 　  15 名

　○一般入学試験（後期）
出願期間：　　平成 31 年 2 月  6 日（水）～ 2 月 18 日（月）
試験日：　　　2 月 28 日（木）
合格発表：　　3 月 １日（金）
入学手続期間：3 月 ４日（月）～ 3 月 1 １日（月）
試験科目：
看護学科：  理科 ( 化学基礎，生物基礎から 1 科目選択 )，外国語（英語），面接
臨床検査学科： 理科 ･ 数学 ( 化学基礎，生物基礎，数学から 1 科目選択 )，外国語（英語），面接
臨床工学科： 数学，外国語（英語），面接
理学療法学科： 理科 ･ 数学 ( 化学基礎，生物基礎，数学から 1 科目選択 )，外国語（英語），面接
合格者数等：
　　　　　学科名　　  看護学科　 臨床検査学科　 臨床工学科 　理学療法学科
　　　　　志願者　　    42 名　　 　　34 名　　　　  8 名　 　　    12 名
　　　　　受験者　　    37 名　　 　　29 名　　　　  6 名　 　　      9 名
　　　　　合格者　　      4 名　　 　　10 名　　　　  2 名　 　　      4 名
　　　　　入学者　　      3 名　　 　　  8 名　　　　  2 名　 　　      2 名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日：　平成 30 年 9 月 23 日（日）
試験科目：英語，専門科目，面接
志願者　　　1 名
受験者　　　1 名
合格者　　　0 名
入学者　　　0 名

（5）臨床工学科 2 年次編入学試験
試験日：　平成 30 年 9 月 23 日（日）
試験科目：口頭試問，面接
志願者　　　1 名
受験者    　1 名
合格者  　  0 名
入学者　    0 名

（6）入学予定者 （平成 31 年度入学者）
看護学科： 90 名 （男  9 名， 女 81 名） 現役　81 名
臨床検査学科： 67 名 （男 23 名， 女 44 名） 現役　65 名
臨床工学科： 37 名 （男 23 名， 女 14 名） 現役　35 名
理学療法学科： 48 名 （男 30 名， 女 18 名） 現役　47 名
計 242 名 （男 85 名， 女 157 名）   　現役  228 名
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7．5）教育カリキュラム（奨学金等）

1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的

本学部においては，本学学則に明示されているように，「社会が求める専門的な知識と技能及び高い倫理性を身に
つけた保健医療技術者を育成し，更に進んで新しい医学関連諸科学の研究並びに保健医療技術の向上に努力し，もっ
て広く人類の健康と福祉に貢献する」ことを目指している．さらに，医学部とも共通した教育理念の下に，教育目的
として，①人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること，②保健
医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし，未知の課題を自ら解決する意欲と探求心をもつとともに，自
らの能力の限界を知り，生涯にわたり自己の資質の向上に努めること，③協調性に富んだ社会人として様々な職種
の人々と協力し，また，社会的視点に立って地域の保健医療に積極的に関わることができることの 3 点を柱として，
人材の育成を図っている．上記の教育目的は，そのまま学部のディプロマ・ポリシーに相当するが，さらに学科ごと
に，より具体的なディプロマ・ポリシーを掲げて公表し，これを反映したカリキュラム構成としている．

（2）カリキュラム
上述のように，本学部ではディプロマ・ポリシーを反映したカリキュラム・ポリシーのもと，基礎分野において多

様な一般教育科目を配し，学生による幅広い選択を促すことで教養教育の充実を図っている．なお，1 年次から専門
基礎～専門分野を開始するくさび型カリキュラムを取り入れることで，医療系学生としての学習意欲の維持を図り，
また，従来型の縦割りの学問分野による知識伝達型の入門教育だけでなく，1 年次から段階的に進む医療の基本演習
等での少人数の討論型学習を通じて，課題を探求し自ら解決する能力やコミュニケーション能力を育成することを目
指している．さらに，専門基礎～専門分野では，各々の学科の専門領域を体系的にバランスよく配置して，高度専門
職業人を効率よく育成できる教育課程としている．また，医学関連の科目については，いずれの学科においても，医
療人として必要な最低限の医学知識を効率よく学習できるよう，基礎医学と臨床医学のそれぞれで統合型カリキュラ
ムとなるよう工夫している．
a） 看護学科
　看護学科では，基礎分野に相当する「生活している人間の理解」，専門基礎分野に相当する「看護の対象としての
人間の理解」，から専門分野に相当する「看護専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」に至る段階的な構
造としている．

平成 30 年度は，平成 29 年度以降入学生に適用する平成 29 年度改定カリキュラム（卒業要件 125 単位）と平成
28 年度以前の入学生に適用する平成 24 年度改定カリキュラム（卒業要件 124 単位）の 2 つのカリキュラムを運用
した．

平成 30 年度の 1 年次では，「生活している人間の理解」として哲学，文学，法学，心理学，発達心理学，社会学，
教育学，人体の科学，人間工学，スポーツ科学，情報リテラシー，英語Ⅰ～Ⅱ，ドイツ語が，「看護の対象としての
人間の理解」として看護におけるコミュニケーション論，医療の基本Ⅰ，看護学生のためのリテラシー，人体の構造
と機能Ⅰ～Ⅲ，食物・栄養学Ⅰ～Ⅱ，病原微生物学，免疫学，薬理学，環境論，生活と健康，公衆衛生学が，「看護
専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として看護学概論Ⅰ，看護技術論，基礎看護技術Ⅰ～Ⅲ，基礎看
護学実習Ⅰ，感染看護学が配置されている．2 年次では，「生活している人間の理解」として文化人類学，カウンセ
リング論，ジェンダー学，英語Ⅲ，そして新たに日本国憲法，体育実技が加わり，「看護の対象としての人間の理解」
として看護倫理，病むことの心理，疾病の成り立ちⅠ～Ⅲ，放射線医学概論，社会福祉論，看護関係法規，保健医療
行政論，医療情報学，疫学が，「看護専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として基礎看護技術Ⅳ・Ⅴ，
看護方法演習，基礎看護学実習Ⅱ，成人看護学概論，成人看護方法論Ⅰ，老年看護学概論，小児看護学概論，母性看
護学概論，母性看護学活動論，精神看護学概論，老年看護学実習Ⅰ，在宅看護学概論，公衆衛生看護学概論，家族看
護学，災害看護学，看護過程論，リハビリテーション看護，生殖医療と看護，新たにフィジカルアセスメントを加え
た各科目が配置されている．平成 30 年度は 3 年次以上の学生では平成 24 年度改定カリキュラムとなり，3 年次前
期には「看護の対象としての人間の理解」として保健統計学，「看護専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」
として成人看護方法論Ⅱ～Ⅳ，老年看護学活動論，小児看護学活動論，精神看護学活動論，在宅看護学活動論，クリティ
カルケア論，看護研究概論，公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ・Ⅱ，公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ・Ⅱ，健康教育論Ⅰ・
Ⅱ，が開講されるとともに，3 年次後期からは臨地実習として，成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ，老年看護学実習Ⅱ，小児看
護学実習，母性看護学実習，精神看護学実習が配置され，4 年次前期まで続く．
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4 年次は，「看護の対象としての人間の理解」として，看護政策論，医療経済学が，「看護専門職者に必要な基本的
知識・技術・態度の修得」として，看護学概論Ⅱ，学校看護論，産業看護論，看護のマネジメントと安全管理，国際
看護論，在宅看護学実習，実践応用の看護学実習，救命救急論，看護研究セミナー，地域診断論Ⅰ・Ⅱ，公衆衛生看
護管理論，公衆衛生看護学実習が行なわれる．
なお，平成 24 年度からのカリキュラム改定に伴い，保健師教育課程では選択制をとっている．
b）臨床検査学科（旧：健康医療科学科）
　平成 27 年度より学科名称を臨床検査学科と改称した．臨床検査学科では，1 年次に基礎分野として科学的思考の
基盤となる自然科学系，人間と生活の理解につながる人文・社会科学系および外国語を必修または選択科目として満
遍なく配置し，幅広い教養を身につけられるよう工夫している．なお，本学科は高度な専門職業人としての臨床検査
技師の育成とともに，第 1 種衛生管理者など幅広く保健分野で活動できる健康関連領域の職業人の育成も目指して
いる．

1 年次には，基礎科目として哲学，文学，倫理学，心理学，法学，社会学，人体の科学入門，統計学，数学，物理学，
物理学実験，化学Ⅰ～Ⅱ，化学実験，生物学，生物学実験，英語Ⅰ～Ⅱ，英会話，ドイツ語，スポーツ科学が，専門
基礎科目として医療の基本Ⅰ，人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ A，人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ実習，病理学，免疫学，情報科
学，情報科学実習が，専門科目として検査機器総論，医動物学が置かれている．2 年次には基礎科目として社会福祉
論，医学英語が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，人体の構造と機能Ⅱ B，微生物学，血液学，疫学，医用工学概
論，医用工学実習が，専門科目として臨床医学各論（ヒトの病気）Ⅰ～Ⅳ，病理組織細胞検査学，病理組織細胞検査
学実習，臨床血液学，

臨床血液学実習，臨床検査総論，臨床検査総論実習，医動物学実習，基礎臨床化学，基礎臨床化学実習，臨床免疫
学，臨床生理学Ⅰ，臨床生理学Ⅰ実習，臨床生理学Ⅱ，労働衛生法規Ⅰ～Ⅱ，食品学，原書講読の各科目が配置され
ている．3 年次には専門基礎科目として，医療の基本Ⅲ，薬理学，公衆衛生学，公衆衛生学実習，保健医療福祉総論が，
専門科目として臨床病理学総論，病理細胞検査診断学，臨床化学，臨床化学実習，放射性同位元素検査学，臨床微生
物学，臨床微生物学実習，臨床免疫学実習，輸血移植学，輸血移植学実習，遺伝子検査学，臨床生理学Ⅱ実習，臨床
生理学Ⅲ，臨床生理学Ⅲ実習，検査管理学，検査情報処理科学，検体採取処理技術，環境保健学，衛生管理学，救急
救命論，環境衛生工学，食品衛生学，栄養学，健康食品総論が配置されている．なお，夏期休暇中に企業実習が実施
される．4 年次前期には関連各病院における臨地実習が実施される．また，4 年次後期に，専門科目として検査学特論，
産業保健学，保健社会学，薬事関係法規が配置され，さらに 3 年次後期から 4 年次後期を通じて専門科目として卒
業研究が実施される．
c）臨床工学科（旧：医用生体工学科）

平成 30 年度より学科名称を臨床工学科と改称した．臨床工学科では，1 ～ 3 年次において基礎分野である人文科
学系，社会科学系，スポーツ科学，自然科学系，外国語を幅広く開講するとともに，専門基礎および専門科目として
医療系・工学系の科目をバランスよく配置したカリキュラム構成とし，先端技術を駆使した医療機器を操作する臨床
工学技士を養成する．さらに，医療機器の開発にも従事できる，より高度な専門的人材の育成も目指している．平成
29 年度入学生までは医用生体工学科として対応する．
　1 年次には，基礎科目として哲学，社会学，法学，倫理学，心理学，医療法規学概論，社会福祉論，スポーツ科学，
英語Ⅰ～Ⅱ，ドイツ語Ⅰ，数学Ⅰ AB，数学Ⅰ演習，数学Ⅱ AB，数学Ⅱ演習，基礎統計学が，専門基礎科目として人
体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ，生物化学，医療の基本Ⅰ，細胞生物学，公衆衛生学，電磁気学，電磁気学演習，電気回路，
電気回路演習，力学，力学演習，情報と計算機，計算機アーキテクチャ，情報リテラシー実習が，専門科目として臨
床工学概論，代謝機能代行機器，生体工学総合演習Ⅰが配置されている．さらに 2 年次には，基礎科目として技術英語，
数学Ⅲ A，B が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，病理学総論，薬理学，麻酔学，電子工学，通信工学，電子工学
演習，機械工学，機械工学演習，電気・電子実験，プログラミング実習が，専門科目としてセンサ・計測工学，生体
物性論，医用音響工学，生体計測機器，診断治療システム，生体情報モニタリング，循環機能代行機器，呼吸機能代
行機器，機能的生体刺激論，機能代行機器実習Ⅰ～Ⅲ，医用機器安全管理学Ⅰ～Ⅱ，ヒトの病気Ⅰ～Ⅱ，生体工学総
合演習Ⅱの各科目が配置されている．さらに，3 年次には，基礎科目としてドイツ語Ⅰが，専門基礎科目として応用
工学実験，デジタル信号処理，システム制御が，専門科目として医用材料学，医用超音波工学，医用画像機器，機能
代行機器実習Ⅲ，医用機器安全管理学実習，ヒトの病気Ⅲ，臨床実習，生体工学総合演習Ⅲ（通年）が配置されてい
る．また，4 年次前期には基礎科目として英語Ⅲ，英会話，ドイツ語Ⅱが，専門基礎科目として医療の基本Ⅲが，専
門科目として医用情報処理工学，医用工学，臨床工学，生体組織工学，放射線医学概論，救急救命論，動物実験学が
配置され，また，前後期を通じて生体工学総合演習Ⅳおよび卒業論文の作成が実施される．
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d）理学療法学科
　理学療法学科では，各種の選択科目を配した基礎分野の学習により，幅広い教養教育の充実をはかり，さらに専門
基礎・専門分野では基礎系，神経系，骨・関節系，内部障害系，生活環境支援系，物理療法，教育・管理系の 7 分
野のバランスを考えるとともに，演習時間を十分配慮したカリキュラム構成により，しっかりした専門的知識および
技術を有する理学療法士を育成する．
　1 年次には基礎科目として哲学，社会学，心理学，スポーツ科学，英語Ⅰ～Ⅱ，ドイツ語，物理学，物理学実験，化学，
細胞生物学，統計学演習，情報科学演習が，専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ演習，基礎運動学，人間発
達学，栄養学，医療の基本Ⅰ，リハビリテーション医学が，専門科目として理学療法学概論，理学療法体験実習，理
学療法学基礎実習が配置されている．

2 年次には，専門基礎科目として，チーム医療学，人体の構造と機能実習（構造系および機能系），応用運動学，
医療の基本Ⅱ，病理・微生物学演習，ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ，骨・関節疾患（総論・各論），精神疾患，臨床心理学演習，
公衆衛生学が，専門科目として，基礎理学療法学演習，機能・能力診断学基礎演習，機能・能力診断学応用演習，日
常生活活動学演習，物理療法学演習および日常生活活動学演習が配置されている．

3 年次には専門基礎科目として医療の基本Ⅲ，ヒトの病気Ⅶ，および運動学実習が，専門科目として理学療法研究
法，臨床運動学，職業倫理職場管理学，地域理学療法学，小児理学療法学，筋・骨格系理学療法学演習，神経・筋系
理学療法学演習，中枢神経系理学療法学演習，心肺系理学療法学演習，筋・骨格系徒手技術学演習，中枢神経系徒手
技術学演習，理学療法学総合演習および機能・能力診断学臨床実習が配置されている．

4 年次には専門基礎科目として精神保健学，専門科目として理学療法機器技術学，リハビリテーション工学，運動
療法学，代謝系理学療法学，スポーツ系理学療法学，保健科学統計学演習，地域理学療法学実習，高齢者理学療法学，
生活環境学，総合臨床実習Ⅰ～Ⅱ，卒業研究が配置されている．

2．平成 30 年度の実績と自己点検・評価
　平成 30 年度は，看護学科，臨床検査学科（旧健康医療科学科），臨床工学科（旧医用生体工学科）の開設から 13
年目にあたり，理学療法学科は 12 年目となる．看護学科では，平成 21 年度からのカリキュラム改訂につづき，平
成 24 年度，及び平成 30 年度からの新たな指定規則改定を受け，それぞれの年度から新しいカリキュラムをスター
トした．また，臨床検査学科（旧健康医療科学科）および臨床工学科（旧医用生体工学科）では，平成 23 年度入学
生からカリキュラムの一部改訂を行い，さらに，臨床検査学科（旧健康医療科学科）では，平成 25 年度入学生から
これまでのコース制を廃止し，主として臨床検査技師の育成を念頭においた科目の統廃合を行った．尚，臨床検査学
科は，平成 27 年 4 月に学科名を健康医療科学科から臨床検査学科に改称した．
看護学科と臨床検査学科では，全体講義および実習には一部階段式の大教室または専用の実習室を，グループ学習は
机が移動できる大教室または14室のセミナールームを使用，臨床工学科では50名用の中教室や実習室，セミナールー
ムを使用した．理学療法学科では川角校舎を主とし，一部の科目では日高校舎での授業も実施した．
　前・後期それぞれ 3 週間の定期試験については，30 周年記念講堂 2 階の講堂および校舎内の大教室および中教室
を用いることにより，効率的かつ円滑的な試験が実施できた．
　また，平成 28 年度から新たな評価基準として GPA 制度を導入し，平成 28 年度入学の 1 年生より GPA での評価
を開始した．臨床工学科（旧医用生体工学科）は，平成 30 年度から学科名をより国家資格に近い名称の「臨床工学科」
に変更した．

1 ～ 4 年次のカリキュラム構成については，各学科の責任のもとで点検・評価を実施し，改訂にあたっては学務委
員会での検討を経て，教授会審議により決定されている．

3．奨学金等　　　　
　日本学生支援機構による奨学金

（1）平成 30 年度奨学生状況
　　平成 30 年度における保健医療学部の奨学生数は以下のとおりである．
　　（保健医療学部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（名）

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 計
一種 36 27 33 29 125
二種 72 77 65 48 262
給付 5 1 0 0 6
計 113 105 98 77 393
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　　（大学院修士課程）　　　　　　　　　　　（名）
区分 1 年 2 年 計
一種 1 1 2
二種 1 0 1
計 2 1 3

（2）平成 30 年度奨学金貸与月額表
　　（保健医療学部）
　　・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）　　　　　 　　　　　（単位：円）

入学年度 年次 自宅 自宅外

2018 ～ 2015（H30 ～ H27） 1 ～ 4

54,000
40,000
30,000
20,000

64,000
50,000
40,000
30,000
20,000

　　・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）　　　　　　　　　　  （単位：円）
年次 希望額を選択 貸与月額の利率（年）

全学年

20,000・30,000・40,000・
50,000・60,000・70,000・
80,000・90,000・100,000・
110,000・120,000

3.0％を上限とする変動利率

　　・給付型奨学金　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（単位：円）
入学年度 年次 自宅 自宅外

2018 ～（H30 ～） 1 ～ 30,000 40,000

　　・入学時特別増額貸与奨学金（有利子貸与）　　　　　　　　  （単位：円）
入学年度 年次 初回のみ振込

2018 ～ 2015（H30 ～ H27） 1 年次

100,000
200,000
300,000 何れかを選択
400,000
500,000

　　（大学院修士課程）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
区分 希望額を選択

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

平成 30年度特記事項
1）医中誌 Web アクセスフリープランの提供を開始した（リモートアクセス含む）（10 月，附属図書館）
2）2019 年外国雑誌について見直しを行い，利用単価 2 千円以上の約 220 誌を中止，Nature 全誌が利用できる

PPV を導入，などの方針を決定した（10 月，附属図書館）
3）病院機能評価受審における部署訪問審査へ対応した（12 月，附属図書館）
4）Ovid EBM Reviews を中止しコクラン・ライブラリーの提供を開始した（12 月，附属図書館）
5）職員欠員のため月曜日から金曜日の開館時間を 18 時に短縮した（4 月，総合医療センター分館）
6）院内患者図書室「かしの木文庫」へ一般書約 80 冊を寄贈した（8 月，総合医療センター分館）
7）職員欠員のため月曜日から金曜日の開館時間を 19 時に短縮した（4 月，日高キャンパス分館）
8）飲み物持ち込みの本施行を開始した（4 月，日高キャンパス分館，川角キャンパス分館）
9）越華祭に参加し，図書館ツアー，資料展示を実施した（10 月 21 日～ 22 日，日高キャンパス分館，川角キャン

パス分館）
10）今年度より修士課程修了者に対して「学位論文使用許諾書」を配付することとした（3 月，日高キャンパス分館）
11）短縮していた月曜日の開館時間を 18 時 30 分に戻した（4 月，川角キャンパス分館）

1．構成
附属図書館（毛呂山）
総合医療センター分館（川越）
日高キャンパス分館（日高）
川角キャンパス分館（川角）

2．構成員
附属図書館：持田　智（MOCHIDA, Satoshi，館長），小室秀樹（KOMURO, Hideki，事務長），田口宣行（TAGUCHI, 
Nobuyuki，課長補佐，7 月から），忍田純子（OSHIDA, Junko，係長），百留悦子（HYAKUDOME, Etsuko，主任），
中島裕美子，森田晏奈，前田智美（7 月から），有期雇用 2 名，近藤裕子，鶴田マキ（以上パート，以上司書），山
梨　一，鈴木則雄（以上昼間受付），若林茂吉，福島　武（以上夜間受付），宮田　進（用務員，以上受付ともシル
バー人材センター）
総合医療センター分館：福田知雄（FUKUDA, Tomoo，分館長），田口宣行（TAGUCHI, Nobuyuki，兼務，課長補佐，
7 月から），小山有希子，有期雇用 1 名，松本加奈子（契約職員，司書）
日高キャンパス分館：佐久間肇（SAKUMA, Hajimu，分館長），吉田真理（YOSHIDA, Mari，係長），鈴木智絵，松
坂敦子（兼担，国際医療センター），有期雇用 1 名，穂波理枝（パート，司書）
川角キャンパス分館：新井美由紀（ARAI, Miyuki，主任），有期雇用 1 名，栗本かおる（パート，司書）

3．運営状況
3-1．人事

4 月 1 日付で附属図書館長が持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に交代した．同じく，4 月 1 日付で松本加奈子がパー
トから契約職員に登用された．特定非営利活動法人日本医学図書館協会（JMLA）機関誌「医学図書館」編集委員会
委員（百留悦子），JMLA 学術情報コンソーシアム委員会委員長（田口宣行），JMLA 医書電子化検討ワーキンググルー
プ委員（田口宣行），JMLA 認定資格運営委員会委員（中島裕美子），JMLA 関東地区会事務局（森田晏奈，6 月から），
一般社団法人情報科学技術協会（INFOSTA）諮問委員会委員（田口宣行）．
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館

・平成 30 年度図書館委員会（3 回開催，6 月 26 日，10 月 16 日，2 月 26 日）
・LIMEDIO ローカルを使用していた学内文献申込を FAX 送信に再変更した（4 月）
・SFX の仕様及び Web 文献手配の運用方法を変更した（7 月）
・7 月 30 日から 8 月 4 日までを臨時休館し，除架作業を実施した
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・UpToDate 利用登録会を開催した（11 月）
・電子ジャーナル不正アクセスが発生したため，出版社の求めに応じてホームページでの注意喚起などを行った（1 月）
・教室からの返却雑誌の除籍を行った（3 月）

2）総合医療センター分館
・平成 30 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 30 日，9 月 19 日，12 月 5 日）
・8 月 15 日から 17 日までを臨時休館し，レイアウト変更を実施した
・8 月 27 日から 31 日まで資料貸出を中止し，蔵書点検を実施した
・院内改修に伴い，来年度に 4 階の書庫を明け渡すことになった（1 月）

3）日高キャンパス分館
・平成 30 年度日高キャンパス分館図書館委員会（3 回開催，6 月 19 日，10 月 11 日，2 月 15 日）
・オープンキャンパス見学対応（6 月 17 日，7 月 22 日，29 日，8 月 18 日，19 日，11 月 25 日）
・佐鹿元看護学科長より図書購入費の寄付を受けた（7 月）
・8 月 8 日から 17 日までを臨時休館し，館内整理を実施した
・清掃ロボット導入実験が開始された（9 月）
・学生の大量印刷への対応のためプリンタを 1 か月間使用停止にした（11 月）
・国際医療センター精神腫瘍科よりシステマティックレビューの協力依頼を受け，文献検索部分を図書館で対応す

ることになった（1 月）
・入試のため臨時休館した（1 月 12 日，2 月 1 日，28 日）

4）川角キャンパス分館
・理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（年 2 回，3 月，6 月）
・8 月 6 日から 8 日までを臨時休館し，書架移動を実施した
・前期試験に伴い土曜日開館を実施した（9 月 1 日，8 日，15 日）
・かわごえクリニックのサテライト教室に大学院用図書を搬入・配架した（10 月，3 月）
・理学療法学科 3 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（10 月）
・理学療法学科 4 年生の卒業研究発表ポスターを展示した（10 月～ 2 月）
・学生の大量印刷への対応のためプリンタを 1 か月間使用停止にした（11 月）
・館内蔵書の亡失除籍を行なった（3 月）
3-3．設備ほか
1）附属図書館

・1 階ラウンジの椅子 24 脚が更新された（9 月）
・外壁劣化打診調査が実施された（9 月）
・3 階閲覧室の東側の LED 蛍光灯が 1 本タイプへ交換された（9 月）
・手荷物持ち込み用バスケットを 20 個追加した（1 月）

2）総合医療センター分館
・利用者用プリンタが更新された（12 月）

3）日高キャンパス分館
・清掃ロボット導入実験が開始された（9 月）
・3 階閲覧室にキャレル 16 席が増設された（1 月）

4）川角キャンパス分館
・屋上防水工事が実施された（11 月～ 12 月）

4．利用状況
4-1．館内利用

4 館全体の入館者数は 97,700 人で前年度比 108.6%（7,700 人増），貸出者数は 13,595 人で 105.7%（728 人増），
貸出冊数は 26,669 冊で 106.1%（1,522 冊増）となりすべての項目で増加した．個別に見ても減少した項目は二つ（附
属図書館の入館者数，総合医療センター分館の貸出冊数）でいずれも 1% 未満の微減であった．
4-2．図書館間相互貸借サービス

貸し件数は 5,488 件（前年度比 95.6%），借り件数は 1,887 件（前年度比 96.2%）だった．貸し借りともにゆるや
かな減少傾向となっている．
4-3．文献検索サービス
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国内医学文献データベースの利用件数は 67,945 件で前年比 97.9%（1,476 件減）と減少した．個別では，今日の
診療が大きく減少し全体の数字に影響した（前年比 60.9%）．10 月にアクセスフリープランへ変更した医中誌 Web
は大幅な利用増を期待していたが微増という結果となった（前年比 102.8%）．海外医学文献データベースでは，利
用件数が 62,557 件で前年比 103%（1,828 件増）となった．個別では，Scopus が 2,238 件で前年比 145.8% と増加
している．毎年増加している UpToDate は 12,861 件で前年比 109.6%，月平均 1,000 件を超える結果となった．
4-4．電子ジャーナルサービス

国内電子ジャーナルは 129,089 件で前年比 107.9%（9,446 件増）と増加した．メディカルオンラインは初めて年
間 11 万件を超え，MedicalFinder と共に増加傾向が続いている．海外電子ジャーナルは主要 8 社で 150,014 件（前
年比 101.1%，5,101 件増）だった．このうち Elsevier が 72,495 件と半数近くを占めており，この傾向は昨年，一
昨年と同様である．
4-5．電子ブックサービス

国内電子書籍はメディカルオンラインイーブックスが 747 件で前年比 64.9%，新規導入した Maruzen eBook 
Library が 217 件で合計 964 件だった．海外電子書籍は AccessMedicine が 157 件で前年比 28.1% と国内国外とも
に大幅に減少した．次年度は利用促進を計画的に進めることとし，蔵書検索システムの検索結果に電子ブックを表示
できるように図書館システムメーカーと調整中である．
4-6．埼玉医科大学リポジトリ

毎年大幅に伸びているリポジトリのアクセス件数は 163,657 件で前年比 458.9%（127,993 件増）だった．その
中でも看護学科紀要が 137,777 件で全体の 8 割を占めている．次いで学位論文が 8,877 件となっている．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館

・平成 30 年度新入職員オリエンテーション（4 月 4 日）
・平成 30 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 4 日）
・平成 30 年度埼玉医療福祉会看護専門学校第二学科新入生オリエンテーション（4 月 6 日）
・平成 30 年度医学部新入生オリエンテーション（4 月 13 日）
・医学部 5 年生クリニカル・クラークシップオリエンテーション「UpToDate 等の活用方法」（1 月 8 日）
・日本工学院八王子専門学校鍼灸学科 3 年生 28 名館内見学対応（3 月 8 日）

2）総合医療センター分館
・平成 30 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 5 日）

3）日高キャンパス分館
・平成 30 年度保健医療学部新入生オリエンテーション（4 月 16 日，17 日，19 日）

4）川角キャンパス分館
・平成 30 年度理学療法学科新入生オリエンテーション（4 月 12 日）
5-2．授業
1）附属図書館

・「医科学への道すじ　医科学の探索」図書検索講習（医学部 1 年生，12 月 5 日，12 日，19 日，忍田純子）
2）日高キャンパス分館

・文献検索講義（看護学研究科 1 年生，4 月 21 日，吉田真理）
・文献検索講義（医用生体工学科 3 年生，4 月 26 日，鈴木智絵）
・文献検索講義（臨床検査学科 1 年生，6 月 20 日，鈴木智絵）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年生，7 月 18 日，鈴木智絵）
・文献検索講義（看護学科 1 年生，7 月 20 日，鈴木智絵）
・文献検索講義（臨床検査学科 3 年生，10 月 25 日，鈴木智絵）

6．研究
6-1．研修ほか
1）埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第 31 回総会（5 月 16 日，百留悦子）
2）第 89 回 JMLA 総会・分科会（5 月 28 日～ 29 日，田口宣行（分科会「電子ブック」登壇），忍田純子）
3）医中誌 Web ユーザー会 2018（7 月 10 日，新井美由紀）
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4）第 3 回 JMLA コア研修会（8 月 23 日～ 24 日，松本加奈子）
5）第 3 回 SPARC JAPAN セミナー 2018「オープンアクセスへのロードマップ：The Road to OA2020」（11 月 9 日，

田口宣行）
6）コクランセミナー「フェイクニュース時代の医療情報：信頼できる情報源コクラン・ライブラリー」（12 月 7 日，

田口宣行）
7）「図書館と県民のつどい埼玉 2018」展示参加（当館展示テーマ「丑之助先生と解剖学」）（12 月 16 日，鈴木智絵，

新井美由紀）
8）2018 年度大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）総会（3 月 5 日，中島裕美子）
9）2018 年度第 1 回 JMLA 関東地区会会議（3 月 15 日，森田晏奈（運営業務含む））
6-2．論文ほか
1）鈴木智絵 . < 丑之助先生と解剖学 >. 図書館と県民のつどい埼玉 2018 記録 . 2018;14.

7．補助金　なし

8．統計（平成 29年度）
 毛呂山 川越 日高 川角 計
開館日数 286 273 280 247
年間入館者数 24,247 13,645  49,252 10,556 97,700
年間受入冊数（注 1）
　　和 2,458 620  1,968  790  5,836
　　洋 413 60 166 18 657
　　計 2,871 680  2,134 808 6,493
視聴覚資料年間受入点数（注 1）
　　国内 48 5 17 29 99
　　外国 0 0 0 0 0
　　計 48 5  17 29 99
蔵書冊数（注 1）
　　和  152,125 18,692 38,014 11,217 220,048
　　洋 135,013 4,722 2,603 689 143,027
　　計 287,138 23,414 40,617 11,906 363,075
視聴覚資料所蔵点数（注 1）　　　　　　
　　国内 1,543 275  1,415 270 3,502
　　外国 874 16 7 32 929
　　計 2,417 291  1,422 302 4,432
受入雑誌種類数（注 2）
　　和 598 133 152 53 936
　　洋 117  18  10   7 152
　　計 715 151 162 60 1,088
館外貸出
　　貸出者数 4,471 1,006 6,304    1,814 13,595
　　貸出冊数             9,340       1,644  12,302 3,383       26,669
複写枚数                   25,416      12,376         ―　    585
相互貸借件数
　　貸し件数             5,488
　　借り件数             1,887
データベースサービス（注 3）
　　国内　　　　　     67,945
　　海外　　　　　     62,557
電子ジャーナルサービス（注 4）
　　国内　　　　　　  129,089
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　　海外　　　　　　  150,014
電子ブックサービス（注 5）
　　国内　　　　　　　    964
　　海外　　　　　　　　  157
埼玉医科大学リポジトリ 163,657

注 1：研究費扱い分を含む
注 2：研究費扱い分を含まない
注 3：国内医学文献データベース利用件数の内訳（医中誌 Web 56,194 件，JDreamIII 1,116 件，今日の診療 4,658

　　件，CiNii 総検索数 3,190 件，最新看護索引 Web 2,787 件），海外医学文献データベース利用件数の内訳（EBM 
　　Reviews を含む MEDLINE on Ovid Online 1,302 件，PubMed 45,137 件，CINAHL with Full Text 309 件，　
　　JCR on the Web 710 件，Scopus 2,238 件，UpToDate 12,861 件）

注 4：国内電子ジャーナル閲覧件数の内訳（メディカルオンライン 110,914，MedicalFinder 18,175），海外電子ジャー
　　ナル（主要出版社のみ）閲覧件数の内訳（Elsevier 72,495，Wiley 19,661，Springer 16,590，Nature 19,362，
　　LWW  7,982，Oxford University Press 10,214，SAGE Publishing 2,692，Thieme 1,018）

注 5：国内電子ブック閲覧件数（メディカルオンラインイーブックス 747，Maruzen eBook Library 217），海外電
　　子ブック閲覧件数（AccessMedicine 157）

9．自己点検・評価
・公開 3 年目を迎えた「埼玉医科大学リポジトリ」は年を追うごとに利用件数が伸びている．特に「埼玉医科大

学看護学科紀要」へのアクセスが全体の 8 割を超えており，看護分野における研究論文の需要の高さが伺える．
学位論文のアクセスも増加しており，リポジトリは本学の研究成果を広く社会へ発信する役割を果たしていると
言える．

・2019 年外国雑誌は，従来より厳しい基準で購読中止を検討した結果，約 220 誌を中止することになった．一方で，
Nature の PPV を導入し Nature 全誌が利用できる環境を整備した．最終的な 2019 年外国雑誌購読料は，前年
比 3% 減，573 万円減額となった．

・平成 29 年度より導入を開始した買い切り電子ブックは，医学書新刊を中心にタイトル数を増やし，Maruzen 
eBook Library が 38 タイトル，メディカルオンラインイーブックスが 31 タイトルとなった．今後もコレクショ
ンの拡大を進めるとともに利用促進のための広報活動を進めていく．

・川越キャンパス分館及び日高キャンパス分館では職員欠員により開館時間を短縮している．特に川越キャンパス
分館は就業時間後の職員の利用に不便をきたしているので，早期の職員補充を実現したい．
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9．ゲノム医学研究センター

1．構成員
　所長 奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：運営責任者：研究主任
　副所長 堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：教授
　部門長 黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：教授：教育主任：
　遺伝子構造機能部門
　　井上　聡（INOUE, Satoshi）：客員教授：遺伝子情報制御部門
　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：発生・分化・再生部門
　　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：教授：病態生理部門
　　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：教授：遺伝子治療部門
　その他のメンバーに関しては，各部門を参照

2．目的
　ゲノム医学研究センターが設立された 2001 年は，いわゆるポストゲノム時代と言われ始めた年であり，事実，本
研究所は，ポストゲノム時代において，その先頭に立って研究活動を推進するために設立された研究所である．本研
究所は，ゲノム・遺伝子等について質の高い基礎研究を行うことはもちろんのこと，大学病院，総合医療センター，
国際医療センターという本学が有する 3 つの病院群との連携を軸に研究を推進することで，本学における研究拠点
としての役割を果たすことを最も重要な目的として活動している．

3．活動報告
　ゲノム医学研究センターは，発足以来，文部科学省からの大型予算を獲得し，研究活動を行ってきた．しかし，そ
れについては平成 29 年度で途絶えてしまったが，法人からのサポートのお陰で，平成 30 年度は，「難治がん」，「希
少疾患」，「予防医学」という研究における 3 本の柱を設定し，研究活動を行った．その活動の具体的な成果につい
てはゲノムの各部門を参照していただきたいが，細胞増殖についての新しい制御機構を発見したことを報告した論文
であるとか，前立腺がんにおけるアンドロゲン受容体の役割について解明した論文など，いくつか特筆すべき成果を
挙げることができた．
　なお，ここ数年において，ゲノムシーケンス技術は目まぐるしいほど発展したが，その発展については，漸く一段
落した感はある．但し，次世代シーケンサが生み出す膨大なデータが意味することを読み取るためのバイオインフォー
マティックス解析については，現在でも，発展の速度が遅くなることなく進化し続けている．それ故，本研究センター
はそのコンピューター解析の世界での発展からも遅れることがないように常に努力しており，現在では，学内外から
のコンピューター解析の要請にも応えることができる体制はできたと考えている．
　ゲノム医学研究センターにおける教育面の活動については，今までと同様に，課外（夏期）学習プログラムや保健
医療学部学生に対する卒業研究に特に力を入れて活動している．その他，医学部の授業の一部である臨床推論にも積
極的に参加している．なお，本研究センターの 5 名の部門長は，今年度においても研究医養成プログラムとの関係
で始まった基礎医学研究室紹介（医学部 1，2 年生の選択必修科目）の授業を担当した．各部門長は，この授業を医
学部学生の研究マインドを刺激するまたとない機会であると考えており，それ故，できるだけわかりやすく，しかも
興味が持てる授業にすべく，各部門長は，通常の学会発表以上に入念な準備を行った上で授業に臨んでいる．また，
本年度から，生化学や生理学教室からの要請を受け，ゲノムの若手の教員を中心に，医学部学生の実習授業に参加す
ることになった．このゲノムの教員の学生実習への参加は，今まであまり接点がなかった医学部学生との交流を深め，
そのことが，ゲノムが企画する課外学習プログラムへの医学部学生の参加を促進するというポジティブな効果を生み
出しつつあるので，今後も継続していきたいと考えている．

4．評価と次年度目標
　平成 30 年度は，ゲノム科学部門及びトランスレーショナルリサーチ部門が閉鎖となり，また，実験動物施設及び
RI 実験施設が，物理的な位置は変わってはいないが，所属がゲノムから離れることになり，それに伴って，ゲノム
に所属する教員の数もかなり少なくなった．また，ゲノム発足以来獲得することができていた文部科学省からの大型
予算が途絶えてしまい，ゲノムとしては，沈滞ムードの中にあったと言わざる負えない．それでも，法人からの研究
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費のサポートのお陰で，研究面では，例年と同等の成果を輩出することができたと考えている．ゲノムでは，達成で
きればその社会的意義は計り知れないほど大きい研究テーマをいくつか有しており，それらの研究は毎年確実に進展
させることができている．それ故，その進展の速度が低下することがないよう，今後も，ゲノム教員が一丸となって
研究活動に邁進していきたいと考えている．教育活動については，今年度からの医学部学生の実習授業への参加は，
ゲノムからの企画である課外プロへの医学生の参加を促進するなど，教育における相乗効果が見られているので，来
年度以降も継続したいと考えている．
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10．医学教育センター

1．構成員
　センター長：森　茂久（MORI, Shigehisa）：専任，教授，H.30.4.1 ～ R.2.3.31
　総合医療センターブランチ長：空席
　国際医療センターブランチ長：小山政史（OYAMA, Masafumi）： 兼担，国際医療センター泌尿器科教授，
　　　　　　　　　　　　　　　H.30.4.1 ～ R.2.3.31
　各部門の構成員については，各部門の項を参照されたい．

2．活動状況
医学教育センターは，埼玉医科大学の医学教育を統括，調整，研究，開発することを目的に平成 15 年 8 月に発足

した．発足当時は，入学試験，卒前医学教育，卒後医学教育，大学院教育，教育情報，Faculty Development，大学
評価，事務の 8 部門から構成されていた．　　　

平成 18 年度の保健医療学部開設に伴い，医学教育センターは医学部ブランチと保健医療学部ブランチに分かれ，
従来の医学教育センターの業務は医学教育センター医学部ブランチで継続することになった．

平成 18 年度に教育主任部門が加わって 9 部門となり，それぞれの部門が協力して「入学から生涯教育までをト－
タルに考え，埼玉医科大学の明日を創造する」をスロ－ガンに活動を行ってきた．

その後，入試部門はアドミッションセンターへ，大学院部門は大学院へ，大学評価部門は自己点検評価委員会へと
機能移転が行われ，平成 20 年 10 月 1 日から，医学教育センターは，教育主任，卒前医学教育，卒後医学教育，教
育情報，Faculty Development，企画，事務の 7 部門からなる新体制で活動を継続してきた．平成 21 年 4 月には，シミュ
レ－ション教育部門が新設され，8 部門 5 室体制となった．

平成 25 年度から，これまでの基本学科の一つであった医学基礎を改組した形で，医学教育センター内に教養教育
部門が新設され，9 部門 5 室体制で活動を行うこととなった．教養教育部門には医学基礎に所属していた教員に加え
て，新たに 7 名の教員が採用された．

平成 26 年 1 月からは，医学教育の質保証ワーキンググループが，国際基準を見据えた新カリキュラム作成作業を
開始し，28 年度入学生から新カリキュラムが実施された．
　平成 26 年度から企画部門の機能を医学教育センター運営委員会に移す改編が行われ，8 部門 5 室体制となった．
　平成 28 年度から医学教育センター懇談会の名称を医学教育センター運営委員会に変更し，これまでの運営委員会
の機能に懇談会の機能を合体させて，オブザーバー参加も可能な形で，広く本学医学部の教育を議論する場とした．

3．自己点検・評価
医学教育センター（医学部ブランチ）は発足以来，医学教育センターの設立時の目標を見失わないよう，注意を払

いつつ，医学教育を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応できるよう，組織や体制を常に最適化してきた．
平成 30 年度よりセンター長が土田教授より，森教授に交代になり，副センター長も篠塚教授，林教授に，卒前医

学教育部門，教育主任部門の部門長が森教授に，教養教育部門長が向田教授に交代し，新たに若手の教員が副部門長
に就任し，試験管理室長が林教授に，学生支援室長が長坂教授に交代になった．体制は一新されたが，運営方針は従
来のやり方を継続しつつも，報告業務よりも課題を議論する時間を多く取る方針となった．

医学教育センターの担当する業務に関連する事務作業の増加は著しく，事務作業の効率化を行い，教育支援体制を
改善することが継続的な課題となっている．

医学教育センターは埼玉医科大学の全学組織として位置づけられているが，実際の活動は医学部内に限定しており，
医学部ブランチの名称が示す範囲内である．これまで全学的組織としてあり続けるか，医学部に限定する形とするか
見直しの必要性があると議論されてきたが，従来通り医学教育センターは全学的組織として存続し，医学部，保健医
療学部での活動は医学部ブランチ，保健医療学部ブランチで別個に行うことが決定した．医学部ブランチの名称が，
場所を示す川越および日高ブランチの名称と混同しやすいため，「ブランチ」という名称を来年度から「領域」に変
更することとなった．

空席が長く続いていた総合医療センターブランチ長の後任の人選が決定し，来年度から就任することになった．
各部門の個別の自己点検・評価については各部門の項を参照されたい．
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11．医学研究センター

本学の研究活動は，研究の実務に詳しい教員が主導する医学研究センターと，契約・経理・倫理などに詳しい職員
が主導するリサーチアドミニストレーションセンターによって支援されている．医学研究センターは，以下に示す 6
部門で構成され，各部門が異なる視点から本学の研究を支援している．

1）研究主任部門：基本学科と医学研究センターの情報共有に関わる．
2）共同利用施設運営部門：各種共同利用施設の運営に関わる．
3）研究支援管理部門：外部資金獲得の支援や学内グラントに関わる．
4）安全管理部門：RI，DNA，薬物，環境，動物，感染など，研究活動における安全管理に関わる．
5）フェローシップ部門：大学院生以上助手未満への経済的支援に関わる．
6）研究評価部門：研究活動の内部評価や外部評価に関わる．

各部門内での会議を適宜開催し，毎月 1 回全キャンパス両学部から選出された構成員からなる運営会議を開催し
て医学研究センター全体の活動を共有している．運営会議の内容は教員代表者会議で報告され，本学全体に共有され
る．

研究主任部門では，学内グラント受賞者による研究発表会を主催し（資料），研究倫理教育用教材の作成も行って
いる．ゲノム医学研究センターでは毎年シンポジウムを開催している．医学部3年生に対して「研究医養成プログラム」
への参加を公募し，課外学習プログラム（資料）や慶応義塾大学の学生研究発表会などへの参加を通じて研究医養成
活動を展開している．

研究用の共同利用施設は，中央研究施設（毛呂山キャンパス，日高キャンパス），研究部（川越キャンパス）があり，
多くの利用者の研究活動を支援している．共同利用施設運営部門は，各施設における研究分野ごとの部門，動物実験
系，放射線（RI）系，形態系，機能系の部門長，施設長，研究者の委員により構成され，研究設備の整備，研究環境
の改善，利用者の利便性，研究支援の向上，学内外のグラント申請等について検討し，それぞれの施設の整備，運営
に反映させている．また，「共同利用実験室」と呼ばれる共用実験スペースを管理し，研究室を持たない研究者や研
究室の構築段階にある研究者に対して便宜を図っている．

研究支援管理部門は，グラント選考員会と協力し，学内グラントの募集と選考を支援している．また，論文の責任
著者から提出される論文投稿報告書の管理，論文剽窃検出ソフト iThenticate の利用や論文投稿雑誌の選定条件に関
する助言などにより，研究倫理面での支援も行っている．

安全管理部門では，本学における研究・教育・診療活動に必要な安全管理を行うことを業務とする．1） 麻薬や向
精神薬，農薬の管理を行う薬物分野，2） 研究用の放射性同位元素を RI 実験安全委員会と協力して管理する RI 分野，
3） 実験系廃液及び廃棄試薬の管理を環境安全委員会と協力して行う廃液等環境分野，4） BSL2 以上の病原性微生物
やそれらが産生する毒物等の管理を病原性微生物等管理委員会と協力して行う感染分野，5） 組換え DNA 実験を組換
え DNA 実験安全委員会と協力して行う DNA 分野，6） 実験動物の管理を動物実験安全委員会と協力して行う動物分野，
の 6 つの分野により構成される．

フェローシップ部門は，毎年，「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」の募集と選考を行い，大学院生や外国
人留学生などの経済的支援を図っている．

研究評価部門では，学内の研究者の研究業績を登録・集計・公開することによって本学の医学研究の発展に資する
ことを目的に，平成 18 年から研究業績データベースシステム（以下，本システム）を導入し運用している．導入以
来，本学のすべての常勤研究者を対象に研究業績を登録し，国立研究開発法人科学技術振興機構が運用する「新世代
研究基盤リサーチマップ（researchmap）」と連携した研究業績の公開，教員の研究と診療の専門性に関するデータベー
スの運用，大学病院の特定機能病院認定，国際医療センターの JCI 受審等のための研究業績の集計・出力に活用して
いる．本システムは，平成 26 年度人事考課から学内研究者の研究業績の確認にも用いられ，平成 27 年度人事考課
からは，提出書類に「研究ポイント」として数値化した研究活動実績を記載している．平成 31 年 3 月現在，本シス
テムには医学部と保健医療学部をあわせて 1,287 名の研究者が登録されている．
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平成 30 年度は，以下の学内各種グラントを運用した．
1）学内グラント
　丸木記念特別賞，関口記念特別賞，一般枠からなる．一般枠は前年度の文科省科研費が不採択でありながら，開
示された評価の高かった者が申請資格を有する．
2）研究マインド支援グラント
　課外プログラム助成，共通部門助成，医学部基礎医学系若手限定助成の 3 種類がある．
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12．国際交流センター

　国際交流センターは本学と諸外国との学術，文化，教育，研究，診療等に関する交流を支援・推進する事を目的と
した部門である．主な事業として，「学生相互交換留学制度」「春季語学研修制度」「教員短期留学制度」を統括している．
　「学生相互交換留学制度」は，海外の著名な大学を相手校として開始した．平成 7 年 7 月，スウェーデンのリンシュー
ピン大学，イギリスのリバプール大学，そしてドイツのベルリン自由大学から 6 名の医学生が来日，そして本学 5
年生の 12 名が上記 3 校に加えてカナダのマニトバ大学とドイツのボッフム大学の計 5 校に留学したのが始まりであ
る．平成 30 年度は，「学生相互交換留学制度」が始まって 24 年目を迎え順調に交流をおこなっている．
　平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」は，医学部・保健医療学部学生を対象として医療に関連した英語
能力を高める目的（English for Health Science Purposes）と海外の文化に触れる目的のもとに行われており，ホーム
ステイや民間寮での宿泊・語学研修の他，病院見学・地元学生との交流など多彩なプログラムが組まれている．今年
度はサンフランシスコと新たに加わったバンクーバーの 2 箇所で研修をおこなった．
　平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は本年度 10 年目となり，例年どおり 5 名の留学者を派遣する事が
できた．この制度は教員の教育，研究，診療の活動と国際的視野に立った文化的，社会的な理解を深めることにより
本学に貢献する人材の育成を目的としている．また，交換留学協定によりペーチ大学からも留学者の受け入れを行う
ことができた．
　本年 6 月には「ハンガリー大学訪問団」が派遣され，村越医学部長他教職員 4 名がハンガリー・センメルワイス大学，
ペーチ大学を訪問した．本学からの公式な訪問団は平成 19 年以来 10 年以上ぶりであり，両校との関係がより深まっ
た訪問となった．他にも交換留学相手校などから本学への訪問者も数多くあり，本センターの活動がさらに活発であ
ることが印象的な一年であった．
　今後，より一層本学の国際化に対し国際交流センターの役割を果たすべく，全学的視野に立った制度の整備をすす
め，前進邁進して行きたいと考えている．

（文責 国際交流センター長 藤巻高光）
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13．情報技術支援推進センター

　情報技術支援推進センターは，本学における情報ならびに情報通信技術を活用した教育・研究活動の推進・発展を
目的に設置され，情報技術支援推進センター運営委員会によって管理運営されている．当センターは設置の目的をは
たすため下記の活動を行っている．
　　（1）情報機器の整備・運用，利用の推進および安全対策
　　（2）コンピュータネットワークの整備・運用，利用の推進および安全対策
　　（3）情報技術ならびにコンピュータネットワークを活用した教育・研究活動の推進および支援
　　（4）情報化推進のための技術支援，研究開発および計画立案

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

　当センターのもうひとつの役割は情報技術活用の支援と安全対策である．全学からの質問に対応するとともに，当
センター内に設置した情報機器を用いてホームページ作成，データ処理，画像処理など情報技術活用の支援を行って
いる．また，大型ポスターを印刷できるプリンタによる学会発表資料作成を支援している．また，学長を委員長とす
るホームページ管理運営員会の下部組織としてホームページ実務委員会を組織し，その実務にあたっている．安全対
策面では，ウィルス対策，情報セキュリティーの広報・支援を行っている．近年増加し社会問題となっている「標
的型メール攻撃」についても埼玉県警と連携した対応を行っている．今年度も，埼玉県サイバーテロ対策協議会第 9
回総会，サイバーセキュリティ講演会，定期訪問などを通じて情報交換を行った．
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14．アドミッションセンター

平成 20 年 3 月 22 日に制定された「埼玉医科大学アドミッションセンター規程」は，本学法人の運営する医学部，
保健医療学部，短期大学，附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である埼玉医療福祉会看護専門学校（以下

「各学校」という．）が，教育目標を達成しうる学生を受け入れるための入学者受け入れ方針（以下「アドミッション
ポリシー」という．）に即した入試システムの構築，円滑な入試の実施について，調査研究及び入試に関する業務を
統括・支援を行うことを目的として，アドミッションセンターの組織及び運営について必要事項を定めたものである．

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

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

4 部門の主たる業務を以下に明記し総論とする．
（1）調査・研究・解析部門

①本学入試システムの統括に関すること．
②本学入試システムの自己点検・評価に関すること．
③入試システムの改善策についての調査・研究・解析に関すること．
④その他入試に関する情報の収集や調査・研究・解析に関すること．

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

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

（4）事務部門
①各部門及び各ブランチの活動支援に関すること．
②その他，センターの事務に関すること．
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15．医療人育成支援センター

医療人育成支援センターは，医療系総合大学である埼玉医科大学直属の組織として，卒前教育から卒後研修，専門
（医）研修，女性（医師）復職支援そして職業人としての自己研鑽など主に医師を中心とした医療人全般のシームレ
スな生涯教育を統括する．医療人教育は生涯にわたるが，各論的な教育は多くの場所で行われているとはいえ，総論
的，中長期的な視野に立った総合的な教育が十分に行われているとは言えないのが現状である．医学教育の中心であ
り，且つ高度先進医療の要である本学が，医療人の生涯教育を担う責務は多大なものがあり，また社会からも多くが
期待されている．本センターにおいては，埼玉医科大学の多くの部署の力を結集して，より質の高い，効率的な医療
人支援を行う．本センターの活動領域は広域にわたるため，機能的に以下の部門に分け，それぞれに部門長をおき業
務の効率的な遂行を目指している．

医療人育成支援センター部門
1．卒前部門
2．初期臨床研修部門
3．キャリア形成支援部門
4．生涯学習部門
5．女性医師支援部門
6．シミュレーション教育部門
7．地域医学推進センター
8．地域枠奨学金部門
9．事務部門

具体的には，各部門による活動と，これら部門の統括組織として医療人育成支援センター運営会議を定期的に開催
し，3 病院間の初期臨床研修体制の改善，専門医研修，地域枠奨学生対応，地域連携病院，女性医師支援セミナー，シミュ
レーション教育セミナー，周辺連携大学との共同事業，研修修了医師のその後の動向の把握などに取り組んでいる．

今後，3 キャンパス横断的な視点から，卒前・卒後教育の連携を進めるべきと考えている．また，将来的には医師
以外の医療人の支援も検討課題である．
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16．教職員・学生健康推進センター

　学校法人埼玉医科大学に属する全教職員および学生の健康管理を一元的に行うことを目的として，平成 21 年 4 月
に教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）が開設されました．初代センター長には今井康雄先生が
就任され，平成 24 年 4 月からは池田　斉先生，26 年 1 月からは丸山義明先生が務められ，28 年 2 月より富谷智明
が担当しています．
　埼玉医科大学における健康管理部門としては，昭和 47 年の開学時に主として医学生を対象として設置された埼玉
医科大学保健管理室が発端となっています．その後学生保健室，医学部学生健康推進室と名称変更が行われる一方，
平成 18 年の保健医療学部開学時には，保健医療学部生をカバーするために保健医療学部学生健康推進室が日高キャ
ンパスに，その分室が川角キャンパスに開設されました．一方，教職員に関しては，川越の総合医療センターには平
成 16 年に総合医療センター健康推進室が，日高の国際医療センターでは開院時の平成 18 年に国際医療センター健
康推進室が設けられました．しかし，毛呂山キャンパスにおける法人，医学部を含む教職員の健康管理に関しては，
大学病院の健康管理センター（人間ドック）が請け負っておりました．これに対して，平成 21 年 4 月の健康推進セ
ンター設立時に，同センター内に大学病院教職員を含む毛呂山キャンパスおよび川角キャンパスの全教職員の健康管
理を行う教職員健康推進室が設置され，移管されました．但し，健康診断自体は医学部，保健医療学部の学生ととも
に引き続き大学病院健康管理センター内で実施されています．
　現在，健康推進センターの場所は毛呂山キャンパス内ですが，医学部学生健康推進室，保健医療学部学生健康推進
室（日高キャンパスおよび川角分室）および教職員健康推進室には直接スタッフを配置して，また他の全ての健康推
進室を含めて全体を統括するセンターと位置づけられています．
　健康推進センターのスローガンは “良い病院は良い職員から．良い大学は良い学生から．” です．このスローガン
を実現すべく，教職員，学生の心身の健康推進を目指して活動を行なっています．平成 25 年度からは全キャンパス
における活動を網羅した年報を毎年発行し，活動を公表するとともに自己評価および第三者からの評価に役立ててい
ます．埼玉医科大学構成員全ての方のご参加とご理解が必須の部門です．皆様のご支援，ご鞭撻を心からお願い致し
ます．

（文責　富谷智明）
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17．リサーチアドミニストレーションセンター

　リサーチアドミニストレーションセンター（以下，「RA センター」）は，平成 27 年 4 月に本学の研究活動全般を
管理することを目的に，法人部門の組織として設置された．

その主たる業務は次の通りである．
（1）医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること．
（2）埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること．
（3）認定臨床研究審査委員会に関すること．
（4）特定認定再生医療等委員会に関すること．
（5）埼玉医科大学 COI 管理委員会に関すること．
（6）研究不正の防止に関すること．
（7）研究費の適正使用に関すること．
（8）研究費の獲得に関すること．
（9）医学研究に係る診療組織との連携に関すること．
（10）医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること．
（11）知的財産の管理に関すること．
（12）リサーチパークに関すること．
（13）外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること．
（14）前各号に掲げるもののほか，医学研究等の推進及び管理に関すること．

研究不正防止部署として，コンプライアンス推進／研究倫理教育責任者・副責任者と協力し，適切な研究活動推進
のための諸規程の整備，研究倫理に係る教育，研究費の適正使用のためのガイドライン作成・改訂，外部資金獲得の
ための情報提供などに取り組んでいる．各研究者が安心して研究活動に取り組むことができるような体制および環境
の整備，そのための事務作業の支援をすることが重要な任務である．

また医学研究センターをはじめとして，研究活動に関係する組織は，医学部・保健医療学部また各病院にも倫理委
員会・IRB，COI 管理委員会など多数あるが，その組織間の整合性・連携を推進していくことにより，埼玉医科大学
全体として研究活動の方向性を示していくことも，RA センターの役割の一つである．

これらの活動により埼玉医科大学における研究活動を活性化し，基礎研究・臨床研究ともすばらしい成果が出てく
ることを目論む．
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18．IR センター

　IR センターは，本学における教育・研究・大学運営に関して，データを調査・収集・分析することで得た客観的
エビデンスを活用し，本学の質の向上を推進することを目的に設置され，IR センター運営会議によって管理運営さ
れている．IR センターは設置の目的をはたすため下記の活動を行っている．
　（1）本学における教育・研究・運営に係るデータの調査・収集・分析
　（2）上記で得た客観的エビデンスの提供による大学改善への支援
　（3）大学機関別認証評価に係る業務
　（4）医学教育分野別評価に係る業務
　（5）その他，自己点検・評価に係る業務

　IR センターは，2017 年 4 月，自己点検評価委員会の実働部隊として設置された全学の組織である．
　IR は Institutional Research の略称で，日本語では機関研究と呼ばれることもある．IR とは，機関（会社や大学）
の各部署に散らばっているあらゆるデータを一元的に集約し，総合的に解析を行い，機関としての意思決定のための
根拠（エビデンス）を創り出していく活動を指す．医療に例えるなら，旧来の在り方から EBM「根拠に基づく医療」
へと変わってきたことと同じ方向性と言える．大学における IR には，大きくわけると教育，研究，経営などがある
が，本学の IR センターは，教育に関わる活動，すなわち「教学 IR」を主な任務としている．当面の大きな事業として，
2020 年度に受審予定の大学機関別認証評価，2021 年度に受審予定の医学教育分野別評価を担当する．この 2 つの
評価では IR センターによるエビデンスの提示とそれに基づく改善，すなわち PDCA サイクルの確立が強く求められ
ており，受審に向けてワーキンググループを立ち上げて準備作業を行っている．
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19．学生部

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

参照．

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

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

3．活動報告
学生部が平成 30 年度に扱ったのは，以下のような項目である．
①学生の生活指導
　態度・マナー，喫煙や飲酒に関する事項
②部活動および東日本医科学生体育大会（東医体）
　平成 30 年度第 61 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が，福島県立医科大学，岩手医科大学，秋田大学，
山形大学の主管によって開催された．
③越華祭
　平成 30 年度大学祭（第 11 回越華祭）が日高キャンパスで開催された．
　テーマ：「G.O.R.T」
　日程：平成 30 年 10 月 20 日（土）～ 21 日（日）
　・予算の編成，準備の安全指導，パンフレット掲載写真の事前確認を行った．
④学生保健管理
　健康診断，喫煙アンケート，自殺対策，麻疹，風疹，水痘，ムンプス，結核などについての管理，学生健康推進
室カウンセラー通信の作成，学生健康管理室の臨床心理士による学生面談などを実施した．
⑤部活動
　部活動の活動基準の策定，飲酒に関する注意喚起，WBGT 計測装置の使用を推進した．
　医学部クラブ顧問主将会議，保健医療学部部活動の顧問・代表との懇談会，部活リーダー研修会を実施した．
　埼玉医科大学医学部部活動の活動規約を改訂した．
　スポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を基に本学のガイドラインの作成
を検討した．
　アイスホッケー部の活動停止および再開に向けて指導を行った．
　各部活動の会計監査および指導を行った．
⑥その他
　インフルエンザ感染，飲酒時の注意喚起，学内外での行動に関する注意喚起，障害者差別解消対策の情報共有な
どを行った．

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

　当院は平成 30 年度に日本病院機能評価（特定機能病院バージョン）を受審した．4 回目の認定を取得した．今後
も第三者評価項目をツールにして，質の高い，かつ安全で安心な医療を提供するための病院機能の向上及びガバナン
スの強化を中心とした管理運営を継続していく．

1．人事
① 4 月 1 日付けで原元彦先生がリハビリテーション科教授に着任した．
② 6 月 1 日付けで松尾幸治先生が神経精神科・心療内科教授に着任した．
③ 8 月 1 日付けで上條篤先生が耳鼻咽喉科教授に着任した．
④ 2 月 1 日付けで中島勧先生が医療安全管理学教授に着任した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
（1）初診患者数 38,169 名
（2）延外来患者数 512,765 名
（3）新入院患者数 18,134 名，退院患者数 18,139 名，延入院患者数 277,950 名
（4）病床稼働率 91.9％
（5）紹介率 70.1％，逆紹介率 56.6％
（6）手術件数 7,966 件，内視鏡検査治療件数 10,682 件，透析件数 22,936 件
（7）平均在院日数（一般病床）13.7 日，（精神病床）74.3 日
（8）重症度，医療・看護必要度Ⅰ　30.3％（基準値 28.0％）
（9）重症度，医療・看護必要度Ⅱ　25.0％（基準値 23.0％）

②診療報酬上の施設基準新規届け出件数　28 件

3．施設認定等
①今年度，新たに次の拠点病院に埼玉県より指定された．既に指定されているエイズ拠点病院，肝疾患拠点病院，

埼玉県アレルギー疾患医療拠点病院と合わせて 5 つの拠点病院として指定された．
（1）埼玉県てんかん診療拠点病院（11 月）
（2）埼玉県難病診療連携拠点病院（2 月）

②病院機能評価（特定機能病院版）を受審（12 月）
③健康管理センターが人間ドック健診施設機能評価認定施設に認定（12 月）された．

4．治験
　治験の実績は次のとおりであった．

①治験受託件数
（1）新規件数 15 件
（2）継続件数 41 件

5．病院運営・管理
①病院長方針説明会（5 月，11 月）
②病院経営改善推進会議（月 1 回開催）で病院経営に関わる方針，経営改善等の審議及び決定がなされ法人の方

針を踏まえた病院運営を行った．
　構成員は，法人本部から担当専務理事，常務理事，事務局長，理事（総看護部長），総務部長，経理部長，病院

から病院長，副院長（看護部長含む），事務部長である．　
③病院運営会議（月 2 回開催）で病院運営に関す事項の検討等を行い，病院の使命の達成及び機能の充実を図る

ことを行った．
　構成員は病院長，副院長（看護部長含む），院長補佐，総看護部長，事務部長である．
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④実務者リーダー会議（月 1 回開催）を開催し，現場リーダーからの報告及び病院執行部との病院運営方針・情
報共有等を図り，職員への周知を図ることでリーダーの病院運営参加を促進した．

⑤診療部長会議（月 1 回開催）で病院運営に係る事項の最終承認を行う承認機関としての機能を果たした．
⑥医長連絡会議（月 1 回開催）で診療部長会議の報告を行い，すべての医師に周知し情報共有を行った．
⑦各種の職員教育を実施し職員の能力・資質の向上を行った．
⑧医療法第 25 条に基づく立入検査（8 月）

6．教育
①初期臨床研修医 70 名に対し臨床研修を行った．
（1）医科：1 年目 32 名，2 年目 34 名
（2）歯科：1 年目 2 名，2 年目 2 名

② 3 病院合同新規登録保険医集団指導開催（4 月）
③平成 30 年度初期研修医採用試験実施（8 月）
④初期研修医ランチョンセミナー 42 回開催
⑤臨床研修指導医講習会（12 月，9 名参加）
⑥臨床研修医修了認定式（35 名修了）（3 月）
（1）修了者：医科 33 名，歯科 2 名
（2）優秀研修医 5 名
（3）優秀指導医 4 名表彰（3 月）

⑦基本的臨床能力評価試験研修医 18 名受験（1 月）
⑧「若き卒業生の集い in 東京」を開催し，専攻医の募集説明を行った（5 月）
⑨学位取得者 13 名
（1）甲種 3 名
（2）乙種 8 名

⑩平成 30 年度ＥＰＡ看護師・介護福祉士候補者受入れ（8 月）
（1）看護師候補者 2 名
（2）介護福祉士候補者 1 名
（3）看護師国家試験 5 名合格

7．研究
①科学研究費の採択 106 件
（1）文部科学省研究費補助金 38 件
（2）厚生労働省科学研究費 20 件
（3）AMED 委託費 19 件
（4）若手医師育成研究費 29 件（申請 33 件）

②臨床研究
（1）IRB 新規審査 127 件（承認 109 件）
（2）承認件数内訳
　（ア）前向き研究 49 件
　（イ）後方視的観察研究　60 件

（3）継続件数 226 件

8．主な活動
①医療安全監査委員会（8 月・2 月）
②本館 2 階・3 階の改修工事に着手，第二ビル 3 階病棟オープンに向けた準備を開始．
③地域医療連携の強化
（1）診療連携シンフォニー（紹介患者報告会）（9 月，3 月）
（2）埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会（3 月）
（3）埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会（実務担当者会議）開催（9 月）
（4）地域医療連携ニュースの発行（4 月，7 月，10 月，1 月）
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④市民公開講座等
（1）埼玉医科大学病院市民公開講座開講（6 月，12 月，3 月）

⑤埼玉県肝疾患診療連携拠点病院の活動
（1）肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座（7 月，10 月）
（2）無料肝炎ウィルス検査実施（7 月）
（3）埼玉県肝炎地域コーディネーター養成研修（11 月）
（4）埼玉県肝炎医療研修会開催（11 月）
（5）肝疾患診療連携拠点病院連絡等協議会（2 月）

⑥埼玉県アレルギー疾患医療拠点病院としての活動
（1）アレルギー疾患相談窓口（電話相談）の開設
（2）ホームページの立ち上げに着手した．
（3）市民公開講座を 2 回開催
（4）アレルギー疾患対策人材育成事業の実施
　1. 医療従事者向け研修 2 回開催
　2. 保険福祉・教育担当者向け研修 2 回開催

⑦埼玉県てんかん診療拠点病院としての活動
（1）協議会開催
（2）てんかん研修・啓発事業
（3）てんかん相談窓口の開設
（4）埼玉県てんかん診療相談マニュアル作成

⑧災害拠点病院としての防災訓練の実施
（1）防火防災訓練教育セミナー開催（8 月）
（2）毛呂山町防災訓練参加（9 月）
（3）越生町防災訓練参加（9 月）
（4）BCP に基づく防災訓練実施（11 月）
（5）9 都県市合同防災訓練・図上訓練参加（8 月）

⑨癒しのコンサート等の開催
（1）ロビーコンサート（6 月）
（2）サマーコンサート（8 月）
（3）クリスマスコンサート（12 月）

以　上
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21．総合医療センター

　平成 30 年度の総合医療センターは，病棟の改修工事が行われており，本年度は 5 階西病棟・6 階西病棟・7 階西
病棟の改修工事が終了した．
　11 月 29 日には，川越プリンスホテルにて埼玉県ドクターヘリ 10 周年記念式典が執り行われ，これまでの救急医
療への貢献に対し，埼玉医科大学総合医療センター埼玉県ドクターヘリ運航チームが救急医療優良団体として埼玉県
知事より表彰され，その表彰式も執り行われた．
　また翌年 3 月 28 日に，第二研究棟増築地鎮祭が執り行われ，研究面も環境は整備されてきている．
　今後も本館を改修し，更なる設備の充実が図られ医療の発展に少しでも貢献出来る施設にしていきたいと考えてい
る．　

1．人事
診療科の教授人事については，4 月 1 日付け消化器・肝臓内科に道田知樹教授が赴任され 8 月 1 日付けで血管外

科の出口順夫先生，脳神経外科の大宅宗一先生が教授に昇格，31 年 3 月 1 日付け小児科（小児救命センター）の櫻
井淑男先生が教授に昇格された．
　平成 30 年 4 月 1 日現在の教職員数は，教授 53 名，准教授 31 名，講師 53 名，助教 278 名，研修医 58 名，看
護職員 1,274 名，薬剤師 75 名，事務部門その他 552 名，合計 2,374 名である．

2．診療
　平成 30 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 309,842 人，病床稼働率 92.2％，平均在院日数 13.1 日，ま
た外来部門では外来患者延べ人数 621,532 人，1 日平均患者数 2,129
人，紹介率 72.0％であった．また，平成 30 年の中央手術部における手術件数は 8,272 件であった．

3．卒後教育
　初期研修医は 1 年目が 24 名（本学卒業 17 名　他大学 7 名），2 年目 19 名の計 43 名．後期研修医は，当院初期
研修終了の 9 名の他，大学病院より 2 名，他病院より 13 名の計 24 名が採用された．
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22．国際医療センター

　国際医療センターは，本年度で開院 12 年が経過し，新たな 5 年に向けての 2 年目の年であった．開院 11 年～
15 年が新たな飛躍の 5 年であり質向上へ向けた更なる活動を行った．三大疾病（がん，心臓病，脳卒中）と救命救
急医療を提供する高度医療提供機関としての使命を果たし実績をあげることができた．また，当院の医療の質の第三
者評価の国際病院機能評価（JCI）を更新受審し認証された．日本国際病院（JIH）の認証を受審し認証された．

1．人事
① 4 月 1 日付けで病理診断科教授に川崎朋範先生が着任した．
② 4 月 1 日付けで消化器外科教授に佐藤弘先生が昇格した．
③ 4 月 1 日付けで病理診断科教授に藤野節先生が昇格した．
④ 5 月 1 日付けで呼吸器内科教授に解良恭一先生が着任した．
⑤ 8 月 1 日付けで皮膚腫瘍科教授に中村泰大先生が昇格した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
　（1）新入院患者数 15983 人，（2）延入院患者数 240,950 人，（3）稼働率 94.3％，（4）中央手術部手術件数 6,658

件，（5）初診患者数 15,178 人，（6）延外来患者数 214,498 人，（7）救急車受け入れ件数 4,278 件，（8）紹介
率 81.6％，逆紹介率 1105.1％

②院内がん登録件数（2018 年症例）4,851 件

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

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

②病院経営戦略会議（隔週月曜日開催）は病院長，副院長，事務部長から構成され病院経営推進会議に上程する事
項の検討を行う機関として機能した．病院運営会議（毎週火曜日開催），診療部長会議（毎月第 3 水曜日開催），
合同医長連絡会議（毎月第 3 金曜日開催）等で病院運営の方針，情報共有等を行い職員への周知を図ることで，
すべての職員が同一ベクトルを目指し行動した．

③病院長による方針説明会を 9 月に開催し，平成 30 年の医療活動について職員に周知を図った．
④リーダーズ会議を毎週火曜日に開催し，病院執行部と各部門リーダーとの情報共有を図った．
⑤医療法 25 条立ち入り検査（12 月）
⑥救命救急センター運営評価委員会開催（3 月）　

4．教育
　①初期臨床研修医教育
　　（1）初期臨床研修医は，26 名に対し臨床研修を行った．
　　　・1 年目研修医 12 名（うち埼玉医大卒業生 8 名），
　　　・2 年目 14 名（埼玉医大卒業生 8 名）
　　（2）初期研修医ランチョンセミナー開催（39 回）
　　（3）緩和研修会に研修医 12 名が参加した．
　　（4）臨床研修指導医講習会に 8 名の医師が参加（12 月）
　　（5）埼玉県医学会総会研修医演題で 3 題発表（2 月）
　　（5）初期研修先施設 28 施設
　　（6）基本的臨床能力評価試験を研修医 24 名が受験（1 月）
　　（7）臨床研修医修了認定式（3 月），
　　　・優秀研修医表彰（4 名）
　　　・優秀指導医表彰（5 名）
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・優秀上級医表彰（2 名）
　（8）初期研修先施設　28 施設
　（9）研修管理委員会 3 回開催（9 月，2 月，3 月）
　（10）医学生に対する初期研修プログラム説明会開催（7 月）
　（11）研修医面談 6 回実施（7 ～ 9 月）
　（12）他大学医学生の施設見学 26 名参加
　（13）新規登録保険医集団指導（6 月）
②専攻医教育
　（1）専攻医 16 名の教育を実施

・学内 14 名
・学外 2 名

　（2）専門研修説明会実施（5 月，8 月）
　（3）若手卒業生の集い（5 月）
③研修会・講演会等
　（1）緩和ケア研修会開催 3 回開催（1 月 30 名，7 月 18 名，12 月 32 名）
　（2）包括的がん教育カンファレンス 11 回開催（8 月を除く毎月開催）
　（3）市民公開講座を 4 回開催（6 月，9 月，12 月，2 月）
　（4）かわせみ教育カンファレンス 5 回開催（6 月，8 月，10 月，12 月，3 月）
　（5）感染防止地域連携カンファレンス 4 回開催（5 月，9 月，11 月，3 月）
　（6）死生学勉強会 8 回開催（8 月～ 3 月毎月開催）

その他，多数開催．
④専門看護師等の育成・認定取得
　（1）専門看護師 5 名
　（2）認定看護師 16 名（新規取得 1 名）
⑤学位取得者 12 名
　（1）甲種 4 名，
　（2）乙種 8 名
⑥オリエンテーション毎月実施（12 回）

5．研究
①科学研究費の採択は次のとおりであり，合計 91 件の研究費補助金を獲得した．
（1）文部科学省研究費補助金 39 件
（2）厚生労働省科学研究費 8 件
（3）日本医療研究開発機構委託研究開発費 23 件
（4）日高研究プロジェクト 21 件

②治験では，99 件の治験を実施した．
（1）新規 27 件，
（2）前年度からの継続 72 件

③臨床試験では，1,020 件の臨床試験を実施した．
（1）病院 IRB で 293 件の臨床試験を承認
（2）前年度からの継続 727 件

④先進的医療は，7 件の先進医療を実施した．
（1）新規 2 件
（2）前年度からの継続 5 件

6．国際医療センターの主な活動
①地域医療連携
（1）埼玉医科大学・連携施設懇談会を 2 回開催（6 月，10 月）
（2）埼玉医科大学国際医療センター・地域医療懇話会 4 回開催
（3）埼玉医科大学国際医療センター 6 地区医師会連絡協議会開催
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②医療安全・感染対策
（1）私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（東京慈恵会医科大学柏病院）（11 月，12 月）
（2）チームステップス講習（8 回 302 名受講）

③中央検査部・病理診断部にＩＳＯ 19158 受審準備を行った．令和元年度に受審予定．
④ボランティア活動
（1）ホワイエコンサートを 10 回開催．
（2）献血 2 回実施（6 月，11 月）
（3）ボランティア清掃 5 回
（4）院内患者案内ボランティア 54 名登録

　⑤施設見学実施 177 件
　⑥日本国際病院（JIH）の認証を受審し認証された（7 月）
　⑦防火訓練等
　　（1）部署別防火防災訓練（76 回 1,777 人）実施
　　（2）屋内消火栓操法大会出場（10 月）
　　（3）新入職員防火訓練 4 回実施
　　（4）禁煙パトロール 42 回実施
　⑧職員等懇親活動

（1）職員運動会（5 月）
（2）保育所あすなろ運動会（6 月）
（3）新年会（全職員対象 1 月）

　⑨ JCI フォローアップサーベイ受審．認証取得（5 月）
　⑩情報システムの構築等

（1）システム導入実績 8 件実施
（2）電子カルテシステム定期メンテナンス 106 回実施
（3）テンプレート作成・修正 47 件実施
（4）院内文書作成・修正 133 件実施

　⑪施設設備改修工事等
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1．1）（1）倫理審査委員会

1．構成員
（1）埼玉医科大学倫理審査委員会（任期：R2.3.31）

委員長 大竹　明（OHTAKE, Akira）：大学病院小児科教授
副委員長　　　西川　亮（NISHIKAWA, Ryo）：国際医療センター脳神経外科教授

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター教授
委　員 田邊一郎（TANABE, Ichiro）：保健医療学部医用生体工学科教授

（保健医療学部倫理委員長）
中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiro）：大学病院皮膚科教授
亀井良政（KAMEI, Yoshimasa）：大学病院産科・婦人科教授
山田健人（YAMADA, Taketo）：医学部病理学教授
佐藤真由美（SATO, Mayumi）：保健医療学部看護学科教授（H30.4.1 ～ H31.3.31）
田坂大象（TASAKA, Taizo）：総合医療センター輸血部教授

学外委員　　　井上晶子（INOUE, Akiko）：一般人・女性委員
和田芽衣（WADA, Mei）: 一般人・女性委員
遠藤　實（ENDO, Makoto）：自然科学系の学外有識者
野木尚郎（NOGI, Hisao）：サライ法律事務所：法律の専門家
大西正夫（OHNISHI, Masao）：人文・社会科学系の学外有識者

オブザーバー　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーション（RA）センター教授
事務局 佐藤勝茂（SATO, Katsusige）：RA センター課長

小鷹徳子（ODAKA, Noriko）：RA センター
中島奈月（NAKAJIMA, Natsuki）：RA センター

（2）埼玉医科大学倫理委員会ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会
　（ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会参照）

（3）研究関係の個人情報管理責任者（任期：R2.3.31）
亀井良政（KAMEI, Yoshimasa）：大学病院産科・婦人科教授
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター教授
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理科教授
金子公一（KANEKO, Koichi）：国際医療センター呼吸器外科教授（H30.9.30 退職）
栗田浩樹（KURITA, Hiroki）：国際医療センター脳卒中外科（H30.10.1 就任）

2．目的
　本委員会は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に
則り学校法人埼玉医科大学関連施設における人を対象とした医学および関連諸科学の研究に関する倫理性を審議す
る．特に，手術・生検組織，血液などの生体材料を用いた遺伝子解析研究，遺伝子治療に関する研究，先端的医療に
該当する研究やトランスレーショナルリサーチに相当する研究などの審査を行う．
またヒト胚性幹細胞，ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞を含む自己複製能および多分化能を有する細胞を扱う臨床研究は，
埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会にて審査を行い，本委員会で報告を受けている．（ヒト幹細胞研究倫
理審査専門部会参照）．

3．活動報告
（1）開催日

平成 30 年度は以下のとおり定例委員会が開催された（8 月は休会）．
　　第 267 回（平成 30 年 4 月 10 日）：出席者 12 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
　　第 268 回（平成 30 年 5 月 15 日）：出席者 14 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
　　第 269 回（平成 30 年 6 月 12 日）：出席者 15 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
　　第 270 回（平成 30 年 7 月 10 日）：出席者 12 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
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　　第 271 回（平成 30 年 9 月 11 日）：出席者 12 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
　　第 272 回（平成 30 年 10 月 9 日）：出席者 13 名 オブザーバー 0 名 事務局 3 名
　　第 273 回（平成 30 年 11 月 13 日）：出席者 13 名 オブザーバー 1 名 事務局 2 名
　　第 274 回（平成 30 年 12 月 11 日）：出席者 14 名 オブザーバー 0 名 事務局 3 名
　　第 275 回（平成 31 年 1 月 15 日）：出席者 15 名 オブザーバー 0 名 事務局 3 名
　　第 276 回（平成 31 年 2 月 12 日）：出席者 14 名 オブザーバー 1 名 事務局 3 名
　　第 277 回（平成 31 年 3 月 12 日）：出席者 14 名 オブザーバー 1 名 事務局 2 名

（2）主な審議内容
新規申請 20 件，研究計画書の変更申請 40 件（迅速審査に相当する軽微な研究計画書の変更を含む）等の審査を行っ

た．
　詳細は，大学倫理審査委員会ホームページを http://smswww/daijimu/rinri/ を参照．
　なお，当ホームページでは，①倫理審査委員会規則，②議事録（審議内容，審査結果，倫理委員会での検討事項等），
③委員一覧，④倫理審査申請書作成の手引き，⑤承認後の実施報告書の書式，⑥各種申請書式，他関連情報が閲覧で
きる．埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理専門部会については別項を参照．

（3）教育活動
①倫理委員会委員の教育・研修の一環として以下に参加，実施した．
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「臨床試験の基礎知識②

―質の高いデータとは―」（平成 30 年 4 月 10 日）
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「臨床試験の基礎知識③

―研究デザイン―」（平成 30 年 5 月 15 日）
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「番外編―臨床研究法の

概要―」（平成 30 年 6 月 12 日）
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「テーマ 8：インフォー

ムド・コンセントに関する審査ポイント① - 研究対象者への説明について -」（平成 30 年 7 月 10 日）
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「テーマ 8：インフォー

ムド・コンセントに関する審査ポイント② - 研究対象者の自由意思に基づく判断・決定 -」（平成 30 年 9 月 11 日）
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「テーマ 10：インフォー

ムド・コンセントに関する審査ポイント③－インフォームド・コンセントの方法，「既存試料・情報」の概念－」
（平成 31 年 1 月 15 日）

・国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「テーマ 11：インフォー
ムドコンセントに関する審査ポイント④－インフォームドコンセントを受けることが困難な場合－」（平成 31
年 3 月 12 日）

・第 57 回医学系大学倫理委員会連絡会議（東北大学主催，平成 30 年 7 月 2 日～ 3 日）：大竹委員長，田邊委員，
佐藤委員，種田委員，大西委員，井上委員，佐藤，中島

・平成 30 年度 倫理審査委員会・治験審査委員会 委員養成研修プログラム（平成 30 年 7 月 21 日）：山田委員，
井上委員

・第 1 回医学系研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議（平成 30 年 8 月 9 日）：中島
・大阪大学医学部附属病院 IRB ／ REC 事務局セミナー ～臨床研究法施行～（平成 30 年 9 月 6 日）：佐藤，中島，

福永
・平成 30 年度 倫理審査委員会・治験審査委員会 委員養成研修（平成 30 年 9 月 22 日）：井上委員
・第 2 回医学系研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議（平成 30 年 10 月 4 日）：中島
・第 3 回東邦大学大学院教育研究会講演会（平成 30 年 10 月 16 日）：千本松教授
・平成 30 年度臨床研究・治験従事者研修（平成 30 年 10 月 20 日）：千本松教授
・2018 年度第 4 回ヒトゲノム研究倫理を考える会（平成 30 年 11 月 11 日）：中島
・平成 30 年度倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（平成 30 年 11 月 25 日）：西川副委員長，種田委

員
・第 30 回日本生命倫理学会（平成 30 年 12 月 8 ～ 9 日）：種田委員
・第 58 回医学系大学倫理委員会連絡会議（平成 30 年 12 月 21 日～ 22 日）種田委員，井上委員，千本松教授
・認定臨床研究審査委員会 関東・信越地域交流フォーラム（平成 31 年 1 月 22 日）：小林国彦教授，佐藤，福永，

中島
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・第 4 回研究倫理を語る会（平成 31 年 2 月 9 日 於 名古屋大学）種田委員，佐藤，中島
・倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（平成 31 年 2 月 24 日 於 慶應義塾大学）井上委員

（4）その他の委員会活動
①平成 30 年度実施報告について
・研究責任者は，倫理審査委員会で承認された研究の進捗状況を，年 1 回以上倫理審査委員会に報告することが

義務となっている．対象となる課題研究の申請者は，研究を継続する場合には（別紙様式 4- Ⅰ医学系研究実施
報告書），終了する場合は（別紙様式 4- Ⅱ医学系研究終了（中止・中断）報告書）を用い，実施状況を報告いた
だいた．なお，継続するヒトゲノム・遺伝子解析研究は，遺伝子解析研究の実地調査の対象になる．

・臨床研究法に乗り換えた研究は，法への乗り換えの旨の記載をした実施報告書を提出いただいた．また，各病院
と本委員会に同じ実施報告書の提出で対応した．

②ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
外部有識者（香川靖雄氏：学校法人香川栄養学園女子栄養大学 副学長，柳沢佳子氏：自治医科大学認定遺伝カ
ウンセラー）を招き，標記調査を平成 30 年 11 月 21 日～ 11 月 22 日に実施した．

・調査対象：毛呂山キャンパス 1 件，川越キャンパス 1 件，日高キャンパス 2 件
③厚生労働省への倫理審査委員会の報告等について

研究機関の長は，厚生労働省への報告が義務付けられている．本委員会については臨床研究倫理委員会報告シス
テムに登録し，設置者，委員会規則，委員一覧，委員会業務手順，議事録を随時更新，公表している．

④埼玉医科大学の他 IRB・倫理委員会との共有
大学病院 IRB，総合医療センター倫理委員会，国際医療センター臨床研究 IRB，保健医療学部倫理審査委員会お
よび博士課程運営委員会倫理審査に関する小委員会の議事録について，各委員会委員から報告，共有された．

⑤教育プログラム等の倫理審査体制について
・医学教育センター運営会議にて，学生の実習における倫理的問題について検討が行われた．

今後，機能系実習Ⅰの同意書および他学科で医行為に近いものを行う際の雛形を作成し，医学教育センターで議
論される予定である．同意を取得する対象が未成年であることから，遵守指針を明記すること，起こり得るリス
クを十分理解するためにもオリエンテーションでの説明を丁寧に行うこと，個人情報保護の観点から学生による
サンプル利用は最低限にすること等を本委員会からの意見として通知した．今後も教育に関する倫理審査の体制
整備を進める必要がある．

⑥大学倫理審査委員会関連規則および申請書式の改正等について
次の規定・規則および申請様式について改正等を行った．

・人を対象とする医学系研究に関する倫理規程（2018 年 11 月）
・学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理審査委員会・病院 IRB の組織及び運営に

関する規則（廃止案）
・大学倫理審査委員会規則（2018 年 11 月）
・埼玉医科大学倫理審査申請書（改訂）
・遺伝子解析研究用研究計画書（新設）
・遺伝子解析研究用説明文書・同意書・同意撤回書（改訂）

4．評価と次年度（平成 31年度）目標
（1）大学倫理審査委員会に付議すべき研究の判断基準について

改めて検討を行ない，本委員会への付議を要する研究は以下のとおりである．
①多施設基盤もしくは単独で実施する生殖細胞に係る遺伝子解析研究
※ただし，各 IRB においても「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」第 4 の 10 に定める構成要件は満

たしているため本委員会への付議は必須ではないが，要請があれば受付ける．
②次の 4 指針に該当する幹細胞研究
・ヒト ES 細胞の樹立に関する指針
・ヒト ES 細胞の分配及び使用に関する指針
・ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針
・ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針
③他の倫理審査に係る委員会では審査の完結が困難と判断された高度な倫理的判断を要する研究

来年度はこの運用が徹底できるように周知していく．また，来年度各種関連指針の改正が予定されている為随時



委員会・会議報告

84

対応を行う．
（2）その他

・各種倫理指針に則って委員会を運営し，新規申請，研究計画の変更申請等の審査業務を行っている．また遺伝子
解析研究については，外部有識者による実地調査を継続している．

・倫理審査委員会委員および事務局に対する教育・研修を充実させる必要があるため，講習会や講演会の参加の機
会を増やすこと及び e-learning の受講管理を徹底したい．
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1．1）（2）ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会

1．構成員
部 会 長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）: ゲノム医学研究センター 教授（任期：R02.3.31）
副部会長　池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：大学病院輸血・細胞移植部 教授（任期：R02.3.31）
部 会 員　池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）：大学病院耳鼻咽喉科 教授（任期：R02.3.31）
部 会 員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター 教授（任期：R02.3.31）
部 会 員　村田栄子（MURATA, Eiko）：保健医療学部 教授（任期：R02.3.31）
部 会 員　太田晶子（OHTA, Akiko）：医学部公衆衛生学 准教授（任期：R02.3.31）
部 会 員　伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）: 保健医療学部 講師（任期：R02.3.31）
部 会 員　種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：医学部教養教育 講師（任期：R02.3.31）
部 会 員　佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）：学外委員（任期：R02.3.31）
部 会 員　井上晶子（INOUE, Akiko）：学外委員（任期：R02.3.31）
部 会 員　野木尚郎（NOGI, Hisao）：学外委員（任期：R02.3.31）

2．目的
　本専門部会は学校法人埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則（以下，「倫理審査規則」という．）第 1 条に則り，
学校法人埼玉医科大学において実施されるヒト胚性幹細胞・ヒト人工多能性幹細胞・ヒト組織幹細胞を使用する研究
において，生命倫理に関する事項がヘルシンキ宣言の趣旨に沿っているか，並びに関連する指針及び法令等を遵守し
ているかについて審議し，大学倫理委員会に答申するための活動をする．

3．活動報告
1）第 12 回会議（平成 30 年 5 月 23 日～ 29 日 ）メール会議

以下の課題の申請者から，胚提供候補者へのインフォームド・コンセントに関して，「ES 細胞の樹立に関する指針」
の第二十六条に則ったインフォームド・コンセントの確認資料が提出されたため，メール会議を行い，大学倫理審査
委員会に答申した．

・申請番号：28-02（大学倫理 841）
課題名：ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供 - Ⅱ
申請者：石原　理（大学病院産科・婦人科 教授）

2）第 13 回会議（平成 30 年 6 月 25 日～ 7 月 2 日 メール会議）
（1）以下の新規申請に対しメール会議を行い，大学倫理審査委員会に答申した．

・申請番号：2018-01（大学倫理 890）
課題名：ファロー四徴症患者手術残余検体を用いた iPS 細胞誘導法の確立」
申請者：細田隆介（国際医療センター小児心臓外科）

（2）今後の専門部会における審査対象の変更について以下の審議がなされた．
再生医療新法の制定及び近年の審査状況を鑑み，専門部会の審査対象の変更について検討を行った．
検討の結果，病院 IRB や大学倫理審査委員会の間の二重審査による研究者や委員会の負担軽減ため，次の事項につ

いては本専門部会の対象から外し，学内規則を改正することとした．
・患者もしくは健常人細胞よりヒト iPS 細胞を誘導する実験
・組織幹細胞（がん幹細胞を含む）を用いる基礎研究
研究者には，本専門部会に提出すべきか判断に迷う場合には大学倫理審査委員会事務局に相談するよう学内 HP 等

に掲載することで，審査上の不備や混乱を防ぐ．また各病院 IRB には，ヒト iPS 細胞やヒト ES 細胞を樹立・使用す
る研究が提出された際には必ず大学倫理審査委員会に問い合わせるよう周知徹底する．
3）ヒト幹細胞研究倫理審査規則の改正について
　「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）」及び「ヒト ES 細胞の分配及
び使用に関する指針（平成二十六年文部科学省告示第百七十四号）」の改正に対応すべく，学内規則の改正を行った．
　名称を「学校法人埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会規則」に改め，審査対象を次のとおり整備した．

・「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）の対象となる研究に関す
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ること．
・「ヒト ES 細胞の分配及び使用に関する指針」（平成 26 年文部科学省告示第 174 号）の対象となる研究に関する

こと．
・「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」（平成 22 年文部科学省告示第 2 号）の対象とな

る研究に関すること．
・「ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平成 22 年文部科学省告示

第 88 号）の対象となる研究に関すること．

4．評価と次年度目標
　「ヒト ES 細胞の樹立に関する」指針等に則り，適切な審査を実施することができた．
引き続き，学校法人埼玉医科大学におけるヒト幹細胞を使用する研究が適正に実施されるよう周知するとともに審査
体制の維持，改善をしていく．
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1．2）GID 医学 ･ 医療推進委員会

1．構成員
委員長　石原　理（ISHIHARA, Osamu）：大学病院産婦人科：教授（任期：R30.3.31）
委　員　塚田　攻（TSUKADA, Osamu）：彩の国みなみのクリニック医師：学外委員（任期：H30.3.31）

三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）：医療センター形成外科・美容外科：教授（任期：H30.3.31）
高井　泰（TAKAI, Yasushi）：医療センター産婦人科：教授（任期：H30.3.31）
横山富士男（YOKOYAMA, Fujio）：大学病院神経精神科・心療内科：准教授（任期：H30.3.31）
百澤　明（MOMOSAWA, Akira）：医療センター形成外科・美容外科：客員准教授（任期：H30.3.31）
大西文夫（OHNISHI, Fumio）：医療センター形成外科・美容外科：講師（任期：H30.3.31）
高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）：社会医学：助教（任期：H30.3.31）
板谷雪子（ITAYA, Yukiko）：医療センター産婦人科：助教（任期：H30.3.31）

2．目的
　本委員会は，旧ジェンダークリニック委員会と旧ジェンダークリニック運営委員会の役割を統合して，平成 18 年
9 月より活動を開始している．本委員会の目的は，性同一性障害 Gender Identity Disorder（以下「GID」という）関
連の医学や医療を推進すること，かつその医療内容の医学的妥当性を判断することである．本学を受診する GID 患
者に関する情報・データを集約・管理し，本学における GID 医学・医療を支援・評価・助言することも本委員会の
任務である．
　また，GID 患者の性別適合手術やホルモン療法等の医学的・法的・倫理的妥当性を確保するために，これらの治療
に関する適応判定を行うことにしている．当該患者の医療チームに属さない委員を加えて活動の中立性，透明性を確
保している．

3．活動報告
　今年は 6 回の定例会議を行った．各委員の都合等を考慮し，平成 23 年度より定例会議は概ね隔月とし，身体的治
療の適応判定を行っている．
①第 92 回　定例会議（平成 30 年 5 月 17 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 6 人　欠席 3 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
委員長から，2018.4 から SRS など手術のみについて保険収載が決定し，施設要件を満たす埼玉医科大学総合医療

センターは，GID 学会に申請することにより，施設認定を得た．　議事録あり．
②第 93 回　定例会議（平成 30 年 7 月 20 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 5 人　欠席 4 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
委員長から，2018 年 9 月 22 日に名古屋で開催予定の日本性科学会の際にエキスパート研修会開催予定であるこ

とが，報告された．　議事録あり．
③第 94 回　定例会議（平成 30 年 9 月 14 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 6 人　欠席 3 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
ホルモン療法の保険収載の必要性，可能性について議論が行われた．　議事録あり．

④第 95 回　定例会議（平成 30 年 11 月 16 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 3 人　欠席 6 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．　議事録あり．

⑤第 96 回　定例会議（平成 31 年 1 月 18 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 5 人　欠席 4 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
検討例に思春期にある若年者・未成年者が増加してきたことには，GID についての理解が進んだこと，手術療法保

険収載に関連して報道が増加したことが関係しているのではないかという議論が行われた．　議事録あり．
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⑥第 97 回　定例会議（平成 31 年 3 月 15 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム　出席 5 人　欠席 4 人
議事：症例検討を行い，審議後，承認となった．
委員長から，GID 学会時に同時開催されるエキスパート研修について，内容に関する案内と参加確認がされた．

議事録あり．

4．評価と次年度目標
　関東地方における GID 例について身体的治療適応を判定する唯一の委員会として，活動を継続することを目標と
して活動し，その役割を果たしたと評価できる．
　次年度も引き続き，症例検討に加え，GID 学会の認定医制度発足に伴い，エキスパート研修会に貢献することを目
標とする．　
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1．3）図書館委員会

1．構成員
委員長　持田　智（MOCHIDA, Satoshi）： 附属図書館館長（大学病院消化器内科・肝臓内科教授）平成 32 年 3 月まで
委　員　土田敦子（TSUCHIDA, Noriko）： 基礎医学部門教養教育化学講師，平成 32 年 3 月まで

前田卓哉（MAEDA, Takuya）：基礎医学部門微生物学准教授，平成 32 年 3 月まで
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）： 大学病院神経内科教授，平成 32 年 3 月まで

　福田知雄（FUKUDA, Tomoo）： 総合医療センター分館分館長（総合医療センター皮膚科教授）平成 32 年
3 月まで

　三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター中央検査部部長（総合医療センター臨床検査医学
教授），平成 32 年 3 月まで

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター病態生理部門教授，平成 32 年 3 月まで
　佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：日高キャンパス分館分館長（保健医療学部看護学科教授），平成 32 年 3

月まで
時田幸之輔（TOKITA, Kounosuke）：保健医療学部理学療法学科講師，平成 32 年 3 月まで
松田　晃（MATSUDA, Akira）： 国際医療センター造血器腫瘍科教授，平成 30 年 12 月まで

専門委員　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）： 大学病院神経内科教授，平成 31 年 3 月まで

2．目的
委員会は，図書館運営の基本方針，同じく予算の要求及び執行に関すること，図書館諸規程の制定及び改廃に関す

ること，その他図書館に関する重要事項を審議する（図書館委員会規則第 2 条）．

3．活動状況
1）委員会の開催（議事要録あり）

第 1 回（平成 30 年 6 月 26 日，附属図書館 1 階会議室，出席 7 人，欠席 4 人（委任状を含む）），第 2 回（平成
30 年 10 月 16 日，附属図書館 1 階会議室，出席 6 人，欠席 5 人（委任状を含む））

第 3 回（平成 31 年 2 月 26 日，附属図書館 1 階会議室，出席 7 人，欠席 3 人（委任状を含む））
2）主な協議事項（報告事項を含む）

第 1 回
1）平成29年度事業報告（附属図書館，総合医療センター分館，日高キャンパス分館，川角キャンパス分館，以上4キャ

ンパス）を承認した．
・各キャンパス特記事項は次のとおり．

1 階ラウンジに故丸木清浩名誉理事長の写真展示（7 月），学内ネットワーク回線増速に伴う IP アドレス変更へ
の対応（11 月～ 3 月），EndNote 講習会開催（12 月～ 2 月），耐震補強工事（2 月～ 3 月，以上，附属図書館），
8 月 21 日から 26 日まで資料貸出と夜間開館を中止し蔵書点検，研究室図書の返却処理等を実施，国内雑誌に
ついて利用アンケートを実施し 32 誌を中止（9 月，以上，総合医療センター分館），越華祭に川角キャンパス
分館と合同参加（10 月），iPad 館内貸出開始（11 月），館内 Wi-Fi 開通（2 月，以上，日高キャンパス分館），
館内蛍光灯の LED 化工事（11 月～ 3 月，以上，川角キャンパス分館）

・「平成 29 年度図書館利用サービスの状況」が報告された．
　4 館全体の入館者数は 90,000 人で前年比 98.9%（997 人減），貸出者数は 12,867 人で 104.8%（584 人増），

貸出冊数は 25,147 人で 102.6%（634 人減）と 1 項目で微減，2 項目で微増となった．図書館間相互貸借サー
ビスでは，貸し件数は 5,743 件（92.3%），借り件数は 1,961 件（88.9%）だった．医学文献データベースの利
用件数は，国内医学文献データベースが 69,412 件で前年比 113.8%（8,405 件増）と増加した．今日の診療が 7,643
件で前年比 206%（3,993 増）と大幅に増加したことが全体に影響している．海外医学文献データベースでは，
利用件数が 60,699 件で前年比 95.5%（2,826 件減）となった．UpToDate が 11,738 件で昨年に続き 1 万件を
超える結果となった．電子ジャーナルの利用件数は，国内電子ジャーナルが 103,550 件で前年比 106.3%（6,121
件増），海外電子ジャーナルの主要 8 社の合計は 144,913 件で前年比 103.4%（4,803 件増）だった．このうち
海外電子ジャーナルでは Elsevier が 73,550 件とほぼ半数を占めており，この傾向は昨年と同様である．電子ブッ
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クの利用件数は，国内電子ブックが 1,151 件，海外電子ブックが 558 件だった．平成 28 年 6 月より公開した
リポジトリのアクセス件数は 35,664 件で前年比 295.4%（12,074 件増）と大幅に増加した．利用が多いコンテ
ンツは看護学科紀要で 25,761 件が利用された．

2）平成 29 年度決算報告（4 キャンパス）を承認した．各館ごとに執行状況の報告が行われた．資料費は，雑誌，図書，
視聴覚資料の合計で 2756 万円が執行され，維持費は 2 億 2627 万円が執行された．以上合計で 2 億 5384 万円
が決算額となり予算執行率は 90.3% だった．前年度比では 97% で 788 万円の減額となった（以上，附属図書館）．
資料費は 687 万円，維持費は 221 万円が執行され，合計 908 万円が決算額となり予算執行率は 76.5% だった

（以上，総合医療センター分館）．資料費は 769 万円，維持費は 179 万円が執行され，合計 949 万円が決算額と
なり執行率は 85.5% だった（以上，日高キャンパス分館）．資料費は 355 万円，維持費は 130 万円が執行され，
合計で 486 万円が決算額となり予算執行率は 85.3% だった（以上，川角キャンパス分館）．

3）その他
・洋書（モノグラフシリーズ 17 タイトル，継続図書 2 タイトル）について，過去 2 年間の受入状況と複写件数に

基づき今後の方針を協議した．協議の結果，利用が少ないためすべて中止する方針とするが，全基本学科に中止
リストを配付し継続希望の有無を確認することとした．

第 2 回
1）前回協議した洋書の継続について再協議を行なった．19 タイトル全てを原則中止とし，全基本学科に継続希

望を確認した結果，回答があったのは 2 学科 4 タイトルのみであった（タイトルの重複なし）．再協議の結果，
全て中止することにした．なお，前回委員会後に別途 1 タイトルを購読していることが判明し，あわせて中止
することになった．合計 20 タイトルの中止で，経費削減規模は平成 29 年度実績で 152 冊，約 475 万円となる．

2）2019 年電子コンテンツについて検討した．結論部分は次のとおり．
　外国雑誌については原価の値上がり（約 6% 増）と為替の円安（米ドルで約 2%）の影響により，全購読誌を継

続した場合は前年比 768 万円増（約 4% 上昇）で 2 億 1546 万円となる．例年以上に厳しい基準でタイトルの
中止を検討したが，一部は結論保留となった．新規購読はすべて仮採用とし 1 年後に利用実績を確認して継続
の可否を検討することとした．検討項目ごとの決定事項は以下のとおり．

・新規購読「JAMA Oncology」（総合医療センター分館の経費負担，約 40 万円）．
・再購読「American Journal of Clinical Nutrition」（約 10 万円）．
・過去 3 年間の利用単価が 5,000 円以上の個別契約 13 誌を中止（削減額約 374 万円），さらに 5,000 円以下のタ

イトルからも中止誌を選定し，最終決定をメール審議の場に移すこととした．
・Nature の 8 誌を中止し，Nature 全誌が論文単位で購入できる PPV を 1,500 件分購入する（削減額約 157 万円）．
・Ovid/LWW の 29 誌契約から 13 誌を中止する（削減額約 245 万円）．
第 3 回
1）前回委員会後にメール審議となった，2019 年電子コンテンツの検討結果について報告があった．
・利用単価 2,000 円以上のタイトルをすべて中止（約 220 誌，削減額約 1332 万円）．代替案として，中止タイト

ルに限り Reprints Desk を利用して PDF をダウンロードした場合は，約 5,000 円の費用のうち 2,000 円を図書
館負担とする．外国雑誌全体の削減額は前年比 573 万円となり，購読料は 2 億 205 万円となる見込である．

・コクラン・ライブラリーの提供元を Ovid から Wiley へ変更（削減額約 143 万円）．
2）平成 31 年度事業計画（4 キャンパス）について，各館からそれぞれ説明が行われ，委員会として承認した．
3）平成 31 年度予算要求（概算要求一覧，4 キャンパス）について，各館からそれぞれ説明が行われ，委員会と

して承認した．
4）その他
・平成 30 年 10 月から平成 31 年 1 月にかけてメディカルオンラインで不正アクセスが発生したため，一斉メー

ル及び文書配付で注意喚起を行なった．
・平成 26 年 7 月より試行していた「飲み物持ち込み」を平成 31 年度より本採用する．

4．自己点検 ･評価
・規定では「委員会は，少なくとも年 4 回招集する（委員会規則第 5 条 2 項）」となっているが，平成 30 年度は

3 回の開催にとどまった．
・恒常的な外国雑誌購読料の値上がりへの対応として約 220 誌を中止した．一方で，Nature の PPV を導入し利用

環境の向上を実現した．今後は他社での PPV 導入を検討し，パッケージ契約を縮小することで経費削減を進め
ていく．
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1．4）全学自己点検・評価委員会
1．構成員
　委員長　　別所正美（BESSHO, Masami）：学長，医学部長（任期：R2.3.31）
　副委員長　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki ）：保健医療学部長（任期：R2.3.31）
　　　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：R2.3.31）
　委員　　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：R2.3.31）
　　　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長（任期：R2.3.31）
　　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事，RA センター長（任期：R2.3.31）
　　　　　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長，医学研究センター長（任期：R2.3.31）
　　　　　　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長，医学研究科長（任期：R2.3.31）
　　　　　　森　茂久 （MORI, Shigehisa）：副学長，医学教育センター長（任期：R2.3.31）
　　　　　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院病院長（任期：R2.3.31）
　　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長（任期：R2.3.31）
　　　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長（任期：R2.3.31）
　　　　　　片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：かわごえクリニック院長（任期：R2.3.31）
　　　　　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長（任期：R2.3.31）
　　　　　　藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitu）：国際交流センター長（任期：R2.3.31）
　　　　　　持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：図書館長（任期：R2.3.31）
　　　　　　伊藤彰紀（ITO, Akinori）：学生部長（任期：R2.3.31）
　　　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：医学部長補佐，IR センター長，情報技術支援センター長

（任期：R2.3.31）
　　　　　　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：保健医療学部看護学科学科長，看護学研究科長（任期：R2.3.31）
　　　　　　茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科学科長（任期：R2.3.31）
　　　　　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科学科長（任期：R2.3.31）
　　　　　　高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：保健医療学部理学療法学科学科長（任期：R2.3.31）
　　　　　　田島賢司（TAJIMA, Kenji）：常務理事（任期：R2.3.31）
　　　　　　茂木　明（MOGI, Akira）：事務局長・常務理事（任期：R2.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：R2.3.31）
　　　　　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：保健医療学部事務室長（任期：R2.3.31）
　　　　　　岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部学務課長（任期：R2.3.31）
　　　　　　村田正樹（MURATA, Masaki）：大学事務部入試課長（任期：R2.3.31）
　　　　　　下田裕子（SHIMODA, Yuko）：大学事務部庶務課長（任期：R2.3.31）

2．目的
　本委員会は埼玉医科大学の目的および社会的使命を達成するために必要な自己点検・評価を行うべく全学的に活動
する．

3．本年度の活動
　本委員会の主たる活動は，以下の通りである．①年報を編纂し，それに記される各部局の自己点検・評価内容を検
討し，大学の発展に向けて提言を行う．②大学機関別認証評価に関して，自己点検・評価報告書のとりまとめを行う．
③人事考課の指針・実施内容を検討し，結果を評価することにより，各人・各部局の業務内容改善に役立てる．
　学部ごとの詳細な自己点検・評価については，医学部においては医学部自己点検・評価委員会が，保健医療学部に
おいては，保健医療学部自己点検・評価委員会が行った．
　第 1 回委員会は本年 6 月 13 日～ 15 日にメール会議として開催され，主として全学的「研究ブランディング実施
体制」の整備について審議した．第 2 回委員会は，11 月 13 日に開催され，教学 IR の実務を行う IR センターから，
令和 2 年度の大学機関別認証評価および 3 年度の医学教育分野別評価の受審に向けての準備状況の報告があり，そ
れをもとに審議を行った．
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4．自己評価と次年度予定
　年報作成の内容がより統一化された．人事考課は全学的に実施され，自己点検評価に一定の役割を果たしている．
客観的項目・評価基準については研究を中心に再検討が行われた．まだ両学部を合わせた全学的な活動は徐々に行わ
れるようになってきたが，今後も両学部が自己点検・評価についての共通認識をもつよう引き続き努める．本委員会
機能の実務を担当する IR センターの充実により，大学評価への準備を全学的にすすめることができているが，今後
さらに，本学に恒常的な PDCA サイクルを確立することを目指す．
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1．5）全学学生部委員会

1．構成員
委員長　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長 ／神経耳科：教授（任期：R2.3.31）
副委員　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：看護学科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門：教授（任期：R2.3.31）
委　員　向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）：教養教育：教授（任期 : R2.3.31）
委　員　藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu）: 脳神経外科：教授（任期 : R2.3.31）
委　員　太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期 :H31.3.31）
委　員　野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期 : R2.3.31）
委　員　新津　守（NIITSU, Mamoru）放射線科：教授（任期 : R2.3.31）
委　員　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）：社会医学：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　藤田恵子（HUJITA, Keiko）：解剖学：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：教養教育：准教授（任期 : R2.3.31）
委　員　清水正雄（SHIMIZU, Masao）：健康管理センター：講師（任期：R2.3.31）
委　員　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）：医用生体工学科：教授（任期：H R2.3.31）
委　員　山路真佐子（YAMAJI, Masako）：看護学科：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　飯野　望（IINO, Nozomi）：臨床検査学科：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）：医用生体工学科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）：理学療法学科：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　新井智之（ARAI, Tomoyuki）：理学療法学科：講師（任期：R2.3.31）
委　員　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：R2.3.31）
委　員　岡野　弘（OKANO, Hiroshi）：大学事務部 : 参与（任期 : R2.3.31）
委　員　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部 : 次長（任期 : R2.3.31）
事務局　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部保健医療学部事務室長（任期：R2.3.31）
事務局　近藤有寛（KONDO, Arihiro）：大学事務部医学部事務室 （任期 : R2.3.31）
事務局　宇井章人（UI, Akihito）：大学事務部医学部事務室（任期 : H30.9.30）
事務局　馬場菜穂（BABA, Nao）：大学事務部医学部事務室（任期 : H30.9.1 ～ R2.3.31）
事務局　保坂雄一郎（HOSAKA, Yuichiro）：大学事務部医学部事務室（任期 : H30.9.1 ～ R2.3.31）
事務局　鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：R2.3.31）
事務局　新田見航（NITAMI, Wataru）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：R2.3.31）

2．目的
　本委員会は埼玉医科大学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，医学部，保健医療学部の学
生生活が円滑に送れるための支援を目的として下記の事項につき審議する．
　（1）学生の保健管理に関すること．
　（2）学生の福利厚生に関すること．
　（3）学生の課外活動に関すること．
　（4）学生の異動に関すること．
　（5）学生の事故その他の事態の処理に関すること．
　（6）学長，学部長または教授会から委嘱された事項．
　（7）その他学生の生活に関すること．

3．活動報告
①第 1 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 30 年 7 月 13 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
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　出席：医学部 7 名，保健医療学部 5 名，オブザーバー 1 名，事務局 5 名
　議事：
（1）越華祭について
　1）予算の確認
　2）準備状況
　3）パンフレットの事前確認
　4）女子栄養大学若葉祭への参加活動

（2）部活動について
　1）クラブ顧問主将会議の開催報告
　2）川角キャンパスにおける迷惑駐車の対応
　3）医学部部活動の活動規約
　4）部活動の活動基準
　5）飲酒に関する注意喚起
　6）WBGT 計測装置の設置

（3）その他
　1）学生の海外旅行届について
　2）障害者差別解消対策について

②第 2 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 30 年 12 月 14 日）
　於：本部棟 1 階大学院講義室
　出席：医学部 9 名，保健医療学部 5 名，オブザーバー 1 名，事務局 7 名，学生代表 2 名
（1）越華祭について
　1）開催報告
　2）会計報告
　3）教員からの指導

（2）部活動について
　1）医学部クラブ顧問主将会議の開催報告
　2）医学部部活リーダー研修会の開催報告
　3）保健医療学部部活動の顧問・代表懇談会の開催報告
　4）アイスホッケー部の活動再開に向けた現状の報告

（3）その他
　1）飲酒や危険ドラッグについて
　2）スポーツ庁策定の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」について
　3）民間のバス利用のマナーについて

4．評価と次年度目標
　7 月と 12 月に年 2 回委員会を開催し，両学部の情報共有や問題，課題を協議した．越華祭に関しては，委員会と
して運営の適正化，円滑化，問題点への対策の指導を行い，次年度の越華祭学生委員に申し送りをするように指導した．
部活動の諸問題については，部活の顧問と主将を集めて指導を行った．両学部の学生生活に共通する就学環境の整備，
クラブ活動に供する諸問題，学生間のトラブルなどについて，引き続き協力関係を維持して協議を続けていきたい．
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1．6）喫煙問題検討委員会

1．構成員
委員長　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長 ／耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期： H31.3.31）
委　員　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長（任期：H31.3.31）

野村恭一（NOMURA, Kyoichi）総合医療センター神経内科：教授（任期：H31.3.31）
根本　学（NEMOTO, Manabu）国際医療センター救急医学科：教授（任期：H31.3.31）
黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：ゲノム医学研究センター：教授 （任期 : H31.3.31）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）教養教育（生物）：准教授（任期：H31.3.31）
鈴木　妙（SUZUKI, Tae）短期大学看護学科：教授（任期：H31.3.31）
大野はるの（OHNO, Haruno）看護部：中央内視鏡室副師長（任期：H31.3.31）
渡邉幸子（WATANABE, Sachiko）看護部：本館 10 階主任（任期：H31.3.31）
麻原弘行（ASAHARA, Hiroyuki）施設部（任期：H31.3.31）
滝井雅彦（TAKII, Masahiko）総務部（任期：H31.3.31）
中嶋善寛（NAKAJIMA, Yoshihiro）総務部（任期：H31.3.31）
堀江正人（HORIE, Masahito）かわごえクリニック事務長（任期：H31.3.31）
柳川武彦（YANAGAWA, Takehiko）医務部（任期：H31.3.31）
津久井一浩（TSUKUI, Kazuhiro）総合医療センター事務部部長（任期：H31.3.31）
大沢和弘（OHSAWA, Kazuhiro）国際医療センター事務部（任期：H30.7.31）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）大学事務部長（任期：H31.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）大学事務部保健医療学部事務室室長（任期：H31.3.31）
山﨑豊幸（YAMAZAKI, Toyoyuki）大学事務部保健医療学部事務室川角分室（任期：H31.3.31）

事務局　近藤有寛（KONDO, Arihiro）：大学事務部医学部事務室（任期 : H31.3.31）
宇井章人（UI, Akihito）：大学事務部医学部事務室（任期 : H31.9.30）
保坂雄志郎（HOSAKA, Yushiro）：大学事務部医学部事務室（任期 : H31.10.1 ～ H31.3.31）

2．目的
　学内における喫煙による健康被害を防止し，更に喫煙習慣をもつ教職員及び学生の禁煙を推進することを目的とす
る．
　具体的には，敷地内全面禁煙の実施，本学教職員及び学生への禁煙教育を目的とする．

3．活動報告
①第 127 回委員会（平成 30 年 5 月 11 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室

出席 10 名　欠席 12 名
議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，厚生労働省の受動喫煙に関する資料について，電子タ

バコの扱いについて
②第 128 回委員会（平成 30 年 7 月 13 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室

出席 9 名　欠席 13 名
議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，彩花苑付近の喫煙に対する苦情について，組織変更に

伴う委員の退任について
③第 129 回委員会（平成 30 年 9 月 14 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室

出席者 8 名　欠席 13 名
議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，彩花苑のコンクリート台付き禁煙標識の撤去について，

　喫煙者に対する喫煙の 3 原則（①休憩時間に吸う②私服で吸う③敷地外で吸う）の周知徹底について，本
委員会の事務局変更の検討について
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④第 130 回委員会（平成 30 年 11 月 9 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室
　出席者 14 名　欠席 7 名
　議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
　議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，敷地外にある喫煙場所の案内表示について
⑤第 131 回委員会（平成 31 年 1 月 18 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室
　出席者 13 名　欠席 8 名
　議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
　議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，敷地外駐輪場の喫煙所撤去について，
⑥第 132 回委員会（平成 31 年 3 月 18 日）　於：本部棟 1 階大学院講義室
　出席者 12 名　欠席 9 名
　議事に先立ち，毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施．
　議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，大学に隣接する沢又食堂駐車場喫煙所の撤去の要請に
　　　　ついて，小田谷駐車場の禁煙ポスター設置について

4．評価と次年度目標
　各キャンパスの禁煙パトロールを定期的に実施し，委員会で状況を報告した．吸殻が落ちているところには禁煙ス
テッカーや禁煙ポスターを掲示し，敷地内全面禁煙に努めた．
　毛呂山キャンパスでは，厚生局の適時調査において大学に隣接している敷地外駐輪場の喫煙所は敷地外であるが問
題との指摘を受け，撤去した．
　本学教職員及び学生への禁煙教育を検討し，採用時・入学時オリエンテーションで実施した．次年度以降も引き続
き各キャンパスの状況に合わせた禁煙パトロールに取り組む必要がある．
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1．7）COI 管理委員会

1．構成員（任期：R2.3.31）
　委員長　　藤原恵一　（FUJIWARA, Keiichi）：国際医療センター婦人科腫瘍科 教授
　副委員長　神山信也　（KOHYAMA, Sinya）： 国際医療センター脳神経外科 教授
　委　員　　松下　祥　（MATSUSHITA, Sho）：免疫学 教授
　　　　　　茂木　明　（MOGI, Akira）： 事務局長
　　　　　　井上晶子　（INOUE, Akiko）： 立教大学観光研究所：特任研究員 / 杏林大学：特任講師（学外委員）
　オブザ－バ－　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター 教授
　事務局　　佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：RA センター 課長
　　　　　　仲村由紀子（NAKAMURA, Yukiko）：RA センター
　　　　　　金曽愛美（KANESO, Megumi）：RA センター（～ H31.2.28）

2．目的
　COI 管理委員会は埼玉医科大学利益相反管理規程第 3 条に基づいて設置されたものであり，学長の付託を受けて
COI（利益相反）に関する審査を行う．埼玉医科大学利益相反管理規程の目的はその第 1 条に次のように示されている．

「第 1 条　この規程は，埼玉医科大学 利益相反マネージメントポリシーに基づき，埼玉医科大学（以下「大学」とい
う）の職員等の利益相反〔以下 COI （Conflict of Interest）という．〕を適切に管理し，産学官連携を含む社会貢献活
動の推進に資することを目的とする．」

3．活動報告
1）今年度の本委員会活動は以下の通りである．

6 月 6 日 公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（日高）
6 月 8 日 公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（毛呂）
6 月 13 日 公的研究費に係る説明会，利益相反（COI）管理について説明（川越）
7 月 9 日 第 10 回 COI 管理委員会開催 本部棟 4F 大会議室 13 時～
12 月 18-25 日 第 11 回 COI 管理委員会（メール会議）
1 月 30-2 月 1 日 第 12 回 COI 管理委員会（メール会議）
3 月 25-29 日 第 13 回 COI 管理委員会（メール会議）

2）審査の経過と結果
○第 10 回 COI 管理委員会
　第 9 回 COI 管理委員会開催後に受理した申告について審査　400 件
　（平成 29 年度公的研究費に関する利益相反に係わる申告（3 件）含む）
○第 11 回 COI 管理委員会（メール会議） 
　第 10 回 COI 管理委員会開催後に受理した申告について審査　131 件
　（外部機関所属研究者の自己申告（5 件）含む）
○第 12 回 COI 管理委員会（メール会議）
　平成 29 年度公的研究費に関する利益相反に係わる申告について審査　1 件
○第 13 回 COI 管理委員会（メール会議）
　第 12 回 COI 管理委員会開催後に受理した申告について審査　40 件
　（外部機関所属研究者の自己申告（1 件）含む）

3）審査結果まとめ
　①利益相反　
　　第一段階自己申告書（様式第 1 号）526 件
　・全て企業等との関係が「なし」⇒ 485 件
　　第二段階自己申告書（様式第 3 号） 36 件
　②責務相反　
　　第一段階自己申告書（様式第 2 号） 46 件
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・全て企業等との関係が「なし」⇒ 31 件
・企業との関係が　　　「あり」⇒ 15 件

第二段階自己申告書（様式第 6 号） 15 件

4．評価と次年度目標
　COI 管理委員会をメール会議を含め複数回開催した．自己申告書の審査および今後の COI 管理と審査体制，臨床研
究法に係る利益相反管理の対応について協議した．今後，COI 審査申請システムの導入を進めていく．
　委員会活動に問題点は認められない．
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1．8）動物実験委員会

1．構成員
委員長　森　隆（MORI, Takashi）： 総合医療センター 研究部：教授：医学研究センター安全管理部門 副部門長

動物分野（任期：R2.3.31)
委員　坂本　安（SAKAMOTO, Yasu）：中央研究施設 機能部門：教授（任期：R2.3.31）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター 病理部：教授（任期：R2.3.31）
西川　亮（NISHIKAWA, Ryo）： 国際医療センター 脳神経外科：教授（任期：R2.3.31）
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）： ゲノム医学研究センター 遺伝子治療部門：教授（任期：R2.3.31）　
小野川　傑（ONOGAWA, Tsuyoshi）：保健医療学部 臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授 （任期：R2.3.31） 
仁科正実（NISHINA, Masami）：医学部 中央研究施設 実験動物部門：准教授（任期：R2.3.31）
中島孔志（NAKAJIMA, Kohshi）：保健医療学部 医用生体工学科：講師（任期：R2.3.31）
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：医学部 中央研究施設 日高ブランチ 実験動物部門：講師（任期：R2.3.31）

2．目的
　埼玉医科大学内において実施される全ての動物実験に関して，「埼玉医科大学動物実験規程」を遵守した円滑な施
設運営および研究活動（動物実験）が行われるよう指導・教育を行う．さらに，動物実験委員会による動物実験計画
書の審査・承認を行い，適切に実施されるよう監視する．また，遺伝子組換え生物等を使用した動物実験を行う場合
には，組換え DNA 実験安全委員会による第二種使用等拡散防止措置承認申請書の審査・承認が適切に実施されるよ
う監視する．

3．活動報告

①平成 30 年度，各キャンパスから提出された動物実験計画書 228 件 [ 注意を要する動物実験計画書：組換え
DNA 実験（P1A 実験：81 件，P2A 実験：8 件），感染実験（ABSL1 実験：3 件，ABSL2 実験：9 件），劇物使用
実験：2 件，RI 使用実験：5 件）]，動物実験中間報告書・自己点検票 201 件，動物実験結果報告書・自己点検
票 27 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 64 件，動物実験（終了・中止）報告書 27 件，実験室設置
承認申請書 28 件について審査を行い承認した．

②随時メール審査を開催し，円滑に動物実験計画書，動物実験計画（変更・追加）承認申請書，実験室設置承認申
請書の審査を行い承認した．

③様式 8 動物実験の自己点検票，様式 9 飼養保管状況の点検票を用いた平成 30 年度の動物実験そして飼養保管状
況の自己点検を行った．

④動物実験計画書を審査する過程で，動物実験に従事する研究者は，教育訓練を受けていないと承認していない．
三キャンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）において，各飼養保管施設の実験動物管
理者が教育訓練・施設説明会を随時行っている（教育訓練・施設説明会の実施数：19 回，受講人数：218 人）．

⑤三キャンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）の飼養保管施設に飼養されている実験動
物種毎の飼養保管数（年間飼養保管数）は，マウス（2,125,433 匹），ラット（50,972 匹），ウサギ（2,135 羽），
ブタ（770 匹），コモンマーモセット（6,701 匹），カエル（1,272 匹）であった．

4．評価と次年度目標
　「埼玉医科大学動物実験規程」を遵守する精神は，学内に定着したようである．埼玉医科大学内において実施され
る全ての動物実験に関して，円滑な施設運営および研究活動（動物実験）が行われていた．随時実施したメール審査
による各種申請書類の審査から承認にいたるシステムが，各委員の協力により円滑に行えた．動物実験等に関する情
報公開の一環として，以下の 1-6 の内容を外部閲覧可能なホームページ（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/
animal/index.html）に行った．

1．埼玉医科大学動物実験規程，埼玉医科大学動物実験委員会規則
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2．自己点検評価の結果
3．外部検証の結果
4．飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5．その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験

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

物実験（終了・中止）報告書，様式 4 動物実験（中間・結果）報告書，様式 5 飼養保管施設設置承認申請書，
様式 6 実験室設置承認申請書，様式 7 施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届，様式 8 動物実験の自己点
検票，様式 9 飼養保管状況の点検票）

　今後もスムーズに研究活動を開始できるよう委員一丸となって努力したい．
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1．9）全学 RI 安全委員会

1．構成員
委 員 長　田中淳司 （TANAKA, Junji）：大学病院放射線科：教授（任期：H32.3.31）
副委員長　久慈一英 （KUJI, Ichiei）：国際医療センター核医学科：教授（任期：H32.3.31） 
委　　員　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長，総合医療センター放射線腫瘍科：教授（任期：H32.3.31）

熊倉嘉貴（KUMAKURA, Yoshitaka）：総合医療センター放射線科：教授（任期：H32.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）：総合医療センター病理部：教授（任期：H32.3.31）
松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：H32.3.31）
一色政志（ISSHIKI, Masashi）：中央研究施設 RI 部門，大学病院内分泌・糖尿病内科兼担：准教授（任期：

H32.3.31）
日詰光治（HIZUME, Kohji）：中央研究施設 RI 部門：講師（任期：H32.3.31）
西本正純 （NISHIMOTO, Masazumi）：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：講師（任期：H32.3.31）
熊崎　祐 （KUMAZAKI, Yu）：国際医療センター放射線腫瘍科：講師（任期：H32.3.31）
下垣里河（SHIMOGAKI, Satoka）：保健医療学部臨床検査学科：講師（任期：H32.3.31）
潮田陽一 （USHIODA, Youichi）：総合医療センター研究部：係長（任期：H32.3.31）
保坂勝仁（HOSAKA, Katsuhito）：総合医療センター中央放射線部：主任（任期：H32.3.31）
平野雅弥 （HIRANO, Masaya）：大学病院中央放射線部：課長補佐（任期：H32.3.31）

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

3．活動報告
　　平成 30 年度全学 RI 安全委員会（平成 30 年 9 月 26 日）　
　　於：毛呂山キャンパス　基礎医学棟 3 階カンファレンスルーム

出席者 9 人　欠席者 5 人
　　議事：1）構成委員について：変更なし

2）各放射線施設より定期検査・定期確認などの報告
3）放射線障害防止法の改正に伴う予防規程変更について

放射線障害防止法改正に伴い，平成 31 年 8 月 30 日までに原子力規制委員会へ予防規程変更届出が必要なことから，
各施設の状況について確認した．

今回の改正では規程に「放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合に，外部に情報を提供する
方法及び外部からの問合せに対応する方法」を規定することとなっているおり，大学ホームページを活用することと
した．

4．評価と次年度目標
　放射線障害防止法の改正に伴った放射線安全管理強化が必要とされている中，予防規程改正手続きを通して各施設
の管理体制について見直しと確認することができ，情報共有が進んだと考える．
　次年度は，医療法施行規則の一部改正に伴い医療放射線に係る安全管理強化が求められている．放射線利用に関連
するそれぞれの法改正に合わせ，全学的な放射線安全管理に貢献していくとともに，各施設の放射線安全管理に関す
る業務連携をさらに深めていきたい．
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1．10）組換え DNA 実験安全委員会

1．構成員
委 員 長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター ：教授（任期：R2.3.31）
副委員長　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：R2.3.31）
副委員長　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター：教授（任期：R2.3.31）
委　　員　村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学：教授（任期：R2.3.31）
委　　員　中野貴成（NAKANO, Takanari）：生化学：講師（任期：R2.3.31）
委　　員　佐藤浩二郎（SATO, Kohjiro）：大学病院 リウマチ膠原病科：准教授（任期：R1.3.31）
委　　員　森　隆（MORI, Takashi）：総合医療センター 研究部：教授（任期：R2.3.31）
委　　員　海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）: 国際医療センター 臨床検査医学 : 教授（任期：R2.3.31）
委　　員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）: 中央研究施設日高ブランチ 実験動物部門 : 講師（任期：R2.3.31）
委　　員　脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）: 保健医療学部臨床工学科 : 講師（任期：R2.3.31）
委　　員　菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：RA センター：講師（任期：R2.3.31）

2．目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学組換え DNA 実験安全管理規則第 3 条並びに第 4 条に則り，本学における組換え

DNA 実験の安全かつ適切な実施を確保するため，組換え DNA 使用実験申請書 （第 2 種使用等拡散防止措置承認書）
について審議し，学長に助言または勧告するための活動をする．

3．活動報告
電子メールによる会議を全 11 回開催した．
1）平成 30 年度の審査等の件数について

新規実験申請（承認 42 件）
変更申請（承認 33 件）
譲渡届（承認 3 件）
実験施設設置申請（6 件登録及び承認）
教育訓練，受講証明書の発行（51 件）

2）年度末報告書の提出について
平成 29 年度より，実験の状況について毎年翌年 5 月末日までに報告書の提出を求めることとした．29 年度末
から 30 年度初めにかけて，研究期間終了に伴う新規申請や延長申請が例年より多くみられた．ご自身の研究課
題の承認期間や研究内容を改めて確認していただき，より厳格な組換え生物の管理を行うためにも，一定の効果
があったと考えられる．

3）安全キャビネットの保守点検について
第 3 期として引き続き，研究マインド支援グラントに採択された．P2 実験室に設置している安全キャビネット
の保守点検は残り 2 台，更に HEPA フィルターの交換が 2 台必要である．現在，保守点検と交換手続き中である．
本件完了後，学内の P2 実験室における安全キャビネットの保守点検，フィルター交換が完了する．

4．評価と次年度目標
通常の審査，承認の業務に関しては滞りなく行われた．年度末の報告書の義務化により，より厳密に研究を管理す

る体制を整えることができた．変更届や新規申請の提出状況からも本報告書を義務化したことは意味があったと考え
る．また，病原性微生物委員会，動物実験委員会など関連する委員会とも適宜情報共有をし，連携を図ることができ
た．以上のことから，本委員会においては概ねの目標は達成されたといえる．
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1．11）特許等委員会

1．構成員（任期：令和 2年 3月 31 日）
委員長　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センターセンター長 , 免疫学 : 教授
副委員長　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター：教授
委員（アイウエオ順）
市岡　滋（ICHIOKA, Shigeru）: 大学病院 , 形成外科：教授
内田和利（UTIDA, Kazutoshi）: 大学事務部：部長
木﨑昌弘（KIZAKI, Masahiro）: 総合医療センター , 血液内科：教授
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：国際医療センター , 呼吸器病センター：教授
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）: 保健医療学部 , 医用生体工学科 : 教授
別所正美（BESSHO, Masami）: 学長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：専務理事
事務局（順不同）
菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）:RA センター , 知的財産・産学官連携担当 : 講師
豊田浩一（TOYODA, koichi）:RA センター , 知的財産・産学官連携担当 : 客員講師
林　利藏（HAYASHI, Toshizo）：RA センター , 知的財産・産学官連携担当：非常勤講師
大沢和弘（OSAWA, Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター , 事務室：係長 * 異動 H30.7.1
石川友美（ISHIKAWA, Tomomi）:RA センター , 知的財産・産学官連階担当 : 契約職員

2．目的：委員会の設置目的と当該年度の活動目標
　わが国の大学における学術研究は , これまで原著論文中心主義で行われてきた . それも ,Nature, Cell, Science といっ
たインパクトファクターの高い原著論文雑誌に自分の論文を発表することが学問的に最も価値のあることとされてき
た . 原著論文をレベルの高い学術雑誌に発表することの重要性は現在でもいささかも減っていないが , この数年 , そ
れと並んで , 大学人は自分たちの研究成果を社会へ還元することが強く望まれるようになった . 殊に , 小泉元首相が
主宰した総合科学技術会議において , わが国を製造立国から知財立国へ転換する方針が決定され ,2002 年には政府部
内に知的財産戦略会議が設置された . それ以来 , 知の創造の担い手である大学と知の活用を担当する産業界が協力し
てこの方針転換を実現するために , 論文発表前に特許等の出願をすることが強く望まれるようになった .
　このような背景の下で , 埼玉医科大学では平成 15 年 11 月 28 日開催の第 346 回教授会において , 学内特許規定第
3 条に基づいて特許等委員会の設立が承認され , 東博彦学長（当時）によって平成 15 年 12 月 2 日に第 1 回特許等
委員会が招集された .

平成 30 年度は，以下の項目を達成することを目標とした .
① 知的財産権の啓発および発明の発掘
② 出願後に発生する中間処理等の知財管理業務の円滑な実行
③ 技術移転等成功例の達成（目標 2 件）
④ 知財をベースとした外部研究資金の獲得

3．平成 30 年度の活動報告
本年度は 11 回の特許等委員会が開催され , 合計 18 件の特許出願の申請が審議された .
第 126 回特許等委員会 平成 30 年 4 月 3 日開催 1 件の特許出願を審議
第 127 回特許等委員会 平成 30 年 5 月 15 日開催 1 件の特許出願を審議
第 128 回特許等委員会 平成 30 年 6 月 5 日開催 1 件の特許出願を審議
第 129 回特許等委員会 平成 30 年 7 月 10 日開催 0 件の特許出願を審議
第 130 回特許等委員会 平成 30 年 9 月 4 日開催 2 件の特許出願を審議
第 131 回特許等委員会 平成 30 年 10 月 9 日開催 2 件の特許出願を審議
第 132 回特許等委員会 平成 30 年 11 月 6 日開催 3 件の特許出願を審議
第 133 回特許等委員会 平成 30 年 12 月 4 日開催 3 件の特許出願を審議
第 134 回特許等委員会 平成 31 年 1 月 8 日開催 0 件の特許出願を審議
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第 135 回特許等委員会 平成 31 年 2 月 12 日開催 3 件の特許出願を審議
第 136 回特許等委員会 平成 31 年 3 月 12 日開催 2 件の特許出願を審議

4．本年度の活動状況の評価と次年度の目標
　知財管理業務については , 特許出願後に特許庁に対し適切な対応をすることにより特許権を 17 件成立させること
ができた . また , 海外で特許を取得するため科学技術振興機構から出願に係る費用の支援を受け円滑に手続きを進め
ることができた（申請 3 件，採択 1 件）. 来年度も引き続き出願の中間処理手続きを円滑に行い特許の権利化を図る
とともに , 科学技術振興機構の海外特許出願支援制度へ申請する .
　技術移転活動については , 年 2 件の技術移転を目指し , 本年度は , 特許実施許諾契約の一時金及びランニングロイ
ヤルティが 6 件 13335 千円あった . 次年度も , 技術移転活動に引き続き挑戦する .

次年度も , 知的財産の活用に向けて技術移転活動を活発に進めていくとともに , 知的財産に関する規定等を学内に
徹底し発明を発掘していくことを主な目標とする .

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

以　上
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1．12）環境安全委員会

1．構成員
委員長　　別所正美（BESSYO, Masami）：学長 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
副委員長　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長 , 医学研究センター長 , 医学部免疫学 ･ 教授

（任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
委　員　堤　晴彦（TUTUMI, Haruhiko）：総合医療センター ･ 病院長 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター ･ 病院長 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部 臨床工学科 ･ 教授 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
藤田博暁（HUZITA, Hiroyuki）：保健医療学部 理学療法学科 ･ 教授 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
奥田昌彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長・教授 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
富谷智明（TOMIYA, Tomoaki）：教職員学生健康推進センター ･ 教授 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）: 医学研究センター所長・教授 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）
高橋秀夫（TAKAHASHI, Hideo）：施設部・副部長 （任期 : 令和 02 年 3 月 31 日）

2．目的
「埼玉医科大学環境安全規定　第 6 条」および「埼玉医科大学毒物・劇物管理規定　第 3 条」に基づき，学長から

の諮問に応ずることのほか，医療廃棄物 ,　毒物や劇物等の化学物質および病原体微生物等の管理の徹底 ,　バイオハ
ザードの防止 , 資源の再利用の促進 , 安全な労働環境の保持と向上 , 教職員の環境安全教育 , などを通じて本学の環境
安全に資することが本委員会の目的である．

3．活動報告
①今年度は，委員会の開催はありませんでした．

4．評価と次年度の目標
　医学研究センター運営会議で議論し，医学部教員代表者会議・保健医療学部教授会でも報告されたが，研究用薬物・
麻薬などに関し，次年度は医学研究センター安全管理部門薬物分野が各組織の情報を一元的に管理し，本委員会は規
程の見直しなど，調整的な役割を担うこととなった．
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1．13）グラント選考委員会

1．構成員（任期：H31.3.31）
委員長

　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長（医学研究センター長）
　委　員
　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事・RA センター長
　　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部長
　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長
　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長・国医セ泌尿器
　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長
　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長
　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長
　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター副病院長
　　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設長
　　永田　真（NAGATA, Makoto）：大学病院呼吸器内科 教授
　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター病理部 教授
　　石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）：総合医療センター消化器一般外科 教授
　　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム病態生理　教授（医学研究副センター長）
　　村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学 教授 

オブザーバー
別所正美（BESSHO, Masami）：学長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長
茂木　明（MOGI, Akira）：事務局長
和田　実（WADA, Minoru）：経理部次長
小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：研究支援管理副部門長

　事務担当者
　　杉山聡宏（SUGIYAMA, Toshihiro）：研究支援管理部門長

2．目的
　本委員会は，共同研究等審査委員会を引継ぎ，平成 18 年 7 月の教員代表者会議で承認され，同年 8 月発足した．「埼
玉医科大学補助金関連共同研究規則」の目的（第 1 条）を達成するための同規則第 5 条に基づく委員会である．医
学研究センター研究支援管理部門と連携し，「学内グラント」，「財団等から募集される科学研究費を除く研究助成金」
および「私立大学高度化推進特別補助の学外グラント」に対し研究者が応募する場合の学内選考を行う．

3．活動報告
　グラント選考委員会（平成 30 年 7 月 3 日）
　於：本部棟 2 階 会議室，出席 20 人　欠席（委任状提出）3 人
　議事：平成 30 年度学内グラント選考

丸木記念特別賞，一般枠および優秀な若手研究者を対象とした関口記念特別賞（一般枠から39歳以下を対象）
を募集した．さらに，学内グラント採択課題（一般枠，関口記念特別賞）が翌年，翌々年度に科研費採択の
場合に追加助成される奨励研究費（20 万円）の対象者を決定した．

　応募・審査結果（助成期間：平成 30 年 9 月 1 日～令和元年 8 月 31 日）
　　総応募数：40 件

1）丸木記念特別賞：5 件，2）一般枠：35 件
総採択数：29 件
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1）丸木記念特別賞：1 件，2）関口記念特別賞：1 件，3）一般枠：27 件
奨励研究費（助成期間：平成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
対象者：7 件

・丸木記念特別賞
1 千本松孝明（共通部門・教授：リサーチアドミニストレーションセンター）

　　　200 万円
　　　高効率 高品質な患者初代培養細胞由来 iPS 細胞誘導法の確立

・関口記念特別賞
1 矢野光剛（医学部・助教：国際医療センター　病理診断科）100 万円

　　　卵巣癌間質の特性：組織発生と役割からみた臨床病理学的意義
・一般枠

1 小田垣雄二（医学部・准教授：大学病院　神経精神科・心療内科）70 万円
　　　精神疾患の病態解明を目指した死後脳研究
　　2 前﨑繁文（医学部・教授：大学病院　感染症科・感染制御科）70 万円
　　　発熱性好中球減少症のメタゲノム解析を目指した革新的シークエンス技術の臨床応用
　　3 庄司拓平（医学部・講師：大学病院　眼科）70 万円
　　　緑内障と高度近視眼における特異的構造変化の可視化と早期発症機序の解明
　　4 中村泰大（医学部・准教授：国際医療センター　皮膚腫瘍・皮膚科）70 万円
　　　新規バイオマーカーによるメラノーマへの免疫チェックポイント阻害薬奏効免疫型の解明
　　5 佐川森彦（医学部・講師：総合医療センター　血液内科）70 万円
　　　白血病幹細胞に対する RRM1 および RRM2 を標的とした新規治療法の開発
　　6 丸谷康平（保健医療学部・助教：理学療法学科）70 万円
　　　軽度認知障害に対する汎用性の高いスクリーニングシステムおよび介入方法の構築
　　7 沼倉　茜（医学部・助教：大学病院　耳鼻咽喉科）70 万円
　　　双方向 VR 技術を用いた急性めまいにおける客観的眼球運動検査システムの開発
　　8 星島　宏（医学部・講師：大学病院　麻酔科）70 万円

アセトアミノフェンの鎮痛における下行性抑制系伝導路の関与についての研究
　　9 宮本　和（医学部・助教：総合医療センター　小児科）70 万円
　　　未熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオレドキシンの重要性
　  10 小林信春（医学部・講師：微生物学）70 万円
　　　細菌を用いたがん微小環境標的治療の分子基盤研究
　  11 中尾啓子（医学部・講師：生理学）70 万円
　　　Notch シグナルによる膵内分泌細胞の分化維持機構と新たな糖尿病治療戦略
　  12 鈴木　正（医学部・講師：教養教育）70 万円
　　　環境と結合した 1 次元開放量子スピン系の量子アニーリングと熱化
　  13 徳元康人（共通部門・講師：アドミッションセンター）70 万円

アダルト型オリゴデンドロサイト前駆細胞に特異的に発現するマーカー分子の探索
　  14 西本正純（医学部・講師：中央研究施設　日高ブランチ RI 部門）70 万円
　　　胚性幹細胞の腫瘍性を規定する遺伝子群の初期発生における機能解明
　  15 藤原智徳（保健医療学部・教授：臨床検査学科）50 万円
　　　体温変動を指標とした社会行動・情動行動の制御機構の解析
　  16 島田　朗（医学部・教授：大学病院　内分泌内科・糖尿病内科）50 万円
　　　1 型糖尿病への免疫学的介入 -BCG による自己免疫応答，インスリン分泌への影響 -
　  17 坂井浩佑（医学部・助教：総合医療センター　呼吸器内科）50 万円
　　　胸膜中皮腫のオートファジーに対するヒートショックプロテイン 70 の多面的作用
　  18 和氣大成（医学部・助教：総合医療センター　神経精神科）50 万円
　　　自覚的認知機能低下の人に対するアミロイド PET 結果告知の長期的影響
　  19 長谷部孝裕（医学部・教授：国際医療センター　病理診断科）50 万円
　　　原発及び脈管内腫瘍組織に基づく乳癌悪性度評価
　  20 大浦由香子（医学部・助教：総合医療センター　麻酔科）50 万円
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　　　人工酸素運搬体により産科危機的出血を制御する
　  21 鈴木啓介（医学部・客員講師：大学病院　小児外科）50 万円
　　　食道代替え鋳型を用いた自己生体内組織 biotube による一期的食道自律再生の研究
　  22 及川洋一（医学部・准教授：大学病院　内分泌内科・糖尿病内科）50 万円
　　　バセドウ病病態移入マウスモデルの作製の試み
　  23 坂本　航（医学部・助教：総合医療センター　小児科）50 万円
　　　新生児慢性肺疾患に対する脱分化脂肪細胞を用いた再生医療・細胞治療に関する研究
　  24 近藤秀幸（医学部・助教：国際医療センター　泌尿器腫瘍科）50 万円

リプログラミング療法に着目した腎癌の新規治療戦略の確立
　  25 亀井美登里（医学部・教授：社会医学）50 万円
　　　地域包括ケアシステム構築のための社会資本の活用
　  26 池田和博（医学部・講師：ゲノム医学研究センター）50 万円
　　　患者由来がん培養・移植に基づくミトコンドリア代謝を介する腫瘍増殖メカニズムの解明
　  27 平沢　統（医学部・助教：生理学）50 万円
　　　網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明

・奨励研究費
1 高木理英（免疫学）20 万円
2 小林信吾（総合医療センター  小児科）20 万
3 吉川圭介（薬理学）20 万円
4 黒川理樹（ゲノム医学研究センター）20 万円
5 丸山　敬（薬理学）20 万円
6 増谷　聡（総合医療センター  小児科）20 万円
7 岩佐健介（薬理学）20 万円

4．評価と次年度目標
　丸木記念特別賞は，例年通り「長年に渡る，複数の業績に裏付けられたストーリー性を持つ研究テーマ」かつ「そ
の主要な成果が本学における研究活動で得られたもの」に重点を置いた選考を行った．また，科研費の採択支援を目
的とした一般枠は，今年度の科研費に非採択の研究を対象に選考を行った．優秀な若手研究者を対象とした関口記念
特別賞は，39 歳以下を対象として一般枠の中から投票で決定した．
　学内グラントの採択課題（一般枠，関口記念特別賞）が翌年，翌々年度に科研費採択された場合に奨励研究費（20
万円）の追加助成を実施するのは今年度で 2 年目であり，今年度の科研費採択は前年度とほぼ同様の水準であった．
　科研費採択の件数・総額のさらなる増加を次年度以降の目標とし，今後は一般枠においてフィードバック評価 A
および B の課題に応募を限定すること等の応募資格変更を行う予定である．今後も，医学研究センターの研究支援
管理部門と連携しながら，守秘義務を遵守し，公正な選考が継続されるよう努めていきたい．
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1．14）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会

1. 構成員（任期：R02.3.31）
委員長：松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：（副学長，リサーチアドミニストレーションセンター副センター長）
委　員：茂木　明（MOGI, Akira）：（法人事務局長）
委　員：亀井美登里（KAMEI, Midori）:（社会医学・教授）
委　員：田丸淳一（TAMARU, Junichi）:（総医セ病理部・教授）（任期：R02.3.31）
委　員：海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）:（国医セ臨床検査医学・教授）
委　員：奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）:（ゲノム医学研究センター・所長）
委　員：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）:（保健医療学部・学部長）
委　員：所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）:（短期大学・副学長）
委　員：小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）:（リサーチアドミニストレーションセンター教授・シニアＵＲＡ）
委　員：千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）:（リサーチアドミニストレーションセンター教授・シニアＵＲＡ）
外部委員：野木尚郎（NOGI, Hisao）:（法律の専門家）
外部委員：井上晶子（INOUE, Akiko）:（一般の立場の者）
外部委員：大西正夫（OHNISHI, Masao）:（一般の立場の者）
事務局：佐藤勝茂（SATO, Katsushige）:（リサーチアドミニストレーションセンター）
オブザーバー：池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）:（埼玉医科大学雑誌編集委員長）

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

3．活動報告
　第 3 回委員会： 平成 30 年 12 月 3 日　出席者 13 名（うち委員 10 名）

◇議事内容
①研究活動における不正行為防止策について
②医大雑誌掲載報告書関連記事の学外非開示に関する勧告について
③その他事項

4．評価と次年度目標
　本委員会は，公的研究費の管理・監査のガイドラインが求める研究公正推進のため，平成 26 年 10 月に設置された．
平成 27 年 4 月に設置されたリサーチアドミニストレーションセンターが，コンプライアンス推進・研究倫理教育責
任体制，業務監査室と連携し研究費適正使用，研究倫理教育推進のため活動している．研究活動の不正行為，不適切
使用の防止策について検討していく．

　以　上
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1．15）病原性微生物等管理委員会

1．構成員
委員長 松井政則 （MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：H31.3.31）
副委員長 村上　孝 （MURAKAMI, Takashi）：微生物学：教授（任期：H31.3.31）

前田卓哉 （MAEDA, Takuya）：微生物学：准教授（任期：H31.3.31）
委員　 森　隆 （MORI, Takashi） : 総合医療センター研究部：教授（任期：H31.3.31）

光武耕太郎 （MITSUTAKE, Kohtaro）：国際医療センター・感染症科・感染制御科：教授（任期：H31.3.31）
佐藤正夫 （SATO, Masao） 保健医療学部・臨床検査学科：教授（（任期：H31.3.31）
池田和博 （IKEDA, Kazuhiro）：ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門：講師（任期：H31.3.31））
河村　亨（KAWAMURA, Toru）：臨床検査医学（中央検査部）：係長（（任期：H31.3.31）

2．目的
　本委員会は，学校法人埼玉医科大学病原体等安全管理規則第 4 条に則り，本学における病原体等の取扱いに係る
安全確保の適正な実施のために設置された．平成 30 年度は，病原体等取扱申請，感染実験室使用申請等の審査を委
員全員で注意深く行うこと，および病原体等新規取扱者への教育訓練を行うことを活動目標とした．

3．活動報告
①第 18 回メール会議（平成 30 年 4 月 2 日～ 5 月 2 日）出席 8 人　欠席 0 人

議事：（1）継続申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件，承認

　（2）新規申請書の審査：
指定実験室使用申請書 1 件，病原体等取扱変更承認申請書 1 件　承認

②第 19 回メール会議（平成 30 年 5 月 18 日～ 5 月 23 日）出席 8 人　欠席 0 人
議事：（1）新規申請書の審査：

病原体等取扱申請書 1 件，病原体等移動（受入）申請書 2 件，承認
③第 20 回メール会議（平成 30 年 6 月 7 日～ 6 月 26 日）出席 8 人　欠席 0 人

議事：（1）新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 2 件，承認

　（2）病原体等保有状況の調査結果について（文科省からの依頼）
　（3）病原微生物新規取扱者 3 名に対する教育訓練を行った．

④第 21 回メール会議（平成 30 年 7 月 5 日～ 7 月 12 日）出席 8 人　欠席 0 人
議事：（1）新規申請書の審査：

指定実験室使用申請書 1 件，病原体等取扱申請書 1 件，承認
病原体等移動（受入）申請書 2 件，承認

⑤第 22 回メール会議（平成 30 年 8 月 27 日～ 9 月 5 日）出席 8 人　欠席 0 人
議事：（1）新規申請書の審査：

病原体等取扱申請書 1 件，病原体等移動（受入）申請書 1 件，承認
⑥第 23 回メール会議（平成 31 年 1 月 7 日～ 1 月 29 日）出席 8 人　欠席 0 人

議事：（1） 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件，病原体等移動（受入）申請書 3 件，承認

⑦第 24 回メール会議（平成 31 年 2 月 7 日～ 2 月 27 日）出席 8 人　欠席 0 人
議事：（1）継続申請書の審査：

病原体等取扱申請書 11 件，承認
　（2）新規申請書の審査：

病原体等取扱申請書 1 件，承認
⑧第 24 回メール会議（平成 31 年 2 月 28 日～ 3 月 7 日）出席 8 人　欠席 0 人

議事：（1）継続申請書の審査：
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　　　　　　　病原体等取扱申請書 4 件，承認

4．評価と次年度目標
　本委員会における概ねの目標は達成された．次年度も，委員全員で注意深く申請書の審査を行う．
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1．16）教員短期留学制度選考委員会

1．構成員（任期：R2.3.31）
委員長 藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：脳神経外科：教授
副委員長 魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：准教授
委員 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科：教授
 佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
 田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授
 三村俊英（MIMURA, Toshihide）: リウマチ膠原病科：教授
 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ：教授
 辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授
 土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科：教授
 篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授
 木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授
 橋本正良（HASHIMOTO, Masayoshi）：総合診療内科：教授
 石原　理（ISHIHARA, Osamu）：産科・婦人科：教授
 菅　理江（SUGE, Rie）：生理学：講師
 周防　諭（SUO, Satoshi）：薬理学：講師

2．目的
　教員短期留学制度における留学者の選考を行う．

3．活動報告
　次年度（平成 31 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った．
　平成 30 年 11 月 13 日　於：医学部 7 号館 1 階会議室　出席者 7 人　
　議事：応募者 5 名について審査を行った．あらかじめ選考委員には応募者の申請書類を送付し，4 項目を各 5 点，

合計 20 点満点での採点を依頼した．また，委員会当日の欠席予定者からは委任状をとった．委員会当日は
全委員の採点結果をもとにさらに細かく内容を吟味（留学施設選択の動機，目的の明瞭さ，推薦状の内容，
受け入れ施設からの受け入れ許可の有無，論文発表や国際学会参加の有無，提出書類の全体的な評価，など）
し，最終的に 5 名を合格とした．

4．評価と次年度目標
　11 年目となる次年度の留学者の選考審査であった．今後も引き続き円滑な審査を行って行きたいと考えている．
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1．17）寄附研究部門設置委員会

1．構成員（任期：R02.3.31）
委員長：別所正美（BESSHO, Masami）：（学長）
委　員：棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：（専務理事）
委　員：吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：（副理事長）
委　員：松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：（副学長 , リサーチアドミニストレーションセンター副センター長）
委　員：土田哲也（TUCHIDA, Tetsuya）（副学長）
委　員：木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）（副学長）
委　員：奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：（ゲノム医学研究センター所長）
委　員：織田弘美（ODA, Hiromi）：（大学病院長）
委　員：堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：（総合医療センター病院長）
委　員：小山　勇（KOYAMA, Isamu）：（国際医療センター病院長）
委　員：茂木　明（MOGI, Akira）：（法人事務局長）
委　員：菅原哲雄（SUGAWARA, Tetsuya）：（リサーチアドミニストレーションセンター講師，知的財産・産学官

連携担当）
　事務局：佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：（ＲＡセンター）

2．目的
　本委員会は，奨学を目的とする個人又は法人若しくは団体からの寄附を有効に活用し，もって本学の特色ある教育
研究の推進及び充実を図るために組織される寄附研究部門の設置および運営について審議するため，埼玉医科大学寄
附研究部門規程に則り設置された委員会である．

3．活動報告
　平成 30 年度の委員会開催実績は無い．

4. 評価と次年度目標
寄附研究部門設置の申し込みがあった場合，円滑かつ適切な審査を行うものとする．

　以　上
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1．18）化学物質等管理対策会議

1．構成員
　議　　長　淡路健雄  （AWAJI, Takeo）：薬理学教室：准教授
　委　　員　奥田晶彦　（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター　発生・分化・再生部門：教授
　委　　員　下岡聡行　（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部・臨床工学科：教授
　委　　員　藤田博暁　（FUJITA, Hiroaki）：保健医療学部・理学療法学科：教授
　委　　員　池澤敏幸　（IKEZAWA, Toshiyuki）：埼玉医科大学　医務部： 部長
　委　　員　土田敦子　（TSUCHIDA, Noriko）：埼玉医科大学　教養教育（化学）：講師
　委　　員　和田　実　（WADA, Minoru）：経理部・購買課：次長
　委　　員　関根真吾　（SEKINE, Shingo）：国際医療センター・総務課　施設：
　委　　員　吉澤健太郎（YOSHIZAWA, Kentarou）：国際医療センター・総務課：主任
　委　　員　高橋秀夫　（TAKAHASHI, Hideo）：施設部 施設管理課：副部長
　委　　員　島田正孝　（SHIMADA, Masataka）：施設部　環境整備課：課長補佐

2．目的
　基本学科における，化学物質の総合的な安全適正管理の推進に向け別所学長の指示の下設置．安全適正管理の実施
主体である施設部・環境整備課に対して環境安全委員会と共に適切な化学物質管理・運用を行うための助言・サポー
トを行うことを目的に，本化学物質対策会議は学内活動を行ってきた．
　本化学物質対策会議は，これまでの活動により目的は達成されたと考えられ，平成 30 年度末にて解散となった．
また，今年度実施した H30 研究マインド支援グラント「学内化学物質管理システム導入に向けた評価」に対しては
研究センター安全管理部門・薬物分野が継続して評価を行う予定である．

3．活動報告
　薬物管理システム概要説明会（平成 30 年 7 月 5 日 ,H30 研究マインド支援グラント「学内化学物質管理システム
導入に向けた評価」）  於：図書館サーバールーム
　薬物管理システムサーバー設置（平成 30 年 9 月 26 日 ,H30 研究マインド支援グラント「学内化学物質管理シス
テム導入に向けた評価」）  於：図書館サーバールーム
　薬物管理システムクライアント設置（平成 31 年 3 月 26 日 ,H30 研究マインド支援グラント「学内化学物質管理
システム導入に向けた評価」）
　薬物管理システムクライアント説明会（平成 31 年 3 月 28 日 ,H30 研究マインド支援グラント「学内化学物質管
理システム導入に向けた評価」）

4．評価と次年度目標
　化学物質対策会議は目標とした基本学科における法定化学物質の使用量報告と在庫の大学への報告の定型業務化へ
の検証・実践に関して上記プロジェクトを実施し，基本学科における業務効率化について検討を行っている．この事
より昨年度企図した目標は達成できたと考えている．
　次年度目標は，本会議は解散となり該当しない．
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1．19）特定認定再生医療等委員会

1．構成員
委員長　石原　理（ISHIHARA, Osamu）：大学病院産婦人科：教授
委　員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授
 三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム・遺伝子治療部門：教授
 大竹　明（OTAKE, Akira）：大学病院小児科：教授
 池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）：大学病院耳鼻咽喉科：教授
 池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：大学病院中央検査部：教授
 田坂大象（TASAKA, Taizo）：総医セ輸血部：教授
 他，学外委員 10 名
事務局 佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：リサーチアドミニストレーションセンター
 斎藤喜久江（SAITO, Kikue）：リサーチアドミニストレーションセンター
 小鷹徳子（ODAKA, Noriko）：リサーチアドミニストレーションセンター

2．目的
　該当なし

3．活動報告
　該当なし

4．評価と次年度目標
　該当なし
　廃止
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1．20）研究支援 e ラーニング管理委員会

1．構成員（任期：R02.3.31）
委員長：松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：（副学長，リサーチアドミニストレーションセンター副センター長）
委　員：椎橋実智男（SHUBASHI, Michio）：（情報技術支援推進センター）
委　員：亀井美登里（KAMEI, Midori）:（社会医学・教授）
委　員：田丸淳一（TAMARU, Junichi）:（総医セ病理部・教授）（任期：R02.3.31）
委　員：海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）:（国医セ臨床検査医学・教授）
委　員：千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）:（リサーチアドミニストレーションセンター教授・シニアＵＲＡ）
委　員：町田早苗（MACHIDA, Sanae）:（医学研究センター）
事務局：佐藤勝茂（SATO, Katsushige）:（リサーチアドミニストレーションセンター）

2．目的
　本委員会は，本学における研究活動に係る教職員，委託職員，学生等に対して実施する教育用 e ラーニング教材の
質，得られた情報の管理体制が適切か審議するため，埼玉医科大学研究支援管理 e ラーニング運営規則に則り設置さ
れた委員会である．

3．活動報告
　平成 30 年度の活動実績は無い．

4．評価と次年度目標
　研究関連 e ラーニングは，リサーチアドミニストレーションセンターが実施するコンプライアンス教育，研究倫理
教育，医学研究センターが実施する研究安全管理関係教育となっている．それぞれの運営会議で教育内容を協議して
おり，本委員会設立時の目的は達成したものと考えられる．次年度以降の活動については，委員会の発展的解消も含
め検討していく．

　以　上
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1．21）臨床研究審査委員会

1．構成員（任期：R2.3.31）
　委 員 長　小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授
　副委員長　西川　亮（NISHIKAWA, Ryo）：国際医療センター脳脊髄腫瘍科：教授
　　　　　　山田健人（YAMADA, Taketo）：医学部病理学：教授
　委　　員　田坂大象（TASAKA, Taizo）：総合医療センター輸血部：教授
　 　　山崎　力（YAMAZAKI, Tsutomu）：国際福祉大学未来研究支援センター：センター長 / 教授
　 　　藤田朋恵（FUJITA, Tomoe）：獨協医科大学薬理学：教授
　 　　岩志和一郎（IWASHI, Waichiro）：早稲田大学院法学学術院：教授
　 　　野木尚郎（NOGI, Hisao）：浦和サライ法律事務所：弁護士
　 　　浮ケ谷幸代（UKIGAYA, Sachiyo）：相模女子大学人間社会学：教授
　 　　古川　隆（FURUKAWA, Takashi）：株式会社 ABC：代表取締役
　 　　井上晶子（INOUE, Akiko）：立教大学観光研究所：特任研究員 / 杏林大学：特任講師

2．目的
　本委員会は，臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号．以下「法」という．）第 23 条に規定する臨床研究審査委員会
として厚生労働省の認定を受け，法，臨床研究法施行規則（平成 30 年厚生労働省令第 17 号．以下「省令」という．）
の定めるところにより，審査意見業務を行う．また，省令第 66 条第 4 号 4 項に規定される年 12 回以上の委員会を
開催する．
　今年度は，法施行に伴い，埼玉医科大学病院，総合医療センター，国際医療センターで現在実施中の臨床研究のう
ち，特定臨床研究に該当し平成 31 年度以降も継続して行う研究について，経過措置の期間内に乗せ換え審査および
厚生労働大臣への届出が完了するよう各病院の臨床研究支援部門と連携し説明，教育，周知に努めた．

3．活動報告
（1）委員会開催日

①第 1 回委員会（平成 30 年 5 月 29 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 10 名　欠席 1 名
②第 2 回委員会（平成 30 年 7 月 11-18 日）：メール会議
③第 3 回委員会（平成 30 年 7 月 31 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 9 名　欠席 2 名
④第 4 回委員会（平成 30 年 8 月 28 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 11 名　欠席―名
⑤第 5 回委員会（平成 30 年 9 月 28 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 9 名　欠席 2 名
⑥第 6 回委員会（平成 30 年 10 月 26 日）本部棟 1 階大学院講義室　出席 10 名　欠席 1 名
⑦第 7 回委員会（平成 30 年 11 月 26 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 10 名　欠席 1 名
⑧第 8 回委員会（平成 30 年 12 月 27 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 9 名　欠席 2 名
⑨第 9 回委員会（平成 31 年 1 月 29 日）国際医療センター教育研究棟 2 階大講堂　出席 10 名　欠席 1 名
⑩第 10 回委員会（平成 31 年 2 月 13 日）国際医療センター教育研究棟 5 階 L-5-2　出席 9 名　欠席 2 名
⑪第 11 回委員会（平成 31 年 2 月 28 日）国際医療センター管理棟 3 階大会議室　出席 8 名　欠席 3 名
⑫第 12 回委員会（平成 31 年 3 月 7 日）国際医療センター C 棟 2 階会議室　出席 6 名　欠席 5 名

（2）主な審議内容
　経過措置の乗せ換え審査 14 件（学内 6 件，学外 8 件），新規申請 1 件（学内），変更申請 8 件の審査を行った．
　詳細は，埼玉医科大学臨床研究審査委員会ホームページを参照．
　（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/rinshokenkyu/）
　なお，ホームページには省令に定める公表情報を含む次の情報を掲載しており，学内外から閲覧可能である．また
臨床研究法に基づき，厚生労働大臣に対する認定の申請や変更の届出等の手続を行うための認定臨床研究審査委員会
申請・情報公開システム（jCRB）にも本委員会情報が掲載されている．
　1. 開催日程，審査受付状況，審査手数料
　2. 臨床研究審査委員会規則，運用ポリシー，業務手順書，研究者向けマニュアル
　3. 議事要旨（主な審議内容，審査結果）
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4. 委員名簿
5. 各申請手続きのフロー
6. 各種申請様式
7. 問い合わせ窓口

（3）相談業務
通常の各種問い合わせ対応の他，学内の研究者向けに予約制のコンサルテーション窓口を開設しており，今年度は

20 件，90 課題のコンサルテーションを行った．特定臨床研究の該当性から研究計画に関するものまで，様々な相談
に対応している．

（4）教育活動
1．学内の侵襲（軽微な侵襲を含む）を伴い介入を行う研究を実施中または今後実施予定の教職員を対象に，以下

の通り 3 キャンパスで臨床研究法および本委員会ついて説明会を行った．特定臨床研究に該当する研究を実施
している場合，経過措置期間内に法対応の乗せ換え審査を経て厚生労働大臣への届出を完了するか，終了報告を
提出しなければならない旨を広く周知した．

・臨床研究法に関する説明会　①日高キャンパス　（2018 年 4 月 23 日）
②川越キャンパス　（2018 年 5 月 1 日）
③毛呂山キャンパス（2018 年 5 月 8 日）

2．臨床研究審査委員会委員および事務局の教育・研修・情報収集の一環として以下に参加した．
・中央治験審査委員会・中央倫理審査委員会基盤整備事業説明会（2018 年 4 月 20 日）
・倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修プログラム（2018 年 7 月 21 日）　
・第 57 回医学系大学倫理委員会連絡会議（2018 年 7 月 2 日 -3 日）
・大阪大学医学部附属病院 IRB/REC 事務局セミナー（2018 年 9 月 6 日）
・研究公正シンポジウム 特定臨床研究の分別と事務局運営（2018 年 11 月 12 日）
・認定臨床研究審査委員会 関東・信越地域交流フォーラム（2019 年 1 月 22 日）
・平成 30 年度倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（慶應義塾大学・2019 年 2 月 24 日）

（5）その他の活動
省令第 80 条 2 項，3 項に定める疾患領域および生物統計領域の技術専門員候補として，学内 3 キャンパスの講師

以上の教員に対して専門領域についての登録を依頼し，約 460 名の技術専門員候補者登録を行いデータベース化し
た．学内の技術専門員で対応できる審査案件に関しては，データベースから専門領域の教員を抽出し，個別に技術専
門員評価書作成を依頼する．
　また，学外 2 機関に依頼し，生物統計の専門家を技術専門員として確保し評価書の作成を依頼した．

4．評価と次年度目標
　今年度発足した本委員会においては，省令で定める更新要件である年 12 回以上の委員会開催について達成するこ
とができた．申請案件は学内外ほぼ同数であったが，県内で臨床研究審査委員会を設置している機関が本学以外ない
ため，近隣医療機関からの審査依頼に対応する必要がある．
　経過措置の乗せ換え審査対応が年度内で終了し，平成 31 年度以降は，継続的な審査案件の維持および年 12 回の
委員会開催が目標である．また，委員会発足後 1 年経過し，手探りだった状況から委員会の流れが確立してきたた
め手順書関連の見直しや運用の再点検を行い，疾病等報告・不具合報告に関する手順，定期報告に関する手順を策定
する．
　引き続き委員および事務局の外部教育・研修への参加を促進し，厚生労働省が実施する模擬審査事業に応募するな
ど，更なる審査の質の向上を目指したい．
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2．1）大学院委員会

1．構成員（任期：2020 年 3月 31 日）
　議　長　学長　別所正美（BESSHO, Masami） 
　委　員（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，3 号構成員）
　　　　別所正美（BESSHO, Masami） 学長，理事　
　　　　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 2 号）
　　　　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro） 医学研究科長，副学長
　　　　千田みゆき（CHIDA, Miyuki） 看護学研究科長　　　
　　　　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 3 号）
　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo） 理事
　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio） 理事
　　　　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員）
　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya） 副学長　
　　　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho） 副学長 , 医学研究センター長
　　　　森　茂久（MORI, Shigehisa） 副学長 , 医学研究センター長
　　　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki） 医学部長　　　
　　　　加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki） 保健医療学部長
　　　　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo） 医学研究科博士課程運営委員長
　　　　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki） 医学研究科修士課程運営委員長
　　　　冨田幸江（TOMITA, Sachie） 看護学研究科修士課程運営委員長
　　　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko） ゲノム医学研究センター所長
　　　　織田弘美（ODA, Hiromi） 大学病院長
　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko） 総合医療センター病院長
　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu） 国際医療センター病院長
　　　　持田　智（ MOCHIDA, Satoshi） 図書館長
　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide） 医療人育成支援センター長
　　　　（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 4 号構成員）
　　　　永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi） 医学研究科博士課程選出代表指導教員
　　　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki） 医学研究科博士課程選出代表指導教員
　　　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi） 医学研究科博士課程選出代表指導教員
　　　　赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu） 医学研究科修士課程選出代表指導教員
　　　　野田智子（NODA, Tomoko） 看護学研究科修士課程選出代表指導教員
　・事務局等
　　◇大学事務部
　　　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi） 保健医療学部事務室　室長
　　　　下田裕子（SHIMODA, Yuko） 医学部事務室　課長
　　　　鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki） 保健医療学部事務室　係長
　　　　山口明美（YAMAGUCHI, Akemi） 保健医療学部事務室　係長
　　　　鳥海佳代（TORIUMI, Kayo） 医学部事務室　主任
　　　　吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko） 医学部事務室　主任

2．目的
　本委員会は，医学研究科及び看護学研究科を統括する役割の委員会として，各研究科の連絡調整に関する事項，学
部等その他の機関との連絡調整に関する事項等の審議にあたることを目的としている．
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3．活動報告
◇委員会の開催　
　平成 31 年 3 月 12 日
◇主な内容と審議結果
（医学研究科博士課程）
（1）学位取得者　40 件（甲種 18 件，乙種 22 件）の報告
（2）平成 30 年度後期入学大学院入学者選抜試験及び平成 31 年度前期入学大学院第 1 回，第 2 回入学者選抜試験

の実施と合否判定の報告
（3）第 73，74 回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定の報告
（4）研究発表会の実施（4 月 27 日，5 月 18 日，6 月 22 日，9 月 21 日，10 月 26 日，3 月 22 日）報告
（医学研究科修士課程）
（5）学位取得者 11 件（生体機能科学分野 3 件，生体医工学分野 5 件，理学療法学分野 3 件）の報告
（6）平成 31 年度大学院医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（7）研究計画発表会（5 月 12 日），研究発表会（11 月 10 日）の実施
（看護学研究科修士課程）
（8）学位取得者 6 件（基礎看護学・看護管理学領域 4 件，地域活動看護学領域 1 名，成人看護学領域 1 件）の報

告
（9）平成 31 年度大学院看護学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（10）研究計画発表会（11 月 24 日），研究発表会（12 月 8 日）の実施
（全体）
（11）入学式（平成 31 年 4 月 8 日）の挙行の報告
（12）学位記授与式（修士課程 : 平成 31 年 3 月 12 日，博士課程 : 平成 31 年 3 月 30 日）の挙行の報告

4．評価と次年度目標
　本年度も報告及び活発な意見交換がなされ，両研究科を統括する委員会として適正な運営が行われ十分機能した．
来年度も更に連携を強化し運営に努めていく．
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2．2）大学院医学研究科委員会

1．構成員
　（第 410 回‐第 420 回）
　（任期：平成 30 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）
　議長　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
　◇役職指定者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 1 号構成員）
　　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：医学研究科長
　　別所正美（BESSHO, Masami）：学長
　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長
　※木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長
　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長
　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）: 医学部長
　　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：医学研究科博士課程運営委員長
　　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：医学研究科修士課程運営委員長
　※森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長
　※松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センター長
　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長
　　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設長
　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：医学教育センター卒後医学教育部門長
　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長
　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長
　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長
　　藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：国際交流センター長
　　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター長
　◇科目責任者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 2 号構成員）
　生物・医学研究系
　　永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学
　　渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：生理学
　※村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）: 生化学
　※奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学
　　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学
　　佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：病理学
　　村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学）
　※松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：免疫学
　　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：生体機能科学
　※小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：生体医工学
　社会医学研究系
　　亀井美登里（KAMEI, Midori）：社会医学
　　高田　綾（TAKADA, Aya）：法医学
　臨床医学研究系
　　麻生範雄（ASOU, Norio）：血液内科学
　　田坂大象（TASAKA, Taizo）：輸血 ･ 細胞移植学
　　前﨑繁文（MAESAKI, Shigefumi）: 感染症科 ･ 感染制御学
　　畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）：腫瘍内科学
　　加藤律史（KATO, Ritsushi）：循環器内科学
　　永田　真（NAGATA, Makoto）：呼吸器内科学
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　※三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ ･ 膠原病内科学
　　持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：消化器・肝臓内科学
　　今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）：消化管内科学
　　野田光彦（NODA, Mitsuhiko）：内分泌・糖尿病内科学
　　野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：神経内科学
　　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：腎臓内科学
　　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：総合内科学
　　鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）：心臓血管外科学
　　篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器外科学
　　大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）：乳腺腫瘍学
　　尾花和子（OBANA, Kazuko）：小児外科学
　　金子公一（KANEKO, Koichi）：呼吸器外科学（9 月まで）
　　中山光男（NAKAYAMA, Mitsuo）：呼吸器外科学（10 月より）
　　大竹　明（OTAKE, Akira）：小児科学
　　石原　理（ISHIHARA, Osamu）：産科婦人科学
　　太田敏男（OTA, Toshio）：精神医学
　　中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：皮膚科学
　※織田弘美（ODA, Hiromi）：整形外科学
　　松居　徹（MATSUI, Toru）：脳神経外科学
　　朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科学
　　菅澤　正 （SUGASAWA, Masashi） ：耳鼻咽喉科学
　　篠田　啓（SHINODA, Kei）：眼科学
　　北村　晶（KITAMURA, Akira）：麻酔学
　　新津　守（NIITSU, Mamoru）：放射線医学
　　佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：口腔外科学
　　中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）：形成外科学
　　倉林　均（KURABAYASHI, Hitoshi）：リハビリテーション医学
　　赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：理学療法学
　　高橋孝郎（TAKAHASHI, Takao）：緩和医療学
　　海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：臨床検査医学
　　杉山　聡（SUGIYAMA, Satoru）：救急医学
　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：臨床腫瘍学
　医科学研究系
　※鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：生体機能科学（臨床検査学）
　※奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）生体機能科学（ゲノム）
　※小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：生体医工学
　※赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：理学療法学
　◇その他選出者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 3 号構成員）
　　片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：研究科長推薦
　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：研究科長推薦
　　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：研究科長推薦
　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究科長推薦
　　持木彫人（MOCHIKI, Erito）：研究科長推薦
　　堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：研究科長推薦
　　松井政則（MATSUI, Masanori）：研究科長推薦
　　　　　　　　　　　　　　　計：66 名　定足数：44 名（第 410 回‐第 411 回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　65 名　定足数：44 名（第 412 回‐第 420 回）
　・事務局等
　◇オブザーバー : 
　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長
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　◇大学事務部
　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：部長
　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：保健医療学部事務室 室長
　　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：医学部事務室 次長
　　岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：医学部事務室 課長
　　下田裕子（SHIMODA, Yuko）：医学部事務室 課長
　　村田正樹（MURATA, Masaki）：医学部事務室 課長
　　山口明美（YAMAGUCHI, Akemi）：保健医療学部事務室 係長
　　吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）：医学部事務室 主任
　　鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）：医学部事務室 主任

2．目的
　大学院医学研究科委員会は，新しい教員組織の「教育・研究組織」の基，大学院教育の最高決議機関として，運営
全般に関わる重要事項を審議することを目的とする．

3．活動報告
　◇開催日
　　第 410 回： 4 月 27 日（金）出席者 51 名 学位審査： 博士課程 4 件
　　第 411 回： 5 月 18 日（金）出席者 48 名 学位審査： 博士課程 0 件
　　第 412 回： 6 月 22 日（金）出席者 46 名 学位審査： 博士課程 3 件
　　第 413 回： 7 月 20 日（金）出席者 48 名 学位審査： 博士課程 2 件
　　第 414 回： 9 月 21 日（金）出席者 50 名 学位審査： 博士課程 5 件
　　第 415 回：10 月 26 日（金）出席者 44 名 学位審査： 博士課程 2 件
　　第 416 回：11 月 16 日（金）出席者 47 名 学位審査： 博士課程 0 件
　　第 417 回：12 月 21 日（金）出席者 55 名 学位審査： 博士課程 4 件
　　第 418 回： 1 月 25 日（金）出席者 52 名 学位審査： 博士課程 3 件
　　第 419 回： 2 月 22 日（金）出席者 53 名 学位審査： 博士課程 5 件， 修士課程 11 件
　　第 420 回： 3 月 22 日（金）出席者 53 名 学位審査： 博士課程 12 件
　　開催回数：11 回
　　平均出席者数：49 名
　　学位審査計：博士課程 40 件（合格 40 件）
　　　　　　　　　修士課程 11 件（合格 11 件）
　◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学則の一部改正（修士課程学位名称の追加）
（3）学則別表の一部改正（専攻分野の追加（医学教育学，医療安全管理学，ゲノム医療学）
　　ならびに授業科目の追加（医学教育学，医療安全管理学，ゲノム医療学，緩和医療学）
　　による）

（4）学位規則の一部改正（修士課程学位名称の追加）
（5）大学院組織図の一部改正
（6）大学院医学研究科ベストティーチャー賞について
（7）学位申請書類等の整備
（8）指導教員資格の見直しについて
（9）論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用方法検討について
（10）大学院早期修了に関する要件の見直し，今後の審査のあり方等について
（11）学位申請論文の基準について
（12）ペーパーレス会議導入
（13）博士課程研究発表会の実施（4 月 27 日，5 月 18 日，6 月 22 日，9 月 21 日，10 月 26 日，3 月 22 日）
（14）学位審査申請に関わる相談願について
（15）修士課程研究発表会の実施（5 月 12 日，11 月 10 日）
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（16）学位審査申請者の申請資格の承認と審査委員会設置：博士課程 36 件，修士課程 11 件
（17）平成 30 年度博士課程後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 31 年度博士課程前期入学大学院第 1 回，

第 2 回入学者選抜の実施と合否判定
　　　平成 30 年度後期入学：出願者 1 名，受験者 1 名 ，合格者 1 名
　　　平成 31 年度前期入学第 1 回：出願者 7 名，受験者 7 名，合格者 6 名 
　　　平成 31 年度前期入学第 2 回：出願者 11 名，受験者 11 名，合格者 11 名

（18）平成 31 年度医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回募集入学者選抜の実施と合否判定
第 1 回募集：出願者 7 名，受験者 6 名，合格者 5 名
第 2 回募集：出願者 3 名，受験者 3 名，合格者 2 名

（19）第 73，74 回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定
第 73 回　申込 23 名　受験者 23 名　合格者 22 名（医学部在学生 1 名含）

 　　　第 74 回　申込 22 名　受験者 22 名　合格者 20 名
（20）語学試験不合格判定者に成績を通知
（21）学位授与

博士課程　40 名（甲種 18 名（うち早期修了 2 名），乙種 22 名）
　（うち本学医学部卒業生 14 名（甲種 7 名 , 乙種 7 名），本学修士課程修了生 1 名）

修士課程　11 名（生体機能科学 3 名，生体医工学 5 名，理学療法学 3 名）
（22）学位記授与式の挙行

博士課程（平成 31 年 3 月 30 日，創立 30 周年記念講堂）
修士課程（平成 31 年 3 月 12 日，本部棟第 3 講堂）

（23）大学院生退学承認：1 名（博）
（24）大学院生転学承認：1 名（博）
（25）大学院生国内留学承認：継続 1 名（博）
（26）大学院生身分変更承認：3 名（博）
（27）大学院生専攻分野変更承認：1 名（博）
（28）大学院生ティーチングアシスタント承認：新規 5 名（修）
（29）大学院生長期履修承認：3 名（修）
（30）特別研究学生（他大学院）受託：継続 3 名
（31）特別協力研究員（他機関）受託：新規 1 名，継続 8 名
（32）協力研究員（他機関）受託：継続 2 名

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

に関すること，などが主たる審議事項である．平成 30 年度も従来通りこれらの審議および検討を，独立した大学院
組織として行った．平成 30 年度は，大学院改革の一貫として導入した大学院 4 年生を対象に行っている研究成果報
告会が定着し，多くの教員の参加のもとに質の高い議論が行われた．その結果，研究成果を学位申請論文としてまと
める一助になったと考えられ，引き続き医学研究科として大学院生の学位申請を応援していきたいと考えている．ま
た，多様な人材を育成することを目的に学位申請資格をより広い範囲に広げた結果，徐々に多職種からの学位申請も
増えつつあるのが現状である．一方で，学位審査は大学院のデイプロマポリシーに基づき公正，厳格に行われており，
学位審査の質的低下はないと考えている．指導教員の資格の厳格化を検討しているが，研究不正から研究者および大
学を守るためにも論文剽窃検知ソフト「iThenticate」を導入し，学位申請論文の質の担保を図るシステムを 2019 年
4 月投稿論文から導入することとした．次年度については，引き続き魅力ある大学院を目指し，さらに第 4 次長期総
合計画の柱でもある本学の国際化を大学院教育から進めていきたい．
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2．3）大学院看護学研究科委員会

1．構成員
委員長　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：研究科長：教授：代表指導教員：地域活動看護学：博士（任期：H31.3.31）
委員　　別所正美 （BESSHO, Masami）：学長：教授：内科学，血液内科学：博士（任期：H31.3.31）
　　　　加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）：保健医療学部長：教授：外科学，小児心臓外科学：博士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（任期：H31.3.31）
　　　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：教授：医学教育センター：博士（任期：H31.3.31）
　　　　冨田幸江（TOMITA, Satie）：教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士（任期：H31.3.31）
　　　　佐藤真由美（SATO, Mayumi）：教授：代表指導教員：成人看護学：博士（任期：H31.3.31）
　　　　野田智子（NODA, Tomoko）：教授：代表指導教員：小児看護学：博士（任期：H31.3.31）
　　　　大賀淳子（OGA, Junko）：教授：代表指導教員：精神保健看護学：博士（任期：H31.3.31）
　　　　大森智美（OOMORI, Tomomi）：教授：指導教員：母性看護学：修士（任期：H31.3.31）

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

3．活動報告
①第 86 回定例会議（平成 30 年 4 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 9 人　欠席なし
　議事：① 29 年度までの既修得単位及び 30 年度履修登録の状況の報告　②看護学研究科パンフレットの修正　

　　　③研究計画発表会日程の報告　④ 14 条条例授業時間に伴う夜間タクシーチケット使用の承認　⑤長期履
　　　修の申請の承認

②第 87 回定例会議（平成 30 年 5 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席 1 人
　議事：①学生募集要項の推薦書の推薦者欄に職位を加えることに関する承認　②自己点検評価委員会からの学生

　　　による授業評価結果の報告
③第 88 回定例会議（平成 30 年 6 月 28 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席 2 人
　議事：①募集要項配布の報告　②学位論文製本作成進捗状況の報告　③ 2019 年度入学試験問題作成担当者およ

　　　び準備スケジュールの確認　④ CNS コースのがん看護および精神看護の実習計画の報告　　
④第 89 回定例会議（平成 30 年 7 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 9 人　欠席なし
　議事：① 2019 年度入学試験の出題問題の検討および入学資格審査の日程の確認　②カリキュラム改正ワーキン

　　　ググループ会議における改正のスケジュール，増設が必要な共通科目等についての報告　③教員表彰の実施
⑤第 90 回定例会議（平成 30 年 9 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　参加 9 人　 欠席なし
　議事： ①修了予定者の確認　②後期分タクシーチケット申請の報告　③カリキュラム改正ワーキンググループ

　　　会議における共通科目の担当教員，がん看護学および精神看護学のシラバスの検討に関する報告
⑥第 91 回定例会議（平成 30 年 10 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席 1 人

議事：① 30 年度単位取得状況及び履修状況の確認　②学位審査手続きの周知方法の変更の報告　③研究計画発
表会及び研究発表会の日程の報告　④自己点検・評価委員会における学生による授業評価の質問項目及び
評価方法の変更及びこれにともなう申し合わせ事項の変更の承認　⑤カリキュラム改正ワーキンググルー
プ会議における CNS 資格取得に必要な共通科目の単位，精神看護およびがん看護における取得単位とシ
ラバスの内容に関する報告，カリキュラムマップにおける新設科目の位置づけの承認　
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⑦第 92 回定例会議（平成 30 年 11 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 7 人　欠席 2 人
　議事：① 2019 年度大学院関係各委員会日程の承認　② 2020 年度入学試験関連日程の確認　③ 2019 年度学位

　　　審査等の日程の承認　④成人看護学コースの設置とシラバス作成者の承認　⑤カリキュラム改正ワーキン
　　　ググループ会議におけるシラバスの検討状況の報告　⑥学位審査基準の確認と承認　⑦学位論文審査の担
　　　当の承認

⑧第 93 回定例会議（平成 30 年 12 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席 1 人
　議事：①出願資格審査申請者 6 名の承認　②入学試験の評価表の確認と承認　③修了予定者 6 名の学位審査申

　　　請資格の承認  ④ FD の日程の報告　⑤カリキュラム改正ワーキンググループ会議における各科目の内容
　　　と新カリキュラムの理事会上程の承認　

⑨第 94 回定例会議（平成 31 年 1 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 9 人　欠席なし
　議事：① 2019 年度入学試験合否判定（6 名合格 1 名不合格） ② 2019 年度科目等履修生制度の開講科目調査お

　　　よび応募期間の確認　③出願資格合格の有効期限 1 年とする旨の承認　④長期履修生の履修期間変更の
　　　承認　⑤カリキュラム改正ワーキンググループ会議における成人看護学の履修順序を考慮した科目名の変
　　　更，大学院案内の CNS コース必修科目の表記方法，本会議の終了に関する報告　

⑩第 95 回定例会議（平成 31 年 2 月 21 日）於：保健医療学部 2 階会議室
　出席 8 人　欠席 1 人
　議事：①学位論文提出者 6 名の論文審査および合否判定（6 名合格）　②指導教員 2 名の審議と承認　③科目等

　　　履修生募集要項の確認と承認　④授業科目及び単位数に関する学則新旧対照表の確認と承認
⑪第 96 回定例会議（平成 31 年 3 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室　
　出席 8 人　欠席 1 人
　議事：① 2019 年度入学予定者の領域と指導教員等の確認　② 30 年度修了生の単位取得状況の確認　③ 2019 年

　　　度授業科目・担当者一覧の確認　④ 2019 年度学位審査関連日程の承認　　⑤ 1 名の学生の長期履修の承認
　　　⑥ 1 名の学生の退学の承認　⑦ 2019 年度看護学研究科委員会ならびに運営委員会の構成員の承認

4．評価と次年度目標
　看護学研究科委員会は，目的に沿って円滑に運営することができたと考える．
　今年度は，がん看護学専攻の学生を修了させることができた．しかし，昨年就任した教授が退職するため，がん看
護学を教授できる教員の獲得が課題となった．また，引き続き，クリティカルケア学領域は指導教員が補充できず，
学生募集ができなかった．平成 30 年度は修了生 6 名の論文審査を行い，全員に学位（看護学修士）を授与した．学
生による授業評価をもとに，3 名の教員を表彰した．教員顕彰の基礎資料となるため，学生による授業評価の質問項
目と評価方法について検討し変更した．カリキュラムマップを大学院案内に掲載し，学生への周知を図った．また，
看護学研究科が関わっているがん専門医療人材養成プラン「包括的ライフステージサポート医療人養成コース」の企
画・運営を行った．専門看護師教育課程の制度移行に伴い，共通科目，がん看護および精神看護の専門看護師教育課
程の改訂と，がん看護学およびクリティカルケア学以外の成人看護学を専攻する学生のための成人看護学専攻の設置
準備を，カリキュラム改訂ワーキンググループを設けて検討した．
　次年度は，共通科目，がん看護および精神看護の専門看護師教育課程を申請する．また，大学機関別認証評価に向
けて準備を進める．第 3 期がん専門医療人材養成プランについては，引き続き医学部と連携して取り組んでいく．
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2．4）大学院医学研究科 入試語学試験委員会

1．構成員
　委　員

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：医学研究科長，副学長　内科学　教授
髙橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo）：博士課程運営委員長　放射線医学　教授
松下　祥 （MATSUSHITA, Sho）：大学院委員会選出，副学長，免疫学　教授（問題作成委員）
持木彫人（MOCHIKI, Erito）：博士課程運営委員会選出  外科学　教授
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：博士課程運営委員会選出　ゲノム医学　教授
新津　守 （NIITSU, Mamoru）：医学研究科委員会選出　放射線医学　教授
今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）：医学研究科委員会選出　内科学　教授

　（ブラッシュアップ委員）　
　　チャド・ゴッドフリー（Chad L.GODFREY）：医学研究科長推薦，教養教育　准教授
　（オブザーバー）

別所正美（BESSHO, Masami）：学長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：医学研究科長推薦，副学長，皮膚科学　教授
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：医学研究科長推薦，解剖学　教授
＜任期＞　平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
　　　　（問題作成委員は平成 24 年度より 2 年を目安に半数を改選）

2．目的
　本委員会は医学部大学院博士課程入学希望者の選抜および語学試験受験者の資格認定のために適切な英語による試
験を実施し，大学院博士における研究の推進や乙種学位論文の提出に際して必要な学力を考査することを目的とする．

3．活動報告
◇開催日
　・問題作成：6 月 4 日～ 7 月 9 日（持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・第 1 回：7 月 10 日（火）出席者 6 名
　・ブラッシュアップ：7 月 11 日～（永島，GODFREY，持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・第 2 回： 7 月 21 日（土）出席者 7 名
　・採点： 9 月 4 日（永島，持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・第 3 回： 9 月 11 日（火）出席者 6 名
　・問題作成：10 月 23 日～ 11 月 2 日（持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・第 4 回：11 月 6 日（火）出席者 6 名
　・ブラッシュアップ：11 月 7 日～（永島，GODFREY，持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・採点： 1 月 8，9 日（永島，持木，堀江，新津，今枝 各委員）
　・第 5 回： 1 月 15 日（火）出席者 7 名
◇主な審議内容
　・第 1 回：問題作成，内容確認，ブラッシュアップ
　・第 2 回：問題内容・分量・配点　確認
　・第 3 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
　　　　　　（平成 30 年 9 月 1 日実施　試験監督　堀江，持木　事故室 庶務課対応）
　　　　　　1）30 年度大学院博士課程後期入学試験
　　　　　　2）31 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験
　　　　　　3）第 73 回語学試験
　・第 4 回：問題作成，内容確認，ブラッシュアップ，分量・配点　確認
　・第 5 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
　　　　　　（平成 31 年 1 月 5 日実施　試験監督　今枝，新津　事故室 庶務課対応）
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1）31 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験
2）第 74 回語学試験

4．評価と次年度目標
　平成 22 年度より問題作成ワーキンググループにおいて「大学院博士課程入学試験・語学試験実施手順」を策定し，
厳格な出題基準に関するルールのもとに語学試験を実施することしている．今年度も語学試験委員のうち問題作成委
員の半数を入れ替えることにより出題傾向に偏りのないように配慮するとともに，臨床医学や特定の領域に偏重する
ことのないように，あくまでも医学英語の試験であると出題方針を明確にした．外国人受験生にも配慮し，問題文か
らすべて英語で出題することとしているが，ブラッシュアップ委員として教養教育（英語）Godfrey 准教授に加わっ
ていただいている．委員会では作成委員より詳細な出題意図や出典等の説明の後に，Godfrey 委員による校正をはじ
めとして，問題作成委員，オブザーバーと連携することで活発な議論がなされ良質な作問がなされるとともに，厳正
な問題の確認が行われた．また，採点は問題作成委員により行なわれ解答に関しての解析を行い次回の問題作成の参
考とした．さらに，初期臨床研修医と社会人大学院生を学部卒業と同時に行う「研究マインド育成自由選択プログラ
ム」の実行に合わせ，医学部学生 3 年生からも語学試験の受験は可能となり，制度の定着とともに学部学生の語学
試験受験者も増加しており，本学の目指す研究マインド育成の基盤となりつつある．これらの改革により，受験者に
とってより公平公正な語学試験が可能となり，大学院博士課程での研究を遂行する際の語学力を図る適正なシステム
になったと評価される．
　引き続き，大学院生として研究を遂行し英文論文として情報発信できる能力を見極めるに必要な適切な語学試験と
なるように，問題の質の向上を目指したい．
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2．5）大学院医学研究科博士課程運営委員会・
医学研究科自己点検評価委員会

1．構成員
　委員長
　　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：博士課程運営委員長，放射線医学：教授
　委員

　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：医学研究科長，副学長，内科学：教授
　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：修士課程運営委員長，生体医工学：教授
　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長，皮膚科学：教授
　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長，免疫学：教授　
　永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学：教授
　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学：教授　
　田丸淳一（TAMARU, Junichi）：病理学：教授
　亀井美登里（KAMEI, Midori）：社会医学：教授
　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：内科学：教授
　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：内科学：教授
　菅澤　正（SUGASAWA, Masashi）：耳鼻咽喉科学：教授
　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：外科学：教授
　大西秀樹（ONISHI, Hideki）：精神医学：教授
　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長，生化学：教授
　荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：内科学：教授
　持木彫人（MOCHIKI, Erito）：外科学：教授
　堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：ゲノム医学：教授
　佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：病理学：教授

　オブザーバー
別所正美（BESSHO, Masami）：学長，内科学：教授

　事務局（大学事務部）
下田裕子（SHIMODA, Yuko）：医学部事務室 課長
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）：医学部事務室 主任
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）：医学部事務室 主任

　　＜任期＞　平成 30 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

2．目的
　本委員会は医学部大学院医学研究科博士課程における諸事に関わるすべての問題を審議し，審議結果を大学院学則
第 37 条に規定される医学研究科委員会に答申する．すなわち，以下の事項について審議する．

1. 大学院生の入学，留学，休学，転学，退学，除籍及び賞罰に関する事項．
2. 医学研究科における授業及び研究指導に関する事項．
3. 大学院授業科目履修単位の認定に関する事項．
4. 学位論文の審査及び試問に関する事項．
5. その他，博士課程の運営に関わる事項．
以上の諸問題に関して協議，審議した結果を医学研究科委員会に諮ることで医学部大学院博士課程の円滑な運営を

目的とする．

3．活動報告
1. 委員会の開催：以下の通り開催した．
　第 1 回定例会議（平成 30 年 4 月 17 日） 本部棟 大学院講義室　出席 19 人　欠席 1 人
　第 2 回定例会議（平成 30 年 5 月 8 日）  本部棟 大学院講義室　出席 17 人　欠席 3 人
　第 3 回定例会議（平成 30 年 6 月 12 日） 本部棟 大学院講義室　出席 20 人　欠席なし
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　第 4 回定例会議（平成 30 年 7 月 10 日） 本部棟 大学院講義室　出席 17 人　欠席 3 人
　第 5 回定例会議（平成 30 年 9 月 11 日） 本部棟 大学院講義室　出席 19 人　欠席 1 人
　第 6 回定例会議（平成 30 年 10 月 16 日）本部棟 大学院講義室　出席 19 人　欠席 1 人
　第 7 回定例会議（平成 30 年 11 月 6 日） 本部棟 大学院講義室　出席 20 人　欠席なし
　第 8 回定例会議（平成 30 年 12 月 11 日）本部棟 大学院講義室　出席 17 人　欠席 3 人
　第 9 回定例会議（平成 31 年 1 月 15 日） 本部棟 大学院講義室　出席 19 人　欠席 1 人
　第 10 回定例会議（平成 31 年 2 月 12 日）本部棟 大学院講義室　出席 20 人　欠席なし
　第 11 回定例会議（平成 31 年 3 月 12 日）本部棟 大学院講義室　出席 19 人　欠席 1 人
2. 主な審議内容

1）36 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置について
2）学位審査の申請と審査手順の整備について
3）学則別表の一部改正（専攻分野の追加，授業科目の追加）について
4）大学院組織図の一部改正について
5）大学院医学研究科ベストティーチャー賞について
6）論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用方法検討について
7）大学院早期修了に関する要件の見直し，今後の審査のあり方等について
8）学位申請論文の基準，指導教員資格の見直しについて
9）学位審査申請に関わる相談願について
10）博士課程研究発表会の実施について
　（4 月 27 日，5 月 18 日，6 月 22 日，9 月 21 日，10 月 26 日，3 月 22 日）
11）ペーパーレス会議導入
12）本学大学院生を他学に国内留学として派遣（1 名）
13）他学の大学院生を特別研究学生として受託（3 名）
14）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託（11 名）

4．評価と次年度目標
　本委員会は大学院博士課程運営に関する諸事を審議する委員会として，大学院博士課程をスムーズに運営するため
に多くの実務的な役割をこなし，医学研究科委員会の議を経て速やかに諸事を実行に移すことを目的に活動している．
平成 30 年度は，大学院 4 年生を対象に「研究成果報告会」も軌道に乗り，多くの教員と議論を重ねることにより大
学院生への指導がより強化されるようになった．本学大学院のポリシーを全学に周知した結果，MD 以外の大学院入
学も増加しつつある．また指導教員資格の見直し，学位論文に相応しい論文基準の作成等にも着手している．
　次年度以降も，これまで行ってきた本学に置ける研究マインドの醸成と質の高い研究の実践のための基盤整備をさ
らに推進し，本学大学院のポリシーを全学に周知することにより学生の選抜，教育，学位授与にいたる課程を明確に
し，わかりやすく門戸の広い大学院を目指したことにより，定員充足率をさらに向上させ本学の研究レベルのなお一
層の向上を目標にしたい．
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2．6）大学院医学研究科修士課程運営委員会
1．構成員　任期：平成 31 年 3 月 31 日
　委員長　　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：生体医工学科目責任者兼務
　委員　　　土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
　　　　　　加藤木利行 （KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部学部長
　　　　　　松井政則（MATSUI, Masanori）：医学部　微生物学教室 
　　　　　　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：　生体機能科学科目責任者
　　　　　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：生体機能科学（ゲノム）代表指導教員
　　　　　　赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：理学療法学科目責任者
　事務　　　村嶌隆義：保健医療学部事務室長
　　　　　　鈴木利明：保健医療学部事務室係長
　　　　　　山口明美：保健医療学部事務室係長

2．目的
　本委員会は，医学研究科修士課程（医科学専攻）における教育目標を達成するために，学位審査を含めた学事，お
よび課程の運営について実際的な問題点を審議し，医学研究科委員会，大学院委員会に適切な提案を行うことを目的
とする．

3．活動報告
　本年度は計 11 回の委員会を保健医療学部Ｃ棟 2 階　会議室 1 において開催した．

①第 1 回（平成 30 年 4 月 10 日）  出席者 7 人　欠席者 0 人
②第 2 回（平成 30 年 5 月 15 日）  出席者 6 人　欠席者 1 人
③第 3 回（平成 30 年 6 月 5 日）   出席者 6 人　欠席者 1 人
④第 4 回（平成 30 年 7 月 17 日）  出席者 7 人　欠席者 0 人
⑤第 5 回（平成 30 年 9 月 18 日）  出席者 6 人　欠席者 1 人
⑥第 6 回（平成 30 年 10 月 23 日） 出席者 5 人　欠席者 2 人
⑦第 7 回（平成 30 年 11 月 13 日） 出席者 7 人　欠席者 0 人
⑧第 8 回（平成 30 年 12 月 18 日） 出席者 7 人　欠席者 0 人
⑨第 9 回（平成 31 年 1 月 22 日）  出席者 7 人　欠席者 0 人　
⑩第 10 回（平成 31 年 2 月 5 日）  出席者 7 人　欠席者 0 人
⑪第 11 回（平成 31 年 3 月 19 日）  出席者 7 人　欠席者 0 人

主な審議内容
（1）平成 31 年度入試（2 回）に関する日程設定，学生募集要項作成，出願資格審査，入試問題作成，合否判定

入試内容：学力試験は，一般選抜については，英語 40 点満点，専門科目（3 科目選択，記述式）60 点満点，合計
100 点満点，社会人選抜については，英語 40 点満点，小論文 60 点満点，合計 100 点満点で実施．面接については
2 名の面接委員で行い点数化．合否は学力試験と面接を合わせて総合的に判断し，合否案を研究科委員会に提出した．

第 1 回目入試（平成 30 年 9 月 1 日実施）結果：受験者数 6 名（生体医工学分野 4 名，理学療法学分野 2 名），合
格者 5 名（生体医工学分野 3 名（社会人 1 名），理学療法学分野 2 名（社会人 1 名））．

第 2 回目入試（平成 31 年 1 月 12 日実施）結果：受験者数 3 名（生体機能科学　1 名，生体医工学分野 2 名），
合格者 2 名（生体機能科学　0 名，生体医工学分野 2 名（社会人 1 名））

（2）学位（修士）名称の追加
　医学研究科修士課程の医科学専攻の学位名称に関して，「大学院学則　（学位の授与）第 24 条」および「大学院学
位規則　別表」において分野名の追加および学位の選択可能名称を追加することが承認され，下記の表のように変更
された．
　医学研究科医科学専攻 生体機能科学分野（修士課程）
　修士（医科学）又は
　修士（臨床検査学）
　医学研究科医科学専攻 生体医工学分野（修士課程）
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　修士（医科学）又は
　修士（医工学）
　医学研究科医科学専攻 理学療法学分野（修士課程）
　修士（医科学）又は修士（理学療法学）
　学位の選択に関する運用方法について，学位審査願および学位審査報告書において，学位の名称を決定する方法が
承認された．

（3）授業科目の追加および授業科目名称の変更
共通科目（老年学概論）の追加，および生体機能分野および理学療法学分野の専門科目の科目名変更 （食品機能学

特論 →　栄養学特論，内部障害理学療法学特論→予防理学療法学特論）について「大学院学則　別表 2（第 10 条関
係）医学研究科医科学専攻（修士課程）授業科目及び単位数　新旧比較対照表」により学則の変更が承認された．

（4）TA の実施
本年度 4 名（生体医工学 2 年　1 名，生体医工学 1 年　3 名）の TA の申請があり，承認された．

（5）FD 実施の検討
（6）大学院案内改訂
（7）教員便覧の改訂
（8）授業評価の実施

ベストティーチャー賞として，講義の評価に加えて，研究指導の評価を研究発表会での評価をもとに実施した．そ
の結果，講義の評価で 1 名，研究指導の評価で 1 名の教員にベストティーチャー賞を授与した．

（9） 学位審査手続き日程等の検討（論文審査の申請時期，論文の提出時期を決定），
　研究進捗発表会を中間発表会と名称を変更して実施した，

（10）研究中間発表会（5 月 12 日）および研究発表会（11 月 10 日）の実施
（11）学位審査委員候補選抜，審査日程，審査結果の確認および研究科委員会への審議依頼

学位申請者 11 名（井蛙地機能科学分野　3 名，生体医工学分野　5 名，理学療法学分野 3 名）に対して学位審査
が行われ，研究科委員会における投票の結果，全員合格として了承された．

4．評価と次年度目標
　修士課程における教育環境，組織，制度，手順はほぼ確立し，入試，学生教育は予定通りにできたと考えている．今後，
研究レベルの向上に向けて，授業科目との連携，社会人の研究体制の充実など，教育内容の更なる充実にむけて努力
していきたい．また，国際化に向けた取組みを続けてゆく．
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2．7）大学院看護学研究科修士課程運営委員会

1．構成員
　委員長　冨田幸江（TOMITA, Sachie）：基礎看護学・看護管理学：教授（任期 :31.3.31）
　委　員　　
　　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：地域看護学：看護学研究科長：教授（任期：31.3.31）
　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：医学教育センター：教授（任期：31.3.31）
　　大森智美（OOMORI, Tomomi）：看護学科：教授（任期：31.3.31）
　　野田智子（NODA,Tomoko）: 看護学科：教授（任期：31.3.31）
　　大賀淳子（OGA, Junko）：精神保健看護学：教授（任期：31 .3.31）
　　佐藤真由美（SATO,Mayumi）：看護学科：教授（任期：31.3.31）
　　山路真佐子（YAMAJI, Masako）：看護学科：准教授（任期：31 .3.31）

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

3．活動報告
1）第 1 回定例会議（平成 30 年 4 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席　7 人　欠席　1 人

議事：①平成 30 年度入学生の履修状況が報告された．②平成 30 年度前期時間割に一部重複があり確認を行った．
③平成 31 年度学生募集要項の確認を行った．④平成 30 年度科目履修生の応募者はなしとの報告がされた．
⑤大学院修士課程 2 年生の平成 29 年度履修状況についての報告があり承認された．⑥平成 30 年度研究計
画発表会（M2）の進捗状況の報告があった．⑦第 14 条特例に伴うタクシーチケットの申請について報告
があった．⑧ M1 の学生 1 名より「長期履修生志願書」の提出があり，埼玉医科大学大学院長期履修生規
則に則り検討し了承され，研究科委員会へ諮ることとした．⑨看護学研究科パンフレット作製についての確
認を行った．専門看護師等を含めた単位数の変更を考慮し，印刷部数は 500 枚にすることとした．⑩ 2020
年度に看護学研究科の単位数の増加が，国から求められており，今後，CNS（専門看護師）等を含めて，単
位数の変更等の作業が予定されるとの説明があり，検討会メンバーで検討していくことになった．

2）第 2 回定例会議（平成 30 年 5 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室
　出席　8 人　欠席　なし

議事：①平成 31 年度（2019 年度）学生募集要項の進捗状況について説明があった．② 6 階研究室のパソコンの
設置について報告があった．今年度からパソコン貸与を中止としたが，当面，ノートパソコンの貸与を希望
する院生に対しては，貸し出しをすることになった．③学生募集要項の「推薦書」について，推薦者名の職
位欄を設けること，また，様式内の「被推薦者名」を「志願者名」に統一することが承認された．④倫理審
査委員会の審査内容の統一についての要望が出された．

3）第 3 回定例会議（平成 30 年 6 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：① 2019 年度の学生募集要項とパンフレットは，埼玉県内の病院 339 病院，埼玉県看護協会，県内の看護
大学 7 校，法人関連病院及び関連学校，県内の看護専門学校 30 校に配布予定であるとの報告があり，配布
先一覧表を回覧し確認した．②学位論文の製本の進捗状況について説明があった．次年度からは業者への依
頼を早め，6 月頃には製本が完了し，図書館へ保管出来るように進めることとした．③ CNS の実習計画に
ついて説明があった．実習計画案については，次年度以降 5 月の運営委員会にて報告することが確認された．
④平成 31 年度（2019 年）の入試について，出願資格審査日，入学試験日，問題作成締切日，問題検討日，
問題印刷日が提案され承認された．④臨床研修法が 4 月より施行されたため，講師以上の担当員へ協力依
頼の可能性があるとの報告がされた．⑤ 2019 年度の大学院入学者志望状況について説明があった．⑥大学
院生を対象とした SPSS の個人購入について，指導教員より院生へ案内する旨の説明があった．
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4）第 4 回定例会議（平成 30 年 7 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人　欠席　なし
議事：①看護学科主催の公開講座日程との重なりがあったため，一部の科目の講義日程が変更になるとの報告があっ

た．② 2019 年度の入試問題作成者の確認を行った．③ 2019 年度入学希望者 7 名のうち 5 名については，
出願資格審査が必要であるが，第 1 回目の出願資格審査の書類の締め切りまでの期限が少ないことから，
12 月の出願資格審査を希望しているとの報告があった．

5）第 5 回定例会議（平成 30 年 9 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 6 人　欠席　なし
議事：① 2018 年度前期成績報告締め切りは 9 月末であることが報告された．②修了者の調査用紙等が 5 年間保

管のための保管庫を購入し，調査用紙を保管するとの報告があった．③本年度，「看護理論」を履修したが
体調不良により途中で受講を取りやめたために D 評価となる M1 院生について，次年度，この科目を再履
修した場合は，その時の成績を最終評価とすることが本委員会で確認された．④ 2019 年度入学希望状況に
ついて報告があった．⑤後期タクシーチケット希望についての説明があった．

6）第 6 回定例会議（平成 30 年 10 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人　欠席　なし
議事：①日曜日，祝日に研究室にて研究を行う院生を管理上把握するため，日曜，祝日に研究室を使用する院生は

指導教員へ連絡することとなった．②平成 30 年単位取得状況及び履修登録状況の確認がされた．③ 2018
年度の学位審査手続きについての確認がされた．一部日時の日程についての訂正があった．学位審査関係の
日程，及び学位論文審査願等は，看護学研究科委員会にて承認後，事務より修了予定者へメールを行うとの
報告があった．なお，本年度よりホームページ上への記載は行わないことが確認された．④出願資格審査申
請書及び出願書類の履歴書について説明があった．欄外の注意書き欄について，研究論文及び学会発表の記
載順番，記載内容を同様とする旨の報告があった．⑤第 1 回研究計画発表会（M1）8 名と，修士修了予定
者 6 名の研究発表会の日時と場所，担当教員についての説明がされた．⑥共通科目の日程変更についての
報告がされた．

7）第 7 回定例会議（平成 30 年 11 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人　欠席　1 人
議事：① 2019 年度大学院案内（シラバス）の作成について説明があった．本年度より，科目責任者が変更となっ

た場合は，「科目責任者変更届」を提出することが承認された．② 2019 年度大学院各委員会の日程が示さ
れ了承された．③ 2019 年度入学試験関連日程（案）が提案され，出願資格審査日程，第 1 回入試日と合
格発表日，第 2 回入試日と合格発表日が承認された．出願手続き期間については事務にて再度検討するこ
ととなった．④ 2019 年度学位審査等の日程が示され審議された．AO 入試とのからみもあり，研究科長が
再度調整確認することとなった．⑤研究科長より，成人看護学領域のシラバス作成について，佐藤委員へ成
人看護学特論Ⅰ・Ⅱ，演習Ⅰ・Ⅱの各 3 単位のシラバス作成を行う旨の依頼があった．⑥ 2019 年度分の
シラバス作成は，2018 年度の委員が作成を行うことになった．非常勤講師へのシラバス作成依頼は事務で
行うこととした．⑦第 1 回研究計画発表会（M1）についての報告があった．基礎看護学の院生 1 名は家庭
の事情と手首の怪我による理由から，長期履修への変更を希望しており，今回発表ができない状況であるこ
とが報告された．精神看護学の院生 1 名は，学習状況から発表にまでに至らなかったという理由で今回の
発表は行えないとの報告があった．なお，この院生については，次年度が修了年度となるために，2019 年
4 月の第 2 回研究計画発表会で発表できない場合は，長期履修期間内では修了できない場合もあることが確
認された．⑧修士修了予定者の研究発表会の進捗状況について担当教員より報告があった．⑨基礎看護学の
M1 の院生について，長期履修生より通常生へ変更するとの報告があった．⑩修士論文審査基準について説
明があり了承された．⑪学位論文審査担当について審議され了承された．また，研究科委員会にて承認後，
指導教員は院生へ学位論文審査の主査，副査を伝え，主査は院生及び副査と相談し，学位審査日を決めるこ
とが承認された．

8）第 8 回定例会議（平成 30 年 12 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人　欠席　1 人
議事：① 2019 年度第 2 回入学試験について確認を行った．②「修士論文審査に関する確認事項」について説明

がされ，修了予定者は，審査後，加筆・修正し，最終の修士論文 10 部を平成 31 年 2 月 7 日（木）17:00
までに事務室へ提出することが確認された．③修了予定者 6 名から学位審査の申請があったと報告された．
また，6 名の共通科目及び専門科目の単位取得状況が確認され，全員，学位審査の資格要件を満たしている
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ことが承認され，研究科委員会へ諮ることとした．④学位審査申請者一覧表をもとに主査，副査及び審査日
の確認がされた．⑤大学院 FD についての説明がされた．⑥本年度第 2 回募集において，6 名の出願資格審
査の要請があった．出願資格の基準についての説明があり，6 名全員が看護師としての実務経験年数や研究
発表等の資格審査の要件を満たしていることを確認し，本委員会で出願資格審査について承認され，研究科
委員会へ諮ることとした．⑦専門科目の講義日程変更について報告された．

9）第 9 回定例会議（平成 31 年 1 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：① 2019 年度のシラバス作成締切日とシラバスチエック締切日を確認した．② 2019 度第 2 回入学試験合否
判定について，社会人選抜は小論文 60 点以上，一般選抜は小論文及び英語各 60 点以上が合格，面接は D
評価がないことが確認された．その後，一般選抜受験者 1 名は英語が 60 点未満で合格点に達せず不合格と
なり，社会人選抜の 6 名の合格が承認され，研究科委員会へ諮ることとした．③ 2019 年度科目等履修生
募集要項について説明があった．出願資格審査申請書（科目等履修生用）の研究論文，学会発表の記載内容
については出願資格審査及び出願書類と同じ記載内容としたとの報告があった．④出願資格審査承認の有効
期限について説明があった．承認は 1 年間（次年度）有効とし，翌々年度以降は再申請を受けた方がよい
のではないかとの意見が出され，運営委員会にて審議，承認され，研究科委員会へ諮ることとした．⑤ M1
院生より長期履修生期間変更申請書が提出されたとの報告があった．審議の結果，長期履修から 2 年コー
スへの変更が承認され，研究科委員会へ諮ることとした．⑥院生の倫理審査委員会開催について，指導教員
も立ち会うため，委員会から指導教員へも開催日時の連絡を入れていただくこととなった．

10） 第 10 回定例会議（平成 31 年 2 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 8 人　欠席　なし

議事：① 2019 年度の大学院案内の進捗状況について説明があった．② 2019 年度前期授業開始日と履修登録の締
切日が確認された．②平成30年度修了予定者の学位審査論文が提出され，審査論文を研究科委員へ送付した．
③学位論文の製本について，最終論文の締切日に事務へ 4 部提出し，印刷には事務で用意した上質紙を使
用すること，「学位論文の製本について」の案内は事務より修了予定者へメール配信してもらうことが確認
された．④ 2018 年度後期成績報告の締切日が確認された．⑤ 2019 年度入学式と新入生ガイダンスについ
て説明があった．今まで入学式後に行っていたガイダンスを入学式前に行えないか調整中であるとの説明が
あった．⑥ 2019 年度入学試験に関わる構内立入規制について説明があった．各入学試験当日は終日構内立
入禁止，入学試験前日は 6 階看護学研究科研究室及び指導教員の研究室のみ立入可能と事務より提案があっ
た．院生は第 14 条特例で授業を運営しているため，4 階看護学実習室の使用についても調整を行ってもら
うこととした．また，2 階の看護学研究科のゼミ室の使用についても同様に検討してもらうこととした．⑦
M1 院生より，退学の希望が出ているとの報告があった．⑧図書館に所蔵している学位論文のコピー依頼が
あることから，今年度より修了生全員に許諾の確認を行うとの説明があり，運営委員会にて承認された．す
でに修了した大学院生へは図書館より許諾を行う旨の話があった．⑨修了予定者及び長期履修生の 2018 年
度単位取得状況について説明があり承認された．⑩修了予定者による謝恩会と 2019 年度入学生の歓迎会の
日程について報告された．⑪看護学専攻（修士課程）授業科目及び単位数の変更による，学則変更新旧対照
表の確認を行い，運営委員会にて承認され，研究科委員会へ諮ることとした．⑫指導教員の承認について説
明があった．大学院教員の資格要件等に関する規則及び大学院教員の資格要件等に関する取扱要領を基に審
議され，粟生田友子専任教員（成人看護学），小林由起子専任教員（基礎看護学）共に発表論文，論文の査
読経験，学位論文の指導経験において審議され，運営委員会にて承認，研究科委員会へ諮ることとした．⑬
看護学研究科主催のＦＤの進捗状況についての説明があった．⑭新入生及び 2,3 年生のガイダンスについて
説明があった．1 年生のガイダンス終了後に，新入生，Ｍ 2 生，長期履修者を対象に，「学位（修士）申請
論文作成・提出・審査の手引き」について説明を行うことが報告された．⑮修了予定者へ借用しているパソ
コン，研究室の入り口のカギ，研究室の机のカギ，及び学生証の返却について報告された．

11）第 11 回定例会議（平成 31 年 3 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室　
　出席 7 人　欠席　1 人

議事：① 2019 年度入学予定者 6 名について，分野領域及び指導教員の確認を行った．② 2019 年度の時間割（通常版，
第 14 条特例版）の確認を行った．③川越クリニックの予約についての説明があった．④学位論文製本の進
捗状況についての説明があった．④ 2018 年度修了生の単位取得について，6 名ともに規程の単位取得がさ
れているとの報告があった．⑤大学院委員会についての報告があった．次年度の大学院委員会の構成員につ
いて，看護学研究科運営委員長が冨田委員より野田委員へ，看護学研究科選出代表指導教員が野田委員より
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大賀委員へ変更になった．⑥授業科目の追加，変更を新旧対照表にて確認と，次年度の大学院生の学生数の
確認を行った．⑦研究科委員会および運営委員会の次年度の委員の確認を行った．運営委員長が野田委員，
成人看護学が粟生田委員，基礎看護学が小林由起子委員へ変更となった．⑧ 2019 年度授業科目・担当教員
一覧を確認し，基礎看護学・看護管理学特別研究へ冨田幸江非常勤講師を追加することとした．⑨ 2019 年
度教員一覧を確認した．⑩ 2019 年度学位審査等の日程について確認を行った．⑪ 2019 年度入学予定者 1
名より，「長期履修生志願書」の提出があったとの報告があり，審議の結果了承され，研究科委員会へ諮る
こととした．⑫基礎看護学領域の M1 院生より，「退学願」の提出があったとの報告があり，運営委員会に
て了承され，研究科委員会へ諮ることとした．⑬ 2019 年度の学事運営の役割担当者が提示され，承認された．

4．評価と次年度目標
・今年度は，8 回目の修了生を 6 名輩出でき，看護学研究科の運営については目的に沿って円滑に運営できたと考

える．
・入学試験の運営については，入試問題作成マニュアルに沿って，事務との連携のもと混乱なく運営することがで

きた．
・学生募集要項の「推薦書」について，推薦者名の職位欄を設けること，また，様式内は，「被推薦者名」を「志願者名」

に統一するなどの一部修正を行った．
・研究計画発表会，研究発表会，論文審査については，「学位論文（修士）作成 ･ 提出・審査の手引き（平成 30 年版）」

を活用し，滞りなく進めることができた．
・昨年度までパソコンを大学から各院生に貸与していたが，機種のバージョンの変更などからネット環境への対応

が困難となる場合があり，今年度からは個人所有のパソコンを使用することとなった．そのため，院生が共同で
使用できるパソコンを院生室に数台設置し，学習に支障のないようにメンテナンスも行った．

・看護学研究科主催の FD については，看護学研究科の主催で看護学科全教員を対象に文献クリテークを実施した．
今後も，各教員の研究能力の向上を目指し，継続して取り組んでいきたい．

・大学院生確保に向けての広報活動として，関連施設の看護職員等が大学院に進学できるよう，看護管理責任者お
よび施設管理者に働きかけた．次年度も継続して働きかけを行い，関連施設の看護職員の質向上に寄与していき
たい．

・今年度はカリキュラム改正ワーキンググループを結成し，共通科目，専門看護師教育課程（本学ではがん看護，
精神看護）の制度移行に伴う授業科目 38 単位申請の準備を行った．これを基に，次年度は CNS 申請を行い，
2020 年度入学生より 38 単位教育課程の運用ができることを目指す．
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3．1）教員代表者会議

1．構成員（任期	H29.4.1 ～ H31.3.31）
（第 505 回 4 月～第 515 回 3 月）
議長：村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号～ 12 号構成員）

別所正美（BESSHO, Masami）：学長
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長
森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長
※木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）：副学長
高橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長
篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：副医学部長
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：副医学部長
小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：副医学部長
山田健人（YAMADA, Taketo）：医学部長補佐
林　健（HAYASHI, Takeshi）：医学部長補佐
吉益晴夫（YOSHIMASU, Haruo）：医学部長補佐
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：医学部長補佐
織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院病院長
堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長
小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：かわごえクリニック院長
持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：図書館長
伊藤彰紀（ITO, Akinori）：学生部長

※森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長
※松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センター長

藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：国際交流センター長
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長

◇教育組織　医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 13 号構成員）
※森　茂久（MORI, Shigehisa）：教育主任部門長
※森　茂久（MORI, Shigehisa）：卒前医学教育部門長
※三村俊英（MIMURA, Toshihide）：卒後医学教育部門長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教育情報部門長
※森　茂久（MORI, Shigehisa）：ＦＤ部門長

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育部門長
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：卒前医学教育部門　カリキュラム室長

※林　健（HAYASHI, Takeshi）：卒前医学教育部門　試験管理室長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：卒前医学教育部門　調査解析室長

長坂　浩（NAGASAKA, Hiroshi）：卒前医学教育部門　学生支援室長
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：教育主任部門選出者
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）：教育主任部門選出者
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：教育主任部門選出者
石原　理（ISHIHARA, Osamu）：教育主任部門選出者
亀井美登里（KAMEI, Midori）：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：教育主任部門選出者
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中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：教育主任部門選出者
◇研究組織　医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 14 号構成員）

海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：研究主任部門長
坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門長
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）：安全管理部門長
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：フェローシップ部門長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：研究評価部門長
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センターブランチ長

※海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：国際医療センターブランチ長
◇診療組織　病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号構成員）
○大学病院

織田弘美（ODA, Hiromi）：病院長 , 整形外科
市岡　滋（ICHIOKA, Shigeru）：院長補佐 , 形成外科
野田光彦（NODA, Mitsuhiko）：内分泌内科・糖尿病内科
池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）：耳鼻咽喉科
太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科
亀井良政（KAMEI, Yoshimasa）：産科・婦人科
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科
篠田　啓（SHINODA, Kei）：眼科

○総合医療センター
野村恭一（NOMURA, Kyouichi）：副病院長
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）：副病院長
松居　徹（MATSUI, Toru）：副病院長
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）：院長補佐
別宮好文（BEKKU, Yoshifumi）: 院長補佐
杉山　聡（SUGIYAMA, Satoru）：高度救命救急センター長
關　博之（SEKI, Hiroyuki）：総合周産期母子医療センター長

　○国際医療センター
　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：副院長
　　鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）：副院長
　　川井信孝（KAWAI, Nobutaka）：副院長
　　岡本光順（OKAMOTO, Koujyun）：副院長
　　根本　学（NEMOTO, Manabu）：院長補佐
　　牧田　茂（MAKITA, Shigeru）：院長補佐
　　光武耕太郎（MITSUTAKE, Koutaro）：院長補佐
　◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 16 号構成員）
　　高田　綾（TAKADA, Aya）：法医学
　　丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学
　　永田　真（NAGATA, Makoto）：呼吸器内科
　　大竹　明（OHTAKE, Akira）：倫理審査委員会委員長
　　藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）:COI 管理委員会委員長
　　冨谷智明（TOMIYA, Tomoaki）：教職員・学生健康推進センター長
　※別所正美（BESSHO, Masami）：アドミッションセンター長
　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事 , リサーチアドミニストレーションセンター長
　　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター
　　村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学
　　小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：特定研究審査委員会委員長
　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長
　　構成員　71 名（※重複者）
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　◇オブザーバー
　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長
◇大学事務部

江口幹也（EGUCHI, Mikiya）: 大学事務部 次長
下田裕子（SHIMODA, Yuko）：庶務課 課長
小野寺晴美（ONODERA, Harumi）：庶務課 係長
細田さなえ（HOSODA, Sanae）：庶務課員
村田正樹（MURATA, Masaki）：入試課 課長
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：学務課 課長

◇総務部
　内田尚男（UCHIDA, Hisao）：総務部長

2．目的
　平成 18 年度より施行された医学部の新たな教員組織にともない構成された医学部の最高審議機関として機能する
会議である．すなわち，この教員代表者会議は，学校教育法及び同施行規則の定めによる「教授会」に相当する機能
を果たすものであり，医学部の教育と研究に関する重要な事項を審議することを目的としている．したがって，構成
員は役職指定者のみならず，教育組織，研究組織，診療組織からも，およそ 3：1：3 の割合で，それぞれを担う代
表の教員が構成員として選出されており，役職指定者と併せ，約 70 名となる．

3．活動報告
◇定期開催
・第 505 回： 4 月 27 日（金）出席者 58 名
・第 506 回： 5 月 18 日（金）出席者 53 名
・第 507 回： 6 月 22 日（金）出席者 50 名
・第 508 回： 7 月 20 日（金）出席者 54 名
・第 509 回： 9 月 21 日（金）出席者 55 名
・第 510 回：10 月 26 日（金）出席者 53 名
・第 511 回：11 月 16 日（金）出席者 57 名
・第 512 回：12 月 21 日（金）出席者 60 名
・第 513 回： 1 月 25 日（金）出席者 55 名
・第 514 回： 2 月 22 日（金）出席者 56 名
・第 515 回： 3 月 22 日（金）出席者 55 名

　◇臨時開催
　・医学部 6 年生卒業仮内定判定 , 平成 31 年度医学部推薦入学試験の合否判定
　　11 月 28 日（金）出席者 66 名（委任状出席者 43 名）
　・平成 31 年度医学部一般入試前期 1 次試験合否判定
　　 1 月 30 日（水）出席者 68 名（委任状出席者 43 名）
　・平成 31 年度医学部一般入学試験（前期）2 次試験合否判定
　　2 月 6 日（水）出席者 68 名（委任状出席者 41 名）
　・平成 31 年度医学部一般入学試験（後期）1 次試験の合否判定，平成 31 年度大学入試センター試
　　　験利用入学試験（前期）1 次試験の合否判定
　　2 月 20 日（水）出席者 71 名（委任状出席者 46 名）
　・平成 31 年度医学部一般入学試験（後期）2 次試験合否判定
　　2 月 27 日（水）出席者 70 名（委任状出席者 41 名）

・平成 31 年度大学入試センター試験利用入学試験（前期）2 次試験の合否判定，平成 31 年度大学入試センター
試験利用入学試験（後期）1 次試験の合否判定

　　3 月 6 日（水）出席者 68 名（委任状出席者 43 名）
　・平成 30 年度医学部 1 年生から 5 年生の進級判定
　　3 月 15 日（金）出席者 67 名（委任状出席者 37 名）
　・平成 31 年度大学入試センター試験利用入学試験（後期）2 次試験の合否判定
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　　3 月 19 日（火）出席者 69 名（委任状出席者 40 名）
　◇開催回数
　　定期開催：11 回　平均 55 名
　　臨時開催：8 回　平均 68 名（委任状平均 42 名）
　　合　　計：19 回　平均 61 名

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

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

1）教育等
（1）医学教育センター報告
（2）医療人育成支援センター報告
（3）自己点検・評価委員会報告
（4）学生部報告
（5）喫煙問題検討委員会報告

2）研究等
（1）医学研究センター報告
（2）リサーチアドミニストレーションセンター報告
（3）埼玉医科大学臨床研究審査委員会報告
（4）倫理委員会報告
（5）特定認定再生医療等委員会報告
（6）COI 管理委員会報告
（7）研究医養成プログラム運営委員会報告
（8）環境安全委員会報告
（9）グラント選考委員会報告
（10）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会報告

3）大学院・国際化推進等
（1）医学研究科委員会報告
（2）国際化推進（教育・研究）報告
（3）国際交流センター報告

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

5）その他の組織，センター，委員会等
（1）入試委員会報告
（2）図書館報告
（3）ゲノム医学研究センター報告
（4）アドミッションセンター報告
（5）情報技術支援推進センター報告
（6）教職員・学生健康推進センター報告
（7）ＩＲセンター報告
（8）各種委員会等報告
　（地域枠医学生奨学金運営委員会，GID 医学・医療推進委員会，寄附研究部門設置委員会，キャンパス整備委員会）

（9）教員組織運営会議報告
（10）学長・医学部長報告　
（11）人事報告（教員人事委員会報告等）
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4．評価と次年度目標
　本会議においては，教育組織，研究組織，診療組織の 3 つの組織間で情報を共有しながら，共通認識をもって学
事が審議，決定される仕組みが構築されている．昨年度改定された大学教育における 3 つのポリシー（学位授与の
方針，カリキュラム編成と実施の方針，入学者選抜の方針）は，入学試験の説明，大学内教職員の FD，シラバス策
定等，種々の機会に周知徹底されるとともに，それぞれの目的に沿って活用されている．また大学設置基準に基づい
た活動の一環でもある「日本のメイヨ - クリニックを目指す会」の運動も平成 23 年 9 月に実施を開始して 7 年継続
している．
　本会議の議事内容は大学全体に伝達されるよう，3 病院の診療部長会において報告され，平成 20 年 4 月開催分か
らは議事要約として学内ホームページにおいて公開されている．
　次年度以降も教員代表者会議が目的に添って，適切に機能されるべく，構成員の選出や審議形態等の運営方法など，
常に点検・評価されて行かなければならない．
　尚，今年度の付記事項として，大学全体でのペーパーレス化に向けた方針に従い，9 月第 509 回会議より，タブレッ
トを用いた議事進行に切り替わった．
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3．2）医学部教員組織運営会議・医学部自己点検評価委員会

1．構成員（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　委員長　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長
　委　員　別所正美（BESSHO, Masami）：学長

　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長 
　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事
　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
　　　　松下　祥（MATSUSHITA, Shou）：副学長・医学研究センター長
　　　　木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長・医学研究科長
　　　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長・・医学教育センター長
　　　　高橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長
　　　　篠塚　望（SHINODUKA, Nozomi）：副医学部長
　　　　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：副医学部長
　　　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長
　　　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院病院長
　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：大学病院院長代理
　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）：総合医療センター病院長
　　　　松居　徹（MATSUI, Toru）：総合医療センター副院長
　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長 
　　　　佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター副院長
　　　　伊藤彰紀（ITO, Akinori）: 学生部長（7 月より）
※医学部長，副医学部長，各診療施設の病院長，同副院長（各 1 名），医学教育センター長，医学研究センター長，

その他医学部長が必要と認めた者 

2．目　的
1）教員組織運営会議
　本委員会は，埼玉医科大学医学部教員組織運営会議規則第 1 条の規程に基づき，医学部教員代表者会議の円滑な
運営に資することを目的とする．
　教員代表者会議の構成員のうち，各組織の代表者等による会議で，教育・研究・診療各組織の連携に向けての基本
方針を定めるとともに教員人事委員会の要請に基づいて人事に関する審議を行う．
（1）各組織の状況について，共通の認識を持つ．
（2）共通する課題の解決，方向性の基本を協議する．
（3）教員人事委員会の要請により教授等候補者資格審査委員会を設置する．教員代表者会議の委嘱を受け，教授

および准教授の資格・職位審査を行う審査委員を選出する．
（4）職位の変更に関する申請を受け，協議する．その後，結果を教員人事委員会に報告し，承認を得る．
（5）教員人事委員会の要請により，講師の資格と職位の審査を行い，その結果を教員人事委員会に報告する．

2）自己点検・評価委員会
　埼玉医科大学自己点検・評価委員会規則第 1 条の目的達成のため，医学部における必要な点検評価を自らが行う
ため，自己点検・評価に係わる様々な事項について審議を行う．大学年報（自己点検・評価報告書）は，「自己点検・
評価の実施」を形にしたものであり，その提出に係わる依頼等についても本委員会で審議し承認した上で実施されて
いる．

3．活動報告
1）教員組織運営会議

 （1）開催日（平成 30 年度）
　第 201 回　定例会議（平成 30 年 4 月 17 日） 大学院講義室　出席 17　欠席 1
　第 202 回　定例会議（平成 30 年 5 月 15 日） 大学院講義室　出席 16　欠席 2
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　第 203 回　定例会議（平成 30 年 6 月 12 日） 大学院講義室　出席 18　欠席 0
　第 204 回　定例会議（平成 30 年 7 月 17 日） 大学院講義室　出席 13　欠席 6
　第 205 回　定例会議（平成 30 年 9 月 11 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
　第 206 回　定例会議（平成 30 年 10 月 16 日）大学院講義室  出席 15　欠席 4
　第 207 回　定例会議（平成 30 年 11 月 13 日）大学院講義室  出席 18　欠席 1
　第 208 回　定例会議（平成 30 年 12 月 11 日）大学院講義室　出席 16　欠席 3
　第 209 回　定例会議（平成 31 年 1 月 22 日） 大学院講義室  出席 16　欠席 3
　第 210 回　定例会議（平成 31 年 2 月 12 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
　第 211 回　定例会議（平成 31 年 3 月 18 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
　以上，11 回の定例会議の開催

（2）主な活動内容（議事内容）：
　◇第 201 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・特任・客員教員の採用について
　　・役職者の選任について
　　・配置転換・職位変更について
　　・学外兼業許可願提出について
　　・専攻医採用願について
　　・第 503 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 408 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・平成 30 年度 教員代表者会議構成員について
　　・平成 30 年度 医学部関連会議・委員会一覧について
　　・教授等資格要件検討 WG について
　　・領域別 関連基本学科一覧表代表教育主任について
　　・「医師国家試験と 6 年生総合学習に関する FD」参加の依頼について
　　・ゲノム医学研究センターの改組に伴う組織変更について
　　・研究マインド支援グラント「両学部における共通部門」募集要項について
　　・平成 30 年度「学内グラント」募集要項について
　　・「臨床研究法への対応に関する説明会」開催について
　　・RA センター運営会議議事録について
　　・RA センター構成員について
　　・平成 30 年度科研費内定者について
　　・COI 管理委員会議事録について
　　・埼玉医科大学各組織の主要会議等日程について
　　・医学部運営会議および医学部教員組織運営会議日程について
　◇第 202 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・役職者の選任について
　　・職位変更・兼担発令について
　　・出向に関する願書についてについて
　　・医学部教授・教員総会次第（案）について
　　・研究マインド支援グラント「両学部における共通部門」審査について
　　・第 504 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 409 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・厚生労働省からの臨床研究審査委員会の認定について
　　・医学部新任教員ならびに講師昇格教員を対象とした研修会について
　　・第 20 回 日本の Mayo Clinic を目指す会 全体集会 プログラムについて
　◇第 203 回　定例会議
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　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・教員の配置転換，兼担発令，職位変更について
　　・医学部教員組織運営会議構成員の追加について
　　・29 年度研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金本審査について
　　・第 505 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 410 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・高校教員対象医学部説明会について
　　・オープンキャンパスについて
　　・高大接続（西武文理高校）について
　　・埼玉県地域枠医学生奨学金及び本学医学部地域医療奨学金の奨学生選考面接の実施について
　　・両学部教員を対象とする e-learning による FD について
　　・私立大学等改革総合支援事業について
　　・医学教育ワークショップ参加者について
　　・AMED ぷらっとについて
　　・医学部教授・教員総会のご案内について
　　・IR センター運営会議構成員について
　　・機関別認証評価 WG 構成員について
　　・分野別評価 WG 会議構成員について
　　・受審スケジュールについて
　　・平成 31 年度採用研修医・専攻医面接・説明会等スケジュールについて
　　・若手卒業生の集い in 東京　参加者集計について
　　・指導医バッジ選考結果について
　　・今夏の節電・省エネ対策への協力について
　◇第 204 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・役職者について（大学病院，総合医療センター）
　　・教員の兼担発令，職位変更について
　　・退職者について
　　・第 506 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 411 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・平成 30 年度グラント選考委員会　議事録について
　　・平成 30 年度学内グラント　受賞者について
　　・研究マインド支援グラント（若手限定）募集要項について
　　・文部科学省 科学研究費 申請件数と新規採択件数・採択額の推移について
　　・平成 31 年度 文科省科研費 申請書作成の講習会について
　　・医学部定員増について
　　・H31 大学院入試日程について
　　・第 21 回メイヨー全体集会（9 月 29 日・30 周年記念講堂）について
　◇第 205 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・役職者について（中央研究施設）
　　・教員の配置転換，職位変更について
　　・退職者について
　　・第 507 回 教員代表者会議 議事要約について
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　　・第 412 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・平成 30 年度研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金募集要項について
　　・学内グラント（若手限定）採択者について
　　・科研費の公募について
　　・学術研究振興資金の公募について
　　・平成 31 年度科学研究費応募に関する講習会開催通知について
　　・第 4 回　学生による研究発表会のお知らせ（案）について
　　・埼玉東上地域大学教育プラットフォームについて，後援会開催について
　　・オープンキャンパス参加者数について
　　・地域枠医学生奨学金奨学生選考について
　　・医学部入試（面接委員及び試験監督の委嘱）について
　　・教授・教員総会アンケート集計結果，H27 からの参加者数について
　　・第 16 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム，研究ブランディング WG 会議について
　　・第 21 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会について
　◇第 206 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・副学長の職務（案）について
　　・免疫学担当教員の公募について
　　・教員の配置転換，職位変更，退職者について
　　・第 508 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 413 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・平成 30 年度 医学部・保健医療学部 合同教授・教員総会次第（案）について
　　・第 30 回日本医学会総会大学別登録者数について
　　・解剖体慰霊祭，動物慰霊祭について
　　・埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の募集について
　　・埼玉医科大学リサーチパーク 2019 年オープン予定ポスターについて
　　・ファイル共用サーバの運用ルールの明確化について
　　・TV 会議システムについて
　◇第 207 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・医学部の学科・基本学科について
　　・役職者の選任について
　　・教員の職位変更について
　　・平成 31 年度各組織の主要会議等日程（案）について
　　・第 509 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 414 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・第 4 回 埼玉医科大学 学生による研究発表会について
　　・第 8 回 埼玉医科大学 医学部医学教育フォーラムについて
　　・推薦入試について
　　・2019 年度 3 病院マッチング結果について
　　・ハゲタカジャーナル，フェイク・カンファレンスについて
　　・平成 31 年度科研費アドバイザー制度実施報告について
　　・埼玉医科大学臨床研究審査委員会の活動状況について
　　・平成 31 年度 文部科学省科学研究費 部門別・種目別応募件数について
　　・大学院入試日程について
　　・研究活動の所属ごとの実績数について
　　・平成 30 年度 医学部・保健医療学部 合同教授・教員総会次第について
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　◇第 208 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・教員の兼担発令について
　　・平成 31 年度非常勤教員・非常勤医師の更新及び新規採用手続きについて
　　・第 510 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 415 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・資格審査委員会に選出された委員への通知について
　　・推薦入試について
　　・専攻医 3 病院一次登録状況
　　・科学研究費新規採択件数および総額の推移
　　・医学部・保健医療学部 合同教授・教員総会次第
　　・創立 50 周年記念ロゴマークデザイン公募について
　　・第 30 回日本医学会総会大学別登録者数について
　◇第 209 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・特任・客員教員の採用について
　　・免疫学担当教員候補者の公募について
　　・国際医療センター心臓内科担当教員候補者の公募について
　　・教員の兼担発令，職位変更について
　　・第 511 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 416 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・教員が機関または組織を異動する際の研究倫理に関する諸注意
　　・特定臨床研究センター活動報告
　　・研究費の適正使用に関する理解度チェック（通知）について
　　・平成 30 年度医学部・保健医療学部合同教授総会アンケート調査結果について
　　・医学部基本学科，大学院基本学科について
　　・2019 年度医学部教員組織運営会議日程
　　・2019 年度会議日程案
　　・2019 年度埼玉医科大学各組織の主要会議等日程案
　　・第 30 回日本医学会総会，全国大学別登録数について
　　・2019 年度医学部関連会議・委員会一覧表の確認について
　◇第 210 回　定例会議
　　・資格審査委員の選出について
　　・講師任用について
　　・客員教員の採用について
　　・教員任期（5 年）満了者の再任手続きについて
　　・教員の兼担発令，職位変更について
　　・21 世紀ビジョン会議等の再編について
　　・第 512 回 教員代表者会議 議事要約について
　　・第 417 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・第 417 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
　　・リサーチパークおよび中央研究施設日高ブランチ機能部門 開設に関する説明会について　
　　・埼玉医科大学リサーチパーク 内覧会のお知らせ
　　・リサーチアドミニストレーションセンターの移転について
　　・医学部一般入試（後期）1 次試験の概要について
　　・第 13 回スチューデントドクター認定式について
　　・第 42 回医学部卒業式について
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・第 48 回医学部入学式について
◇第 211 回　定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・ゲノム医学研究センターの教員任期の更新について
・大学病院組織図（医療の質管理部の新設）について
・役職者について
・退職者について
・教員の配置転換，兼担発令，職位変更について
・医学教育センターの人事について
・医学研究センターの人事について
・中央研究施設　施設長・部門長の人事について
・将来構想タスクフォースの立上げについて
・第 513 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 418 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・科研費（研究活動スタート支援）の公募について
・特別研究員（DC1,DC2,RPD），海外特別研究員の公募について
・2019 年度　教員組織運営会議構成員について
・2019 年度　教員代表者会議構成員について
・センター試験利用入試の概要について
・来年度の博士課程運営委員会日程変更について
・第 30 回日本医学会総会，全国大学別登録数について
・第 22 回日本の Mayo Clinic を目指す会 全体集会 プログラム（案）について
・スチューデントドクター認定式次第について

2）自己点検評価委員会
（1）開催日（平成 30 年度）

第 1 回　定例会議（平成 30 年 4 月 17 日） 大学院講義室　出席 17　欠席 1
第 2 回　定例会議（平成 30 年 5 月 15 日） 大学院講義室　出席 16　欠席 2
第 3 回　定例会議（平成 30 年 6 月 12 日） 大学院講義室　出席 18　欠席 0
第 4 回　定例会議（平成 30 年 7 月 17 日） 大学院講義室　出席 13　欠席 6
第 5 回　定例会議（平成 30 年 9 月 11 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
第 6 回　定例会議（平成 30 年 10 月 16 日）大学院講義室  出席 15　欠席 4
第 7 回　定例会議（平成 30 年 11 月 13 日）大学院講義室  出席 18　欠席 1
第 8 回　定例会議（平成 30 年 12 月 11 日）大学院講義室　出席 16　欠席 3
第 9 回　定例会議（平成 31 年 1 月 22 日） 大学院講義室  出席 16　欠席 3
第 10 回　定例会議（平成 31 年 2 月 12 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
第 11 回　定例会議（平成 31 年 3 月 18 日） 大学院講義室  出席 19　欠席 0
以上，11 回の定例会議の開催

（2）主な活動内容（議事内容）：
・埼玉医科大学研究ブランディング推進委員会運営規則（案）の新設について
・埼玉医科大学医療人育成支援センター規程の一部改正について
・埼玉医科大学特定臨床研究審査委員会規則の新設改正について
・埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会規則の一部改正について
・埼玉医科大学埼玉県地域枠奨学生選考委員会規則の廃止について
・埼玉医科大学医学部特別奨学金貸与規程の新設について
・埼玉医科大学医学部特別奨学金運営委員会規則の新設について
・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与規程の経過措置について
・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会規則の一部改正について
・埼玉医科大学医学部地域医療奨学生選考委員会規則の廃止について
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・埼玉医科大学医学部特別待遇奨学生規程の一部改正について
・埼玉医科大学学則 : 臨床工学科のカリキュラム変更に伴う学則別表について
・埼玉医科大学保健医療学部看護学科等奨学金貸与規程の一部改正について
・「大学年報（自己点検・評価報告書）」等の原稿提出について
・教員の人事考課について
・教員人事考課のエフォート率について
・学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理規程新旧対照表（案）について
・ヒト幹細胞研究倫理審査規則新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学倫理審査委員会規則新旧対照表（案）について
・学校法人埼玉医科大学における人を対象とする医学系研究に関する倫理審査委員会・病院 IRB の組織及び運営

に関する規則【廃止案】について
・年報の進捗状況について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センター規程新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センター運営委員会規則新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学研究ブランディング推進委員会運営規則新旧対照表（案）について
・学校法人埼玉医科大学知的財産に関する規程新旧対照表（案）について
・学校法人埼玉医科大学安全保障輸出管理規則（案）について
・埼玉医科大学中央研究施設規則新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学ＲＩ研究施設放射線障害予防規程新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学中央研究施設日高ブランチＲＩ部門放射線障害予防規程新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学リサーチパーク利用規則（案）について
・教員任期（5 年）終了者の再任手続きについて
・平成 29 年度教員人事考課の提出状況について
・埼玉医科大学自己点検・評価委員会規則の改正について
・埼玉医科大学医学部自己点検・評価委員会規則の改正について
・埼玉医科大学ジェンダークリニック委員会規則廃止（案）について
・年報作成の進捗状況について
・学校法人埼玉医科大学倫理綱領の改正について
・埼玉医科大学大学院学則新旧対照表（案）について
・埼玉医科大学大学院組織図（案）について
・埼玉医科大学医学部運営会議規程新旧対照表について
・埼玉医科大学大学運営会議規程新旧対照表について
・埼玉医科大学補助金関連共同研究規則新旧対照表（案）について
・学校法人埼玉医科大学における学術研究活動に係る行動規範新旧対照表について
・学校法人埼玉医科大学研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会規則について
・埼玉医科大学寄附研究部門規程新旧対照表について
・埼玉医科大学寄附研究部門設置委員会規則【廃止案】について
・埼玉医科大学教授会運営規則新旧対照表について
・埼玉医科大学学則別表新旧対照表について
・埼玉医科大学医学部組織図の変更について
・学校法人埼玉医科大学組織規程新旧対照表について
・情報技術支援推進センター利用規則改正案について
・情報技術支援推進センター機器等利用細則改正案について
・埼玉医科大学ＲＩ安全委員会運営規則新旧対照表について
・埼玉医科大学医学教育センター規程新旧対照表について
・埼玉医科大学医学教育センター医学部領域運営委員会規則について
・埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程新旧対照表，関連書類について
・埼玉医科大学動物実験規程新旧対照表について
・埼玉医科大学動物実験委員会規則【廃止案】について
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4．評価と次年度目標
1）教員組織運営会議
　上記に示したように，教育・研究・診療における様々な問題に対応し，検討を行った．教員の採用については，教
員人事委員会と綿密な関係を維持しつつ，公募を含めた多くの教員の採用，昇格について審議し，資格審査結果の報
告等を行った．教員選考に関わる問題を中心として，医学部が直面する課題や緊急に対応が必要な問題と学事に関わ
る人事等の基本方針や原則を協議する場として良好な運営ができたと評価している．今後も教育，研究，診療等に係
る諸問題を協議し，教員人事委員会，教員代表者会議等に答申，上程，報告等を行い，本会議の運営を図っていきた
いと考えている．
2）自己点検・評価委員会
　自己点検評価委員会では，諸規程の見直し，教員人事考課，教学マネジメント体制の整備等についても様々な点検
と評価を実施した．また，各基本学科，各センター組織，委員会・会議等自らが行う「自己点検・評価の実施」を基
に大学年報（自己点検・評価報告書）を作成し，教員組織運営会議同様，本委員会の運営を図っていきたいと考えて
いる．
3）会議のペーパーレス化
　今年度の付記事項として，大学全体でのペーパーレス化に向けた方針に従い，7 月の両会議より，タブレットを用
いた運営に切り替わった．
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3．3）医学部学生部委員会

1．構成員
　委員長　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長・神経耳科 : 教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu）: 脳神経外科：教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　太田敏男（OHTA, Toshio）：神経精神科・心療内科：教授（任期 :H31.3.31）
　委　員　野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　新津　守（NIITSU, Mamoru）放射線科：教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：ゲノム医学研究センター：教授 （任期 : R2.3.31）
　委　員　向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）：教養教育：教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）：社会医学：准教授 （任期 : R2.3.31）
　委　員　藤田恵子 （FUJITA, Keiko）: 解剖学 : 准教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育：准教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：教養教育：准教授（任期 : R2.3.31）
　委　員　清水正雄（SHIMIZU, Masao）：健康管理センター：講師（任期 : R2.3.31）
　委　員　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部 : 部長（任期 : R2.3.31）
　委　員　岡野　弘（OKANO, Hiroshi）：大学事務部 : 参与（任期 : R2.3.31）
　委　員　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部 : 次長（任期 : R2.3.31）
　委　員　近藤有寛（KONDO, Arihiro）：大学事務部医学部事務室（任期 : R2.3.31）
　委　員　宇井章人（UI, Akihito）：大学事務部医学部事務室（任期 : H29.5.1 ～ H30.9.30）
　委　員　馬場菜穂（BABA, Nao）：大学事務部医学部事務室（任期 : H30.9.1 ～ R2.3.31）
　委　員　保坂雄一郎（HOSAKA, Yuichiro）：大学事務部医学部事務室（任期 : H30.9.1 ～ R2.3.31）
　オブザーバー　森　茂久 （MORI, Shigehisa）: 医学教育センター：教授（任期：R2.3.31）
　オブザーバー　稲葉宗通（INABA, Munemichi）：医学部同窓会（任期：R2.3.31）

2．目的
　本委員会は埼玉医科大学医学部学生部委員会規則第 2 条に則り，学生生活の充実向上を目的とする．

3．活動報告
①第 1 回（平成 30 年 4 月 13 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 13 名　欠席 5 名

議事：女子栄養大学若葉祭への参加について，新入生に対する部活動紹介及び新歓について，消防・防災避難訓練
の実施について，部活動の顧問交代について，学生間のハラスメント調査の報告について，委員の追加につ
いて，

②第 2 回（平成 30 年 5 月 11 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 12 名　欠席 6 名
議事：女子栄養大学若葉祭への参加準備状況について，部活動の新歓について，部活動の活動期約について，消防・

防災避難訓練の実施報告について，学生健康推進室カウンセラー通信の掲示について，学生の怪我及び事故
の報告について，東医体の日程について，学納金に関する不審電話の注意喚起について，部活動のあり方に
ついて，未成年の飲酒問題について

③第 3 回（平成 30 年 6 月 8 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 12 名　欠席 6 名
議事：女子栄養大学若葉祭の参加報告，学生の飲酒問題について（未成年飲酒，迷惑行為），アイスホッケー部の

無期限活動停止について，準硬式野球部の部活動停止について，ESS 部の未成年飲酒における処罰の検討に
ついて，クラブ顧問主将会議の開催報告について，部活動中の怪我について，女子学生の夜間構内駐車場利
用の検討について，体育施設新設の要望について，オルコスホールの自販機増設及び駐輪場内喫煙所の煙除
けの設置について

④第 4 回（平成 30 年 7 月 13 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 13 名　欠席 5 名
議事：ESS 部の部活動停止について，ハンドボール同好会の活動実績の調査について，朝食アンケートの実施につ

いて，越華祭における医学部の情報宣伝イベントについて，オルコスホール内のプロジェクターのオーバー
ホール作業報告について，委員会の副委員長の選任ならびに役割分担について
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⑤第 5 回（平成 30 年 9 月 14 日）於：本部棟 2 階会議室　出席 15 名　欠席 5 名
議事：越華祭について，オルコスホールの自販機増設不可に伴う代替案について，アイスホッケー部の無期限活動

停止の解除について，学生間の人間関係に関するトラブルについて，障害学生支援理解セミナーの参加につ
いて，朝食アンケートの集計結果について，事務局の人事異動について

⑥第 6 回（平成 30 年 10 月 12 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 13 名　欠席 7 名
議事：越華祭の運営について，朝食アンケートの集計結果について，西入間広域消防組合の機能別消防団設立の協

力について，アイスホッケー部の活動報告について，学生の怪我について，鶴ヶ島テニスコートの近隣住民
からの苦情について，部活リーダー研修会の開催について，障害学生支援理解セミナーの参加報告について

⑦第 7 回（平成 30 年 11 月 9 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 15 名　欠席 5 名
議事：越華祭の報告について，学生会からの報告（ダンス同好会からダンス部へ昇格，スノーボード同好会の設立，

ハンドボール同好会の活動内容），部活リーダー研修会ワーキンググループについて，学生の迷惑駐車につ
いて，通学時におけるバス内の苦情について

⑧第 8 回（平成 30 年 12 月 14 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 16 名　欠席 4 名
議事：学生会の幹部役員交代について，東医体の次年度日程および今年度の夏季競技における傷病発生件数の報告，

他大学学生の感染症（腸管出血性大腸菌感染症）罹患に伴う使用箇所（川角キャンパス校舎内，トイレ）の
消毒清掃について，クラブ顧問主将会議および部活リーダー研修会の実施報告について，未成年シールの作
成について，スポーツ庁策定の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の確認について，

⑨第 9 回（平成 31 年 1 月 18 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 14 名　欠席 6 名
議事：スポーツ庁策定「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を基に本学のガイドライン策定の検

討，文科省からの薬物乱用防止に関する注意喚起のパンフレットを確認，私立医科大学協会学生部委員会の
参加報告（SNS のトラブル ,LGBT について），川角体育館の安全対策について，埼玉医科大学グループ学生
消防団の結成について，自殺防止マニュアルの作成について 

⑩第 10 回（平成 31 年 2 月 8 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 16 名　欠席 4 名
議事：毛呂山消防団「学生機能別消防団」の発足式について，未成年禁酒シールの作成について，次年度の会議日

程について，学生生活指導主務者研修会の参加報告について，次年度の越華祭について，落合ホールの席取
り問題について

⑪第 11 回（平成 31 年 3 月 8 日）於：本部棟 1 階大学院講義室　出席 14 名　欠席 6 名
議事：学生会報告（新歓に関するルールについて），文科省の「大学のスポーツ振興に関するアンケート」の報告，

防災避難訓練について，イッキ飲み・アルハラ防止対策の強化について，創立 50 周年記念ロゴマークデザ
インの学内公募について，自殺防止マニュアル作成 WG の検討

4．評価と次年度目標
　本委員会では，年間を通して学生の指導，厚生および多岐にわたる諸問題について検討した．
　越華祭は，本委員会が協力し，医学部と保健医療学部の合同開催で無事に行われた．
　クラブ活動に関する諸問題に対し，部活リーダー研修会やクラブ顧問会議を開催し，クラブ活動のあり方や学業と
の両立などの指導を行った．
　学生の健康問題については，アルコール，薬物乱用防止の周知徹底や，学生健康推進室と連絡を蜜にとりながらイ
ンフルエンザ対策等に取り組んだ．また，定期健康診断については昨年同様，ほぼ全員の学生が受診した．
　今後も学生からの要望を出来るだけ反映し，学生生活が充実向上するよう努める．
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3．4）毛呂山キャンパス教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会

１．構成員
顧　問　別所正美 （BESSHO, Masami）：学長（任期：H31.3.31）
委員長　篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi）：医学部長補佐（任期：H31.3.31）
委　員　土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：H31.3.31）
委　員　森　茂久 （MORI Sigehisa）：副学長・医学教育センター長（任期：H31.3.31）
委　員　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：H31.3.31）
委　員　織田弘美 （ODA, Hiromi）：大学病院長（任期：H31.3.31）
委　員　岡田浩一 （OKADA, Hirokazu）：腎臓内科：教授（任期：H3.3.31）
委　員　藤田恵子 （FUJITA, Keiko）：解剖学：准教授（任期：H31.3.31）
委　員　岩沢憲次 （IWASAWA, Kenji）： 経理部購買課：課長補佐（任期：H30.6.30）
委　員　甲田和博 （KODA, Kazuhiro）： 経理部購買課：課長補佐（任期：H31.3.31）
委　員　近藤有寛 （KONDO, Arihiro）：大学事務部学務課：課長補佐（任期：H31.3.31）
委　員　安齋　宰  （ANZAI, Tsukasa）：大学事務部学務課（任期：H31.3.31）

２．目的
本委員会は埼玉医科大学教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会規則第 6 条に則り，教員棟，会議室，講堂等の

有効利用と円滑な管理運営の遂行を目的とする．

3．活動報告
1）委員会の開催．

①第 90 回　定例会議（平成 30 年 5 月 30 日）於：本部棟 1F アドミッションセンター 出席 8 人　欠席 1 人　
②第 91 回　定例会議（平成 30 年 7 月 25 日）於：本部棟 1F アドミッションセンター 出席 6 人　欠席 2 人　
③第 92 回　定例会議（平成 30 年 9 月 26 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室 出席 8 人　欠席 2 人　
④第 93 回　定例会議（平成 30 年 11 月 19 日）於：本部棟 1F 大学院講義室 出席 9 人　欠席 1 人　
⑤第 94 回　定例会議（平成 31 年 1 月 30 日）於：本部棟 1F 大学院講義室 出席 7 人　欠席 3 人　
⑥第 94 回　定例会議（平成 31 年 3 月 25 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室 出席 8 人　欠席 2 人　

2）主な審議内容
①教員棟について，入退室者および待機者を確認した．
②教員棟居室は原則，臨床医のみとした．
③教員棟の慢性的不足を臨時対応として，本部棟 7F703 号室ならびに第 2 ビル 2F 病棟跡地を共用講師室へと改

築する協議をし，31 年 1 月に完成した．
④退室した教員の居室について，不要備品の撤去および壁や床の劣化を確認し，改修を依頼した．
⑤清掃依頼の方法が稟議書作成から総務部への電話依頼へと簡易化し，効率化した．
⑥ 規則および細則を確認した．

4．評価と次年度目標
昨年度，教員数の増加に伴い教員棟の居室が慢性的に不足していたが，第 2 ビル 2F の病棟跡地を教員用居室 10

室に改修したことにより，一時的に不足が解消した．しかし新たな教員増加への対応を検討しなければならない．次
年度は，新教育実習棟の管理運営及びそれに伴う旧施設の使用方法，会議室や講堂の使用状況を把握し，各部署が有
効的に活用できるよう検討する．
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3．5）毛呂山キャンパス整備委員会

1．構成員
委 員 長　亀井美登里（KAMEI, Midori）：社会医学：教授（任期 :R2.3.31）
副委員長　丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：理事長（任期 :R2.3.31）
副委員長　篠塚　望（SHINODUKA, Nozomi）：副医学部長（任期 : R2.3.31）
委　　員　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長（任期 : R2.3.31）
委　　員　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期 :R2.3.31）
委　　員　松下　祥（MATSUSHITA, Shou）：副学長・医学研究センター長（任期 :R2.3.31）
委　　員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長・医学教育センター長（任期 :R2.3.31）
委　　員　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長 （任期 :R2.3.31）
委　　員　渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：生理学：教授（任期 :R2.3.31）
委　　員　茂木　明（MOGI, Akira）：常務理事・事務局長（任期 :R2.3.31）
委　　員　香取光夫（KATORI, Mitsuo）：施設部長（任期 :R2.3.31）
委　　員　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期 :R2.3.31）
委　　員　所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）：短期大学副学長（任期 :R2.3.31）
委　　員　久保かほる（KUBO, Kaoru）：短期大学：教授（任期 :R2.3.31）
オブザーバー　別所正美（BESSHO, Masami）：学長・医学部長
事務局　近藤有寛（KONDO, Arihiro）：大学事務部学務課

2．目的
　当委員会は毛呂山キャンパスの教育，研究，診療，管理の各部門の環境を整備し，将来を展望したスペースの有効
利用を促進させることを目的とする．

3．活動内容
　平成 30 年度は，委員会を開催しなかった．

1）東館の竣工と稼働開始の後，今年度の大きな課題は「教育新棟」の準備であった．これについては施設部の指
導のもと着々と進行している．

2）8 号館，11 号館と本部棟の教員用スペースについては，「教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会」で適宜 2
ビル 2 階も援用しつつ調整を諮っている．

4．評価と次年度目標
　前年度から引き続き毛呂山キャンパス敷地内で施設の新・改築が進められており，全体構想のなかでその機能向上
を図りつつ，法人および総合企画部との連携の上で跡地利用や移転先の検討・決定を続けることが望まれる．
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                             3．6）卒前教育合同会議

議長： 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター　 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
副議長： 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） （毛呂）消化器・一般外科 同上

林　健 （HAYASHI, Takeshi） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上
医学教育センター長：

森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター，副学長 同上
＜卒前教育委員＞
 年生担当委員：

向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育 同上
山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
森口武史 （MORIGUCHI, Takeshi） （基礎）教養教育 同上
藤森千尋 （FUJIMORI, Chihiro） （基礎）教養教育 同上
永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
藤田恵子 （FUJITA, Keiko） （基礎）解剖学 同上
池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上

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

3 年生担当委員：
山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科 同上
丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上
島田　朗 （SHIMADA, Akira） （毛呂）内分泌・糖尿病内科  同上
山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
鈴木健之 （SUZUKI, Kenji） （毛呂）放射線腫瘍科 同上
菊池　透 （KIKUCHI, Toru） （毛呂）小児科 同上
宮川義隆 （MIYAKAWA, Yoshitaka） （毛呂）総合診療内科 同上

4 年生担当委員：
加瀬康弘 （KASE, Yasuhiro） （毛呂）耳鼻咽喉科 同上
土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
倉持　朗 （KURAMOCHI, Akira） （毛呂）皮膚科 同上
伊藤彰紀 （ITOH, Akinori） （毛呂）神経耳科 同上
長坂　浩 （NAGASAKA, Hiroshi） （毛呂）麻酔科 同上
高橋一司 （TAKAHASHI, Kazushi） （毛呂）神経内科 同上
舟久保ゆう（FUNAKUBO, Yu） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上

5 年生担当委員：
森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 医学教育センター 同上
石橋敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro） 医学教育センター 同上
柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
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井上郁夫 （INOUE, Ikuo） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
大竹　明 （OHTAKE, Akira） （毛呂）小児科 同上
松田　晃 （MATSUDA, Akira） （日高）造血器腫瘍科 同上
名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko） （川越）消化器・肝臓内科 同上

6 年生担当委員：
篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） （毛呂）消化器・一般外科 同上
永田　真 （NAGATA, Makoto） （毛呂）呼吸器内科 同上
中里良彦 （NAKAZATO, Yoshihiko） （毛呂）神経内科 同上
中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科 同上
渡會恵介 （WATARAI, Keisuke） （毛呂）整形外科・脊椎外科 同上
石原　理 （ISHIHARA, Osamu） （毛呂）産科・婦人科 同上
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科 同上
林　健 （HAYASHI, Ken） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上

オブザーバー：
山田泰子 （YAMADA, Yasuko） 医学教育センター 同上
有田和恵 （ARITA, Kazue） 医学教育センター 同上
荒関かやの （ARASEKI, Kayano） 医学教育センター 同上
鈴木　智 （SUZUKI, Satoshi） 医学教育センター 同上
佐藤義文 （SATOH, Yoshifumi） 医学教育センター 同上
大西京子 （OHNISHI, Kyoko） 医学教育センター 同上
高橋美穂 （TAKAHASHI, Miho） 医学教育センター 同上
齋藤　恵 （SAITOH, Megumi） 医学教育センター 同上
杉山智江 （SUGIYAMA, Tomoe） 医学教育センター 同上
富谷智明 （TOMIYA, Tomoaki） 教職員 ･ 学生健康推進センター 同上
川村勇樹 （KAWAMURA, Yuki） （基礎）教養教育 同上
Chad L Godfrey （基礎）教養教育 同上
大間陽子 （OHMA, Yoko） （基礎）教養教育 同上
土田敦子 （TSUCHIDA, Atsuko） （基礎）教養教育 同上
米岡裕美 （YONEOKA, Yumi） （基礎）教養教育 同上
西脇洋一 （NISHIWAKI, Yoichi） （基礎）教養教育 同上
鈴木　正 （SUZUKI,Sei） （基礎）教養教育 同上
種田佳紀 （OIDA, Yoshiki） （基礎）教養教育 同上
伊澤宜仁 （IZAWA, Yoshihito）  （基礎）教養教育 同上
村上　元 （MURAKAMI, Gen） （基礎）教養教育 同上
髙橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo） 副医学部長 同上
徳元康人 （TOKUMOTO, Yasuhito） アドミッションセンター 同上
野田光彦 （NODA, Mitsuhiko） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
加藤直子 （KATO, Naoko） （毛呂）眼科 同上
池園哲郎 （IKEZONO Tetsuo） （毛呂）耳鼻咽喉科 同上
間島　満 （MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上

学生委員：
（1 年生） 小野健太，河野将宏，古川俊憲，倉持智仁，林　大地，門間令夏，杉原　光
（2 年生） 飯島由実，奥羽　慧，菊地哉太，髙木あまね，西　秀仁
（3 年生） 岩渕野衣，佐藤　泉，鈴木啓吾，高沢理沙，橋本知公，細田昇平，宮﨑雄也，米山史華
（4 年生） 古賀　成，久松丈朗，松永洸昂，峯平紗耶香，森田大也
（5 年生） 忽滑谷暁紀，渡辺勇太，鈴木佳那子，吉田耕太郎，藤原瑛子，髙野陽平，斎藤賢司，板倉桜子

德久博三，内藤友亮，増渕悟志，山口友基，江島弘直，朝戸　健，村岡　和，志村花香
（6 年生） 鎌田隆輔，谷口博美，張　賢司，辻　翔平，橋本尚仁

国試対策委員：
（3 年生） 鈴木絵美子，石丸安峻，坂口拓海，松田　眸，岩田亮太郎，佐藤　泉，岩渕野衣
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（4 年生） 岩田啓太郎，植野 麦 リチャード，丸山康介，田島　匠，凌　優琳，松下真弓，山口颯人
 松永洸昂，深井花観

（5 年生） 安東慶子，石田　悟，伊藤瑞也，忽滑谷暁紀，町田史靖，森重夏美，吉田耕太郎
（6 年生） 近江　光，髙橋久一朗，堤　琴音，河村岳史，石井玲奈，久松菜未子，山岸大祐，山口智子

＜コース，ユニットディレクター＞
1 年生「医科学への道すじ」コース
  中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育
   平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
 医科学入門 中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育 同上
 科学的思考と表現 米岡裕美 （YONEOKA, Yumi） （基礎）教養教育 同上
 自然科学の基礎 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
 医科学の探索 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） （基礎）生化学 同上
1 年生「細胞生物学」コース 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
 細胞生物学 -1 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
 細胞生物学 -2 小谷典弘 （KOTANI, Norihiro） （基礎）生化学 同上
 細胞生物学 -3 栗﨑知浩 （KURISAKI, Tomohiro） （基礎）解剖学 同上
 細胞生物学 -1 実習 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） （基礎）生化学 同上
1 年生「人体の構造と機能 -1」コース
  永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
 人体の構造と機能 -1-1 栗﨑知浩 （KURISAKI, Tomohiro） （基礎）解剖学 同上
 人体の構造と機能 -1-2 藤田恵子 （FUJITA, Keiko） （基礎）解剖学 同上
 人体の構造と機能 -1-3 髙野和敬 （TAKANO, Kazuhiro） （基礎）解剖学 同上
1 年生「人体の基礎科学」コース
  村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
 人体の基礎科学 -1 向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育 同上
 人体の基礎科学 -2 森口武史 （MORIGUCHI, Takeshi） （基礎）教養教育 同上
1 年生「良医への道 -1」コース
  渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi） （基礎）生理学 同上
 行動科学と医療倫理 菅　理江 （SUGE, Rie） （基礎）生理学 同上
 キャリアデザイン 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
 地域医療とチーム医療 柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
 臨床推論 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 臨床入門 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 医学英語 -1 新津　守 （NIITSU, Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
 医学英語 -2 新津　守 （NIITSU, Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
 医学英語 -3 新津　守 （NIITSU, Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
 選択必修 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
2 年生「人体の構造と機能 -2」コース
  村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
 エネルギー系 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） （基礎）生化学 同上
 調節系 栗﨑知浩 （KURISAKI, Tomohiro） （基礎）解剖学 同上
 情報系 中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）教養教育 同上
 構造系実習 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
 物質系実習 荒木智之 （ARAKI, Tomoyuki） （基礎）生化学 同上
 機能系実習 1 池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上
 機能系実習 2 菅　理江 （SUGE, Rie） （基礎）生理学 同上
2 年生「病気の基礎 -1」コース 佐々木惇 （SASAKI, Atsushi） （基礎）病理学 同上
 病理総論 佐々木惇 （SASAKI, Atsushi） （基礎）病理学 同上
 薬理総論 丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上
 生体防御総論 松下　祥 （MATSUSHITA, Sho） （基礎）免疫学 同上
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2 年生「良医への道 -2」コース 渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi） （基礎）生理学 同上
 行動科学と医療倫理 菅　理江 （SUGE, Rie） （基礎）生理学 同上
 キャリアデザイン 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
 地域医療とチーム医療 柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
 臨床推論 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 臨床入門 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 医学英語 新津　守 （NIITSU,Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
 選択必修 村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学 同上
3 年生「病気の基礎 -2」コース 村上　孝 （MURAKAMI, Takashi） （基礎）微生物学 同上
 感染 村上　孝 （MURAKAMI, Takashi） （基礎）微生物学 同上
 免疫 松下　祥 （MATSUSITA, Sho） （基礎）免疫学 同上
 疫学 太田晶子 （OHTA Akiko） （基礎）社会医学 同上
3 年生「ヒトの病気 -1」コース 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
 診療の基本 岡田浩一 （OKADA, Hirokazu） （毛呂）腎臓内科 同上
 呼吸器 村山芳武 （MURAYAMA, Yoshitake） （日高）呼吸器内科 同上
 循環器 岩永史郎 （IWANAGA, Shiro） （日高）心臓内科 同上
 消化器 富谷智明 （MARUYAMA, Yoshiaki） 教職員 ･ 学生健康推進センター 同上
 血液 中村裕一 （NAKAMURA, Yuichi） （毛呂）血液内科 同上
 腎・泌尿器 岡田浩一 （OKADA,Hirokazu） （毛呂）腎臓内科 同上
 生殖器 岡垣竜吾 （OKAGAKI, Ryugo） （毛呂）産科・婦人科 同上
 神経 荒木信夫 （ARAKI, Nobuo） （毛呂）神経内科 同上
 内分泌・代謝 井上郁夫 （INOUE, Ikuo） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
3 年生「良医への道 -3」コース 渡辺　修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学 同上
 行動科学と医療倫理 菅　理江 （SUGE, Rie） （基礎）生理学 同上
 キャリアデザイン 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
 地域医療とチーム医療 柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
 医学英語 新津　守 （NIITSU,Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
3 年生「臨床実習 -1」コース 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 導入クリニカル・クラークシップ 1-1 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 導入クリニカル・クラークシップ 1-2 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 導入クリニカル・クラークシップ 1-3 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
4 年生「ヒトの病気 -2」コース 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
 神経 荒木信夫 （ARAKI, Nobuo） （毛呂）神経内科 同上
 感覚器 伊藤彰紀 （ITOU, Akinori） （毛呂）耳鼻咽喉科 同上
 皮膚・運動器 織田弘美 （ODA, Hiromi） （毛呂）整形外科・脊椎外科 同上
 感染 前﨑繁文 （MAESAKI, Shigefumi） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
 免疫 三村俊英 （MIMURA, Toshihide） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上
 腫瘍 畝川芳彦 （SEGAWA, Yoshihiko） （日高）腫瘍内科 同上
 画像 小澤栄人 （KOZAWA, Eito） （日高）放射線科 同上
 母体・胎児・新生児 亀井良政 （KAMEI, Yoshimasa） （毛呂）産科・婦人科 同上
 小児 山内秀雄 （YAMANOUCHI, Hideo） （毛呂）小児科 同上
 精神 太田敏男 （OTA, Toshio） （毛呂）精神神経科・心療内科 同上
 救急・麻酔 根本　学 （NEMOTO, Manabu） （日高）救急医学科 同上
4 年生「社会と医学」コース 髙田　綾 （TAKADA, Aya） （基礎）法医学 同上
 疾病の予防と対策 太田晶子 （OHTA, Akiko） （基礎）社会医学 同上
 地域社会と健康 柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
 社会医学実習 亀井美登里 （KAMEI, Midori） （基礎）社会医学 同上
 異常死の診断 髙田　綾 （TAKADA, Aya）　 （基礎）法医学 同上
4 年生「良医への道 -4」コース 渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学 同上
 医学概論 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
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 臨床推論 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
 臨床入門 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
 医学英語 新津　守 （NIITSU,Mamoru） （毛呂）放射線科 同上
5 年生「臨床実習 -1」コース 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
6 年生「総合学習」コース 林　健 （HAYASHI, Takeshi） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上
 総合学習 A 中里良彦 （NAKAZATO, Yoshihiko） （毛呂）神経内科 同上
 総合学習 B 中里良彦 （NAKAZATO, Yoshihiko） （毛呂）神経内科 同上
   総合学習 C 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） （毛呂）消化器・一般外科 同上
 達成度評価 林　健 （HAYASHI, Takeshi） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上
 「臨床実習 -2」コース 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
＜教育主任＞
共通： 医学教育センター 森　茂久 （MORI, Shigehisa）  同上
 医学研究センター 町田早苗 （MACHIDA, Sanae）  同上
 中央研究施設 大島　晋 （OHSHIMA, Susumu）  同上
 川越キャンパス研究部 田丸淳一 （TAMARU, Junichi）  同上
 RA センター 千本松孝明 （SENBONMATSU, Takaaki）  同上
 情報技術支援推進センター 椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio）  同上
基礎： 教養教育 中平健祐 （NAKAHIRA, Kensuke）  同上
 解剖学 永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi）  同上
 生理学 渡辺修一 （WATANABE, Shu-ichi）  同上
 生化学 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori）  同上
   薬理学 丸山　敬 （MARUYAMA, Kei）  同上
 病理学 佐々木惇 （SASAKI, Atsushi）  同上
 微生物学 堀内　大 （HORIUCHI, Yutaka）  同上
 免疫学 曽根敏雄 （SONE, Toshio）  同上
 社会医学 亀井美登里 （KAMEI, Midori）  同上
 法医学 髙田　綾 （TAKADA, Aya）  同上
 ゲノム医学研究センター 黒川理樹 （KUROKAWA, Riki）  同上
毛呂： 消化器内科・肝臓内科 中山伸朗 （NAKAYAMA, Nobuaki）  同上
 消化管内科 大庫秀樹 （OHGO, Hideki）  同上
 心臓内科 山本啓二 （YAMAMOTO, Keiji）  同上
 呼吸器内科 仲村秀俊 （NAKAMURA, Hidetoshi）  同上
 内分泌内科・糖尿病内科 池上裕一 （IKEGAMI, Yuichi）  同上
 血液内科 脇本直樹 （WAKIMOTO, Naoki）  同上
 神経内科 山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa）  同上
 リウマチ・膠原病科 舟久保ゆう （FUNAKUBO, Yu）  同上
 腎臓内科 岡田浩一 （OKADA,Hirokazu）  同上
 感染症科・感染制御科 前﨑繁文 （MAESAKI, Shigefumi）  同上
 総合診療内科 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo）  同上
 消化器・一般外科 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi）  同上
 小児外科 尾花和子 （OBANA, Kazuko）  同上
 整形外科・脊椎外科 門野夕峰 （KADONO, Yuuho）  同上
 脳神経外科 藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu）  同上
 形成外科・美容外科 佐藤智也 （SATO, Tomoya）  同上
 小児科 山内秀雄 （YAMANOUCHI, Hideo）  同上
 皮膚科 宮野恭平 （MIYANO, Kyohei）  同上
 泌尿器科 朝倉博孝 （ASAKURA, Hirotaka）  同上
 眼科 加藤直子 （KATO, Naoko）  同上
 耳鼻咽喉科 伊藤彰紀 （ITOU, Akinori）  同上
 産科・婦人科 石原　理 （ISHIHARA, Osamu）  同上
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 歯科・口腔外科 佐藤　毅 （SATO, Tsuyoshi）  同上
 リハビリテーション科 原　元彦 （HARA, Motohiko）  同上
 麻酔科 井手康雄 （IDE, Yasuo）  同上
 救急科 芳賀佳之 （HAGA, Yoshiyuki）  同上
 東洋医学 磯部秀之 （ISOBE, Hideyuki ）  同上
 放射線科 鈴木健之 （SUZUKI, Kenji）  同上
 精神神経科・心療内科 太田敏男 （OTA, Toshio）  同上
 臨床検査医学 森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho）  同上
 中央病理診断部 佐々木惇 （SASAKI, Atsushi）  同上
 輸血・細胞移植部 岡田義昭 （OKADA, Yoshiaki）  同上
 健康管理センター 足立雅樹 （ADACHI, Masaki）  同上
川越： 消化器・肝臓内科 名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko）  同上
 心臓内科 西岡利彦 （NISHIOKA, Toshihiko）  同上
 呼吸器内科 森山　岳 （MORIYAMA, Gaku）  同上
 内分泌・糖尿病内科 松田昌文 （MATSUDA, Masafumi）  同上
 血液内科 佐川森彦 （SAGAWA, Morihiko）  同上
 神経内科 深浦彦彰 （FUKAURA, Hikoaki）  同上
 リウマチ・膠原病内科 近藤恒夫 （KONDO, Tsuneo）  同上
 腎・高血圧内科 叶澤孝一 （KANOZAWA,Koichi）  同上
 感染症科・感染制御科 大野秀明 （OHNO,Hideaki）  同上
 総合診療内科 岡　秀昭 （OKA, HIdeaki）  同上
 消化器外科・一般外科 持木彫人 （MOCHIKI, Erito）  同上
 肝胆膵外科・小児外科 小髙明雄 （ODAKA, Akio）  同上
 血管外科 出口順夫 （DEGUCHI, Juno）  同上
 乳腺腫瘍科 矢形　寛 （YAGATA, Hiroshi）  同上
 呼吸器外科 福田祐樹 （FUKUDA, Hiroki）  同上
 心臓血管外科 山火秀明 （YAMABI, Hideaki）  同上
 整形外科 中曽根功 （NAKASONE, Isao）  同上
 脳神経外科 庄島正明 （SHOJIMA, Masaaki）  同上
 形成外科・美容外科 大西文夫 （OONISHI, Humio）  同上
 小児科 側島久典 （SOBAJIMA, Hisanori）  同上　
 皮膚科 福田知雄 （FUKUDA, Tomoo）  同上
 泌尿器科 諸角誠人 （MOROZUMI, Makoto）  同上
 眼科 小幡博人 （OBATA, Hiroto）  同上
 耳鼻咽喉科 大畑　敦 （OHATA, Atsushi）  同上
 産婦人科 馬場一憲 （BABA, Kazunori）  同上
 歯科・口腔外科 堀江憲夫 （HORIE, Norio）  同上
 リハビリテーション科 山本　満 （YAMAMOTO, Mitsuru）  同上
 麻酔科 小山　薫 （KOYAMA, Kaoru）  同上
 救急科（ER） 安藤陽児 （ANDO, Yoji）  同上
 高度救急救命センター 荒木　尚 （ARAKI, Takashi）  同上
 放射線科 熊倉嘉貴 （KUMAKURA, Yoshitaka）  同上
 精神神経科 棚橋伊織 （TANAHASHI, Iori）  同上
 臨床検査医学 三橋知明 （MITSUHASHI, Tomoaki）  同上
 病理部 百瀬修二 （MOMOSE, Shuji）  同上
 輸血部 山本晃士 （YAMAMOTO, Koji）  同上
 健康管理科 伊藤博之 （ITO, Hiroyuki）  同上
日高： 消化器内科 良沢昭銘 （RYOZAWA, Shyomei）  同上
 心臓内科 岩永史郎 （IWANAGA, Shiro）  同上
 呼吸器内科 村山芳武 （MURAYAMA, Yoshitake）  同上
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内分泌・糖尿病内科 栗原　進 （KURIHARA, Susumu） 同上
造血器腫瘍科 松田　晃 （MATSUDA, Akira） 同上
神経内科・脳卒中内科 林　健 （HAYASHI, Ken） 同上
腎臓内科 渡邊裕輔 （WATANABE, Yu-suke） 同上
腫瘍内科 畝川芳彦 （SEGAWA, Yoshihiko） 同上
感染症科・感染制御科 光武耕太郎 （MITSUTAKE, Kotaro） 同上
消化器外科 櫻本信一 （SAKURAMOTO, Shinichi） 同上
乳腺腫瘍科 大崎昭彦 （Osaki, Akihiko） 同上
呼吸器外科 坂口浩三 （SAKAGUCHI, Hirozou） 同上
心臓血管外科 朝倉利久 （ASAKURA, Toshihisa） 同上
整形外科 矢澤康男 （YAZAWA, Yasuo） 同上
小児外科 小髙哲郎 （KODAKA, Tetsuro） 同上
脳神経外科 吉川雄一郎 （KIKKAWA, Yuichiro） 同上
形成外科 横川秀樹 （YOKOGAWA, Hideki） 同上
小児心臓科 住友直方 （SUMITOMO, Naokata ） 同上
小児心臓外科 枡岡　歩 （MASUOKA, Ayumu） 同上
小児腫瘍科 渡邊温子 （WATANABE, Atsuko） 同上
皮膚科 中村泰大 （NAKAMURA, Yasuhiro） 同上
泌尿器科 小山政史 （OYAMA, Masafumi） 同上
耳鼻咽喉科 菅澤　正 （SUGASAWA, Masashi） 同上
産婦人科 吉田裕之 （Kurosaki, Akira） 同上
歯科・口腔外科 坂田康彰 （SAKATA, Yasuaki） 同上
リハビリテーション科 髙橋秀寿 （TAKAHASHI, Hidetoshi） 同上
麻酔科 辻田美紀 （TSUJITA, Miki） 同上
救急医学科 根本　学 （NEMOTO, Manabu） 同上
綜合診療・地域医療科 古屋大典 （FURUYA, Daisuke） 同上
放射線科 山根登茂彦 （YAMANE, Tomohiko） 同上
精神科 島田祐樹 （SHIMADA, Yuki） 同上
臨床検査医学 海老原康博 （EBIHARA, Yasuhiro） 同上
病理診断科 新井栄一 （ARAI, Eiichi） 同上
輸血・細胞移植科 石田　明 （ISHIDA, Akaru） 同上

2．目　的
　卒前教育合同会議は卒前教育委員会が月 1 回開催する定例会議を，教育主任部門会議と合同で実施しているもの
である．同会議にはコース，ユニットディレクター，医学教育センターの専任教員もオブザーバーとして参加してい
る．従って，本会議は医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調
査解析室」，「学生支援室」の各室および「OSCE 委員会」，「スキルスラボ運営委員会」，「カリキュラム委員会」にお
ける活動報告，1 ～ 6 年生の学年小委員会における報告などを基に討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定す
るとともに，これら事項に関する情報を全教員に公開することを目的としている．

3．活動報告
第 133 回卒前教育合同会議（平成 30 年 4 月 10 日，議事録あり）
第 134 回卒前教育合同会議（平成 30 年 5 月 8 日，議事録あり）
第 135 回卒前教育合同会議（平成 30 年 6 月 12 日，議事録あり）
第 136 回卒前教育合同会議（平成 30 年 7 月 10 日，議事録あり）
第 137 回卒前教育合同会議（平成 30 年 9 月 11 日，議事録あり）
第 138 回卒前教育合同会議（平成 30 年 10 月 9 日，議事録あり）
第 139 回卒前教育合同会議（平成 30 年 11 月 6 日，議事録あり）
第 140 回卒前教育合同会議（平成 30 年 12 月 11 日，議事録あり）
第 141 回卒前教育合同会議（平成 31 年 1 月 15 日，議事録あり）
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第 142 回卒前教育合同会議（平成 31 年 2 月 12 日，議事録あり）
第 143 回卒前教育合同会議（平成 31 年 3 月 12 日，議事録あり）
本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継している．会議資料は開催前にホームペー

ジに公開しており，事前の閲覧および PFD ファイルをダウンロード，印刷して会議に持参するか，また会議場には
無線 LAN を設置しており，ノ－ト PC を持参して会議に出席することも可能である．

平成 30 年度より，川越キャンパス教育主任会議（月 1 回，基本的に第 3 木曜日），日高キャンパス教育主任会議（月
1 回，基本的に第 2 火曜日，卒前教育合同会議開催日）を正式実施とし，川越，日高キャンパスの教育主任は卒前教
育合同会議開催時のテレビ会議への出席は義務化を解除した．毛呂山キャンパスの教育主任は従来通り，卒前教育合
同会議に参加する形を継続した．なお卒前教育委員の出席が必要なため卒前教育合同会議の川越キャンパスへのテレ
ビ会議は継続することにした．
　本会議での検討事項に関しては，「C390. 卒前教育委員会」，「J300. 卒前教育部門」に詳細を記しているので参照
されたい．

4．自己点検 ･評価
　 本会議の出席率は，卒前教育委員会の構成員に比して，これに属さない教育主任は不良であった．本会議は全教
員への教育に関する情報を公開，提供する場であることを考慮すると，教育主任への情報伝達は，本会議が担ってお
り，教育主任の出席率向上は喫緊の課題であった．臨床系学科の教育主任，特に川越，日高キャンパスの教育主任の
テレビ会議への出席率が低い理由として，テレビ会議システムでは理解が進まない，会議時間帯が臨床業務で忙しい
などが挙げられた．この問題を解決するために，平成 29 年 10 月より川越キャンパス，日高キャンパスでそれぞれ
独自に教育主任会議を毎月開催する形式を試験的に開始した．平成 30 年度より，川越キャンパス教育主任会議，日
高キャンパス教育主任会議を正式実施とし，川越，日高キャンパスの教育主任は卒前教育合同会議開催時テレビ会議
への出席は義務化を解除した．なお，毛呂山キャンパス教育主任の本回技への出席の義務化は従来通りとした．また
卒前教育合同会議の川越キャンパスへのテレビ会議は，川越キャンパス所属の卒前教育委員の出席が必要なため継続
した．川越，日高キャンパスの教育主任会議の出席率は，昨年度までの卒前教育合同会議の出席率よりも増加し，情
報伝達が向上したと考えられる．
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　　　　　　　　3．7）卒前教育委員会

1．構成員
委員長： 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター長　　平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
副委員長： 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） （毛呂）消化器・一般外科 同上

林　健 （HAYASHI, Takeshi） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上
1 年生担当委員：

向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育 同上
山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
森口武史 （MORIGUCHI, Takeshi） （基礎）教養教育 同上
藤森千尋 （FUJIMORI, Chihiro） （基礎）教養教育 同上
永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学 同上
藤田恵子 （FUJITA, Keiko） （基礎）解剖学 同上
池田正明 （IKEDA, Masaaki） （基礎）生理学 同上

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

3 年生担当委員：
山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科 同上
丸山　敬 （MARUYAMA, Kei） （基礎）薬理学 同上
島田　朗 （SHIMADA, Akira） （毛呂）内分泌・糖尿病内科  同上
山口敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科 同上
鈴木健之 （SUZUKI, Kenji） （毛呂）放射線腫瘍科 同上
菊池　透 （KIKUCHI, Toru） （毛呂）小児科 同上
宮川義隆 （MIYAKAWA, Yoshitaka） （毛呂）総合診療内科 同上

4 年生担当委員：
加瀬康弘 （KASE, Yasuhiro） （毛呂）耳鼻咽喉科 同上
土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科 同上
倉持　朗 （KURAMOCHI, Akira） （毛呂）皮膚科 同上
伊藤彰紀 （ITOH, Akinori） （毛呂）神経耳科 同上
長坂　浩 （NAGASAKA, Hiroshi） （毛呂）麻酔科 同上
高橋一司 （TAKAHASHI, Kazushi） （毛呂）神経内科 同上
舟久保ゆう （FUNAKUBO, Yu） （毛呂）リウマチ・膠原病科 同上

5 年生担当委員：
森　茂久 （MORI, Shigehisa） 医学教育センター 同上
辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 医学教育センター 同上
石橋敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro） 医学教育センター 同上
柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） （基礎）社会医学 同上
井上郁夫 （INOUE, Ikuo） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
大竹　明 （OHTAKE, Akira） （毛呂）小児科 同上
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松田　晃 （MATSUDA, Akira） （日高）造血器腫瘍科 同上
名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko） （川越）消化器・肝臓内科 同上

6 年生担当委員：
篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi） （毛呂）消化器・一般外科 同上
永田　真 （NAGATA, Makoto） （毛呂）呼吸器内科 同上
中里良彦 （NAKAZATO, Yoshihiko） （毛呂）神経内科 同上
中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科 同上
渡會恵介 （WATARAI, Keisuke） （毛呂）整形外科・脊椎外科 同上
石原　理 （ISHIHARA, Osamu） （毛呂）産科・婦人科 同上
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科 同上
林　健 （HAYASHI, Ken） （日高）神経内科・脳卒中内科 同上

オブザーバー：
山田泰子 （YAMADA, Yasuko） 医学教育センター 同上
有田和恵 （ARITA, Kazue） 医学教育センター 同上
荒関かやの （ARASEKI, Kayano） 医学教育センター 同上
鈴木　智 （SUZUKI, Satoshi） 医学教育センター 同上
佐藤義文 （SATOH, Yoshifumi） 医学教育センター 同上
大西京子 （OHNISHI, Kyoko） 医学教育センター 同上
高橋美穂 （TAKAHASHI, Miho） 医学教育センター 同上
齋藤　恵 （SAITOH, Megumi） 医学教育センター 同上
杉山智江 （SUGIYAMA, Tomoe） 医学教育センター 同上
富谷智明 （TOMIYA, Tomoaki） 教職員 ･ 学生健康推進センター 同上
川村勇樹 （KAWAMURA, Yuki） （基礎）教養教育 同上
Chad L Godfrey （基礎）教養教育 同上
大間陽子 （OHMA, Yoko） （基礎）教養教育 同上
土田敦子 （TSUCHIDA, Atsuko） （基礎）教養教育 同上
米岡裕美 （YONEOKA, Yumi） （基礎）教養教育 同上
西脇洋一 （NISHIWAKI, Yoichi） （基礎）教養教育 同上
鈴木　正 （SUZUKI, Sei） （基礎）教養教育 同上
種田佳紀 （OIDA, Yoshiki） （基礎）教養教育 同上
伊澤宜仁 （IZAWA, Yoshihito） （基礎）教養教育 同上
村上　元 （MURAKAMI, Gen） （基礎）教養教育 同上
髙橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo） 副医学部長 同上
徳元康人 （TOKUMOTO, Yasuhito） アドミッションセンター 同上
野田光彦 （NODA, Mitsuhiko） （毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
加藤直子 （KATO, Naoko） （毛呂）眼科 同上
池園哲郎 （IKEZONO, Tetsuo） （毛呂）耳鼻咽喉科 同上
間島　満 （MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上

学生委員：
（1 年生） 小野健太，河野将宏，古川俊憲，倉持智仁，林　大地，門間令夏，杉原　光
（2 年生） 飯島由実，奥羽　慧，菊地哉太，髙木あまね，西　秀仁
（3 年生） 岩渕野衣，佐藤　泉，鈴木啓吾，高沢理沙，橋本知公，細田昇平，宮﨑雄也，米山史華
（4 年生） 古賀　成，久松丈朗，松永洸昂，峯平紗耶香，森田大也
（5 年生）  忽滑谷暁紀，渡辺勇太，鈴木佳那子，吉田耕太郎，藤原瑛子，髙野陽平，斎藤賢司，板倉桜子

德久博三，内藤友亮，増渕悟志，山口友基，江島弘直，朝戸　健，村岡　和，志村花香
（6 年生） 鎌田隆輔，谷口博美，張　賢司，辻　翔平，橋本尚仁

国試対策委員：
（3 年生） 鈴木絵美子，石丸安峻，坂口拓海，松田　眸，岩田亮太郎，佐藤　泉，岩渕野衣
（4 年生） 岩田啓太郎，植野 麦 リチャード，丸山康介，田島　匠，凌　優琳，松下真弓，山口颯人

松永洸昂，深井花観
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（5 年生） 安東慶子，石田　悟，伊藤瑞也，忽滑谷暁紀，町田史靖，森重夏美，吉田耕太郎
（6 年生） 近江　光，髙橋久一朗，堤　琴音，河村岳史，石井玲奈，久松菜未子，山岸大祐，山口智子

2．目　的
　卒前教育委員会は本学設立の理念および社会的使命に従って，医学部学生を対象とした効果的な医教育を実施する
ために必要な事項について審議することを目的としている．主たる審議事項は以下の通りである．
（1）カリキュラムに関すること
（2）臨床実習に関すること
（2）試験および進級，卒業の評価に関すること
（3）教育に関する FD，ワ－クショップに関すること
（4）学生に対する教育指導
（5）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動報告
　卒前教育委員会では，医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，

「調査解析室」，「学生支援室」の 5 つの室および OSCE 委員会，スキルスラボ運営委員会，カリキュラム委員会にお
ける活動報告，1 ～ 6 年生の学年小委員会における報告などを基にして構成員が討議を行い，卒前医学教育に関する
方針を決定している．
　本委員会は平成 20 年度からは卒前医学教育に関する問題点をより活発，自由に意見交換をすることを目的として

「卒前医学教育懇談会」を立ち上げた．その後名称が医学教育センター懇談会に変更となり，平成 28 年度より医学
教育センター懇談会の機能も医学教育センター運営委員会に移管したため，本学の医学教育全般にわたってさらに幅
広く議論が行われた．医学教育センター運営委員会の構成員は卒前教育委員長，医学教育センター長，卒前医学教
育部門長および副部門長，各室長および副室長，さらに卒前教育委員長が必要と教員から構成され，原則的に月に 1
回開催している．同委員会で討論した事項は，月 1 回開催する卒前教育委員会の定例会議に諮っている．
　本委員会には平成 19 年度以降は全基本学科の教育主任，コースおよびユニットディレクターも参加し，情報伝達
の目的も兼ねた「卒前教育合同会議」として開催している．また，同会議には医学教育センターの専任教員，その他
卒前教育委員長が必要とする教員もオブザーバーとして参加している．平成 25 年 5 月以降は各学年の学生代表も参
加することになり，3 キャンパスの全教員のみならず学生も卒前医学教育に関する情報を共有できるようにしている．
3-1．委員会の開催

第 133 回卒前教育合同会議（平成 30 年 4 月 10 日，議事録あり）
第 134 回卒前教育合同会議（平成 30 年 5 月 8 日，議事録あり）
第 135 回卒前教育合同会議（平成 30 年 6 月 12 日，議事録あり）
第 136 回卒前教育合同会議（平成 30 年 7 月 10 日，議事録あり）
第 137 回卒前教育合同会議（平成 30 年 9 月 11 日，議事録あり）
第 138 回卒前教育合同会議（平成 30 年 10 月 9 日，議事録あり）
第 139 回卒前教育合同会議（平成 30 年 11 月 6 日，議事録あり）
第 140 回卒前教育合同会議（平成 30 年 12 月 11 日，議事録あり）
第 141 回卒前教育合同会議（平成 31 年 1 月 15 日，議事録あり）
第 142 回卒前教育合同会議（平成 31 年 2 月 12 日，議事録あり）
第 143 回卒前教育合同会議（平成 31 年 3 月 12 日，議事録あり）
3-2．活動の概要と成果
（1）「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」および「OSCE 委員会」，

「スキルスラボ運営委員会」，「カリキュラム委員会」の活動状況に関しては，「J300. 卒前医学教育部門」に詳細
を記載した．

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

（3）医学教育センター FD 部門と共同で，6 月 11 日に毛呂キャンパスで「新任教員と講師以上に昇格した教員の
研修会」を実施した．7 月 27 ～ 28 日に川越ビルにて第 39 回医学教育ワークショップを開催し，28 名が参加
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した．第 7 回医学教育フォーラムは 11 月 17 日に 3 キャンパスを回線で繋いで開催した．
（4）「第 38 回国内医科大学視察と討論の会」に 1 名が参加した．
（5）平成 31 年 2 月 9 日～ 10 日に実施された第 113 回医師国家試験の合格率は，新卒 85.2%（104/122），既卒

82.4%（14/17），全体で 84.9%（118/139）であり，新卒合格率は全国医学部・医科大学 80 校中 73 位，私学
29 校中 24 位，既卒合格率はそれぞれ 11 位と 4 位，全体での合格率はそれぞれ 69 位と 23 位であった．

（6）平成 30 年の卒業，進級の状況は下表の通りである．
学年 学生数 進級，卒業 （条件付） 留年 休学 転学部退学 1 年 139130（12）71012 年 136124（ 9）92013
年 135121（15）82044 年 130123（ 4）32025 年 119124（ 0）40016 年 1351229103 計 804744（40）
408012　全体での進級，卒業率は 91.0%（平成 29 年度 80.9%）であるが，平成 25 年度入学生人のうち，平
成 30 年度に卒業したのは 98 人，医師国家試験合格者も 89 人であり，今年度卒業生のストレート卒業率は
78.4%（平成 29 度 71.8%），ストレート医師国家試験合格率は 71.2%（平成 29 年度 66.9%）であり，昨年度よ
りも改善が認められた．

4．自己点検 ･評価
　新カリキュラムは今年度 3 年生まで進行し，導入クリニカルクラークシップ 1 が新設され，従来 4 年生の臨床科
目が 3 年生に移動するなど大きく変更がなされた．細かい問題は生じたが，大きな問題はなく実施された．来年度
は新カリキュラムが 4 年生まで進行し，導入クリニカルクラークシップ 2 が新設され，さらに 4 年次 1 月より，臨
床実習（CC step1）が開始されるなど，さらに大きく変革されることより，授業の準備に万全を期すこととともに教
員，学生への周知を徹底する必要がある．
　卒前医学教育の目標の一つとも言える医師国家試験の 113 回の合格率は新卒が 85.2%（29 年度：87.6%），全体
で 84.9%（29 年度：87.2%）であり，昨年度より若干であるが 3% 弱低下し，残念であるが改善の継続とはならなかっ
た．全国医学部・医科大学での順位も 74 位，既卒合格は 5 位と既卒者の健闘が光った．平成 25 年度入学した 6 年
生のストレート卒業率，医師国家試験合格率は夫々 78.4% と 71.2% でともに低率であったが，昨年度より改善を認
めた．また 5，6 年 WG による 6 年生への補習，模試等などの対策が，昨年度の国試合格率の改善に繋がったと考え
られ，今年度の若干の低下はあるものの，これらの対策の継続が重要と考えられる．今後は各対策の効果を検証しつつ，
より効率的な対策を打ち出して成績の改善につなげたいと考える． 5 年生の対策も順調に開始され，来年度 6 年生
の対策に継続される．また昨年度急遽行なった対策であるユニット試験の総合成績用いた条件付き進級のシステムの
廃止，CBT の合格基準を引き上げるなど進級条件の厳密化はしばらくの間は継続することになった．この影響もあっ
て昨年度は総留年者数が 75 名と増加したが，今年度は 40 名と約 1/2 に減少した．退学者が 12 名と昨年度の 8 名
から増加したのは残念であった．今後も留年者の支援を継続する必要がある．また 6， 5 年生の補習体制をさらに充
実化するとともに，4 年生以下，特に 4，3 年生の補習体制に着手する予定である．
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　　　　　　　　　3．8）卒後教育委員会

1．構成員
委 員 長　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長　屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H31.3.31）
副委員長　鈴木孝明（SUZUKII, Takaaki）：国際医療センター臨床研修センター室長・小児心臓外科：教授（任期：

R2.3.31）
　委　　員　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：医学教育センター長（任期：R2.3.31）

藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitu）：国際交流センター長（任期：R2.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：図書館長（任期：H31.3.31）
島田　朗（SHIMADA, Akira）：埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科：教授（任期：R2.3.31）

　石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：総合医療センター消化器外科・一般外科：准教授（任期：R2.3.31）
矢形　寛（YAGATA, Hiroshi）：総合医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：R2.3.31）
諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）：総合医療センター泌尿器科：准教授（任期：R2.3.31）
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門：教授（任期：R2.3.31）

2．目的
　当委員会の前身は旧附属病院（現在の大学病院）における卒後教育を担当することを目的に発足した．その後，卒
後臨床研修は大学病院，総合医療センターおよび国際医療センターに設置された研修医委員会が担当することになり，
当委員会は，卒後臨床研修以外の卒後教育を担当することとなった．現在の当委員会の目的は①卒後教育を目的とし
た学術集会の主催及び後援，②日本医師会の生涯教育プログラムへの協力を含めた卒後教育の立案と実施，③卒後教
育を推進するための研究支援などである．

3．活動報告
（1）委員会開催
①第 1 回（平成 30 年 4 月 3 日）

於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 10 人　欠席者 2 人
　　　議事：a. 本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 依田委員の後任として，平成 30 年度から加わった内分泌内科・糖尿病内科の島田先生より，挨拶があった．
d. 平成 29 年度の主催学術集会・後援学術集会の出席者報告があり，確認が行われた．主催学術集会 15 回，

後援学術集会 22 回で，例年に比べてやや増加傾向であった．
②第 2 回（平成 30 年 5 月 1 日）

於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 3 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c.主催の学術集会の出席者報告書については，今後はキャンパスごとの参加者数も報告することとした．

③第 3 回（平成 30 年 6 月 5 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
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　　　出席者 7 人　欠席者 5 人
　　　議事：a. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 持ち回り委員会において審査された本委員会後援の学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行わ
れた．

c. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
④第 4 回（平成 30 年 7 月 3 日）

於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 4 階会議室 1（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 3 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 5 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

⑤第 5 回（平成 30 年 9 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 3 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 卒後教育委員会 HP リニューアルについて議論が行われた．後援学術集会において，交通費は謝礼金（5

万円）の中に含まれているが，別途交通費の支給を希望する場合は申請部署の一般研究費からも支出
可能である旨を追記するよう指示があった．また，「新着情報」と「今後の学術集会の予定」の枠の
横幅を広げること，「今後の学術集会の予定」欄については，主催・後援ともにポスターへのリンク
を貼るよう指示があった．

d. 堀江委員より，9 月 8 日，9 日に開催される第 16 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムと第 1 回
埼玉医科大学研究ブランディングシンポジウムへの参加が呼び掛けられた . また，10 月 2 日開催予
定の後援学術集会については，持ち回り審議にて審査頂きたいとの報告がなされ，委員会にて了承を
得た．

⑥第 6 回（平成 30 年 10 月 2 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 3 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 持ち回り委員会において審査された本委員会後援の学術集会 2 件の事後報告がなされ，確認が行わ

れた．
d. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
e. 事務局より 11 月 26 日開催の後援学術集会が申請予定（国際医療センター）であるが，申請書が未

提出であるとの報告がなされた．委員会にて，申請書が届き次第持ち回り審議を行うことで了承を得
た．

⑦第 7 回（平成 30 年 11 月 6 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 1（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 8 人　欠席者 4 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 持ち回り委員会において審査された本委員会後援の学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行わ
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れた．
d. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
e. 講師が本学非常勤である場合，学術集会当日は出勤扱いにしないことを条件とすることを改めて確認

した．
f. 事務局より 12 月 7 日開催の後援学術集会が申請予定（国際医療センター精神腫瘍科）であるが，申

請書が未提出であるとの報告がなされた．委員会にて，申請書が届き次第持ち回り審議を行うことで
了承を得た．

⑧第 8 回（平成 30 年 12 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 5 人　欠席者 7 人

　議事：a. 持ち回り委員会において審査された本委員会後援の学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行わ
れた．

b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 三村委員長より卒後教育委員会ホームページの更新完了の報告があった．
d. 来年度開催する会議の時間帯について議論の結果，委員の先生方へアンケートを実施することとした．
e. 屋嘉比委員より，年間で取り扱うべき話題性のあるテーマを決めると良いのではないかという意見が

出された．また，卒後教育委員会推薦の講演の開催・今後取り上げて欲しいテーマの情報収集に関し
ても議論がなされ，今後の検討事項とした．

⑨第 9 回（平成 31 年 1 月 8 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 7 人　欠席者 5 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
d. 三村委員長より，来年度開催する会議日時に関するアンケート調査の結果が報告された．調査の結果，

現状のままで特に問題がないという回答が多かったことから，来年度も今年度同様，原則毎月第 1 火
曜日 11 時より委員会を開催することとした．

e. 堀江委員より，卒後教育委員会 HP に関して，過去の学術集会のポスター（PDF）を閲覧できるスペー
スを設けてはどうかという提案がなされ，今後の検討事項とした．

f. 年間の話題性のあるテーマや卒後教育委員会推薦の講演について，前回に引き続き議論が行われ，講
演を希望するが自ら講演者を招くことが難しい講演希望者には，非常に有用であるという意見が挙げ
られた．この意見について，卒後教育委員会 HP 上に希望投稿欄（事務局宛にメールを送付するもの）
を作成することで，委員会でも該当者について議論することができるのではないかとの提案がなされ，
こちらも今後の検討事項とした．

g. 来年度の卒後教育委員会日程の確認が行われた．
⑩第 10 回（平成 31 年 2 月 5 日）

於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター教育研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 7 人　欠席者 5 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．

b. 三村委員長より卒後教育委員会 HP の更新について報告がなされた．新たに，過去の学術集会ポスター
PDF（報告一覧にて閲覧可能）・問い合わせフォームが追加された．

c. 卒後教育委員会 HP に関して，報告一覧と医学教育センター講演会・研究会一覧をリンクできるよう
にしてはどうかとの提案がなされ，今後の検討事項とした．

d. 来年度の卒後教育委員会日程について，改めて確認が行われた．
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⑪第 11 回（平成 31 年 3 月 5 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室

　　　総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
　　　国際医療センター管理棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
　　　出席者 9 人　欠席者 3 人
　　　議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．

b. 本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
c. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
d. 平成 30 年度の主催学術集会・後援学術集会の出席者報告があり，確認が行われた．主催学術集会・

後援学術集会共に例年に比べてやや減少傾向であった .
e. 退任にあたり荒木委員より挨拶があった．

（2） 卒後教育委員会主催学術集会
　以下の 8 件の学術集会を主催した．
　　　第 1 回　　講師：慶應義塾大学医学部腫瘍センターゲノム医療ユニット

特任教授・ユニット長 
西原広史 先生

演題：がん遺伝子パネル検査を活用した，がんプレシジョンメディシンの推進
日時：平成 30 年 6 月 26 日（火）　18:00 ～ 19:00
申請：総合医療センター 臨床研究支援センター

　　　第 2 回　　講師：浜松医科大学医学部附属病院　医療福祉支援センター
センター長・特任教授

小林利彦 先生
演題：医療の質と第三者評価の意義

～病院機能評価（一般 3）の解説を中心に～
日時：平成 30 年 8 月 3 日（金）　17:30 ～ 18:30
申請：大学病院 病院機能評価準備室 

　　　第 3 回　　講師：東京大学大学院人文社会系研究科 死生学
応用倫理センター上廣死生学・応用倫理講座

会田薫子 先生
演題：エンドオブライフ・ケア（終末期医療） 
日時：平成 30 年 10 月 23 日（火）　18:00 ～ 19:00　
申請：大学病院 医の倫理委員会

　　　第 4 回　　講師：群馬大学大学院医学系研究科医科学専攻　応用生理学分野 
鯉淵典之 先生

演題：基礎－臨床の垂直統合を目指した症例提示による TBL
　（Team-based learning） 

日時：平成 30 年 11 月 17 日（土）　16:00 ～ 17:00　
申請：医学教育センター 

　　　第 5 回　　講師：埼玉医科大学元客員教授，非常勤講師，東京医科大学名誉教授
相馬廣明 先生

演題：胎盤からみた生物学 
日時：平成 30 年 12 月 7 日（金）　17:00 ～ 18:00
申請：大学病院 産科婦人科

　　　第 6 回　　講師：医療法人財団綠秀会　田無病院　病院長 
丸山道生 先生

演題：病院食・術後食の国際比較
－世界では病気の時に何を食べているのか？－

日時：平成 31 年 1 月 18 日（金）  18:00 ～ 19:00　 
申請：NST 運営委員会
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　　　第 7 回　　講師：日本医師会　常任理事 
松本吉郎 先生

演題：働き方改革について
日時：平成 31 年 3 月 6 日（水） 18:00 ～ 19:00
申請：大学病院 リウマチ膠原病科

　　　第 8 回　　講師：東京大学医科学研究所付属病院　緩和医療科 / ＴＲ・治験センター
藤原紀子　先生

演題：研究に関わる人たちを守るための研究と倫理とＣＯＩ
日時：平成 31 年 4 月 16 日（火）
申請：国際医療センター 臨床研究適正推進センター

（3） 卒後教育委員会後援学術集会
　以下の 21 件の学術集会を後援した．
　　　第 1 回　　講師：国立成育医療研究センター生物統計室

小林　徹 先生
演題：臨床統計学ハンズオンセミナー－ P 値に使われるな！－
日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）

13：00 ～ 18：00（13：00 ～ 14：00，15：00 ～ 18：00）
申請：総合医療センター 小児科 

　　　第 2 回　　講師：国立成育医療研究センター生物統計室
三上剛史 先生

演題：臨床統計学ハンズオンセミナー－データの「型」を知れば怖くない－
日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）　13：00 ～ 18：00（14：00 ～ 18：00）
申請：総合医療センター 小児科

　　　第 3 回　　講師：カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）脳神経外科
ザッカーバーグサンフランシスコ総合病院脳脊髄外傷センター

森岡和仁 先生
演題：『医師が留学で学ぶこと～グローバル時代の到来に向けて』

” Experience in overseas academia: Learning for advent of the Global Era"
日時：平成 30 年 6 月 19 日（火）　18:30 ～ 19:45
申請：国際交流センター

　　　第 4 回　　講師：国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 
梅村茂樹 先生

演題：ゲノムバイオマーカーに基づく肺がん個別化医療の現状と今後の展望
日時：平成 30 年 7 月 23 日（月）　18:30 ～ 19:30
申請：国際医療センター 腫瘍内科

　　　第 5 回　　講師：慶應義塾大学医学部分子生物学教室 
塩見春彦 先生

演題：哺乳類生殖細胞におけるトランスポゾン抑制機構
日時：平成 30 年 9 月 8 日（土）　10:45 ～ 11:30
申請：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門

　　　第 6 回　　講師：カリフォルニア大学サンディエゴ校
Michael Geoffy Rosenfeld 先生

演題：Chromosomal Enhancer Syntax and Cancer 
日時：平成 30 年 9 月 8 日（土）　11:30 ～ 12:30
申請：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門

　　　第 7 回　　講師：東京大学先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野　教授
油谷浩幸 先生

演題：がんゲノム研究からゲノム医療へ
日時：平成 30 年 9 月 8 日（土）　16:30 ～ 18:00
申請：ゲノム医学研究センター 
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　　　第 8 回　　講師：国立研究開発法人国立がん研究センター　理事長・総長
中釜　斉 先生

演題：がんゲノム医療の国内実装と今後の展望
日時：平成 30 年 9 月 8 日（土）　16:30 ～ 18:00
申請：ゲノム医学研究センター 

　　　第 9 回　　講師：東京電機大学　副学長　大学院理工学研究科　教授
柏﨑尚也 先生

演題：地域における大学間連携の新しい考え方
－埼玉東上地域大学教育プラットフォーム－

日時：平成 30 年 9 月 27 日（木）　18:00 ～ 19:00
申請：医療人育成支援センター地域医学推進センター 

　　　第 10 回　 講師：リバプール大学　加齢・慢性疾患研究所　眼視覚科学分野
分子生物学・疾患病態解析グループ

Luminita Paraoan　先生
　演題：ぶどう膜メラノーマにおけるｐ 53 アポトーシスエフェクターとしての PERP の役割とその

分子メカニズム
日時：平成 30 年 10 月 2 日（火）　18：00 ～ 19：00
申請：ゲノム医学研究センター

　　　第 11 回　 講師：東京理科大学薬学部生命創薬科学科分子薬理学研究室
早田匡芳　先生

演題：TGF －β／ BMP シグナル抑制因子 Dullard の多彩な生理機能
日時：平成 30 年 11 月 9 日（金）　17:30 ～ 18:30
申請：大学病院 歯科・口腔外科 

　　　第 12 回　 講師：ノースウェスタン大学フェインバーグ医学校
泌尿器腫瘍学センター所長

Sarki A.Abdulkadir　先生
演題：がん治療に向けた新しい小分子 MYC 阻害薬
日時：平成 30 年 11 月 26 日（月）　17:00 ～ 18:00
申請：ゲノム医学研究センター

　　　第 13 回　 講師：国立がんセンター中央病院先端医療科
北野滋久　先生

演題：免疫チェックポイント阻害薬のメカニズム
　（国際医療センター包括がんセンター教育カンファレンス）

日時：平成 30 年 11 月 26 日（月）　18:30 ～ 19:30
申請：国際医療センター 呼吸器内科 

　　　第 14 回　 講師：Director of Mental Health Clinic, National Cancer Center, Korea
Director of Center for Clinical Specialty, National Cancer Center Korea
Leader, Taskforce for Integrated Supportive Care, National Cancer Center Korea

Jong-Heun Kim　先生
演題：Psyco-oncology and Integrated Supportive Care for

Cancer Survivors in Korea
日時：平成 30 年 12 月 4 日（火）　18:00 ～ 19:00
申請：国際医療センター 神経精神科 

　　　第 15 回　 講師：広島大学大学院理学研究科 数理分子生命理学専攻
山本　卓　先生

演題：ゲノム編集の基本原理と医学分野での応用
日時：平成 30 年 12 月 20 日（木）　　17:00 ～ 18:00　
申請：ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門 

　　　第 16 回　 講師：国立研究開発法人理化学研究所 脳神経科学研究センター
金　然正　先生
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演題：飽和脂肪酸誘導インスリン抵抗性におけるスフィンゴ脂質代謝と
肥満関連因子 GPRC5B の役割

日時：平成 31 年 1 月 21 日（月）　　18:00 ～ 19:00　
申請：薬理学教室

　　　第 17 回　 講師：埼玉医科大学総合医療センター麻酔科 客員准教授
川崎洋平　先生

演題：臨床研究における統計学の重要性
日時：平成 31 年 2 月 16 日（土）　　13:00 ～ 15:00　
申請：総合医療センター 麻酔科 

　　　第 18 回　 講師：国立成育医療研究センター成育遺伝研究部
小野寺雅史　先生

演題：遺伝子治療の現状と今後の展望
日時：平成 31 年 2 月 28 日（木）　17:30 ～ 18:30
申請：ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門

　　　第 19 回　 講師：放送大学大学院
田城孝雄　先生

演題：地域共生社会を支える看護師特定行為研修制度
日時：平成 31 年 3 月 5 日（火）　 19:00 ～ 20:00
申請：総合医療センター 小児科 

　　　第 20 回　 講師：新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科
曽根博仁　先生

演題：糖尿病の発症・重症化予防のための生活習慣療法エビデンス
日時：平成 31 年 4 月 20 日（土）　
申請：国際医療センター 心臓リハビリテーション科 

　　　第 21 回　 講師：順天堂大学院　代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター
順天堂大学国際教養学部　グローバルヘルスサービス領域

田村好史　先生
演題：インスリン抵抗性における異所性脂肪蓄積の意義と運動療法の役割
日時：平成 31 年 4 月 20 日（土）　
申請：国際医療センター 心臓リハビリテーション科

4．	評価と次年度目標
　本年度は，8 件の学術集会を主催し，21 件の学術集会を後援した．また，大学院 FD としても相応しいと承認され
た主催学術集会は 1 件，後援学術集会は 15 件であった．例年と比較し，主催学術集会の開催回数は減少し，後援学
術集会についても開催回数はやや少なかった．今後は，質の高い学術集会の申請・開催件数を更に伸ばせるよう，本
委員会として検討を重ねていく．
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3．9）医学部カリキュラム委員会

1．構成員
委員長　　岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：副医学部長（任期：R2.3.31）
副委員長　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：R2.3.31）
委員　 　森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長，医学教育センター長，卒前医学教育部門長，臨床実習推進室室

長（任期：R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：R2.3.31）
松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長（任期：R2.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長，国際医療センターブランチ長（任期：R2.3.31）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：副医学部長，卒後医学教育部門長（任期：R2.3.31）
篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：副医学部長（任期：R2.3.31）
林　健（HAYASHI, Takeshi）：試験管理室室長（任期：R2.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教育情報部門長（任期：R2.3.31）
持田　智（MOCHIDA, Satoshi）：図書館長（任期：R2.3.31）
辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）: シミュレーション教育部門長（任期：R2.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：カリキュラム室室長（任期：R2.3.31）
荒木信夫 （ARAKI, Nobuo） ：神経内科教授（任期：H31.3.31）
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：総合医療センター消化器内科教授（任期：R2.3.31）
新津　守（NIITSU, Mamoru）：放射線科教授（任期：R2.3.31）
丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学教授（任期：R2.3.31）
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：病理学教授（任期：R2.3.31）
山田健人（YAMADA, Taketo）：病理学教授（任期：R2.3.31）
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学教授（任期：R2.3.31）
柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）：社会医学准教授（任期：R2.3.31）
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）：神経内科准教授（任期：R2.3.31）
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：教養教育准教授（任期：R2.3.31）
間嶋　満（MAJIMA, Mitsuru）：リハビリテーション科：客員教授（任期：R2.3.31）
高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）：カリキュラム室助手（任期：R2.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：学務課長（任期：R2.3.31）
松永洸昴（MATSUNAGA, Takeaki）：医学部 4 年生（任期：R2.3.31）
米山史華（YONEYAMA, Fumika）：医学部 3 年生（任期：R2.3.31）

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

3．活動報告
　平成 30 年度は委員長が土田副学長より岡田副医学部長に交代となり，計 7 回の会議を定期的に開催した．前年度
まで本委員会のもとに置かれていた 5 つのワーキンググループ（WG）（1・2 年生担当（責任者：村越副委員長），3・4・
5 年生担当（責任者：岡田委員長），6 年生担当（責任者：篠塚副医学部長），IPE・医学概論・行動科学担当（責任者：
小山副医学部長），医学英語担当（責任者：新津委員））を見直し，1・2 年生 WG は基礎―臨床講義連携 WG（責任者：
山田委員），3・4・5 年生 WG は CC 検討 WG（責任者：森副学長），6 年生 WG は 6 年ユニット・卒試検討 WG（責
任者：篠塚副医学部長）にそれぞれ改編し，IPE・医学概論・行動科学 WG（責任者：小山副医学部長）は継続，医
学英語 WG は終了とした．基礎―臨床講義連携 WG では基礎系と臨床系の講義の相互乗り入れや 2 年生の総合試験
のあり方を検討した．CC 検討 WG では PreCC，CCstep1 および CCstep2 の実習内容や評価，および運用方法につい
て検討した．6 年ユニット・卒試検討 WG では 6 年生 C ユニット講義と試験，6 年生実力試験・卒業試験のあり方
について検討した．それぞれ綿密な議論を重ね，その結果を本委員会に報告し，本委員会で統合的に審議した．
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　本学のカリキュラムは，本委員会で作成し，さらに医学教育センター運営会議，卒前医学教育合同会議の審議を経て，
教員代表者会議で承認される．実務は，医学教育センター卒前医学教育部門カリキュラム室が担当する．平成 28 年
度の新入生から，国際基準を見据えた新カリキュラムが導入された．新カリキュラムの主眼は，主体的学習姿勢への
転換を図り，臨床実習および態度・技能教育の質的・量的充実を目指すことである．本年度は 3 年生に新カリキュ
ラムとして Pre-CC が導入され，臨床実習時間を大幅に延長するため，3 年生の講義枠は 15% 削減となった．来年度
は 4 年生に PreCC が導入され，また従来の BSL が CC step1 として，4 年生 3 学期から開始となるため，4 年生の講
義枠が削減される．そのためユニットの再編を進め（「地域社会と健康」ユニットを「環境と健康」ユニットおよび

「地域医療とチーム医療」ユニットに分割），また 4 年生から 3 年生に前倒しとなるユニット（「神経」ユニット）に
ついては，本年度のみ 2 つの学年で講義をすることになり，混乱のないよう調整した．

4．評価と次年度目標
　平成 31 年度 4 年生のユニット再編と新カリキュラムは入念に検討が行われ，目指していた内容にすることができ
た．カリキュラム全般の運営を司る委員会として，来年度はさらに活動を充実させ，特に高学年のカリキュラム改善
に取り組んでいく．今後は，カリキュラム評価委員会からの意見もカリキュラム作成に反映させていきたい．また，
来るべき分野別認証評価の受審を踏まえ，各学年における到達目標（マイルストーン）の策定などに取り組む予定で
ある．さらに学外専門家や地域や社会からの意見を取り込むための拡大カリキュラム委員会の開催も計画している．
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3．10）研究医養成プログラム運営委員会

1．構成員
　委員長 佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：医学部病理学：教授（任期：H31.3.31）
　副委員長 松下　祥（MATSUSHITA, Shou）：副学長・医学研究センター長（任期：H31.3.31）
　委員 別所正美（BESSHO, Masami）：学長・医学部長（任期：H31.3.31）
　 吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長（任期：H31.3.31）
 木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長・医学研究科長 （任期：H31.3.31）
 森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長（任期：H31.3.31）
 村越隆行（MURAKOSHI, Takayuki）: 医学部長（任期：H31.3.31）
 伊藤彰紀（ITOU, Akinori）：学生部長（任期：H31.3.31）
 三村俊英（MIMURA, Toshihide）：医学教育センター卒後医学教育部門長（任期：H31.3.31）
 堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：ゲノム医学研究センター（任期：H31.3.31）
 村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：医学部微生物学：教授（任期：H31.3.31）
 茂木　明（MOGI, Akira）：事務局長（任期：H31.3.31）
 内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H31.3.31）

2．目的
　本委員会は学校法人埼玉医科大学委員会運営規定に則り，埼玉医科大学研究医養成プログラムの円滑な運営を図る
ために設置されたものである．平成 30 年度の活動目標として，1）プログラム履修中の学生に対しての指導体制を
強化する事，2）次年度申請者の募集と選考の実施，3）研究奨学金の支援，を挙げ，様々な基礎医学分野において
医学部医学科卒業の基礎医学研究医の人材育成を行う．

3．活動報告
①第 1 回　定例会議（平成 30 年 4 月 20 日）：出席 12 人 欠席 1 人
　議事 ----- 平成 30 年度実績，31 年度の予定
②第 2 回　メール会議（平成 30 年 12 月 17 日）：出席 11 人　返信なし 2 人
　議事 ----- 平成 31 年度研究医養成プログラム応募者 5 名の選抜結果について審議し，全員一致で合格と判定した．

4．評価と次年度目標
　目標の概ねは達成された．具体的には，下記①～⑫を実施した．

①研究医養成プログラム構成員について
　職位変更に伴い，研究医養成プログラム運営委員会の構成員に変更があった．
②平成 29 年度学生指導報告について
　研究医養成プログラムの履修学生を受け持った，各指導教員より指導報告書（合計 7 通）の提出があった．
③第 3 回学生による研究発表会について
　平成 29 年 10 月 11 日（水）に保健医療学部と合同で，第 3 回学生による研究発表会が行われた．審査の結果

3 名の学生が 12 月の合同教授教員総会で表彰された．今回の受賞者には本プログラム履修者は含まれていなかっ
たが，現 6 年生で 1 期生の橋本真歩（M13086）さんと橋本尚仁（M13084）君は，それぞれ日本薬理学会関
東支部会，　日本神経病理学会総会で学会賞を受賞しているので，十分研究成果が出ているといえる．

④慶應義塾大学学生研究発表会・施設見学について
　平成 29 年 11 月 21 日（火）に病理学の山田教授の引率で，慶應義塾大学へ学生研究発表会と施設の見学を行った．

参加学生 3 名の内，本プログラム履修者は，現 5 年生で 2 期生の岸美裕子（M14030）さんと忽滑谷暁紀（M14080）
君の参加があった．大変有意義な見学となった．

⑤研究医養成プログラム運営委員会企画・卒後学術集会について
　本委員会の企画により，平成 29 年 10 月 17 日（火），東京医科歯科大学の江石義信教授に「医学教育のあり方

－基礎医学と基礎研究医養成の課題－」についてご講演いただき，大変有意義な講演となった．
⑥平成 30 年度研究医養成プログラム申請者について
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＊平成 29 年 12 月 12 日（火），平成 30 年度研究医養成プログラムへの申請者，松永洸昂（M15100）君の面接を行っ
た．メール会議の結果，合格となった．

＊今年度で本プログラムの 3 期生となるが，昨年は申請者が少なかった．研究に対する興味関心は各学年の雰
囲気に左右される傾向が見受けられる．現 3 年生は 2，3 名程，研究に興味を持つ学生がいるので，期待したい．

⑦日本医療研究開発記念講演会について
　内閣府主催の日本医療研究開発記念講演会に，本プログラム履修の 3 名の学生が参加した．ノーベル生理学・

医学賞を受賞された山中伸弥教授による講演を聴講した．
⑧卒後教育委員会主催・丸木記念特別賞招聘事業共催学術集会について
　平成 30 年 2 月 20 日（火）ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村　智先生による特別講演会が行われた．

企画頂いたゲノム医学研究センターの片桐教授のご配慮により，大村先生は講演終了後に本プログラム履修者 5
名と 10 分程度の懇談に応じてくださった．

⑨本学研究医奨学金制度・医学教育振興財団の基礎研究医奨学金について
＊研究医奨学金について，岸さんから申請があったが，埼玉県地域枠奨学金の受給している事実が後から判明し

た．検討の結果，双方の返還免除条件の基準を満たすことは困難との理由により，研究医奨学金の申請は認め
られないと判断した．【資料 5】

＊本学研究医奨学金不支給となった岸さんにつき，医学教育振興財団の基礎研究医奨学金に推薦したところ，支
給決定となり，1 年間 120 万円の奨学金が支給された．

⑩研究医学生の休学について
　1 期生で今年卒業の忽滑谷 智紀君（M12088）が，初期研修先に慶應義塾大学を選択した．その結果，本学大

学院に入学しないため，後期研修で戻って来るまで休学扱いとなる．本プログラムは学部卒業生をどこまで管理
するべきか，今後検討する必要がある．

⑪研究医養成プログラム履修者の現状について
＊本プログラム履修者で学部学生 7 名の内，現 5 年生の岸さん，忽滑谷君を除き，5 名は既に大学院語学試験

を合格し，研究発表会での発表も行っている．大学院講義も全員履修しており，現 4 年生で 3 期生の松永君
を除き，単位も修得している．

＊研究医の学生は概ね成績も良好で，ほとんどの学生は上位 1/3 に入っている．
⑫平成 30 年度　研究医養成プログラムスケジュールについて

＊研究医の純粋 1 期生が 6 年生になることから，できるだけ多くの学生に，マッチングで初期臨床研修先とし
て本学とを選んでもらい，大学院に入学してもらう必要がある．

＊平成 31 年度研究医の募集は，11 月から 1 ヶ月程を予定している．
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3．11）毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会

1．構成員
委員長：坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設機能部門：教授（任期：R2.3.31）
委員：荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）：生化学：講師（任期：R2.3.31）
委員：佐藤　毅（SATOH, Tsuyoshi）: 歯科・口腔外科 : 准教授 （任期：R2.3.31）
委員：中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）：皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
委員：川野雅章（KAWANO, Masaaki）：免疫学：准教授（任期：R2.3.31）
委員：中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）：消化器・肝臓内科：准教授（任期：R2.3.31）
委員：三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
委員：藤田恵子（HUJITA, Keiko）：解剖学：准教授（任期：R2.3.31.）
委員：森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
委員：一色政志：（ISSIKI, Masashi）：中央研究施設 RI 部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：仁科正実（NISHINA, Masami）：中央研究施設実験動物部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：大島　晋（OHSHIMA, Susumu）：中央研究施設形態部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：中央研究施設日高ブランチ実験動物部門：講師（任期：R2.3.31）
委員：西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：講師（任期：R2.3.31）
委員：水野洋介（MIZUNO, Yousuke）：中央研究施設日高ブランチ機能部門：講師（任期： R2.3.31）
オブザーバー：松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：免疫学：教授（任期：R2.3.31）
オブザーバー：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
オブザ－バー：和田　実（WADA, Minoru）：経理部第二購買課：次長（任期：R2.3.31）
オブザ－バー：池和田忠幸（IKEWADA, Tadayuki）：経理部：部長（任期：R2.3.31）
オブザーバー：廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）：中央研究施設機能部門：助教（任期：R2.3.31）
オブザーバー：冨永信子（TOMINAGA, Nobuko）：中央研究施設実験動物部門：助教（任期：R2.3.31）

2．目的
施設は，最先端の高度な研究を行うとともに，学内共同利用施設として，本学研究者の研究遂行のための便宜をは

かり，本学における臨床および基礎医学研究の推進・発展の基礎となることを目的とする．

3．活動報告
①第 70 回中央研究施設運営委員会議（H30（2018）年 5 月 7 日（月）～ 5 月 9 日（水）），　メーリングリスト会議，【議

題】1）研究マインド支援グラント（共通部門）と中央研究施設の設置希望機器リストについて【審議】　学内グ
ラント（研究マインド支援グラント（共通部門））の公募あり，各部門において申請対象となり得る機器のリストアッ
プが行われた旨報告された．これに伴い設置希望機器リストの更新について説明された．今回は機能部門の範囲内
からのみのリストアップであり，内部協議の結果，4 月に開設された日高ブランチ機能部門の早期運営に不可欠な
機器を優先したと説明された．　〈研究マインド支援グラント（共通部門）申請機器〉：1 位：ホシザキ社製　製氷
機　FM-120K：設置場所：日高ブランチ機能部門，2 位：メトラー・トレド社製　分析天秤　ME204：設置場所：
日高ブランチ機能部門，3 位：TOMY 社製　微量高速冷却遠心機 MX-307 1 式：設置場所：日高ブランチ機能部門，
4 位：Bio-Rad 社製 マイクロプレートリーダー iMark：設置場所：機能部門

②第 71 回中央研究施設運営委員会議事録（H30（2018）年 7 月 25 日（月）～ 9 月 3 日（月））：メーリングリスト会議，
【議題】1）研究マインド支援グラント（共通部門）と中央研究施設の設置希望機器リストについて，2）中央研究
施設運営委員会規則改正について【審議】
1）前回，報告された平成 30 年度研究マインド支援グラント（共通部門）への申請結果について以下の 1 ～ 2 位

の機器が採択された旨報告され，現在の新規設置希望機器のリストが更新された．1 位：ホシザキ社製　製氷機
　FM-120K：設置場所：日高ブランチ機能部門，2 位：メトラー・トレド社製　分析天秤　ME204：設置場所：
日高ブランチ機能部門

2）中央研究施設運営委員会規則改正について
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　中央研究施設の拡大に伴い，現在の中央研究施設は部門長 7 名，施設長 1 名となった．これに伴い，他組織に倣っ
て各長の辞令交付を定期的に行うため，中央研究施設規則第 5 条の「部門長」に関して任期期間（2 年）を設け
る改正案が施設長より提出され，承認された．

4．評価と次年度目標
　施設の整備に関しては，各部門のコンセンサスが得られるようになり，助成金獲得等について事務部門並びに運営
委員会との連携に関してほぼ確立された．今年度より，日高キャンパスにリサーチパークが開設されたことに，伴い
日高キャンパスにおける機能，実験動物，RI の 3 部門は，リサーチパーク事務部門及びその利用者との協力，連携
作業が増加すると思われる．また，リサーチパークのレジデントは中央研究施設の利用者となることが極めて高いた
め，施設利用に関する利便性の向上と研究設備の管理運営をより細やかに行い，利用規約，手引き等の見直しを図る．
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3．12）医学部入学試験委員会

1．構成員
　委員長　　村越隆之（MURAKOSHI，Takayuki）：医学部長・生化学：教授 （任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　副委員長　土田哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）：副学長・皮膚科：教授 （任期：R2.3.31）
　副委員長　渡辺修一（WATANABE，Shu-Ichi）：生理学：教授・入試実施委員会委員長 （任期：R2.3.31）
　委　員　　吉本  信雄（YOSHIMOTO，Nobuo）：副理事長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　別所正美（BESSHO，Masami）：学長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：副学長・医学教育センター長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　織田弘美（ODA，Hiromi）：大学病院長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI，Haruhiko）：総合医療センター病院長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　小山　勇（KOYAMA，Isamu）：国際医療センター病院長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　伊藤彰紀（ITO，Akinori）：学生部長・大学病院耳鼻咽喉科神経耳科：教授 （任期：R2.3.31）
　　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI，Takeo）：副医学部長・総合医療センター放射線腫瘍科：教授
 （任期：R2.3.31）
　　　　　　三村俊英 （MIMURA，Toshihide）：副医学部長・大学病院リウマチ膠原病科：教授
 （任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　　　　　　篠塚　望（SHINOZUKA，Nozomi）：副医学部長・大学病院消化器・一般外科：教授
 （任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　　　　　　小山政史 （OYAMA，Masafumi）：副医学部長・国際医療センター泌尿器科：教授 （任期：R2.3.31）
　　　　　　岡田浩一 （OKADA，Hirokazu ）：副医学部長・大学病院腎臓内科：教授 （任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　　　　　　林　健 （HAYASHI，Takeshi）：医学部長補佐・国際医療センター神経内科・脳卒中内科：教授
 （任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　　　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI，Michio）：医学部長補佐・情報技術支援推進センター：教授・入試実施委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入試実施班長） （任期：R2.3.31）
　　　　　　山田健人（YAMADA，Taketo）：医学部長補佐・病理学：教授・入試実施委員会副委員長（面接班長）
 （任期：R2.3.31）
　　　　　　向田寿光（MUKAIDA，Hisamitsu）：教養教育運営責任者：教授・入試実施委員会副委員長（問題作成班長）
 （任期：R2.3.31）
　　　　　　村田正樹（MURATA，Masaki）：大学事務部医学部事務室入試課長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　徳元康人（TOKUMOTO，Yasuhito）: アドミッションセンター：講師・オブザーバー （任期：R2.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA，Kazutoshi）：入試事務室長・大学事務部長 （任期：R2.3.31）
　　　　　　江口幹也（EGUCHI， Mikiya） ：大学事務部医学部事務室次長 事務担当（任期：R2.3.31）
　　　　　　下田裕子 （SHIMODA，Yuko）　：大学事務部医学部事務室庶務課長
 事務担当（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　　　　　　岩澤  昌人（IWASAWA，Masato）：大学事務部医学部事務室学務課長 事務担当（任期：R2.3.31）
　　　　　　松浦直樹（MATSUURA, Naoki）：大学事務部医学部事務室入試課係長 事務担当（任期：R2.3.31）
　　　　　　小室秀樹（KOMURO，Hideki）：大学事務部：顧問 オブザーバー（任期：R2.3.31）

2．目的
　本委員会は，埼玉医科大学学則第 19 条第 2 項に定める入学者選抜の試験が厳正かつ合理的に実施されることを主
たる目的に，埼玉医科大学医学部入学試験委員会規則に基づいて運営される．本委員会は，公正かつ適切な入学試験
を実施するために，各科目の試験，面接を含む全ての入学試験問題の内容と形式等を検討し，また，入学試験の実施
の責任を負う．
　合格判定にあたっては，本学の教育目標に基づいて定められた入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
の下に，前もって定められた判定基準と手順に従って合格候補者を決定し，最終決定機関である教員代表者会議に上
程し，その承認を得るという手続に従って行われている．
　なお，本委員会は，入試方式・入試成績と入学後の成績を分析，調査し，エビデンスに基づいて試験の方法を絶え
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ず改善する努力を続けている．さらに，社会が求める医師像を視野に入れながら，情報公開や入試広報活動の方針策
定を含め，中・長期的な見通しをもって多様な入試方式を開拓し，広い範囲から有能な学生を確保するための方針と
方策を決定するよう努めている．

3．活動報告
1）会議日程と議事内容
　①第 1 回　定例会議（平成 30 年 4 月 10 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 27 人，欠席 0 人

議事：平成 30 年度医学部入学試験結果，平成 31 年度医学部入学試験，平成 30 年度医学部入学試験実施委員
会構成員，平成 31 年度医学部入学試験出題委員等担当者，平成 31 年度一般入学試験問題作成日程，平
成 31 年度一般入学試験問題作成のスケジュール，科目責任者からの入学試験問題提出日，入試問題の著
作物引用，入学試験出題委員等における家族・近親者の受験予定の確認，奨学金 WG 議事録要旨，平成
31 年度埼玉医科大学医学部入学試験日程，平成 30 年度医学部入学試験委員会開催予定，平成 30 年度医
学部入学試験委員会構成員，他

　②第 2 回　定例会議（平成 30 年 6 月 12 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 27 人，欠席 0 人

議事： 平成 31 年度学生募集要項，平成 30 年度オープンキャンパス，西武学園文理高等学校との高大連携講座，
高校教員対象医学部説明会，大学入試センター主催平成 30 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会，
平成 31 年度入学試験指定校一覧，平成 31 年度入学試験・面接，他

　③第 3 回　定例会議（平成 30 年 9 月 11 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 24 人，欠席 3 人
議事：平成 31 年度医学部入学試験問題作成日程，平成 30 年度医学部オープンキャンパスのアンケート参加状況，

アンケート集計結果等，平成 30 年度医学部進学相談会の参加状況，平成 31 年度大学入学者選抜大学入
試センター試験入試担当者連絡協議会の報告，平成 30 年度医学部入学試験検討 WG，他

　④第 4 回　臨時会議（平成 30 年 11 月 7 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　出席 23 人，欠席 3 人
議事：医学部医学科の入学者選抜における公正確保に係る緊急調査，他 

　⑤第 5 回　定例会議（平成 30 年 11 月 27 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 27 人，欠席 0 人
議事：平成 31 年度医学部推薦・帰国生入学試験実施状況，平成 31 年度医学部推薦・帰国生入学試験出願者概

要・成績統計，適性検査結果と面接試験結果，平成 31 年度推薦・帰国生入試成績データのまとめ（平成
30 年度比較）・平成 31 年度推薦・帰国生入試成績データのまとめ（埼玉県地域枠比較），平成 31 年度医
学部推薦・帰国生入学試験の評価基準，平成 31 年度推薦・帰国生入学試験合否判定，平成 31 年度医学
部推薦・帰国生入学予定者に対する課題の原稿作成依頼，他

　⑥第 6 回　定例会議（平成 31 年 1 月 8 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 27 人，欠席 0 人
議事：平成 31 年度大学入試センター試験業務分担表及び監督割表，平成 31 年度入試実施要領（医学部一般入

試前期 1 次試験），平成 31 年度入試補足資料（医学部一般入試前期 1 次試験），平成 31 年度一般入学試
験（前期）1 次試験・試験室レイアウト図，大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止，問題
発生時の情報の流れ，平成 32 年度埼玉医科大学医学部入学試験日程（案），平成 32 年度医学部入学試験
問題作成日程（案），平成 31 年度医学部入試委員会開催予定（案），平成 31 年度医学部入試実施委員会
日程（案），平成 31 年度大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（第 2 回）報告書，
他

　⑦第 7 回　臨時会議（平成 31 年 1 月 22 日（火））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　出席 27 人，欠席 0 人
議題：一般入学試験の解答の公表

　⑧第 8 回　定例会議（平成 31 年 1 月 29 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 27 人，欠席 0 人
議題：平成 31 年度一般入学試験（前期）1 次試験の実施状況，平成 31 年度一般入学試験（前期）1 次試験出

願者の概要および成績統計，平成 31 年度一般入学試験（前期）2 次試験，平成 31 年度合否判定基準（一
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般入学試験 2 次試験），国立大学の入学者選抜に係る試験問題及び解答例等の公表の取扱いに関する方針，
2019 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会（報告），他

　⑨第 9 回　定例会議（平成 31 年 2 月 5 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　出席 25 人，欠席 2 人
議題：平成 31 年度一般入学試験（前期）2 次試験の実施状況，平成 31 年度一般入学試験（前期）2 次試験の

概要および成績統計，平成 31 年度一般入学試験（前期）2 次試験の判定，平成 31 年度合否判定基準（一
般入学試験 2 次試験），平成 31 年度一般入学試験（前期）の合否判定，平成 31 年度センター試験利用
入学試験の出願者における得点率（報告），他

　⑩第 10 回　定例会議（平成 31 年 2 月 19 日 （火））於： 本部棟 2 階会議室
　　　　出席 27 人，欠席 0 人
議題：平成 31 年度一般入学試験（後期）1 次試験の実施状況，平成 31 年度一般入学試験（後期）1 次試験出

願者の概要および成績統計，平成 31 年度一般入学試験（後期）1 次試験の判定，平成 31 年度センター
試験利用入学試験（前期）1 次試験の概要，平成 31 年度センター試験利用入学試験（前期）1 次試験の
判定，一般入学試験における合否判定方法，平成 31 年度医学部一般入学試験（後期）2 次試験の面接委員，
一般入試（後期）における出題ミス，一般入試（前期）英語の試験問題，他

　⑪第 11 回　定例会議（平成 31 年 2 月 26 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 25 人，欠席 2 人

議題：平成 31 年度一般入学試験（後期）2 次試験の実施状況，平成 31 年度一般入学試験（後期）2 次試験出
願者の概要及び成績統計，平成 31 年度一般入学試験（後期）2 次試験の合否判定方法，平成 31 年度セ
ンター試験利用入学試験 2 次試験における合否判定，他

　⑫第 12 回　定例会議（平成 31 年 3 月 5 日 （火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 25 人，欠席 2 人

議題：平成 31 年度センター試験利用入学試験（前期）2 次試験概要及び成績統計，平成 31 年度センター試験
利用入学試験 2 次試験の合否判定基準，平成 31 年度センター試験利用入学試験 2 次試験の合否判定，他

　⑬第 13 回　定例会議（平成 31 年 3 月 18 日（月）：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 23 人，欠席 4 人

議題：平成 31 年度センター試験利用入学試験（前期）2 次試験の概要，平成 31 年度センター試験利用入学試験
（後期）2 次試験合否判定基準，平成 31 年度センター試験利用入学試験（後期）合否判定，次年度入試委
員会構成員，他

2）平成 31 年度新入生数
　130 名（男 59 名，女 71 名） 
　　推薦試験入学者数（一般推薦枠）  10 名 （男  4 名，女  6 名）
　　推薦試験入学者数（埼玉県地域枠） 17 名 （男  7 名，女 10 名）
　　推薦試験入学者数（特別枠 2 名 （男  0 名，女  2 名）
　　帰国生入学者数 （募集人員　若干名） 1 名 （男  0 名，女  1 名）
　　前期試験入学者数 54 名 （男 26 名，女 28 名）
　　後期試験入学者数 37 名 （男 21 名，女 16 名）
　　センター入学者数 （前期） 8 名 （男  1 名，女  7 名）
　　センター入学者数 （後期） 1 名 （男  0 名，女  1 名）
3）平成 30 年度の主な活動内容

①本委員会の下部組織（医学部入学試験実施委員会）への指示と連携（問題作成班，面接班，情報宣伝班，入試実
施班，事務）

②大学入試センター試験利用入学試験の実施についての検討
③入学試験合格者決定のための検討
④特待生決定のための検討
⑤入試問題作成のためのアドミッションセンターへの指示と連携
⑥平成 31 年度一般入試による入学者の本学と併願校の選択についての検討
⑦一般入学試験監督者の改善アンケート結果による検討
⑧入学試験問題作成についての検討
⑨医学部オープンキャンパスの開催 平成 30 年 7 月 22 日（日）
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⑩平成 31 年度一般選抜科目試験問題第三者評価についての検討
・一般入試全科目の点検評価協力者（高校教員等）への委嘱
・試験当日の実施時間内での問題点検と事後の問題評価の依頼
⑪大学入試センター試験の女子栄養大学との共同実施（協力と連携）

　⑫その他
4）平成 31 年度医学部入学試験
　①入学試験日程
　　・推薦入試　　平成 30 年 11 月 18 日（日）
　　　合格発表　　平成 30 年 11 月 28 日（水）
　　・帰国生入試　平成 30 年 11 月 18 日（日）
　　　合格発表　　平成 30 年 11 月 28 日（水）
　　・一般入試（前期）
　　　一次試験　　平成 31 年 1 月 27 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 1 月 30 日（水）
　　　二次試験　　平成 31 年 2 月 03 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 2 月 06 日（水）
　　・一般入試（後期）
　　　一次試験　　平成 31 年 2 月 17 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 2 月 20 日（水）
　　　二次試験　　平成 31 年 2 月 24 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 2 月 27 日（水）
　　・センター試験利用入学試験（前期）
　　　一次試験　　平成 31 年 1 月 19 日（土），20 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 2 月 20 日（水）
　　　二次試験　　平成 31 年 3 月 03 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 3 月 06 日（水）
　　・センター試験利用入学試験（後期）
　　　一次試験　　平成 31 年 1 月 19 日（土），20 日（日）
　　　合格発表　　平成 31 年 3 月 06 日（水）
　　　二次試験　　平成 31 年 3 月 14 日（木）
　　　合格発表　　平成 31 年 3 月 19 日（火）
　②平成 31 年度入試募集人員
　　・推薦入学試験募集人員（一般推薦枠）10 名
　　・推薦入学試験募集人員（埼玉県地域枠）18 名
　　・推薦入学試験募集人員（特別枠）2 名
　　・帰国生入学試験募集人員　若干名
　　・一般入学試験（前期）募集人員　52 名
　　・一般入学試験（後期）募集人員　36 名
　　・センター試験利用入学試験募集人員（前期）10 名
　　・センター試験利用入学試験募集人員（後期） 2 名
　③平成 31 年度推薦・帰国生入学試験
　　ア　一般推薦枠
　　・志願者数 32 名（内，男子 16 名，女子 16 名）
　　・受験者数 32 名（内，現役 17 名，浪人 15 名）
　　・合格者数 10 名（内，男子 4 名，女子  6 名）
　　・適性試験（Ⅰ，Ⅱ）の得点
　　　総合得点（100 点換算）：（英語 35%　理数 35%　小論文 30%）　
　　　最高 69.2 点  最低 32.6 点（英語・理数・小論文の合計）
　　・科目別得点（係数） 
　　　英　語　最高点 30.8 点　 最低点 10.8 点
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　　　理　数　最高点 27.6 点　 最低点 11.5 点
　　　小論文　最高点 19.5 点　 最低点 8.1 点
　　・適性試験（Ⅰ，Ⅱ）の平均点
　　　総合得点平均点（100 点換算）：英語・理数・小論文　合計 50.7 点
　　　科目別平均点：英語 54.7 点（100 総点満点）  数学 23.0 点（40 点満点）
　　　物理 16.9 点（30 点満点）　   化学 13.5 点（30 点満点）
　　　生物 14.4 点（30 点満点）　 小論文 44.9 点（100 点満点）
　　・面接試験の得点・平均点
　　  面接得点（15 点満点）：最高点 14.0 点　最低点 7.5 点　平均点：10.7 点
　　イ　埼玉県地域枠
　　・志願者数 47 名（内，男子 21 名，女子 26 名）
　　・受験者数 46 名（内，現役 26 名，浪人 20 名）
　　・合格者数 18 名（内，男子 08 名，女子 10 名）
　　・適性試験（Ⅰ，Ⅱ）の得点
　　　総合得点（100 点換算）：（英語 35%　理数 35%　小論文 30%）　
　　　最高 68.9 点  最低 22.3 点（英語・理数・小論文の合計）
　　・科目別得点（係数） 
　　　英語　　最高点 29.8 点　 最低点 6.0 点
　　　理数　　最高点 26.3 点　 最低点 3.5 点
　　　小論文　最高点 22.2 点　 最低点 7.5 点
　　・適性試験（Ⅰ，Ⅱ）の平均点
　　　総合得点平均点（100 点換算）：英語・理数・小論文　合計 49.3 点
　　　科目別平均点：英語 53.8 点（100 点満点）  数学 21.0 点（40 点満点）
　　　物理 13.0 点（30 点満点）　 化学 12.3 点（30 点満点）
　　　生物 13.8 点（30 点満点）  小論文 47.0 点（100 点満点）
　　・面接試験の得点・平均点：
　　　面接得点（15 点満点）：最高 15.0 点　最低点 6.0 点　平均点：10.8 点
　　　地域面接得点（15 点満点）：最高 15.0 点　最低点 6.0 点　平均点：10.5 点
　　（内，現役 26 名，浪人 20 名）（内，指定校 3 校 3 名）（埼玉県出身者 5 名）
　　ウ　特別枠
　　・志願者数 3 名（内，男子 0 名，女子 3 名）
　　・受験者数 3 名（内，現役 0 名，浪人 3 名）
　　・合格者数 2 名（内，男子 0 名，女子 2 名）
　　エ　帰国生入学試験
　　・志願者数 1 名（内，男子 0 名，女子 1 名）
　　・受験者数 1 名（内，現役 1 名，浪人 0 名）
　　・合格者数 1 名（内，男子 0 名，女子 1 名）
　　オ　受験生の出身地：埼玉県 27 名 / 東京都 22 名 / その他 33 名
　　カ　指定校からの受験者数：14 校 31 名
　　キ　合格者内訳
　　・男子 12 名（現役 6 名，浪人 6 名），女子 19 名（現役 9 名，浪人 10 名）
　　・指定校 7 校 10 名（男子 1 名，女子 9 名）
　　・埼玉県出身者 11 名（男子 2 名，女子 9 名）
　④一般入学試験（前期）一次試験
　　〔出願者概要〕
　　・出願者数：1,580 名（前年比：500 名減）
　　・男子：950 名（60.1％），女子：630 名（39.9％）
　　・年令：18 歳～ 20 歳（76.7%）
　　・出身校：私立高校（74.9%）公立高校（23.0%）
　　・卒後経歴：現役 24.0％　予備校生 64.7％
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　　・高校在学中の評点平均：A 評定 21.7％　B 評定 44.6％
　　〔受験者概要〕
　　・受験者数：1,484 名（出願者の 93.9％）
　　・欠席者数： 　96 名（出願者数の 6.1％）
　　〔受験者得点状況〕
　　・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計），小論文 50 点
　　　合計 500 点
　　・最高点 393 点　最低点 72 点　平均点 240.8 点
　　〔合否判定結果〕
　　・合格者数：359 名（得点 286 点　355 位まで）
　　・男女の別：男性 207 名 57.7％，女子 152 名 42.3％
　⑤一般入学試験（前期）二次試験
　　〔受験者概要〕
　　・前期第 2 次試験受験者数：351 名（欠席者 8 名）
　　・男女別：男子 203 名（57.8％），女子 148 名（42.2％）
　　・現役，浪人年数：現役 46 名（13.1％），1 浪 127 名（36.2％），2 浪 81 名（23.1％）
　　　3 浪 44 名（12.5％），4 浪以上 53 名（15.1％）
　　〔第 2 次試験（面接）統計〕
　　・最高点：15 点／最低点：4 点／平均点：9.82 点
　　・標準偏差：2.03
　　〔合否判定結果〕
　　・合格候補者：61 名
　⑥一般入学試験（後期）一次試験
　　〔出願者概要〕
　　・出願者数：2,461 名（前年比 92 名減）
　　・男子：1,469 名（59.7％）女子：992 名（40.3％）
　　・年令：18 歳～ 20 歳（68.5％）
　　・現役，高卒後の経歴：現役 18.0％，予備校 71.8％
　　・高校在学中の評点平均：Ａ 19.5％，Ｂ 46.2％
　　・受験者数：2,147 名（87.2％），欠席者数：314 名（12.8％）
　　・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計），小論文 50 点
　　　　　　　　　合計 500 点
　　〔合否判定結果〕
　　・合格者数：323 名（得点 282 点，321 位まで）
　　・男女別：男子 190 名（58.8％），女子 133 名（41.2％）
　　〔受験者得点状況〕
　　・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計），小論文 50 点
　　　　　　　　　合計 500 点
　　・最高点：429 点，最低点：59 点（前年度：最高点：384 点，最低点：53 点）
　　・合計得点平均点：230.0 点（前年度：235.1 点）
　　・科目別平均点（100 点換算）：英語 49.9 点，数学 40.7 点，物理 40.8 点
　　　　　　　　　　　　　　　　化学 41.2 点，生物 44.6 点，小論文 60.7 点
　⑦一般入学試験（後期）二次試験
　　〔合格者概要〕
　　・後期第 1 次試験合格者数：323 名
　　・男女別：男子 190 名（58.8％），女子 133 名（41.2％）
　　〔受験者概要〕
　　・後期第 2 次試験受験者数：289 327 名（欠席者数：34 名）
　　・男女別：男子 170 名（58.8％），女子 119 名（41.2％）
　　〔第 2 次試験（面接）統計〕
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　　・最高点：15 点，最低点：4 点，平均点：9.92 点， 標準偏差：1.94　
　　・面接評価と内申点の相関関係 0.308
　　〔合否判定結果〕
　　・合格者：46 名
　⑧センター試験利用入学試験（前期）一次試験
　　〔出願者概要〕
　　・第 1 次試験出願者数：841 名（前年比 29 名減）
　　・男女別：男子 502 名（59.7％），女子 339 名（40.3％）
　　〔受験者概要〕
　　・第 1 次試験受験者数：831 名（欠席者数：10 名）
　　〔合格者概要〕
　　・第 1 次試験合格者数：190 名（得点 449 点，186 位まで）
　　・男女別：男子 108 名（56.8％），女子 82 名（43.2％）
　⑨センター試験利用入学試験（前期）二次試験
　　〔受験者概要〕
　　・第 2 次試験受験者数：52 名（欠席者数：138 名）
　　・男女別：男子 29 名（55.8％），女子 23 名（44.2％）
　　〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
　　・最高点：13 点，最低点：7 点，平均点：9.96 点， 標準偏差：1.81
　　・Ａ面接評価と内申点の相関関係 0.340
　　〔第 2 次試験（Ｂ面接）統計〕
　　・最高点：15 点，最低点：6 点，平均点：10.12 点， 標準偏差：2.05
　　・Ｂ面接評価と内申点の相関関係 0.128
　　・小論文の得点
　　　最高 66 点，最低点：32 点，平均点：50.04 点， 標準偏差：9.01
　　〔合否判定結果〕
　　・合格者：10 名
　　・男女別：男子 3 名（30.0％），女子 7 名（70.0％）
　⑩センター試験利用入学試験（後期）一次試験
　　〔出願者概要〕
　　・第 1 次試験出願者数：35 名（前年比 6 名増）
　　・男女別：男子 24 名（68.6％），女子 11 名（31.4％）
　　〔受験者概要〕
　　・第 1 次試験受験者数：35 名（欠席者数：0 名）
　　〔合格者概要〕
　　・第 1 次試験合格者数：21 名（得点 534 点，21 位まで）
　　・男女別：男子 13 名（61.9％），女子 8 名（38.1％）
　⑪センター試験利用入学試験（後期）二次試験
　　〔受験者概要〕
　　・第 2 次試験受験者数：11 名（欠席者数：10 名）
　　・男女別：男子 6 名（54.5％），女子 5 名（45.5％）
　　〔合否判定結果〕
　　・合格者：2 名
　　・男女別：男子 2 名（100.0％），女子 0 名（0.0％）

4．評価と次年度目標
1）平成 31 年度医学部入学者選抜試験では，従来，入学後に選考していた「埼玉県地域枠医学生」を推薦入学試

験で募集し「別枠方式」による入学時選考へと変更した．また，学業優秀者に対し経済的な援助を行い，将来本
学の一員として活躍できる人材の育成等を目的に「医学部特別奨学金制度」の導入と，併せて「特待生制度」の
内容を更に拡充し，より幅広い優秀な学生確保に向け取り組んだ．
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2）埼玉県内指定校 24 校（公立 12 校・私立 12 校）を見直し，各校からの志願者・合格者・入学者等の状況分析
と検討を重ね，新指定校 5 校（私立 5 校）を加えた．29 校となった指定校の進路指導担当教諭に対し，新たな
入試制度・奨学金制度の周知，本学医学部の特色・アドミッション・ポリシーの趣旨説明等，積極的な情報提供
に努め，指定校との連携を図った．

3）平成 30 年度入学試験と同様，推薦入学試験，帰国生入学試験，前期・後期 2 期制の一般入学試験及び大学入
試センター試験利用入学試験を実施し，今年度も天候，交通機関の影響等による試験日程の変更も無く実施で
きたことは幸いであった．出願者数は，30 年度入試 5,569 名から 31 年度入試 5,000 名へと減少（対前年度比
10.2％減）に転じ，試験種別ごとの内訳は次のとおりとなった．

　推薦入試「一般推薦枠」出願者数 32 名（前年度比 4 名減），「埼玉県地域枠」出願者数 47 名（前年度比較なし），
「特別枠」出願者数 3 名（前年度比 2 名増），推薦入試総出願者数 82 名（前年度比 45 名増）．帰国生入試出願
者数 1 名（前年度比 1 名増）．一般入試（前期）1,580 名（前年度比 500 名減）．一般入試（後期）2,461 名（前
年度比 92 名減）センター試験利用入学試験（前期）841 名（前年度比 29 名減）．センター試験利用入学試験（後
期）35 名（前年度比 6 名増）．

　平成 31 年度募集定員は，地域枠 1 名が増員となり 130 名として実施し，入学者の内訳は推薦入試「一般推薦枠」
10 名，推薦入試「埼玉県地域枠」17 名，推薦入試「特別枠」2 名，帰国生入試 1 名，一般入試（前期）54 名，
一般入試（後期）37 名，センター利用入試（前期）8 名，センター利用入試（後期）1 名であった．最終的に
合計 130 名（男性 59 名（45.45％），女性 71 名（54.6％））の新入生が入学した．

4）本委員会は，全ての医学部入学試験における基本方針を決定し，委員の合議に基づいて合否の判定を行っている．
一部大学の医学部医学科の入学者選抜における不適切な事案が発覚して以降，監督官庁より各大学に対し，公正
確保等に向けた方策も示されたところであるが，その趣旨も踏まえ本委員会は医学部入試実施委員会とも密に連
携し，其々の入試の内容や形式等についても慎重に検討を重ね，本学のアドミッション・ポリシーに謳う学生の
受入れを可能とするため，公正で信頼性の高い入学者選抜の実施に向けて鋭意努力した．

　学長のリーダーシップの下，入学者選抜業務全般に係るガバナンス体制の構築に向け入試担当副学長を任命（11
月 1 日付）し，入学試験全般の適正な運用を監督する体制を整備した．その他の具体的な取組として，「入学試
験検討ＷＳ」を実施し，入試に関わる教員と事務職員が入学者選抜方法の妥当性の検証を行った．また，文部科
学省，大学入試センターが主催する「大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会」，「全国大学入学者選抜連絡協
議会大会」，「大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会」等にも参加し情報収集に努め，入試
関連業務の更なる向上と改善に繋げた．面接委員の配置についても見直し，従来形式では面接委員一人あたりの
質問時間が短くならざるを得ないこともあり，1 班あたりの面接委員を 4 名から 3 名に変更した．さらに推薦・
帰国生入学試験においては，各班 3 名の面接委員のうち 1 名は女性の面接委員を配置（地域枠面接を除く）し，
公平性を損なうことの無いよう公正な面接評価に努めた．一般 1 次の入学試験では円滑な入試運営を図るため，
試験監督者に対し事前説明会を 2 回開催（前期：1 月 21 日，22 日・後期：2 月 12 日，13 日）し，受験生へ
の適切な対応事項に関する情報共有を図った．

5）入学試験の問題作成については，教養教育の担当教員が中心となり，アドミッションセンターとも連携し，二重・
三重の点検を行い精度向上に努めたが，一般入学試験（後期）にて出題ミスがあったことが判明した．試験実施
後に物理作題担当教員が正解としていた選択肢の他に，別の選択肢も正解となり得ることを発見した．入試委員
長招集のもと，入試担当副学長，入試実施委員長，入試実施副委員長，科目責任者による協議の結果，新たに正
解とみなせる選択肢について加点することになり，入試委員会に諮りその対応が承認された．本件は文部科学省
へ報告するとともに，受験生への公表を合格発表と同時に「出題ミスへの対応とお詫び」を本学ホームページ上
に掲載した．

　今回のミスは担当科目を専門とする教員による点検に重きを置いていたことに起因する面もあり，次年度の作題
は，非専門の立場からも虚心坦懐に問題点検を行い再発防止に全力を注ぎ，今後も継続して外部評価と科学的な
解析によって入試問題の信頼性，妥当性等を更に向上させていきたいと考えている．

6）今後も引き続き，入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に則り，本学が求めるべき学生像と具体
的な方策等について，受験者や保護者をはじめ広く社会に理解を得られるよう透明性且つ公平性の両立に重点を
おき明確な形で発信していきたい．　　　

　そのための手段として，ホームページ入試情報の充実を図るとともに継続してオープンキャンパス・高大連携講
座を開催し，進学相談会への参加，県内高校（指定校）・予備校等の訪問，保護者会や同窓会等を通じより一層
入試広報を推進して行く予定である．

　平成 31 年度の医学部入学試験委員会も，本会の下部組織である医学部入試実施委員会と連携を密にとり，高大
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接続システム改革における多面的評価に向けた入試制度を模索しながら，教員及び事務職員が一体となり，広い
範囲から有能な学生を選抜できるよう更なる検討を行っていきたい．



委員会・会議報告（医学部）

188

3．13）医学部入学試験実施委員会

1．構成員
　委員長　　渡辺修一（WATANABE，Shu-Ichi）：生理学：教授 （任期：R2.3.31）
　副委員長　山田健人（YAMADA，Taketo）：病理学：教授 ※ 面接班長（任期：R2.3.31）
　副委員長　向田寿光（MUKAIDA，Hisamitsu）：教養教育：教授 ※ 問題作成班長，科目責任者（物理）
 （任期：R2.3.31）
　入学試験委員会副委員長　土田哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）：副学長・皮膚科学：教授 （任期：R2.3.31）
　採点集計担当　椎橋実智男（SHIIBASHI，Michio）：情報技術支援推進センター：教授
 ※実施班長（任期：R2.3.31）
　科目責任者（生物）　山崎芳仁（YAMAZAKI，Yoshihito）：教養教育：准教授 ※ 情報宣伝班長（任期：R2.3.31）
　科目責任者（英語）　藤森千尋（FUJIMORI，Chihiro）：教養教育 : 准教授 （任期：R2.3.31）
　科目責任者（化学）　森口武史（MORIGUCHI，Takeshi）：教養教育：講師 （任期：R2.3.31）
　科目責任者（小論文）米岡裕美（YONEOKA，Yumi）：教養教育：講師 （任期：R2.3.31）
　科目責任者（数学）  鈴木　正（SUZUKI，Sei）：教養教育：講師 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　森　茂久（MORI，Shigehisa）：副学長・医学教育センター：教授 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　堀江公仁子（HORIE，Kuniko）：ゲノム医学研究ンター：教授 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　山田泰子（YAMADA，Yasuko）：医学教育センター：教授 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　荒関かやの（ARAZEKI，Kayano）：医学教育センター：講師 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　魚住尚紀（UOZUMI，Naonori）：生化学：講師 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　石橋敬一郎（ISHIBASHI,　Keiichiro）：医学教育センター：准教授 （任期：H30.1.1 ～ R2.3.31）
　実施に必要な者　徳元康人（TOKUMOTO，Yasuhito）: アドミッションセンター：講師 （任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　内田和利（UCHIDA，Kazutoshi）：大学事務部：部長 ※ 事務責任者（任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部医学部事務室次長 ※ 事務担当（任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　村田正樹（MURATA，Masaki）：大学事務部医学部事務室入試課：課長
 ※事務担当（任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　下田裕子（SHIMODA, Yuko）: 大学事務部医学部事務室庶務課：課長
 ※事務担当（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
　実施に必要な者　岩澤昌人（IWASAWA，Masato）：大学事務部医学部事務室学務課 : 課長
 ※事務担当（任期：R2.3.31）
　実施に必要な者　松浦直樹（MATSUURA, Naoki）：大学事務部医学部事務室入試課：係長
 ※事務担当（任期：R2.3.31）
　オブザーバー　　別所正美（BESSHO，Masami）：学長 （任期：R2.3.31）
　オブザーバー　　村越隆之（MURAKOSHI，Takayuki）：医学部長・生化学：教授 （任期：R2.3.31）
　オブザーバー　　小室秀樹（KOMURO，Hideki）：大学事務部：顧問  （任期：R2.3.31）

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

3．活動報告
1）会議日程と議事内容
　①第 1 回　定例会議（平成 30 年 4 月 17 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 26 人　欠席 1 人

議事：平成 30 年度医学部入学試験実施委員会の構成員，入学試験出題委員等担当者，入学試験問題提出日，入
学試験問題冊子のサイズ変更，平成 31 年度入学試験の面接における変更と対策，問題作成委員における
家族・近親者の受験予定の確認，平成 30 年度オープンキャンパス等，監督者アンケート，入学試験問題
の著作物引用，平成 31 年度埼玉医科大学医学部入学試験日程，私立医科大学 31 年度入学試験日程，埼
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玉医科大学の大学ブランドについてのアンケート調査，他
　②第 2 回　定例会議（平成 30 年 7 月 3 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 22 人　欠席 4 人

議事：解答用紙（マークシート・数学）の変更，平成 31 年度医学部入学試験出題委員等担当者，一般推薦枠・
埼玉県地域枠における面接の実施方法・評価方法，平成 30 年度医学部オープンキャンパス（7 月 22 日）・
高大接続医療連携講座（西武文理高等学校 7 月 25 日），医学部紹介イベント（10 月 21 日），入学試験広
報活動の実施状況，平成 31 年度医学部入学試験関係書類発送計画，埼玉県地域枠の新設に伴う受験番号
体系，Web 出願入力画面，受験票発送日，著作権処理，平成 30 年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡
協議会，入学試験ミス対策，大学入試共通テストの試行調査，調査書ならびに個人情報の保護，大学受験
資格の改訂，高大接続改革，高等学校教員対象医学部説明会（6 月 29 日），他

　③第 3 回　定例会議（平成 30 年 9 月 4 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 22 人　欠席 4 人

議事：平成 31 年度医学部入学試験出題委員等担当者，平成 31 年度一般入学試験問題相互点検担当者，解答用
紙（マークシート・数学）の変更，試験問題の事前点検，推薦入学試験問題の用紙サイズ，試験問題の回
収，平成 31 年度入学試験の面接，医学部オープンキャンパス・医学部紹介イベント，高大連携講座の開催，
進学相談会の告知，試験監督・面接委員の事前調査票，推薦入学試験の筆記試験会場・面接会場，大学入
学者共通テストの試行調査・大学入試センター試験の追試験，一般入学試験の問題点検，平成 30 年度医
学部進学相談会，大学 HP の修正案，推薦必要書類の書式，一般入学試験の問題冊子の持ち帰り，大学入
学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会，大学ブランドアンケート，大学入試センター リー
ダー研修，他

　④第 4 回　定例会議（平成 30 年 11 月 7 日（金））於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　　　　出席 23 人　欠席 3 人

議事：推薦入学試験の準備状況，平成 31 年度推薦・帰国生入学試験の面接，越華祭の医学部紹介コーナー，平
成 31 年度推薦・帰国生入学試験の実施要領・採点，推薦・帰国生入学試験出願者数，採点基準の策定，
地域の医師確保の観点からの平成 32 年度以降の大学医学部の入学者の選抜方法，入学試験試験における
危機管理対応，他

　⑤第 5 回　臨時会議（平成 31 年 1 月 7 日（月））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 25 人　欠席 1 人

議事：問題作成，チェック体制の見直し，問題発生時の情報伝達・共有体制に関するマニュアル，正答の公表，
電算処理のチェック，入学試験問題の正答確認，平成 31 年度一般入学試験・センター利用入学試験の面
接委員，学園祭企画・医学部紹介コーナー，次年度オープンキャンパス・高大連携，学生募集要項作成
スケジュール，大学入試英語成績提供システム，大学入試センター試験，一般入学試験（前期），平成 32
年度埼玉医科大学医学部入学試験日程（案），平成 32 年度医学部入学試験の問題作成日程，平成 31 年度
医学部入学試験実施委員会日程，一般入学試験問題の正答の公表時期，悪天候等を想定した受験生へのお
知らせ，全国大学入学者選抜研究連絡会，大学入試センター試験入試担当者連絡協議会の報告，他

　⑥第 6 回　定例会議（平成 31 年 3 月 19 日（火））於：本部棟 2 階会議室
　　　　　　出席 22 人　欠席 4 人

議事：平成 32 年度医学部入学試験出題委員，2019 年度相互点検担当者，平成 32 年度医学部入学試験問題作
成日程，平成 31 年度入学試験の面接，2019 年度医学部オープンキャンパス，入学試験過去問題の配布，
平成 32 年度入学試験に向けた検討事項，2019 年度春季大学入試センター・アドミッションリーダー研修，
埼玉医大グループスクールフェスタ，平成 31 年度医学部入学試験実施委員会構成員，平成 31 年度医学
部入学試験実施委員会班編成，一般入学試験（前期・後期）1 次試験の日程，センター試験利用入学試験

（前期・後期）の一本化，他
2）各班（問題作成班・面接班・情報宣伝班・入試実施班・事務）の活動内容
　　ア．一般入学試験の 1 次試験について
　　　（1）「平成 31 年度入試実施要領」の作成
　　　（2）一次試験監督者の依頼
　　　（3）試験問題の校正
　　　（4）試験問題の袋詰
　　　（5）問題点検助言者の確定と依頼
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　　　（6）問題の最終点検の実施
　　　（7）「平成 31 年度入試実施要領」の事前説明会の開催
　　　（8）採点と集計
　　　（9）合格発表（掲示・ＨＰ）
　　イ．一般入学試験の 2 次試験（面接）について
　　　（1）実施要領の作成
　　　（2）面接班の編成と依頼
　　　（3）採点と集計
　　　（4）合格発表（掲示・ＨＰ）
　　ウ．推薦入学試験・帰国生入学試験について
　　　（1）実施要領の作成
　　　（2）面接班の編成と依頼
　　　（3）適正試験の実施準備
　　　（4）採点と集計
　　　（5）合格発表（掲示・ＨＰ）
　　エ．センター試験利用入学試験について
　　　（1）女子栄養大学へ試験監督者の派遣
　　　（2）大学入試センターとの連携協議
　　　（3）センター試験利用入学試験（前期・後期）2 次試験の最終検討
　　　（4）センター試験利用入学試験（前期・後期）2 次試験の実施について
　　　（5）センター試験成績請求（前期・後期）について
　　オ．オープンキャンパスの実施
　　　（1）実施内容の検討
　　　（2）アンケートの実施と改善計画
　　　（3）オープンキャンパスの開催（7 月 22 日（日））
　　カ．ホームページ入学試験関連ページの掲載について
　　　（1）新しい入学試験情報の更新
　　　（2）1 次，2 次試験の合格発表
　　　（3）インターネット出願ページの掲載
　　　（4）各種入学試験当日の状況を想定した受験生への案内掲載
　　キ．高大接続講座の開催について
　　　（1）高大連携講座タイムスケジュールの検討
　　　（2）高大連携講座の開催－西武学園文理高等学校－（7 月 25 日（水））
　　ク．高等学校教員対象医学部説明会について
　　　　　高等学校教員対象医学部説明会の開催（6 月 29 日（金））

4．評価・次年度目標
1）平成 31 年度医学部入学者選抜試験では，従来，入学後に選考していた「埼玉県地域枠医学生」を推薦入学試

験で募集し「別枠方式」による入学時選考へと変更した．また，学業優秀者に対し経済的な援助を行い，将来本
学の一員として活躍できる人材の育成等を目的に「医学部特別奨学金制度」の導入と，併せて「特待生制度」の
内容を更に拡充し，より幅広い優秀な学生確保に向け取り組んだ．

2）埼玉県内指定校 24 校（公立 12 校・私立 12 校）を見直し，各校からの志願者・合格者・入学者等の状況分析
と検討を重ね，新指定校 5 校（私立 5 校）を加えた．29 校となった指定校の進路指導担当教諭に対し，新たな
入学試験制度・奨学金制度の周知，本学医学部の特色・アドミッション・ポリシーの趣旨説明等，積極的な情報
提供に努め，指定校との連携を図った．

3）入学試験広報の取り組みの一環として，例年開催しているオープンキャンパスを 7 月 22 日（日）に情報宣伝
班が中心となり開催し，受験生 238 名，保護者等 273 名，計 511 名の参加で前年度比較が 122 名の増となり，
1 開催あたりの参加者数としては過去最高の実績となった．高大連携医療講座については，7 月 25 日（水）に
西武学園文理高等学校を対象に行い，参加生徒は 1,2 年生合わせて 24 名で，同校によるアンケート結果は概ね
好評であった．今年度，初めて高等学校教員対象医学部説明会を，6 月 29 日（金）かわごえクリニックで開催
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した．本学教員より，教育・入学試験などに関する説明を行い，参加状況は高等学校 15 校から 15 名の高校教
員に加え，予備校関係者が若干名であった．

4）平成 31 年度医学部入学試験の実施における主な変更点として，個人面接については，従来の面接形式では，
面接委員一人あたりの質問時間が短くならざるを得ないことから，1 班あたりの面接委員を 4 名から 3 名に変
更した．また，入学試験区分ごとの全ての問題冊子のサイズは B4 から A4 に変更するとともに一般（前期・後期）
入学試験の問題冊子については，試験当日に問題を回収せずに持ち帰らせることとし，出題や解答の疑義に対す
る早期対応と試験監督の負担軽減に繋げた．

5）入学試験の問題作成については，教養教育の担当教員が中心となり，アドミッションセンターとも連携し，二
重・三重の点検を行い精度向上に努めたが，一般入学試験（後期）にて出題ミスがあったことが判明した．試験
実施後に物理作題担当教員が正解としていた選択肢の他に，別の選択肢も正解となり得ることを発見した．入学
試験委員長招集のもと，入学試験担当副学長，入学試験実施委員長，入学試験実施副委員長，科目責任者による
協議の結果，新たに正解とみなせる選択肢について加点することになり，入学試験委員会に諮りその対応が承認
された．本件は文部科学省へ報告するとともに，受験生への公表を合格発表と同時に「出題ミスへの対応とお詫
び」を本学ホームページ上に掲載した．

　今回のミスは担当科目を専門とする教員による点検に重きを置いていたことに起因する面もあり，次年度の作題
は，非専門の立場からも虚心坦懐に問題点検を行い再発防止に全力を注ぎ，今後も継続して外部評価と科学的な
解析によって入学試験問題の信頼性，妥当性等を更に向上させていきたいと考えている．

6）センター試験利用入学試験は，女子栄養大学との共同実施を開始してから 7 回目となるが，例年と同様に，試
験監督者・要員（試験室補助・連絡担当）を対象とした事前説明会に参加し，円滑な入学試験運営に向けて連携
を図り取り組んだ．毛呂山キャンパスでの 2 次試験の実施にあたっては，面接実施・会場設営における改善等，
面接班及び入試実施班を中心に適切な受験生の受け入れ体制に備えた．2 次試験の欠席者の状況は，前期 138 名・
後期 10 名であったが，大きな問題もなく最終合格者の前期 10 名・後期 2 名を発表した．

7）新たな入学試験制度・奨学金制度を加え，推薦入学試験，帰国生入学試験，前期・後期 2 期制の一般入学試験
及び大学入試センター利用入学試験を実施し，今年度も天候，交通機関の影響等による試験日程の変更も無く実
施できたことは幸いであった．

　出願者数については，30 年度 5,569 名から 31 年度 5,000 名へと減少（対前年度比 10.2％減）に転じた．
　最終的な結果として，平成 31 年度医学部入学試験は，募集定員 130 名（地域枠 19 名，研究医枠 1 名）に対し，

130 名の新入生を選抜し，平成 31 年度医学部入学試験業務を終えたことは，本委員会で取組んだ成果として評
価している．各班として実施すべき事項は，滞ることなく遂行することができたが，平成 32 年度医学部入学試
験も引き続き，問題作成班・面接班・情報宣伝班・入試実施班・事務がより一層連携を図りながら，総力を挙げ
て入学試験業務の遂行に取り組んでいきたい．



委員会・会議報告（医学部）

192

3．14）埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・
医学部地域医療奨学金運営委員会

1．構成員
　委員長　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長 （任期：H31.3.31）
　　　　　別所正美（BESSHO, Masami）：学長 （任期：H31.3.31）
　　　　　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長 （任期：H31.3.31）
　　　　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院病院長 （任期：H31.3.31）
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長 （任期：H31.3.31）
　　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長 （任期：H31.3.31）
　　　　　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長・耳鼻咽喉科神経耳科：教授 （任期：H31.3.31）
　　　　　森　茂久（MORI, Sigehisa）：副学長・医学教育センター長：教授 （任期：H31.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：医学教育センター卒後教育部門長・リウマチ膠原病科：教授
 （任期：H31.3.31）
　　　　　田島賢司（TAJIMA, Kenji）：常務理事 （任期：H31.3.31）
　　　　　茂木　明（MOGI, Akira）：事務局長 （任期：H31.3.31）
　　　　　池和田忠幸（IKEWADA, Tadayuki）：経理部長 （任期：H31.3.31）
　　　　　番場　宏（BANBA, Hiroshi）：埼玉県保健医療部医療人材課長 （任期：H31.3.31）
　　　　　塚本英樹（TSUKAMOTO, Hideki）：埼玉県保健医療部医療人材課副課長 （任期：H31.3.31）
　　　　【その他理事長及び学長が必要と認めた者】
　　　　　三井隆男（MITSUI, Takao）：毛呂山会会長 （任期：H31.3.31）
　　　　　宮山徳司（MIYAYAMA, Tokushi）：特任教授 （任期：H31.3.31）
　　　　【その他医学部長が必要と認めたもの】
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長・皮膚科：教授 （任期：H31.3.31）
　　　　　高橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長・総合医療センター放射線腫瘍科：教授 （任期：H31.3.31）
　　　　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長・国際医療センター泌尿器腫瘍科：教授 （任期：H30.3.31）
　　　　　林　健（HAYASHI, Takeshi）：医学部長補佐・国際医療センター神経内科 ･ 脳卒中内科：教授
 （任期：H31.3.31）
　　　　　柴崎智美（SHIBASAKI, Satomi）：医療人育成支援センター内地域医学推進センター長：准教授
 （任期：H31.3.31）
　　　　【事務局】
　　　　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長 （任期：H31.3.31）
　　　　　村田正樹（MURATA, Masaki）：大学事務部医学部事務室入試課長 （任期：H31.3.31）
　　　　　河村陽子（KAWAMURA, Yoko）：大学事務部医学部事務室入試課係長 （任期：H31.3.31）
　　　　　岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部医学部事務室学務課長 （任期：H31.3.31）
　　　　　馬場菜穂（BABA, Nao）：大学事務部医学部事務室学務課主任 （任期：H31.3.31）
　　　　　前田彩花（MAEDA, Ayaka）：大学事務部医学部事務室学務課 （任期：H31.3.31）

2．目的
　本学では，地域医療を担う医師不足の対策として，医学部を卒業した医師が確実に地域医療に定着するためには奨
学金制度の充実が必要と考え，埼玉県と連携して埼玉県地域枠医学生奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を
開始した．埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会は，埼玉県の地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨
学金を貸与するために制定した埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程第 4 条に基づき，地域枠医学生奨学金貸与事業
の円滑な運営に資することを目的とする．
　また，本学は独自に埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を行っている．埼玉
医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会は，地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨学金を貸与する
ために制定した埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与規程第 4 条に基づき，地域医療奨学金貸与事業の円滑な運
営に資することを目的とする．
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3．活動報告
　1）第 1 回委員会　平成 30 年 9 月 4 日（火）於：本部棟 2 階会議室
　　　出席：17 名，委任状出席 4 名
　　議事

①埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会における奨学生選考
について

②平成 29 年度第 1 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会
議事録の確認が行われ承認された．

③選考面接（平成 30 年 8 月 24 日）の実施状況について
　地域枠医学生奨学金及び埼玉医科大学医学部地域医療奨学金の申請者に対し，埼玉県保健医療部医療人材課

の職員 2 名と本学教員 6 名の計 8 名が，2 班に分かれ面接を実施した．1 名 7 分程度を目安に申請者 18 名（全
員 1 年生，埼玉県地域枠 17 名，医学部地域医療 1 名）の学生を対象に面接を行い，対象者全員の選考面接
を無事終了した．

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

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

⑤埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者の審議結果について
　合格者数：15 名　内訳（男 10 名，女 5 名）
⑥埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与者の審議結果について
　合格者数： 1 名　内訳（男 0 名，女 1 名）
⑦追加募集が提案され，承認された．

　2）第 2 回委員会　平成 30 年 11 月 27 日（火）於：本部棟 2 階会議室
　　出席：16 名，委任状出席：5 名
　　議事

①平成 30 年度第 1 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会
議事録の確認が行われ承認された．

②平成 31 年度埼玉県地域枠医学生奨学金の選考方法を，従来の入学後に選考する「手挙げ方式」から，入学
者選抜（推薦入試）の時点で選考する「別枠方式」へ変更する旨の説明があった．

③平成 31 年度推薦入学試験（埼玉県地域枠）の実施状況
　実施期日：平成 30 年 11 月 18 日（日）
　試験会場：埼玉医科大学　毛呂山キャンパス
　募集人員：18 名
　　　 志願者数：47 名（男：21 名，女：26 名）
　　　 受験者数：46 名（男：20 名，女：26 名）
　　　 出身高校：埼玉県内 22 名，埼玉県外 25 名
④医学部入学試験委員会の合否判定（案）の方法及び審議結果について，報告があった．合格候補者：18 名（男：

8 名，女：10 名）
⑤以下の提案がなされ審議の結果，承認された．
　埼玉医科大学入学試験委員会規則に則り，同委員会の合否判定（案）を臨時教員代表者会議へ報告し，承認

を得た合格者に対して，埼玉県地域枠医学生奨学金を貸与する．
　3）第 3 回委員会　平成 30 年 12 月 3 日（月）於：本部棟 1 階大学院講義室
　　　出席：13 名，委任状出席：8 名
　　議事

①平成 30 年度第 2 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医
　療奨学金運営委員会議事録の確認があり，承認された．
②追加選考面接（平成 30 年 12 月 3 日）の実施状況について
　埼玉県地域枠医学生奨学金申請者の 1 年生 3 名に対し，埼玉県保健医療部医療人材課 1 名と本学教員 3 名

の計 4 名で面接委員を担当し，1 人 10 分程度を目安に面接を実施し，対象者全員の選考面接を無事終了した．
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③埼玉県地域枠医学生奨学金貸与申請者について，面接総合評価結果（1 学期欠席数，地域医療への意欲，将
来希望する臨床研修病院，将来専攻したい診療科・分野等，総合評価点数合計上位順）及び地域医療への意
欲（評価点数合計上位順），定期試験結果等について確認を行い，協議の結果，3 名（男 2 名，女 1 名）を
合格とすることが承認された．

　4）補足事項
①第 1 回運営委員会で承認された 15 名の内，1 名（男）が辞退した．
② 15 名の内 3 名（男）は総合評価点数や地域医療への意欲にやや不安が残ったため，条件付き合格とし個別

面談を行うこととした．その結果 2 名は正式合格となったが，1 名は合格保留として追加選考面接の対象と
なった．

③よって，平成 30 年度埼玉県地域枠奨学生は 16 名（男 10 名，6 名）であった．

4．評価と次年度目標
　埼玉県地域枠奨学金制度による貸与者数は，開始初年度から毎年定員を満たしてきたが，平成 30 年度の埼玉県地
域枠奨学生は定員 18 名を満たすことが出来ず 16 名との結果に終わった．また，選抜方法を従前の入学後手挙げ方
式から入学時選抜に変更し，平成 31 年度推薦入試における選考結果を基に奨学金貸与者を決定した．よって，本委
員会における奨学生選抜は平成 30 年度が最後である．また，埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度は，平成 31
年度入学生から廃止する．この他，初期臨床研修中の埼玉県地域枠奨学生 2 名が辞退し，奨学貸与金を返還すると
いう残念な事例があり，本委員会として制度運用の難しさを痛感せざるを得ない年となった．
　入学時選抜への移行により本委員会の役割も変わらざるを得ない．奨学金貸与候補者を単に承認するのではなく，
審査機能の維持は必要と考えられる．また，埼玉県地域枠奨学金制度の運用に当たり，必要であれば新たな取り組み
の導入も検討していく．
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3．15）毛呂山キャンパス教職員・学生健康推進連絡会議

1．構成員
　委 員 長　別所正美 （BESSHO, Masami）：学長（任期：H31.3.31）
　副委員長　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長（任期：H31.3.31）
　委　　員　冨谷智明（TOMIYA, Tomoaki）：教職員・学生健康推進Ｃ長（任期：H31.3.31）
　　　　　　前﨑繁文（MAESAKI, Shigefumi）：院内感染対策室長（任期：H31.3.31）
　　　　　　丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：健康管理Ｃ教授（任期：H31.3.31）
　　　　　　武藤光代（MUTO, Mitsuyo）：総看護部長（任期：H31.3.31）
　　　　　　茂木　明（MOGI, Akira）：事務局長（任期：H31.3.31）
　　　　　　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：H31.3.31）
　　　　　　池澤敏幸（IKEZAWA, Toshiyuki）：医務部長（任期：H31.3.31）
　　　　　　内田尚男（UCHIDA, Hisao）：総務部長（任期：H31.3.31）
　　　　　　清水正雄（SHIMIZU, Masao）：健康管理センター助教（任期：H31.3.31）

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

3．活動報告
　平成 31 年 3 月末日廃止

4．評価と次年度目標
　該当なし
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3．16）地域救急医療連絡会議

1. 構成員
　委員長　別所正美（BESHO, Masami）：学長（任期：H31.3.31）
　委　員　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長（任期：H31.3.31）
　　　　　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事（任期：H31.3.31）
　　　　　織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院：院長（任期：H31.3.31）
　　　　　堤　晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター：病院長（任期：H31.3.31）
　　　　　小山　勇（KOYAMA, Isamu）: 国際医療センター病院長（任期：H31.3.31）
　　　　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）:（医学部長）（任期：H31.3.31）
　　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）: 大学病院：病院長代理，リウマチ膠原病科教授（任期：H31.3.31）
　　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：大学病院皮膚科：副学長・教授（任期：H31.3.31）
　　　　　金子直之（KANEKO, Naoyuki）：寄附研究部門：准教授（任期：H31.3.31）
　　　　　宮山徳司（MIYAYAMA, Tokushi）：医療政策学：特任教授（任期：H31.3.31）
　　　　　茂木　明（MOGI, Akira）：法人事務局長（任期：H31.3.31）
　事務局　堀江正人（HORIE, Masato）: 総合医療センター：事務次長，総務課長（任期：H31.3.31）
　　　　　佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：RA センター：課長（任期：H31.3.31）

2．目的
　本会議は平成 27 年度まで設置していた救急医療人材育成寄附研究部門運営委員会に代わり，情報共有と意見交換
の場を設けることなり，この地域救急医療連絡会議（以下，「本会議」という．）を設置する．

3．活動報告
◇開催日
　平成 30 年度会議（第 3 回会議）を，平成 31 年 4 月 16 日（火）に開催することとした．
◇主な審議内容
　次の事項を第 3 回会議で審議することとし，開催準備を行った．
（1）深谷赤十字病院における活動報告
（2）県総合医局機構キャリアアッププログラム作成支援事業補助に関わる事項
（3）来年度以降の支援体制について

4．評価と次年度目標
　救急医療人材育成寄附研究部門による埼玉県北部地域の救急医療連携体制の改善・発展の活動は，その目的を概ね
達成し，平成 28 年 3 月末をもって終了とした．
　しかしながら深谷赤十字病院への継続的な支援は今しばらく必要であり，埼玉県総合医局機構キャリアアッププロ
グラム作成支援事業を活用していくこととなる．引き続き本会議により県北部地域の救急医療連携体制について協議
すべく開催する．

　以　上
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4．1）教授会

1．構成員
議長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部学部長
別所正美（BESSHO, Masami）：学長
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科 教授・学科長
大森智美（OMORI, Tomomi）：看護学科 教授
冨田幸江（TOMITA, Sachie）：看護学科　教授
野田智子（NODA, Tomoko）：看護学科 教授
大賀淳子 （OOGA, Junko） : 看護学科 教授
佐藤真由美（SATOU, Mayumi）: 看護学科 教授
佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：看護学科　教授
辻　美隆（TUJI, Yoshitaka）：看護学科　教授
村田栄子（MURATA, Eiko）：臨床検査学科 教授・学科長
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：臨床検査学科教授
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：臨床検査学科教授
佐藤正夫（SATO, Masao）：臨床検査学科教授
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）: 臨床検査学科教授
小野川傑（ONOGAWA, Tuyoshi）: 臨床検査学科教授
藤原智徳（FUJIWARA, Tomonori）: 臨床検査学科教授
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：医用生体工学科 教授・学科長
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：医用生体工学科 教授
戸井田昌弘（TOIDA, Masahiro）：医用生体工学科 教授
田邊一郎（TANABE, Ichirou）：医用生体工学科 教授
山下芳久（YAMASHITA, Yosihisa）：医用生体工学科 教授
宮本裕一 （MIYAMOTO, Yuuichi）: 医用生体工学科 教授
若山俊隆 （WAKAYAMA, Toshitaka）: 医用生体工学科 教授
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：理学療法学科 教授・学科長
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：理学療法学科 教授
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）: 理学療法学科 教授
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：理学療法学科 教授
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長
計：29 名　定足数：21 名

2．事務局
　保健医療学部事務室
　　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）事務室室長（平成 28 年 7 月より事務室長）
　　山崎豊幸（YAMAZAKI, Toyoyuki）: 川角分室 室長（平成 28 年 7 月より）

3．開催日
（1）定時開催
　第 132 回： 4 月 27 日（木）出席者 23 名
　第 133 回： 5 月 25 日（木）出席者 25 名
　第 134 回： 6 月 29 日（木）出席者 23 名
　第 135 回： 7 月 27 日（木）出席者 27 名
　第 136 回： 9 月 28 日（木）出席者 28 名
　第 137 回：10 月 26 日（木）出席者 26 名
　第 138 回：11 月 30 日（木）出席者 24 名
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　第 139 回：12 月 21 日（木）出席者 25 名
　第 140 回： 1 月 25 日（木）出席者 24 名
　第 141 回： 2 月 22 日（木）出席者 26 名
　第 142 回： 3 月 22 日（木）出席者 25 名

（2）臨時開催
　3 年次編入合否判定：9 月 26 日（水）出席者 22 名（委任状 4 名，欠席 3 名）
　推薦入試合否判定：11 月 20 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名，欠席 3 名）
　AO 入試合否判定：12 月 11 日（火）出席者 21 名（委任状 8 名）
　一般入試前期 2 次合否判定：2 月 5 日（火）出席者 25 名（委任状 3 名，欠席 1 名）
　一般入試後期合否判定：3 月 1 日（金）出席者 20 名（委任状 5 名，欠席 4 名）

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

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

5．人事
　臨床検査学科の学科長が村田栄子教授から茅野秀一教授に交替した．臨床検査学科に藤原智徳教授を 4 月 1 日付
けで採用した．臨床工学科の若山俊隆准教授が 4 月 1 日付けで教授に昇格した．

6．主たる審議事項
　定例教授会における主要な審議事項として，第 132 回教授会（4 月）では，文部科学省の勧告に伴い，次年度の
前期一次入学試験に記述式問題を取り入れることが承認された．全学科において，数学及び理科の問題に採用する．
臨床検査学科 2 名と理学療法学科 3 名の退学が承認された．第 133 回教授会（5 月）では，平成 31 年度の推薦入
試指定校の選定案，平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究審査結果案を承認した．平成 31 年度入試日程案が
提出された．また，臨床検査学科の募集人員について平成 31 年度より推薦入試は 2 名増，AO 入試は 2 名減とし，
選抜方法として AO 入試の受験資格に「評定平均 3.0 以上」の制限を追加することとなり，承認された．臨床検査学
科 2 年生 1 名の休学が承認された．第 134 回教授会（6 月）では，平成 31 年度保健医療学部学事予定案が提出され，
承認された．平成 29 年度研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金の採択者が決定し，本学部では理学
療法学科の國澤准教授の申請が承認された．臨床検査学科・教授採用候補者の間山伸氏に対する資格審査委員会委員
7 名が選出され，承認された．第 135 回教授会（7 月）では，平成 30 年度学内グラントの審査結果案，平成 30 年
度研究マインド育成プログラム実施助成金の公募要項案を承認した．記録的な猛暑のため今週実施予定だった看護 2
年生「体育実技」4 コマ分の授業を中止とし，学生部委員長と相談して運動部にも無理な活動を行わないように周知
を行ったとの報告があった．臨床検査学科の間山伸教授の 10 月 1 日付での採用が承認された．
　第 136 回教授会（9 月）では，平成 31 年度の編入試験が実施されたが，合格者はいなかったことが報告された．
編入試験については受験者数の減少が顕著である．臨床工学科の 1 年生が，定期試験中にスマートフォンによる不
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正行為のため前期定期試験成績を無効とし，停学 4 週間とする処分が報告され承認された．なお今回の定期試験か
らスマートウオッチによる不正行為対策として，試験中は腕時計をバッグにしまうことが義務づけられた．臨床検
査学科の 1 年生 1 名が病気のため退学することが承認された．第 137 回教授会（10 月）では，平成 31 年度学事予
定について問題提起された．新天皇即位に伴い 5 月 1 日（水）が休日となり前後の祝日とあわせて 10 連休となり，
10 月 22 日（火）も即位の礼で休日となる．とくに前期では各科目の 15 コマ確保が困難であるため，4 月 29 日と
5 月 6 日の月曜日について授業を行う案を上程し，常任理事会で審議していただくこととした．第 138 回教授会（11
月）では，平成 31 年度推薦入学試験結果を承認した．臨床検査学科 1 名と理学療法学科 1 名の退学を承認した．ま
た理学療法学科の休学者 1 名を承認した．平成 31 年度学事予定について，昭和の日である 4 月 29 日（月・祝）と
振替休日の 5 月 6 日（月）は，前期の科目のコマ数を確保するために授業を実施することを承認した（常任理事会
でも認められた）．看護学科の准教授採用予定者本谷久美子先生の資格審査委員 6 名を承認した．看護学科大澤優子
講師および小林由紀子講師の准教授昇格の資格審査委員各 6 名も承認した．第 139 回教授会（12 月）では，AO 入
学試験の合格者 8 名を承認した．理学療法学科の退学者 1 名が承認された．本谷久美子准教授の採用と大澤優子・
小林由紀子准教授の昇格を承認した．看護学科の教授採用候補者粟生田友子先生に対する資格審査委員 7 名と理学
療法学科准教授昇格候補者新井智之講師に対する資格審査委員 6 名を承認した．第 140 回教授会（1 月）では，平
成 31 年度一般前期入学試験の看護学科の出願者数が昨年に比べて減少していることが報告された．学校心理士の大
野美佐子先生を看護学科講師として採用することが承認された．第 141 回教授会（2 月）では看護学科，臨床検査
学科，医用生体工学科，理学療法学科の卒業判定案を承認した．看護学科の粟生田友子教授および大野美佐子講師の
採用が承認された．理学療法学科の新井智之先生の准教授昇格と，丸谷康平先生の講師昇格が承認された．平成 31
年度の各種委員会の委員長および副委員長について承認した．4 年生の学長賞および奨学賞について承認した．また
復学者 1 名，退学者 1 名について承認した．第 142 回教授会（3 月）では，各学科の進級判定（案），1 ～ 3 年生の
奨学賞および特待生案，平成 32 年度入学試験日程案，平成 30 年度教員表彰案を承認した．また，退学者 7 名が承
認された．
　さらに，臨時教授会を 5 回開催し，看護学科 3 年次編入学試験，推薦入学試験，AO 入学試験，一般入学試験（前
期二次），一般入学試験（後期）の合否判定等を行った．
　また，各種の委員会活動を通じて，日高および川角校舎における防災訓練，1 ～ 3 年生の平成 29 年度奨学賞の表彰，
シラバスおよび学生便覧の作成，新入生オリエンテーションの実施，健康診断の実施，保健医療学部公開講座の企画・
運営（年 9 回），学生代表との懇談会（年 6 回），研究業績データベース説明会の開催，課外学習プログラムの実施，
医療人教育者のためのワークショップ開催（年 2 回），スポーツ等の優秀者表彰，オープンキャンパスにおける新企
画の実施，学部内プロジェクト研究の審査，各種国家試験と授業内容との対応チェック，越華祭の開催支援，謝恩会
の運営支援，平成 30 年度学長賞・奨学賞候補者の選定，たちばな会会長賞の推薦，各種委員会の活動状況評価等を
実施した．さらに特待生について審査し（1 年生から 3 年生），各学年で看護学科 3 名，臨床検査学科 3 名，医用生
体工学科 2 名，理学療法学科 2 名を選出した．

7．評価と次年度目標
　審議内容は学生の入退学，休学等に関する事項，カリキュラムに関する事項，学生の指導および厚生に関する事項，
学則などの改廃に関する事項，教員人事に関する事項その他多岐にわたったが，全体としては適正かつ円滑に運営さ
れ，学部業務の遂行にあたれたものと評価できる．また，各種委員会活動も順調に行われ，それぞれ大きな成果を上
げている．平成 28 年度の新入生から GPA 制度を採用しているが，GPA の結果を成績不良者の追跡フォローアップ
に役立てている．とくに GPA1.5 未満の学生については，進路変更も念頭に入れた担任面接を行っている．
　保健医療学部では ｢ 教員の資格と職位制度 ｣ を導入することにより，各学科では学科長（運営責任者）に加えて，
教育主任，研究主任の職位が新たに置かれ，よりきめ細かな学科運営が期待されている．これに伴い，教員人事考課
の運用方式の改訂が必要となり，連動して研究業績評価の保健医療学部独自の運用など，新制度の定着と発展を促す
ための施策を実施している．
　さらに，それぞれの学科では国家試験対策や就職支援に一層の努力が必要であり，入学者選抜やカリキュラム構成，
学生の福利厚生など様々な領域において，将来への展望を見据えたきめ細かな自己点検・評価が重要となる．教授会
および各種委員会活動のさらなる活性化を目指すとともに，大学全体としての委員会組織と学部委員会の連携，学内
各種センターとの機能的連携などを教授会として検討していく．
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4．2）学務委員会

1．構成員
委員長　加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：学部長（任期：H31.3.31）
委　員　千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科　教授（任期：H31.3.31）
　　　　大森智美（OMORI, Tomomi）：看護学科 教授（任期：H32.3.31）
　　　　辻　美隆（TSUJI, Yositaka）：看護学科：教授（任期：H31.3.31）
　　　　茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：臨床検査学科 教授（任期：H31.3.31）
　　　　小野川傑（ONOGAWA, Tsuyoshi）: 臨床検査学科 教授（任期：H31.3.31）
　　　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：医用生体工学科 教授（任期：H32.3.31）
　　　　山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）：医用生体工学科 教授（任期：H32.3.31）
　　　　高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：理学療法学科教授（任期：H32.3.31）
　　　　新井智之（ARAI, Tomoyuki）：理学療法学科 講師（任期：H32.3.31）
　　　　上滝圭介（KAMITAKI, Keisuke）：健康医療科学科 準教授（任期：H31.3.31）
　　　　金子優子（KANEKO, Yuuko）：看護学科 講師（任期：H31.3.31）
　　　　村嶌隆義 （MURASIMA, Takayosi）: 大学事務部（任期：H32.3.31）
　　　　岡田一観（OKADA, Kazumi）：大学事務部（任期：H32.3.31）
　　　　大崎麻希 （OOZEKI, Maki）: 大学事務部（任期：H32.3.31）

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

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

（2）平成 30 年度の活動目標：
① 平成 30 年度カリキュラム等の実施
・新入生オリエンテーションの実施
・新入学者の既修得単位の認定
・学生名簿の作成　
・Web 履修登録の実施　
・卒業，進級判定案の策定
・成績優秀者の表彰実施
・定期試験日程の調整・実施，成績の開示・送付
・休学・退学・復学者の認定
・課外学習プログラムの実施
・解剖体慰霊祭への学生参加
・看護学科領域別実習要件認定式の開催
② 平成 31 年度カリキュラム等の準備
・年間学事予定の作成
・非常勤講師の依頼と調整，時間割の調整
・シラバスと学生便覧・教員便覧の内容見直しと作成
・新入生オリエンテーションの企画
・平成 31 年度以降のカリキュラム改訂の検討
③ その他の事項　
・年度ごとの住所録等確認の実施
・各種の教育環境整備（学生部委員会と共同）
・学生の海外研修への支援
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・学部説明会，オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
・各種国家試験と授業内容の対応チェック
・医療人教育者のためのワークショップ開催
・公開講座の開催，市民公開講座の開催
・Web 履修登録手順の見直し
・課外学習プログラムの見直し
・電子シラバス等の見直し
・成績不良者への対応策の検討
・講義の出欠席管理システムの検討
・担任制度の見直し
・進級判定基準の見直し
・GPA 制度の活用についての検討
・キャリアパスに関する教育活動の検討

3．活動報告　　　　　　
（1）第 133 回学務委員会

（平成 30 年 4 月 20 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 3 名，議事録あり）
①委員交代の紹介
②平成 29 年度活動概要の報告と平成 30 年度活動目標の確認
③国家試験合格率，就職率，学生数と留年者数の報告
④シラバス，学生便覧の配布報告
⑤新入生オリエンテーション実施報告
⑥課外活動プログラムの決定報告
⑦新任の医療人教育者のためのワークショップ（8 月 1 日～ 2 日）および医療人教育者のためのアドヴァンス FD（8

月 22 ～ 23 日）の日程承認
⑧ BSL サポート状況報告
⑨ Web 履修登録状況報告
⑩臨床工学科のカリキュラム変更について報告
⑪平成 29 年度成績優秀者の表彰報告
⑫各小委員会の委員長および委員の選定
⑬看護学科 3 年次編入学生 1 名および新入生 1 名の既習得単位認定案の承認（教授会上程）
⑭退学者 5 名の承認

（2）第 134 回学務委員会
（平成 30 年 5 月 18 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）
①新入生オリエンテーションのポストアンケート集計結果
② Web 履修登録の確認
③市民公開講座の予定報告
④新任の医療人教育者のためのワークショップは 10 名，医療人教育者のためのアドヴァンスワークショップⅡに

は 20 名が参加すると報告
⑤臨床工学科のカリキュラム改定について報告
⑥国試対策についての意見交換
⑦次年度学事予定についての検討
⑧医用生体工学科が学科名を臨床工学科へ変更することについて，文科省への手続きが完了した報告
⑨休学者 1 名の承認

（3）第 135 回学務委員会
（平成 30 年 6 月 22 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 2 名，議事録あり）
①国家試験問題と講義内容の関連を調査することについて意見交換
② 7 月 29 日の市民公開講座のテーマ報告
③課外学習プログラムの募集開始の報告
④ BLS 実施状況報告
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⑤学生生活実態アンケートについて意見交換
⑥平成 31 年度学事予定案の承認（教授会上程）
⑦前期定期試験日程案の承認（教授会報告）
⑧理学療法学科の米国研修旅行計画について検討

（4）第 136 回学務委員会
（平成 30 年 7 月 20 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
①カリキュラム小委員会より，調整中の報告
②平成 31 年度オリエンテーションについて，授業日数確保のために短縮することを検討
③今年度のワークショップ実施予定の報告
④カリキュラムとシラバス作成予定について意見交換
⑤平成 31 年度学事予定の承認
⑥国家試験対策について，新しい方法を検討
⑦臨床工学科カリキュラム変更申請について，7 月 6 日付で文部科学省に申請した報告

（5）第 137 回学務委員会
（平成 30 年 9 月 21 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
①専門職対象の公開講座予定（10 月 27 日　臨床検査学科担当）報告
② 8 月に行ったアドヴァンス FD の実施報告
③定期試験中の不正行為（スマートフォンによる）について停学 4 週間と決定（教授会上程）
④キャリアパスセミナー開催報告
⑤平成 30 年度春季語学研修の申し込み状況の報告
⑥シラバスの印刷方法について検討
⑦退学者 1 名の承認（教授会上程）

（6）第 138 回学務委員会
（平成 30 年 10 月 19 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）
①看護学科 3 年生の保健師教育課程履修者の選定
②課外学習プログラムの学生による研究発表会の予定変更
③キャリアパスセミナー（看護学科）の実施報告
④ 31 年度学事予定について，5 月の長期連休対策を検討し，4 月 29 日と 5 月 6 日の 2 回の月曜日に開 講するこ

とに意見が一致した
⑤シラバス作成要領に関する意見交換
⑥退学者 1 名の承認（教授会上程）

（7）第 139 回学務委員会
（平成 30 年 11 月 16 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
① 12 月 1 日の公開講座（臨床検査学科担当）の予定について報告
②課外学習プログラム学生研究発表（11 月 16 日）について報告
③平成 30 年度学生生活実態調査の集計結果報告
④平成 31 年度学事予定について報告
⑤シラバス作成工程について意見交換
⑥退学者 2 名，休学者 1 名の承認（教授会上程）

（8）第 140 回学務委員会
（平成 30 年 12 月 14 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 3 名，議事録あり）
①公開講座小委員会より，大学全体の次年度の公開講座予定について報告
②国家試験対策小委員会より，現時点での各学科の模擬試験の成績について報告
③後期定期試験日程案の承認（教授会報告）
④平成 31 年度学生便覧の作業状況の報告
⑤退学者 1 名の承認（教授会上程）

（9）第 141 回学務委員会
（平成 31 年 1 月 18 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
①卒業判定および進級判定の日程調整
②国家試験対策小委員会より，現時点での各学科の模擬試験の成績について報告
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③キャリアパスセミナー（看護学科）の実施報告
④理学療法学科 指定規則改正に伴うカリキュラム改正について報告

（10）平成 30 年度第 1 回拡大学務委員会：平成 30 年度卒業判定会議
（平成 31 年 2 月 15 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
①学務委員会委員による卒業判定を実施した．
②看護学科では 87 名全員の卒業，臨床検査学科では 74 名の卒業（留年 6 名），医用生体工学科では 41 名の卒業（留

年 2 名），理学療法学科では 47 名全員の卒業となる卒業判定案が承認された．（教授会上程）　
（11）第 142 回学務委員会

（平成 31 年 2 月 15 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 1 名，議事録あり）
①シラバスおよび学生便覧の作成状況報告
②公開講座予定（3 月 2 日と 3 月 30 日，臨床検査学科担当）の報告
③学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定
④キャリアパスセミナーについて報告
⑤定期試験監督要領の改訂について承認
⑥国家試験対策小委員会より，現時点での各学科の模擬試験の成績について報告
⑦復学者 1 名，退学者 1 名の承認（教授会上程）

（12）平成 30 年度第 2 回拡大学務委員会：平成 30 年度進級判定会議
（平成 31 年 3 月 15 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）
①学務委員会委員による進級判定を実施した．
②看護学科では 1 年生 88 名（留年 1 名），2 年生 83 名全員，3 年生 90 名（留年 1 名）の進級，臨床検査学科で

は 1 年生 68 名（留年 2 名），2 年生 70 名（留年 1 名，退学 1 名），3 年生 64 名（留年 5 名，退学 1 名）の進
級，臨床工学科では 1 年生 37 名（留年 2 名，退学 1 名），2 年生 30 名（留年 2 名），3 年生 37 名（退学 1 名）
の進級，理学療法学科では 1 年生 50 名（留年 2 名），2 年生 49 名（留年 1 名，退学 1 名），3 年生 45 名（留
年 2 名，退学 3 名）の進級となる進級判定案が承認された．

（13）第 143 回学務委員会
（平成 31 年 3 月 15 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）
①新入生オリエンテーションの日程報告
②国家試験自己採点について報告
③ 1 ～ 3 年生の奨学賞候補者の選定および第 2 種特待生の選定（教授会上程）
④退学 7 名の承認（教授会上程）
⑤平成 30 年度学務委員会活動概要と 31 年度活動予定の報告，意見交換
⑥次年度学務委員会小委員会委員の選定と承認

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①平成 30 年度カリキュラム等の実施：
　新入生オリエンテーションの実施，第 1 年次入学者および第 3 年次編入学者の既修得単位の認定，休学・退学

者の認定，平成 30 年度学長賞および奨学賞の選定，Web 履修登録のシステム改善と実施，定期試験日程の調整
など，カリキュラム運営上の必要事項を円滑に実施するとともに，学部説明会およびオープンキャンパスに積極
的に参加した．また，解剖体慰霊祭への学生参加，看護学科領域別実習要件認定式を例年通り実施した．

②平成 31 年度カリキュラム等の準備：
　平成 31 年度学事予定を作成し，非常勤講師への依頼と調整，4 学科の時間割調整を行った．さらに，Web を利

用したシラバス作成システムを適正に運用した．シラバス作成から印刷へに行程を見直して簡略化し，2 月まで
内容の修正に応じることとした（但し，印刷されたシラバスの仕上がりは WEB データそのままとなる）．また，
平成 31 年度新入生オリエンテーションを企画した．平成 31 年の 5 月に予定されている大型連休に対しては，
休日のうちの月曜日を講義日とする新たな方針を決定した．講義枠の確保のために今後もこの方法を適宜採用し
たい．

③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：　
　第 22 回および第 23 回医療人教育者のためのワークショップを開催し，看護学科では，学科単位の FD 活動を

実施した．日高校舎および川角校舎において，防災訓練を実施した．



委員会・会議報告（保健医療学部）

204

　昨年同様，カリキュラム評価および国家試験対策の一環として，各種国家試験と授業内容の対応について，科目
担当者による検証を行った．なお，国家試験終了直後に学生を集め，マークシートによる学生の自己採点結果を
データベース化した．個々の科目担当者への情報として，また，IR 情報として教務課で管理する．国家試験対
策における新たな試みとして，当大学からの受験者の正答率が 30％から 60％の問題を拾い出し，担当科目での
講義に反映していただくようにお願いすることとした．改善の可能性が高い問題をしっかりと抑えようという狙
いである．

　社会との連携事業の一環として，学科単位で担当する公開講座を 9 回開催するとともに，学部主催の市民公開
講座も開始している．次年度以降の発展に期待したい．

　課外学習プログラムを実施し，多数の学生が保健医療学部のプログラムのみならず，医学部のプログラムにも
参加した．また，キャリアパスに関する教育活動（キャリアパス・セミナー）を定期的に行なった．GPA 制度 3
年目となり，とくに成績不良者の経過観察に有用なことが分かった．

　平成 30 年度から医用生体工学科の学科名を臨床工学科に変更する決定がなされた．周知の徹底による受験生の
増加を期待している．

（2）次年度の目標
①平成 31 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 32 年度カリキュラム等の準備と評価
③成績不良者への対応策の検討（GPA 制度の成績不良者フォローへの利用）
④講義の出欠席管理に関する見直し（継続）
⑤担任制度の見直し（継続）
⑥進級判定基準の見直し（継続）
⑦ Web 履修登録手順の見直し（継続）
⑧課外学習プログラムの運営見直し（継続）
⑨キャリアパスセミナーの効果的運用の検討（継続）
⑩ Web 上でのシラバス入力システムの見直し（継続）
⑪国家試験対策の改善の検討（継続）
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4．3）学生部委員会

1．構成員
委 員 長　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）: 看護学科：教授（任期：H32.3.31）
副委員長　鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：臨床検査学科：教授（任期：H31.3.31）
委　　員　大澤優子（OSAWA, Yuko）：看護学科：准教授
　　　　　飯野　望（IINO, Nozomi）：臨床検査学科：准教授
　　　　　加藤綾子（KATO, Ayako）：臨床工学科：講師
　　　　　宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）：臨床工学科：教授
　　　　　國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke）：理学療法学科：准教授
　　　　　新井智之（ARAI, Tomoyuki）：理学療法学科：講師
　　　　　鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）：保健医療学部事務室学生課：係長

2．目的
　本委員会は埼玉医科大学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の学生生活が円滑に送
れるための支援を目的として下記の事項につき審議する．

（1）学生の保健管理に関すること．
（2）学生の福利厚生に関すること．
（3）学生の課外活動に関すること．
（4）学生の異動に関すること．
（5）学生の事故その他の事態の処理に関すること．
（6）学長，学部長または教授会から委嘱された事項．
（7）その他学生の生活に関すること．

3．活動報告
1）平成 30 年度の活動目標

（1）保健・健康管理（辻委員長，新井委員）
・学生健康推進センター・保健室と連携し，学生の健康管理の充実を図る．
・体調不良，外傷受傷などの際の対応について，現状を確認し改善を図る．
・平成 31 年度 学生健康診断日程の早期告知および日程変更の厳格対応を図る．

（2）学生の行事支援（鈴木（正）副委員長，飯野委員，宮本委員，大澤委員）
　・平成 29 年度同様，越華祭をはじめとした学生行事の支援並びに助言を行う．
　・卒業アルバムや謝恩会などの企画への助言を行う．

（3）福利厚生（加藤委員，國澤委員）
　・学生の駐車・駐輪状況と駐車場・駐輪場について検討し，現状に見合った対策を講じる．
　・体育施設の整備，防犯対策（特に夜間），校舎内照明の人感センサー導入など引き続き要望していく．

（4）学生との懇談会
・学生会執行部・越華祭実行委員会，学科学年代表，部活動等代表および顧問と活動状況・要望などについて懇談

し，学生部委員会としての対応を検討するために，今年度も引き続き実施する．
・懇談会は昼休みの時間帯に日高キャンパスで行われるため，出席が難しい理学療法学科の学生代表には 6 月の

学生部委員会（川角キャンパスで開催）に参加してもらう．
（5）その他

・新入生オリエンテーション時に学生部委員会として学生生活における注意事項について説明する．
・キャンパスマナー・公共の場でのマナーについて，学生・教職員に周知し，問題があれば，教職員がその都度注

意する．
・医学部の部活動に参加している保健医療学部学生について今年度も調査・検討する．
・表彰・処罰対象事例等があった場合，これを審議する．
以上を目標とし，平成 30 年 4 月 1 日より平成 31 年 3 月 31 日の間，計 11 回の委員会を開催し以下の審議を行っ
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た．また，埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会を 2 回行った．
2）保健医療学部学生部委員会活動

（1）第 1 回学生部委員会（平成 30 年 4 月 16 日（月），於：C 棟 2F 会議室，出席 9 名　欠席 0 名　オブザーバー 2 名）
①委員長の挨拶と委員の自己紹介
②平成 29 年度の活動報告について
③保健健康管理について報告（予防接種日程の確認，学生定期健診の受診状況）
④学生満足度調査アンケート結果と対応について
⑤女子栄養大学若葉祭への参加に関して
⑥卒業アルバムの進捗状況について
⑦合同学生部委員会の開催日程について
⑧新入生オリエンテーションについて
⑨テレサホールの食事以外での使用について
⑩役割担当の選出（保健・健康管理担当，福利厚生担当，越華祭担当，学生会担当，卒業生謝恩会担当，卒業アル

バム担当）
⑪ハラスメント相談員の選出
⑫平成 30 年度の活動目標について審議
⑬試合・合宿許可願について検討

（2）第 2 回学生部委員会（平成 30 年 5 月 14 日（月），於：C 棟 2F 会議室， 出席 7 名　欠席 2 名　オブザーバー 1 名）
①治癒証明書書式変更について
②定期健診の受信状況と対応について
③通学バスに関する学生の希望について
④学生駐車章の発行・運用について
⑤若葉祭参加について
⑥駐車場・駐輪場問題について
⑦テレサホールの食事以外の利用について
⑧団体学外活動届について検討

（3）第 3 回学生部委員会（平成 30 年 6 月 18 日，於：C 棟 2F 会議室， 出席 9 名　欠席 0 名　オブザーバー 2 名）
①予防接種の実施について
②事故等への対応について
③駐車場に関して
④若葉祭（5/26-27）の参加について
⑤合同学生部委員会について
⑥医学部部活動の活動停止処分について
⑦前期学生懇談会の開催日程について

（4）第 4 回学生部委員会（平成 30 年 7 月 18 日，於：川角キャンパス 102 教室 出席 9 名　欠席 0 名，オブザーバー
3 名，学生 3 名）
①理学療法学科学生の参加のもと，川角キャンパスに関し，WiFi 環境，通学バスなどについて検討
②駐車場，駐輪場について
③越華祭について
④謝恩会について
⑤卒業アルバムについて
⑥合同学生部委員会での検討事項について
⑦定期試験期間中のゼミ室利用について審議

（5）第 5 回学生部委員会（平成 30 年 9 月 19 日，於：C 棟 4F 会議室 出席 8 名 欠席 1 名　オブザーバー 1 名）
①インフルエンザ予防接種について
②来年度の健診日程（案）について
③学生駐車場契約章の運用開始について
④テレサホールの利用について報告
⑤越華祭パンフレット，越華祭当日の学生部委員会担当責任者について
⑥卒業アルバムについて
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⑦医学部部活の名簿による本学部学生の参加状況の確認について
⑧定期試験期間中のゼミ室利用法の学生への周知について
⑨図書館への飲み物ののち込み禁止について
⑩学生懇談会での話題について

（6） 第 6 回学生部委員会（平成 30 年 10 月 15 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名　欠席 2 名　オブザーバー 2 名）
　① B 型肝炎およびインフルエンザ予防接種について
　②学生駐車場契約章の配布状況について
　③越華祭に関する事項について
　④謝恩会準備について
　⑤卒業アルバムについて
　⑥医学部部活動の活動停止解除について
　⑦後期学生懇談会の日程について
　⑧表彰事案について
　⑨障害学生支援に関する講習会の内容について
　⑩バスマナーについて
　⑪喫煙問題について
　⑫部活動中の事故報告について

（7）第 7 回学生部委員会（平成 30 年 11 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 0 名　オブザーバー 2 名）
①臨地実習前の抗体価とワクチン接種について
②国際医療センター増築に伴う仮設駐車場および学生の駐車料金について
③越華祭を終えての報告
④謝恩会準備状況について
⑤卒業アルバムの進捗状況について
⑥後期学生懇談会日程について
⑦第 2 回合同学生部委員会の開催について
⑧部活動の学外活動届について
⑨合同学生部委員会での議題について検討
⑩定期試験期間のゼミ室およびオスラーホール利用について
⑪アルバイトに関連する問題事例について

（8）第 8 回学生部委員会（平成 30 年 12 月 10 日，於：川角キャンパス 102 教室　出席 8 名　欠席 1 名　オブザー
バー 2 名　学生 2 名）
①理学療法学科学生の参加のもと，川角キャンパスに関する，食堂，通学バス，喫煙問題などについて検討
②臨地実習前の抗体価とワクチン接種に関する学生健康推進室の対応について
③駐車・駐輪に関して
④謝恩会準備の進捗状況について報告
⑤卒業アルバムについて報告
⑥部活動の学外活動届の事前提出の徹底について
⑦医学部アイスホッケー部マネージャーとしての所属学生への指導について
⑧川角キャンパスのグラウンドを使用した感染症罹患他大学学生事例への対応について
⑨アルバイトに関する調査および注意喚起について
⑩試験期間のゼミ室およびオスラーホール利用について

（9）第 9 回学生部委員会（平成 31 年 1 月 16 日，於：B 棟 1F 大会議室 出席 8 名　欠席 1 名　オブザーバー 1 名）
①臨地実習中のインフルエンザ感染に関して
②校門外での喫煙の状況について
③敷地内外の路上駐車および駐輪場の状況について
④表彰に関するたちばな会からの申し入れについて
⑤卒業生謝恩会の進捗状況について
⑥国家試験受験に向けたオスラーホール日曜日の利用について
⑦就職支援活動について
⑧学生満足度アンケート調査について
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⑨インフルエンザ流行時の学級閉鎖等について検討
（10）第 10 回学生部委員会（平成 31 年 2 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 1 名　オブザーバー 1 名） 

① 4 種予防接種の未接種者への対応について
②喫煙問題について
③路上駐車について
④駐輪場に関する問題について
⑤謝恩会準備状況について
⑥卒業アルバムについて
⑦テレサホールの学習目的での利用への注意について
⑧日曜祝日のオスラーホールへの禁止されている 4 年生以外の学生の利用について

（11）第 11 回学生部委員会（平成 31 年 3 月 18 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 9 名 欠席 0 名　オブザーバー 1 名）
①国際医療センターでの低学年の実習における抗体価確認とワクチン接種，それらのデータ管理等について
②テレサホールの学習目的での利用禁止について
③日高キャンパス駐車場設備について
④謝恩会を終えての報告
⑤来年度の卒業アルバムについて
⑥表彰の実施について
⑦日曜祝日のオスラーホールへの禁止されている 4 年生以外の学生の入館状況と対策について
⑧来年度ゴールデンウイーク中の通常授業実施日における大学バスの臨時運行について
⑨今年度活動報告について

4．評価と次年度目標
1）今年度の学生部委員会活動目標の達成状況

（1）保健・健康管理
・臨地実習前の B 型肝炎および 4 種の抗体検査・抗体価確認とワクチン接種について，実習受け入れ施設と学生

健康推進室と相談し検討した．
（2）学生の行事支援

①越華祭
・10 月 20 日（土）～ 21 日（日）に開催された越華祭は，天候にも恵まれ，例年と同程度の来場者数であった．
・昨年同様に，越華祭実行委員による近隣民家へのビラを配りおよび騒音発生の説明を行ったためか，今年度も苦

情はなかった．
・越華祭冊子の草案が遅かったため，事務および教員による確認作業が越華祭直前になってしまった．また，冊子

の表紙に大学名の記載が曖昧であったため，表紙に大学名の書かれたシールを添付するよう担当の実行委員に指
示を行った．

・女子栄養大学の若葉祭は 5 月 26 日（土）～ 27（日）に開催された．事前に臨床生理学の教員からスパイロメーター
の使い方を指導いただき，臨床検査学科 2 年生，3 年生の合計 11 名で参加した．また，引率は学生部教員 2 名，
臨床生理学の教員 2 名で行った．予算の関係もあり，スパイロメーターに取り付けるマウスピースが 100 個し
か購入出来ず，両日共に女子栄養大でのスパイロメーターの協力は午前中だけとなった．

②謝恩会
・3 月 9 日（土）に開催された．
・謝恩会実行委員の選定を 10 月初旬に，招待者名簿の作成手順の確認を 11 月初旬に行った．以後，委員による

定期的な進捗確認は，実行委員長から提出されるミーティング議事録にて行った．
・国家試験を控えた学生諸君が主体的に準備を進めることに懸念はあったが，例年よりも教職員の介在を少なくす

ることができた．今年度のタイムラインスケジュールを参考にし，さらに学生間の引継ぎにあたっての環境整備
や仕組み作りを進める．

③卒業アルバム
・アルバム委員を指導し円滑に作成が進められた．

（3）福利厚生
①試験時のゼミ室の利用について，事務室前で並んで予約する方法に戻し，問題は生じなかった．
②路上駐車対策の 1 つとして，契約者が路上駐車をせざるを得ない状態なのかを調査できるよう，駐車場契約し
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ている学生には契約章を配布し見えるように置くことを開始した．
③駐輪場への駐車マナーは改善されたが，駐輪場スペースの拡大については引き続き検討する．
④禁煙についても再三にわたりメールにて注意喚起を行った　．
⑤学生満足度アンケートにより得られたデータの活用（スクールバス路線の追加など）については引き続き検討す

る．
（4）学生懇談会 

①学生会執行部・越華会実行委員，部・同好会・サークル代表・顧問，学年代表とそれぞれ 2 回の懇談会を実施
した．

②日高で行われる懇談会に理学療法学科の学生が参加しにくいため，7 月と 12 月に川角キャンパスに行われた学
生部委員会の際に学生代表の意見を聞いた．

（5）表彰の審議
　各種大会における成績優秀者を表彰対象とした．

（6）処罰の審議
　なし

（7）その他
①医学部の部活動に参加している保健医療学部生の調査を行った．
②オスラーホールならびテレサホール利用について
・国家試験勉強でオスラーホールを利用している 4 年生を対象に日曜・祝日を平日と同様に開放した．対象外の

下級生の利用について入館記録をもとに調査しメール・掲示等で注意した．
・テレサホールを自己学習目的での使用する学生が多く見られ，注意喚起したが改善されないため，14:00 までで

あった食事以外での利用禁止を終日禁止に変更した．
③ゼミ室の利用について
・定期試験時期のゼミ室利用申し込み方法について検討した．

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

（1）保健・健康管理
①教職員・学生健康推進センターと打ち合わせを行いながら，学生の健康管理の充実を図る．
②学生健康カードの運用を再開する．

（2）学生の行事支援
　平成 30 年度同様，越華祭をはじめとした学生行事の支援並びに助言を行う．また卒業アルバムや謝恩会の企画に
助言を行う．

（3）学生との懇談会
①次年度も学生の要望に出来る限り対応するために引き続き実施する．
②引き続き，川角で開催する年 2 回の学生部委員会に，理学療法学科の学生を呼び，意見を聞くこととする．

（4）福利厚生施設の充実
①体育施設の整備，防犯対策など引き続き要望していく．

（5）その他
①引き続き，医学部の部活動に参加している保健医療学部生の調査を保健医療学部部活動更新時（6 月）に行う．

同時に医学部事務室に依頼し，医学部の活動更新時に保健医療学部生の所属者名簿を作成する．
②学生の公共の場でのマナー違反についても，教職員の方々のご協力を得ながら，その都度注意をしていく．
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4．4）図書館委員会

はじめに
本委員会はその規定により，委員は各学科より 1 名選出し，分館長の所属する看護学科は分館長が委員を兼任し

ている．平成 30 年度は理学療法学科で委員の交代があり，新たな構成員で図書館委員会を運営して業務や規定類の
見直しを行った．

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

1．構成員
　分館長　　佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：（看護学科）
　委員　　　市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：（臨床検査学科）
　　　　　　戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）：（医用生体工学科）
　　　　　　時田幸之輔（TOKITA, Kounosuke）：（理学療法学科）

2．今年度の主たる目標
　日高キャンパスでは職員が欠員となったが日高キャンパス全体への変わらぬサービスを継続することを目標とし
た．また日高，川角キャンパスともに館内への「飲み物持ち込み」を本施行とする，電子書籍を購入して提供するな
どをして利用者にいっそう快適な利用環境を提供することを目標とした．また，昨年に続き日高，川角，毛呂山キャ
ンパス合同で越華祭に参加し，図書館企画を実施して学内外に図書館の広報を行った．

3．委員会の活動
（1）日高キャンパス分館

1）職員欠員のため月曜日から金曜日の開館時間を 19 時に短縮した（4 月）．
2）「飲み物持ち込み」の本施行を開始した（4 月）．
3）平成 30 年度保健医療学部新入生ガイダンスの一環として図書館ツアーを実施した（4 月）．　　
4）オープンキャンパス見学対応（6 月 17 日，7 月 22 日，29 日，8 月 18 日，19 日，11 月 25 日）．
5）平成 30 年度第 1 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した（6 月 19 日）．
6）佐鹿元看護学科長より図書購入費の寄付を受けた（7 月）．
7）8 月 8 日から 17 日までを臨時休館し，館内整理を実施した．
8）清掃ロボット導入実験が開始された（9 月）．
9）平成 30 年度第 2 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した（10 月 11 日）．
10）越華祭に参加し，図書館ツアー，資料展示を実施した（10 月 20 日～ 21 日）．
11）学生の大量印刷への対応のためプリンタを 1 か月間使用停止にした（11 月）．
12）「図書館と県民の集い埼玉 2018」展示参加（当館展示テーマ「丑之助先生と解剖学」，12 月 16 日，鈴木智絵，

新井美由紀（川角））
13）国際医療センター精神腫瘍科よりシステマティックレビューの協力依頼を受け，文献検索部分を図書館で対

応することになった（1 月）．
14）3 階閲覧室にキャレル 16 席が増設された（1 月）．
15）平成 30 年度第 3 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した（2 月 15 日）．
16）入試のため臨時休館した（1 月 12 日，2 月 1 日，28 日）．
17）開館時間を 17 時まで短縮した（3 月）．
18）今年度より修士課程修了者に対して「学位論文使用許諾書」を配付することとした（3 月）．

（2）川角キャンパス分館
1）飲み物持ち込みの本施行を開始した（4 月）．
2）短縮していた月曜日の開館時間を 18 時 30 分に戻した（4 月）．
3）理学療法学科新入生向け図書館オリエンテーションを実施した（4 月）．
4）理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（年 2 回，6 月，3 月）．
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5）医中誌 Web ユーザー会（7 月 10 日，新井美由紀）．
6）8 月 6 日から 8 日までを臨時休館し，書架移動を実施した．
7）前期試験に伴い土曜日開館を実施した（9 月 1 日，8 日，15 日）．
8）かわごえクリニックのサテライト教室に大学院用図書を搬入・配架した（10 月，3 月）．
9）理学療法学科 3 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（10 月）．
10）理学療法学科 4 年生の卒業研究発表ポスターを展示した（10 月～ 2 月）．
11）学生の大量印刷への対応のためプリンタを 1 か月間使用停止にした（11 月）．
12）屋上防水工事が実施された（11 月～ 12 月）．
13）開館時間を 17 時まで短縮した（3 月）．
14）館内蔵書の亡失除籍を行なった（3 月）．

4．今年度の目標達成度と次年度の目標について
　平成 30 年度の図書館委員会の活動目標について順調かつ円滑に運営と全体的見直しが達成できた．日高キャンパ
スでは職員欠員により月曜日から金曜日の開館時間を短縮することになったが，引き続き日高キャンパス全体への
サービスを恒常的に行うことで入館者数，貸出数ともに増加がみられた．また，日高，川角キャンパスともに館内へ
の飲み物持ち込みの本施行開始，電子書籍の購入などにより快適な利用環境を利用者に提供した．
　一方で学生のプリンタの不正利用（大量印刷）については，一時的に利用中止措置を行った後利用再開し，利用状
況の改善をみた．また，おもに川角キャンパスで確認された資料へのカビの発生に対しては多面的な対策を行った．
次年度も大学図書館としての環境を整備し，学習支援のほか教育および研究活動への支援を強化していきたい．
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4．5）自己点検・評価委員会

1．構成員　　　　　　　
委員長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：学部長（任期：H31.3.31）
委　員：千田みゆき（CHIDA, Miyuki），看護学科 学科長（任期：H32.3.31）
　　　　小林由紀子（KOBAYASI, Yukiko），看護学科講師（任期：H32.3.31）
　　　　佐藤正夫（SATOU, Masao）臨床検査学科教授（任期：H31.3.31）
　　　　周東真代 （SHUUTOU, Masayo） 臨床検査学科講師（任期：H32.3.31）　
　　　　小林直樹（KOBAYASI, Naoki），臨床工学科教授（任期：H31.3.31）
　　　　駒形英樹（KOMAGATA, Hideki），臨床工学科講師（任期：H32.3.31）
　　　　国澤洋介（KUNISAWA, Yousuke），理学療法学科准教授（任期：H32.3.31）
　　　　細井俊希（HOSOI, Toshiki），理学療法学科講師（任期：H31.3.31）
　　　　村嶌隆義（MURASIMA, Takayoshi）: 大学事務部（任期：H32.3.31）
　　　　山口明美（YAMAGUCHI, Akemi）：大学事務部（任期：H31.3.31）
　　　　西宮辰弥（NISIMIYA, Tatuya）: 大学事務部（任期：H32.3.31）

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

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

（2）平成 30 年度の活動目標：
①研究業績データベースの運用支援　
②学生による授業評価の実施
③教員表彰制度の運営
④平成 29 年度各種委員会の活動評価
⑤教育業績評価の運用状況評価
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
⑦危機管理対策に関する運用状況評価
⑧大学機関別認証評価の検証に基づく点検評価

3．活動報告　　　　　　
（1）第 1 回自己点検・評価委員会
　（平成 30 年 4 月 12 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席なし，議事録あり）

①新委員紹介（看護学科小林講師，臨床検査学科周東講師，臨床工学科小林教授，理学療法学科国澤准教授，）
②平成 29 年度活動概要の報告と平成 30 年度活動目標の確認
③平成 30 年度活動予定に関する意見交換
　・各種委員会の活動評価を継続実施する．
　・学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む．
　・教育業績評価の運用状況を評価する．
　・危機管理対策の運用状況を評価する．
　・私立大学改革総合支援事業の検証に基づく点検評価を継続実施する．
④研究業績データベースの説明会報告（4 月 6 日）

（2）第 2 回自己点検・評価委員会
　（平成 30 年 6 月 13 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席なし，議事録あり）
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① 学生による授業評価に基づいた教員表彰（実施：4 月 26 日）の報告
② 平成 29 年度大学年報の作成に関する委員を通じた各学科への周知
③ 平成 29 年度人事考課の流れの検討
④ 平成 29 年度教育業績評価に関する意見交換
⑤ 危機管理委員会報告とプロジェクト委員会報告の検討

（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（平成 30 年 9 月 12 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席なし，議事録あり）
①プロジェクト研究審査の報告
②オープンキャンパスの報告
③平成 29 年度各種委員会の活動状況評価・担当委員案の承認
④防災訓練について計画の報告
⑤学生との懇談会では特に問題なかった．
⑥平成 29 年度年報は全学科，委員会から遅滞なく提出が完了した．
⑦平成 29 年度人事考課に関する意見交換

（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 30 年 11 月 7 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①公開講座（実施報告：9 月 22 日）担当：看護学科
②日高キャンパス防災訓練（10 月 20 日），川角キャンパス防災訓練（9 月 29 日）の報告
③領域別実習要件認定式（実施報告：10 月 6 日）
④解剖体慰霊祭（実施報告：10 月 27 日）
⑤越華祭（実施報告：10 月 20 日，21 日）
⑥推薦入学試験（実施報告：11 月 18 日）
　上記について意見が交換された．市民公開講座のあり方，防災訓練や越華祭での学生の安全対策，入試について

指定校からの推薦が少ないことなどが話題となった．
⑦平成 29 年度各種委員会の活動評価
　担当委員からの評価をまとめ，意見が交換された．出席状況や開催状況に若干の問題点が指摘されたが，概ね適

切な活動が行われたものと判断し，教授会に報告することとした．
（5）第 5 回自己点検・評価委員会

（平成 31 年 1 月 4 ～ 11 日，メール会議，未返信なし，議事録あり）
悪天候のため急遽メール会議に変更した
①各種委員会の活動状況評価結果を教授会に報告した．（報告書提出）
②オープンキャンパス，市民公開講座，キャリアパスセミナーの報告
③ AO 入試の振り返り
④機関別認証評価の準備について説明
⑤プロジェクト研究費の残高が多いことについて，注意喚起メールによる特段の意見はなかった

（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 31 年 3 月 6 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 30 年度目標の活動概要についての意見交換
②大学規定の体系変更及び倫理綱領の改定について報告
③学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
④次度目標の設定に関する意見交換
⑤平成 31 年度プロジェクト研究公募手順の確認
⑥平成 31 年度保健医療学部研究業績データベース説明会は 4 月 4 日に決定

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①学生による授業評価の実施
　例年通り講義科目と演習・実習科目について，前後期とも別個に授業評価を実施し，各教員へのフィードバック

と学生への公開（匿名）を行った．
②教員表彰制度の運営
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　今年度も後期資料の整理が迅速に行えた結果，平成 31 年 3 月に表彰者案の策定，教授会承認が得られている．
③平成 29 年度各種委員会の活動評価
　年報および各委員会議事録を基に，平成 29 年度各種委員会活動の評価を実施した．評価項目は，1）定期的な開催，

2）委員の出席状況，3）目標に即した活動，4）目標の達成度，5）当該年度の自己点検・評価，6）次年度目
標の設定とした．各委員会とも活動状況は適切と判定されたが，一部の委員会では委員の出席率や開催状況に若
干の問題点が指摘された．なお，評価資料に年報を含むため，評価時期が遅れ，結果のフィードバック機能が有
効に働かないことが問題点として残るが，やむをえないことと考えている．

④教育業績評価の運用状況評価
　概ね円滑に運用された．なお，項目により評価の基準が教員間で共有されておらず，一部にポイントの付け方に

疑義を唱える教員があった．評価のためのマニュアルを適宜改定するとともに周知を図る必要がある．
⑤学部プロジェクト研究の運用状況評価
　学科による応募件数の差が大きい．できるだけ多くを採択するためには全員の要求額をまんべんなく抑えなけれ

ばならない．
⑥危機管理対策に関する活動状況評価
　防災訓練を年 2 回，（日高キャンパスと川角キャンパスで各 1 回）実施している．なお，緊急時の水や食料の備蓄，

建物の落下物に対しての備えがどの程度できているかを確認し，耐震対策を順次進めている．臨床工学科所有の
古い機器で使わなくなったものを施設課の協力で大量に処分した．消防署の点検のたびに大量の機器を移動して
いたが，その必要がなくなりそうである．

（2）新規に取り上げた事項の達成状況
① GPA 制度の運用に伴い，とくに GPA1.5 以下の成績不良者については，進路変更も考慮して担任が面談すると

いう方針とした．
②研究業績評価
一昨年から保健医療学部独自の研究業績評価表を作成し試行している．人事考課と同時期に施行して，記入につい

ての教員の負担を軽減する．
③年報の作成状況評価
　年報は直接各学科，各委員会に作成依頼があり，それぞれ作成していることから，委員会としては作成・提出状

況のチェックを行うのみであった．ただし，年報の作成は自己点検・評価委員会の大きな役割の一つであり，各
学科の円滑な年報作成を委員会としてサポートする必要があるので，今年度は委員からの積極的な働きかけを促
した．

（3）次年度の目標
①研究業績データベースの運用支援（継続）
②学生による授業評価の実施（継続）
③教員表彰制度の運営（継続）
④平成 30 年度各種委員会の活動評価（継続）
⑤教育業績評価の運用状況評価（継続）
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続）　
⑦危機管理対策に関する運用状況評価（継続）
⑧年報の作成状況評価（継続）
⑨人事考課の書式・運用評価（継続）
⑩大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）　
⑪研究業績評価の運用評価（継続）
⑫ GPA 制度の運用評価（継続）
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4．6）入学試験委員会

1．構成員　　　　　　　
委員長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：学部長（任期：H31.3,31）
副委員長：茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：臨床検査学科学科長（任期：H31.3,31）
委員：千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科学科長（任期：H31.3,31）
　　　冨田幸江（TOMITA, Sachie）：看護学科教授（任期：H31.3.31）
　　　横山ひろみ（YOKOYAMA, Hiromi）看護学科講師（任期：H31.3,31）　
　　　村田栄子（MURATA, Eiko），臨床検査学科教授（任期：H31.3,31）
　　　市岡正適（ICHIOKA, Masayuki），臨床検査学科教授（任期：H31.3,31）
　　　村本良三（MURAMOTO, Ryouzou），臨床検査学科准教授（任期：H31.3,31）
　　　上滝圭介（KAMITAKI, Keisuke），臨床検査学科講師（任期：H31.3,31）
　　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki），臨床工学科学科長（任期：H31.3,31）
　　　若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka），臨床工学科准教授（任期：H31.3,31）
　　　脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi），臨床工学科講師（任期：H31.3,31）
　　　高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki），理学療法学科学科長（任期：H31.3,31）
　　　藤田博暁（FUJITA, Hiroaki），理学療法学科教授（任期：H31.3.31）
　　　新井智之（ARAI, Tomoyuki），理学療法学科講師（任期：H32.3,31）
　　　大久保雄（OOKUBO, Yuu），理学療法学科講師（任期：H32.3,31）
　　　井上しず江（INOUE, Shizue）：大学事務部（任期：H31.3.31）

2．目的　　　　　　　　
（1）委員会の設置目的：本委員会は埼玉医科大学学則第 19 条第 2 項に定める入学者選抜試験が厳正かつ合理的に実

施されることを目的として，下記の業務を実施する．
①入学試験方針の策定および選抜方法の決定
②入学試験科目の決定
③入学試験要項の作成
④入学試験場の設定および運営
⑤試験監督者の選定および委嘱
⑥出題，採点委員の選定および委嘱
⑦入学試験問題の選定および決定
⑧入学試験問題の印刷および保管
⑨入学試験施行に関わる指導・監督
⑩小論文委員，面接委員の選定および委嘱
⑪合否判定基準（学力試験，面接，小論文等）の策定
⑫合否判定案の作成
⑬入学試験結果の公示
⑭その他各号に関連する事項

（2）平成 30 年度の活動目標：
①平成 30 年度入学試験の見直し
②平成 31 年度入学試験の募集要項作成
③平成 31 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱
④平成 31 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
⑤平成 31 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）
⑥平成 31 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 31 年度入学試験の見直し
⑧平成 32 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討
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3．活動報告　　　　　　
（1）第 1 回入学試験委員会
（平成 30 年 4 月 13 日，於：2F 会議室，出席 16 名，欠席 1 名，議事録あり）

①新委員（理学療法学科の乙戸准教授から大久保講師へ，臨床検査学科の村本准教授の新任）の紹介
②平成 29 年度活動概要と平成 30 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 30 年度入学試験結果の報告と見直し
④平成 30 年度委員会日程の確認
⑤入学試験実施小委員会委員長および委員の選任
　入学試験実施小委員会委員長　
　臨床検査学科教授・学科長　 茅野秀一　先生
　入学試験実施小委員会委員　　　　
　看護学科講師　横山ひろみ先生 ，臨床検査学科教授　市岡正適　先生，
　臨床工学科講師　脇田政嘉　先生，理学療法学科講師　大久保雄　先生
⑥入試問題の科目別作成責任者案の策定
⑦入試問題の内部監査，外部監査に関する方針の決定
⑧オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（主：大久保委員，副：未定）
⑨平成 31 年度入試募集要項について，変更点の検討

（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 30 年 5 月 11 日，於：2F 会議室，出席 17 名，欠席なし，議事録あり）　
①入試問題の科目別作成責任者案の承認
②推薦入試指定校案の承認
③平成 31 年度入試の日程，選抜方法等最終案の承認
④一般入試前期について，動線を変更する案を検討し承認
⑤看護学科の小論文の内容について報告
⑥平成 30 年度全国入学者選抜研究連絡協議会には脇田委員と大久保委員が参加することになった．

（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 30 年 6 月 8 日，於：2F 会議室，出席 16 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①入試問題の内部監査者への委嘱状送付
②入試問題の外部監査者（埼玉平成高校）への依頼
③推薦入試指定校への文書送付
④平成 31 年度入学試験日程（案）の最終決定
⑤平成 31 年度学生募集要項最終案の承認
⑥ WEB 出願の広報用リーフレットの確認，ホームページへの掲載の打ち合わせ
⑦平成 30 年度　全国入学者選抜研究連絡協議会について脇田委員から報告．
⑧文部科学省の新ルールで大学入試問題を公表することになった件について討論された．

（4）第 4 回入学試験委員会
（平成 30 年 7 月 13 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①過去問題集の配布開始
②ホームページの更新の内容説明
③平成 30 年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（文部科学省の入試説明会）の報告
④ネット出願用の平成 31 年度学生募集要項の原稿を提示
⑤平成 31 年度入学試験日程の決定
⑥入試問題の公表について必要な著作権協会との交渉のために各科目責任者に確認中であると報告された

（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 30 年 9 月 14 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 3 名，議事録あり）　
①外部監査者への正式な依頼が完了（報告）
②募集要項のホームページ掲載（報告）
③看護学科 3 年次編入学試験・臨床工学科 2 年次編入学試験の準備状況報告
④推薦入試の WEB 出願での準備状況報告
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⑤平成 32 年度入学試験日程の報告
⑥試験時間での腕時計の使用を禁止するにあたって，掛け時計を受験生全部から見える位置にすることにつき検討

（6）第 1 回臨時入学試験委員会
（平成 30 年 9 月 25 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 24 日実施）の合否判定案の作成：受験者数 1 名，合格者なしであった．
②臨床工学科 2 年次編入試験（同）：受験者数 1 名，合格者なしであった．

（7）第 6 回入学試験委員会
（平成 30 年 10 月 12 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①推薦入学試験，AO 入学試験，一般入学試験の準備状況報告
②編入学試験の振り返り
③記述式問題を入試に採用することについて，採点の方法について意見交換
④大学入試センター・アドミッションリーダー研修（10 月 20 日）に臨床検査学科の間山教授を派遣することに

決定．
⑤私立大学に対する補助金と定員充足率の関係について検討

（8）第 7 回入学試験委員会
（平成 30 年 11 月 9 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①推薦入学試験の応募状況
② AO 入試および一般入学試験の準備状況報告
③推薦入学試験指定校への対応状況報告
④平成 31 年度入試から理科・数学について記述式問題を導入することについて，採点に時間がかかるため，採点

委員の人数を増やすことが報告された
⑤間山委員より「大学入試センター・アドミッションリーダー研修報告書」について報告があった．

（9）第 2 回臨時入学試験委員会
（平成 30 年 11 月 19 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①推薦入学試験（11 月 18 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 41 名合格（受験者数 56 名），臨床検査学科

24 名合格（受験者数 29 名），臨床工学科 17 名合格（受験者数 17 名），理学療法学科 31 名合格（受験者数 35 名）
（10）第 8 回入学試験委員会

（平成 30 年 12 月 7 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①推薦入試合格者への課題送付報告
② AO 入試および一般入学試験の準備状況報告
③入試当日の大雪等の対策について意見交換
④インフルエンザ対策の検討
⑤外国で教育を受けた学生の個別審査申し込み 1 件について検討

（11）第 3 回臨時入学試験委員会
（平成 30 年 12 月 10 日，於：大会議室，出席 11 名，欠席 6 名，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 9 日実施）の合否判定案の作成：臨床検査学科 4 名合格（受験者数 9 名），臨床工学科 4

名合格（受験者数 7 名）
（12）第 9 回入学試験委員会

（平成 31 年 1 月 11 日，於：2F 会議室，出席 17 名，欠席なし，議事録あり）　
① AO 入試の振り返り
②一般入学試験（前期）の準備状況報告
③大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について文科省からの注意喚起について報告
④入学試験の降雪時用マニュアルの検討
⑤記述式問題の配布・採点方法の検討

（13）第 4 回臨時入学試験委員会
（平成 31 年 2 月 1 日，於：大会議室，出席 16 名，欠席 1 名，議事録あり）　
①一般入学試験（前期）第一次試験（2 月 1 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 93 名合格（受験者数 118 名），

臨床検査学科 77 名合格（受験者数 115 名），臨床工学科 30 名合格（受験者数 44 名），理学療法学科 36 名合格（受
験者数 59 名）
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（14）第 5 回臨時入学試験委員会
（平成 31 年 2 月 4 日，於：大会議室，出席 17 名，欠席なし，議事録あり）　
①一般入学試験（前期）第二次試験（2 月 3 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 63 名合格（受験者数 93 名），

臨床検査学科 59 名合格（受験者数 75 名），臨床工学科 23 名合格（受験者数 30 名），理学療法学科 23 名合格（受
験者数 36 名）　　

（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 30 年 2 月 9 日，於：2F 会議室，出席 15 名，2 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の準備状況報告
②一般入学試験（前期）の事後評価
③試験期間中の在校生の校舎立ち入りの制限を厳しくすることについて検討
④今回は学生アルバイトの人数が足りずに，高麗川駅等で人手不足による不手際があった．次年度は，アルバイト

の呼びかけをより積極的にするように計画する
（16）第 6 回臨時入学試験委員会

（平成 31 年 3 月 1 日，於：大会議室，出席 15 名，欠席 2 名，議事録あり）　
①一般入学試験（後期，2 月 28 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 3 名合格（受験者数 37 名），臨床検査学

科 6 名合格（受験者数 29 名），臨床工学科 1 名合格（受験者数 6 名），理学療法学科 3 名合格（受験者数 9 名）
（17）第 11 回入学試験委員会

（平成 31 年 3 月 8 日，於：2F 会議室，出席 17 名，欠席なし，議事録あり）　
①一般入学試験（後期）の事後評価
②平成 32 年度入学試験の日程や区分ごとの定員に関する意見交換
③平成 30 年度入試委員会の活動概要と 31 年度活動予定
④平成 31 年度委員会日程

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①平成 30 年度入試の見直しと平成 31 年度入試結果
　平成 29 年度に実施した平成 30 年度入学試験では，定員 240 名に対して受験者数 704 名（前年比 116％）と

前年より増加した．WEB 出願への切り替えの影響が減少したことと，国家試験の成績が良かったことが受験者
数の増加につながったと考えている．しかし平成 30 年度の平成 31 年度入試では受験者総数が 584 名と大きく
減少した（前年比 83％）．特に看護学科の一般前期一次試験で，232 名から 118 名へと減少したのが響いている．
入学者数は 248 名で定員は充足している．減少の原因は特定できないが，看護学科では一次試験の入試科目か
ら国語を除いて，そのかわりに二次試験で面接に加えて小論文を課したことが敬遠された理由かもしれない．科
目数を減らすことで，むしろ楽に受験できると思われると考えたが小論文という新しいものが負担に感じられた
かもしれない．今後のオープンキャンパスなどで，小論文について内容を周知して敬遠されないように努めなけ
ればならない．今後の少子化による受験生の減少に対して，国家試験合格率や就職率のさらなる向上，懸案の理
学療法学科の日高キャンパス移転，経済的支援の充実（特待生，奨学金）等々について，学部として努力を重ね
ていく．

②平成 31 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．WEB 出願への対応は昨年よりは容易であった．
③平成 31 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平 成 31 年度入学試験の問題選定，印刷，保管については，情報保全に関する十分な配慮のもとに実施した．
⑤平成 31 年度入学試験について，試験場の設営，試験監督者など要員の配置を行い，入学試験を円滑に運営した．
⑥平成 31 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示を実施した．具体的には各学科選出の入試委員 17 名が

合否判定案につき審議し，入試委員会としての最終判定案を作成して教授会に提出，教授会での承認を得た上で
遅滞なく公示した．

（2）次年度の目標
①平成 31 年度入学試験の見直し：前年度委員会での見直し結果をふまえ，32 年度入試の改善につなげていく．
②平成 32 年度入学試験の募集要項作成： 31 年度に準じる．
③平成 32 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：31 年度に準じる．
④平成 32 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：31 年度に準じる．
⑤平成 32 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：31 年度に準じる．
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⑥平成 32 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：31 年度に準じる．
⑦平成 32 年度入学試験の見直し：入試区分ごとに点検・評価を実施する．
⑧平成 33 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：32 年度入試の成果をふまえて検討する．
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4．7）広報委員会

1．構成員
　委 員 長　藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：理学療法学科：教授（任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　副委員長　大賀淳子（OHGA, Jyunko）：看護学科：教授（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　野田智子（NODA, Tomoko）：看護学科：教授（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：臨床検査学科：教授（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　内田康子（UCHIDA, Yasuko）：臨床検査学科：講師（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　奥村高広（OKUMURA, Takahiro）：臨床工学科：講師（任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　委　　員　石川雅浩（ISHIKAWA, Masahiro）：臨床工学科：講師（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）：理学療法学科：教授（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　澤田　豊（SAWADA, Yutaka）：理学療法学科：講師（任期：平成 32 年 3 月 31 日）
　委　　員　鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）：学生課：係長（任期：平成 32 年 3 月 31 日）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学部の広報に関する目的を達成するために，下記の事項につき審議する．
　①学部の広報に関する基本的方針の策定に関すること
　②広報に関する具体的な計画の作成及び実施に関すること
　③その他，広報に関すること

（2） 平成 30 年度の活動目標
　①オープンキャンパスの実施と一般入試アンケート解析
　②オープンキャンパス時の特別企画の実施
　③中学生向けオープンキャンパスの実施
　④授業見学会
　⑤個別見学者の対応
　⑥高校教諭対象のキャンパスおよび国際医療センター見学会
　⑦新高校 3 年生保護者対象の国際医療センター見学会
　⑧外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
　⑨インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
　⑩受験雑誌への広告掲載の企画と実施
　⑪電車広告・新聞広告の企画と実施
　⑫進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
　⑬学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作（動画コンテンツの制作）
　⑭一般入試アンケート解析
　⑮ホームページ管理（管理組織小委員会）

3．活動報告
　①第 1 回広報委員会（平成 30 年 4 月 17 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 8 人，欠席者 2 人
　　議事：平成 29 年度の活動概要と平成 30 年度の活動目標
　　　　　オープンキャンパス等の年間計画について
　　　　　6/9，6/16 授業見学会について
　　　　　6/17 第 1 回オープンキャンパスについて
　　　　　説明会時の他学科紹介用資料の作成について
　　　　　のぼりの作成状況について
　②第 2 回広報委員会（平成 30 年 5 月 15 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 8 人，欠席者 2 人
　　議事：5/23・5/26 高校教員対象の見学会について
　　　　　6/9・6/16 授業見学会について
　　　　　6/17 第 1 回オープンキャンパスについて
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　　　　　埼玉医大グループスクールフェスタの開催について
　③第 3 回広報委員会（平成 30 年 6 月 17 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人，欠席者 0 人
　　議事：｢ 高校教諭対象見学会 ｣｢ 授業見学会 ｣｢ 第 1 回オープンキャンパス ｣ の振り返り
　　　　　彩の国進学フェアについて
　　　　　第 2，3 回オープンキャンパスについて
　　　　　授業見学会について
　　　　　次年度のパンフレット撮影について
　④第 4 回広報委員会（平成 30 年 7 月 17 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　　議事：第 4 回，第 5 回オープンキャンパスについて
　　　　　中学生向けオープンキャンパスについて
　　　　　新規動画作成について
　　　　　動画コンテンツの閲覧について
　　　　　授業見学会について
　　　　　次回パンフレットの検討時期について
　　　　　スクールフェスタについて
　　　　　イブニング相談会について
　⑤第 5 回広報委員会（平成 30 年 9 月 18 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 10 人，欠席者 0 人
　　議事：第 4.5 回オープンキャンパスの反省
　　　　　11/14 授業見学会について
　　　　　11/25 第 6 回オープンキャンパス日程について
　　　　　来年度のオープンキャンパス日程について
　　　　　入試過去問題集の作成と代替案について
　　　　　夕方の相談会について
　　　　　外部のホームページ委託について
　⑥第 6 回広報委員会（平成 30 年 10 月 18 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　　議事：11/14（埼玉県民の日）『授業見学会案内』について
　　　　　11/25『第 6 回オープンキャンパス』について
　　　　　来年度オープンキャンパス等の開催日程について
　　　　　再来年度のパンフレットの制作について
　　　　　日時を指定した見学会の実施の可否について
　⑦第 7 回広報委員会（平成 30 年 11 月 16 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 8 人，欠席者 2 人
　　議事：1/5「学校見学会と国際医療センター見学会ツアー！」について
　　　　　2019 年度の広報企画について
　　　　　越華祭時における広報企画について
　　　　　次々年度パンフレットの制作について
　⑧第 8 回広報委員会（平成 30 年 12 月 11 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 8 人，欠席者 2 人
　　議事：『学校見学会と国際医療センター見学ツアー！』について
　　　　　『国際医療センター施設見学会』について
　　　　　2019 年度広報企画について
　⑨第 9 回広報委員会（平成 31 年 1 月 15 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 6 人，欠席者 4 人
　　議事：3/2『国際医療センター施設見学会』について
　　　　　3/27『グループフェスタ』について
　　　　　2019 年度広報企画について
　　　　　入試委員会への進言事項について
　　　　　個人見学の対応
　⑩第 10 回広報委員会（平成 31 年 2 月 12 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　　議事：2019 年度広報企画について
　　　　　2019 年度『高校教員キャンパス見学会』について
　　　　　2019 年度『授業見学会』について
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　⑪第 11 回広報委員会（平成 31 年 3 月 12 日）　於：C 棟 2 階会議室　出席者 9 人，欠席者 1 人
　　議事：2019 年度オープンキャンパスについて
　　　　　『国医 C 施設見学会』の振り返り
　　　　　3/27『埼玉医大グループスクールフェスタ』について
　　　　　5/22,25『高校教員キャンパス見学会』について
　　　　　6/15,22『授業見学会』について
　　　　　6/16『第 1 回オープンキャンパス』について
　　　　　ホームページの更新状況について
　　　　　越華祭同時開催時のオープンキャンパスについて

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
　埼玉医科大学保健医療学部広報委員会規則に基づき，上記の11回の委員会を開催し，以下の活動を策定し実施した．

①平成 30 年度のオープンキャンパス，キャンパス見学会，授業見学会等，学部が主催する広報活動の企画と実施
（A）オープンキャンパス（生徒のみの参加者数）
　6 月 17 日（190 名），7 月 22 日（216 名），7 月 29 日（185 名），8 月 18 日（315 名），8 月 19 日（263 名），

11 月 25 日（88 名）
（B）学校見学会
　1 月 5 日（44 名）

（C）高校教員キャンパス見学会
　5 月 23 日　保健医療学部棟（23 組 26 名）
　5 月 26 日　国際医療センター（8 組 9 名）

（D）実習授業見学会
　7 月 23 日～ 27 日（26 名）

（E）国際医療センター見学会
　3 月 2 日（22 名）
②外部団体主催による進学相談会・出張講義等への参加

（A）ホテル等の会場 15 箇所
（B）予備校会場 1 箇所
（C）高校の進学相談会 53 箇所
（D）高校の出張講義 11 箇所
（E）大学見学受入れ 5 校
③インターネットによる広報活動の企画と実施

（A）本学部ホームページ
（B）リクルート「スタディサプリ進路」
（C）日東システム開発「ベスト進学ネット」
（D）JS コーポレーション「JS 日本の学校」
（E）廣告社「逆引き大学辞典」
（F）キッズ・コーポレーション「進学ナビ」
④受験雑誌等への広告掲載の企画と実施

（A）学会誌などによる宣伝
・秀潤社「クリニカルエンジニアリング 7 月号」

（B）雑誌，MOOK による宣伝
・リクルート「進路辞典 1 月号」
・リクルート「進路辞典 4 月号」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞別冊関東エリア特集号」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 6 月号オープンキャンパス特集」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 10 月号大学のマナビ最前線（理工 ･ 理数分野）」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 12 月号大学のマナビ最前線（医療 ･ 看護 ･ 薬学特集）」
・旺文社「蛍雪時代 10 月臨時増刊全国看護 ･ 医療 ･ 福祉系大学 ･ 短大 ･ 専門学校受験年鑑」
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・新宿セミナー「プログレス 7 月号」
・新宿セミナー「プログレス 11 月号」
・JS コーポレーション「進路徹底研究」
・株式会社シーエム「就職力で選ぶ大学 2018」
・キッズ・コーポレーション「首都圏版進学の森」
・キッズ・コーポレーション「首都圏版夏のオープンキャンパスブック」
・廣告社「学問ディスカバリー」
・進路企画「大学・短期大学ガイドブック 2018」
・栄光ゼミナール高等部ナビオ「併願パターンシート」
⑤電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
・東武東上絵沿線キャンパスマップ連合広告（路線ウェブターゲティングを含む）
・朝日新聞カラー版大学・短期大学パンフレット配布企画（廣告社）
・朝日新聞大学入試日程カレンダー企画（廣告社）
⑥その他
・進学相談会等で説明する際のマニュアルの作成（Q&A 集）
・オープンキャンパス時における特別講座の実施
　6/17OB・OG による「医療系職種の実際」の実施
　7/22･29 新宿セミナーによる「医療系大学の入試動向」
　8/18･19 新宿セミナーによる「本学部の面接入試対策」
　8/18･19 本学特別講師による「本学部の小論文対策」
　11/25 新宿セミナーによる「本年度の医療系大学の入試予測」の実施
・7/21･22「彩の国進学フェア」への参加
・7/14「夢ナビライブ 2018 東京会場」への参加
・10/6「夢ナビライブ 2018 仙台会場」への参加

（2）次年度の目標
以下の 14 項目については，継続して実施する．
①オープンキャンパスの実施と一般入試アンケート解析
②オープンキャンパス時の特別企画の実施
③中学生向けオープンキャンパスの実施
④個別見学者の対応
⑤高校教諭対象のキャンパスおよび国際医療センター見学会
⑥新高校 3 年生とその保護者対象の国際医療センター見学会
⑦外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
⑧インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
⑨受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑩電車広告・新聞広告の企画と実施
⑪進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
⑫学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作（動画コンテンツの制作）
⑬授業見学会
⑭ホームページ管理（管理組織小委員会）
以下に，反省とこれからの課題を目標別に記し，次年度の改善目標とする．
①オープンキャンパス等 HP による告知
・できるだけ早い時期（4 月中）に年次スケジュール（全 6 回分）を告知する．
②外部団体による進学説明会への参加
・今年度の実績を踏まえて参加の是非を決める．
③インターネットによる広報活動の企画と実施
・HP を整備，インターネットの更なる活用を考える必要がある．
・学部ホームページのスマートフォン化
・英語版学部ホームページの作成
④その他
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・統計的な分析を背景として，効率性を念頭に置いた広報活動を行う．ただし，広報活動が数量化に適さない性質
上，非効率的な活動のすべてを否定することはしない．

・オープンキャンパスなどの継続的に行っている企画については工夫を怠らない．
・常に新規の企画を思案する．
・入試広報に関する，専門部署を是非とも設置する必要がある．
・オール埼玉医大の観点から，短期大学や看護専門学校の入試広報活動と連携できるところは連携する．
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4．8）保健医療学部　倫理委員会

1．構成員
　委員長： 田邊一郎（TANABE, Ichiro） 医用生体工学科教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
　委員： 佐藤真由美（SATO, Mayumi）  看護学科教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 山路真佐子（YAMAJI, Masako） 看護学科准教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 村田栄子（MURATA, Eiko） 臨床検査学科教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 野寺　誠（MODERA, Makoto） 臨床検査学科准教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 川邉　学（KAWABE, Manabu） 臨床工学科講師 平成 30 年 4 月より 1 年間
 西岡亮治（NISIOKA, Ryoji） 理学療法学科准教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro） 理学療法学科准教授 平成 30 年 4 月より 1 年間
 幸田恵幸（KODA, Keiko） 真言宗光明寺住職 平成 30 年 4 月より 1 年間
 大平雅之（OHHIRA, Masayuki） 弁護士，国際医療センター・脳卒中センター講師 :
   平成 30 年 4 月より 1 年間
　事務担当： 村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi） 保健医療学部事務室長
 青木正人（AOKI, Masato 保健医療学部事務室教務課係長
 長谷部琢也（HASEBE, Takuya） 保健医療学部庶務課（～平成 30 年 6 月）
 須賀川裕子（SUKAGAWA, Hiroko） 保健医療学部庶務課（平成 30 年 7 月～）

2．目的
　埼玉医科大学保健医療学部倫理審査委員会規則に基づき，埼玉医科大学保健医療学部におけるヒトを対象とした医
学および関連諸科学の研究に関する倫理性を審議する．なお，大学院学生からの審査依頼があった研究も審査対象と
する．

3．活動報告
1）委員会の開催
　平成 30 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 31 年 3 月までに 11 回開催した．
　第 1 回：平成 30 年 4 月 18 日
　第 2 回：平成 30 年 5 月 16 日
　第 3 回：平成 30 年 6 月 20 日
　第 4 回：平成 30 年 7 月 18 日
　第 5 回：平成 30 年 9 月 19 日
　第 6 回：平成 30 年 10 月 17 日
　第 7 回：平成 30 年 11 月 7 日
　第 8 回：平成 30 年 12 月 12 日
　第 9 回：平成 31 年 1 月 16 日
　第 10 回：平成 31 年 2 月 20 日
　第 11 回：平成 31 年 3 月 20 日
2）申請課題平成 30 度実施報告書の提出
　・報告件数 47 件（研究終了：22 件，研究継続：25 件）
3）主な審議事項
（1）申請課題の審査：審査件数 35 件
　新規申請　　　　　　　　 25 件（教員：11 件・大学院学生：14 件）
　前年度よりの継続審議申請　3 件（教員： 2 件・大学院学生：1 件）
　　　変更申請　　　　　　　　　7 件（教員： 5 件・大学院学生：2 件）
1．申請番号：179
　課題名　：「親子交流授業プログラム」の子ども虐待防止におけるポヒュレーションアプローチとしての有用性

- プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者へ FGI の調査から－ 
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　申請者　：成田　みぎわ　（看護学科）
　審議結果：保留（4 月 18 日），承認（5 月 16 日）
2．申請番号：178
　課題名　：入院中から行なう退院後の計画立案が退院後の活動性に与える効果の検証 - 脳卒中者を対象として -
　申請者　：三浦　佳代　（理学療法学科）
　審議結果：保留（4 月 18 日），承認（5 月 16 日）　※ 平成 29 年度よりの継続審査
3．申請番号：180
　課題名　：肢体不自由特別支援学校養護教諭の養護実態にみる専門性の検討
　申請者　：野田　智子　（看護学科）
　審査結果：承認（5 月 16 日）
4．申請番号：181
　課題名　：自治体事業における健康増進効果の検証
　申請者　：丸谷　康平　（理学療法学科）
　審査結果：保留（5 月 16 日），保留（7 月 18 日），承認（9 月 19 日）
5．申請番号：182
　課題名　：デイサービス利用者における記憶機能と身体機能との関連
　申請者　：師岡　祐輔　（理学療法学科）
　審査結果：保留（6 月 20 日），条件付承認（7 月 18 日），承認（9 月 19 日）
6．申請番号：163
　課題名　：腹筋群の収縮が胸郭可動性に及ぼす即時効果
　申請者　：大久保　雄　　（理学療法学科）
　審査結果：承認（6 月 20 日）　　※平成 29 年度よりの継続審査
7．申請番号：183
　課題名　：本学臨床検査学科学生のワクチン接種前後の抗体価検査の実態調査
　申請者　：周東　真代　（臨床検査学科）
　審査結果：条件付承認（7 月 18 日），承認（9 月 19 日）
8．申請番号：184
　課題名　：デジタル画像解析技術を用いた腎生検組織の定量的評価法の確立
　申請者　：石川　雅浩　（臨床工学科）
　審査結果：承認（7 月 18 日）
9．申請番号：185
　課題名　：ラクロス投球動作時の胸郭運動学的分析と筋活動
　申請者　：大久保　雄　（理学療法学科） 
　審査結果：条件付承認（7 月 18 日），条件付承認（9 月 19 日），承認（11 月 7 日）
10．申請番号：186
　課題名　：大学サッカー競技者の足関節捻挫既往と身体パフォーマンスおよび心理面の関連性
　申請者　：澤田　豊　（理学療法学科）
　審査結果：条件付承認（7 月 18 日），承認（9 月 19 日）
11．申請番号：187
　課題名　：地域在住高齢者に対するホームプログラムを利用した運動介入における認知機能に対する効果の検証
　申請者　：丸谷　康平　（理学療法学科） 
　審査結果：保留（9 月 19 日），条件付承認（10 月 17 日）
12．申請番号：188
　課題名　：NICU（GCU）に子どもが入院している父親への支援の実態調査
　申請者　：川合　美奈　（看護学科） 
　審査結果：保留（10 月 17 日），承認（11 月 7 日）
13．申請番号：189
　課題名　：大殿筋疲労後における筋活動の変化
　申請者　：大久保　雄　（理学療法学科） 
　審査結果：保留（2 月 20 日）
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14．申請番号：M-84
　課題名　：回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護師のキャリアコミットメントとその関連要因
　申請者　：秋山　佑紀　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（4 月 18 日）
15．申請番号：M-82
　課題名　：高校野球選手における反復投球時の肘関節内側の粘弾性の変化
　申請者　：服部　寛　（医学研究科修士課程）
　審査結果：承認（4 月 18 日）　※平成 29 年度よりの継続審査
16．申請番号：M-85
　課題名　：胸腔播種における胸腔中のエクソソーム内 miR-21 を介する中皮 - 間葉転換の誘導と移転前ニッチの

　　　　　探索
　申請者　：渡部　朱織　（医学研究科修士課程）
　審査結果：不承認（5 月 16 日）
17．申請番号：M-86
　課題名　：新卒看護師のレジリエンスとその関連要因
　申請者　：福澤　知美　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（5 月 16 日）
18．申請番号：M-87
　課題名　：統合失調症をもつ在宅療養者エンパワーメントを促す看護師のケアとその実施に至る思い・考え―精

　　　　　神科病院からの訪問看護に焦点を当てて― 
　申請者　：田中　貴絵　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（6 月 20 日）
19．申請番号：M-88
　課題名　：大学病院の脳卒中病棟で働く看護師の職業的アイデンティティとその関連要因
　申請者　：高取　純次郎　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（6 月 20 日）
20．申請番号：M-89
　課題名　：回復期リハビリテーション病棟のチーム医療における看護師のコミュニケーション能力とその関連要因
　申請者　：野澤　里美　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（6 月 20 日）
21．申請番号：M-90
　課題名　：肺癌原発巣および胸腔洗浄液中ｍｉＲ -21 発現の検討
　申請者　：渡部　朱織　（医学研究科博士課程）
　審査結果：承認（9 月 19 日）
22．申請番号：M-91
　課題名　：胸腔播種における癌微小環境の病理組織学的検討
　申請者　：渡部　朱織　（医学研究科博士課程）
　審査結果：承認（9 月 19 日）
23．申請番号：M-92
　課題名　：重症心身障害児（者）施設に勤務する看護師の共感援助とその関連要因
　申請者　：滝澤　幸子　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：条件付承認（12 月 12 日），承認（1 月 16 日）
24．申請番号：M-93
　課題名　：　大学病院に勤務する看護師の組織コミットメントにおける残留意欲とその関連要因
　申請者　：島野　愛子　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（1 月 16 日）
25．申請番号：M-94
　課題名　：地域で生活する統合失調症を有する当事者の結婚についての訪問看護師のとらえと支援の実態
　申請者　：阿部　一昭　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：保留（2 月 20 日）
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26．申請番号：M-95
　課題名　：新人看護師における高齢患者とのコミュニケーションスキルとその関連要因
　申請者　：金森　恵美　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（3 月 20 日）
27．申請番号：M-96
　課題名　：病棟看護師のがん患者への退院支援とその関連要因～意思決定支援・自立支援に焦点をあてて 
　申請者　：関根　みぎわ　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（3 月 20 日）
28．申請番号：M-97
　課題名　：看護学臨地実習指導者の職業的アイデンティティとその関連要因 
　申請者　：星野　和子　（看護学研究科修士課程）
　審査結果：承認（3 月 20 日）
29．変更申請番号：141-4
　課題名　：Knee Bent Walk の動作解析
　申請者　：澤田　豊　（理学療法学科）
　変更理由：研究期間の延長
　審査結果：承認（4 月 18 日）
30．変更申請番号：142-4
　課題名　：三次元動作解析装置と床反力計を用いたラダートレーニングの即時効果と運動力学的な検討
　申請者　：澤田　豊　（理学療法学科）
　変更理由：研究期間の延長
　審査結果：承認（4 月 18 日）
31．変更申請番号：M‐84-2
　課題名　：回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護師のキャリアコミットメントとその関連要因
　申請者　：秋山　佑紀　（看護学研究科修士課程）
　変更理由：質問用紙の一部修正
　審査結果：承認（6 月 20 日）
32．変更申請番号：M‐86-2
　課題名　：新卒看護師のレジリエンスとその関連要因
　申請者　：福澤　知美　（看護学研究科修士課程）
　変更理由：質問用紙の一部修正
　審査結果：承認（6 月 20 日）
33．変更申請番：160-2
　課題名　：遺伝子変異解析に必要な FFPE から抽出した核酸の質の基礎的検討
　申請者　：飯野　望　（臨床検査学科）
　変更理由：研究期間の延長，研究計画の変更も
　審査結果：承認（1 月 16 日）
34．変更申請番号：169-2
　課題名　：看護師による精神領域特定行為実施に向けた患者重症度判定の効率および信頼性の向上の試み－機能

　　　　　の全体的評定（GAF:Global Assesment of Functioning）の補助ツールとしての小症例表の作成と信頼性．
　　　　　妥当性検討 - 

　申請者　：荒木　とも子
　変更理由：研究期間の延長，研究計画の変更
　審査結果：不承認（3 月 20 日）
35．変更申請番号：179-2
　課題名　：「親子交流授業プログラム」の子ども虐待防止におけるポヒュレーションアプローチとしての有用性

　　　　　－プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者へ FGI の調査から－
　申請者　：成田　みぎわ　（看護学科） 
　変更理由：研究期間の延長
　審査結果：承認（3 月 20 日）
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4．評価と次年度目標
　平成 30 年度の審査件数 35 件うち，新規申請 25 件（教員：11 件・大学院学生：14 件）については，承認 21 件（教員：
9 件・大学院学生：12 件），条件付承認 1 件（申請番号：187），保留 2 件（申請番号：189， M-94），不承認 1 件（申
請番号：M-85）であった．不承認の 1 件は申請を取り下げ，別の研究にて新規申請がなされた．条件付承認 1 件と
保留 2 件は次年度にて継続審議中である．前年度からの継続審議申請 3 件（教員：2 件・大学院生：1 件）について
は，3 件とも承認となった．また，変更申請 7 件については，6 件が承認となり，1 件が不承認（申請番号：169-2）
となり，この課題は大学倫理委員会への申請を指導した．
　なお，年度末に提出が義務づけられている実施状況報告書と終了報告書については，対象の研究 47 件のうち，全
ての報告書が提出された．
　令和元年度の目標はさらに適正・迅速な審査により，研究がスムーズに開始できるようにすることや，統一的な見
解に準拠した倫理審査をおこなうために，倫理審査委員のさらなる教育・研修（Web 研修も含めて）を積極的に推
進する．また厚生労働省による「臨床研究法」制定にともなう倫理審査委員による事前審査の在り方などを，学部を
挙げて取り組むことを目標とする．さらに，来年度は大学倫理審査委員会との統合が議論されることになっているの
で，保健医療学としての希望を含めてその意見集約をおこなっていく予定である．
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4．9）保健医療学部教員組織運営会議

1．構成員　　　　　　　
議　長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：学部長（任期：H31.3,31）
委　員：千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科 教授・学科長（任期：H32.3,31）
　　　　茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：臨床検査学科 教授・学科長（任期：H32.3,31）
　　　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：医用生体工学科 教授・学科長（任期：H32.3,31）
　　　　高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：理学療法学科 教授・学科長（任期：H32.3,31）
　　　　村嶌隆義（MURASIMA, Takayosi）: 事務室室長（任期：H32.3,31）

2．目的　　　　　　　　
（1）委員会の設置目的：本運営会議は保健医療学部の各学科に関して次に掲げる事項を審議する．

①各学科の基本方針に関すること
②各学科に共通する課題に関すること
③教授会の委嘱を受けた教員選考にかかわる委員の選出に関すること．
④教員人事委員会の要請に基づく教員の審査に関すること．
⑤教員の職位の変更に関すること．
⑥その他，教授会並びに教員人事委員会の諮問事項に関すること．

（2）平成 30 年度の活動目標：
①平成 30 年度および平成 31 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
②教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査

3．活動報告　　　　　　
（1）平成 30 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 30 年 4 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 132 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 30 年度要検討事項について
　ア．受験者数の減少傾向への対策
　イ．国家試験結果の検討と対策
　ウ．成績不良者への対策
　以上について，平成 30 年度の要検討事項としてあげ，意見を交換した．
③教員人事
　ア．副学科長の選任
　　看護学科：冨田幸江教授，臨床検査学科：市岡正適教授，
　　医用生体工学科：山下芳久教授，理学療法学科：藤田博暁教授
　イ．教育主任の選任
　　各学科とも学科長が兼任する
　ウ．研究主任の選任
　　看護学科：冨田幸江教授，臨床検査学科：佐藤正夫教授
　　医用生体工学科：小林直樹教授，理学療法学科：赤坂清和教授
　エ．各種委員会委員長の選定
④教育研究費（平成 30 年 2 月末現在）執行状況の確認
⑤本年度の防災訓練の日程の報告
　　　日高キャンパスは 10 月 19 日，川角キャンパスは 9 月 28 日
⑥昨年度 GPA をもとに，成績不良者に対する対策について意見交換

（2）平成 30 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 5 月 16 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
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①第 133 回教授会議事内容の確認と意見交換
②設置基準上の必要教員数について，今後の定年退職予定等を検討
③学費未納者の状況を確認
④教育研究費（平成 29 年 3 月末現在）執行状況の確認
⑤臨床工学科のカリキュラム変更について報告

（3）平成 30 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 6 月 20 日，於：2F 会議室，出席 5 名，代理出席 1 名，議事録あり）
①第 134 回教授会議事内容の確認と意見交換
② 31 年度学事予定についての検討
③平成 29 年度の教員人事考課と研究業績評価表について説明
④平成 29 年度教育業績評価表について検討
⑤学内化学物質管理システム」の導入について報告
⑥学費未納者への対応：未納者 2 名の報告
⑦教育研究費（平成 29 年 4 月末現在）執行状況の確認
⑧臨床検査学科教授採用候補者間山伸先生の資格審査委員会の設置と 7 名の審査委員を決定し，教授会に上程す

ることとした．
（4）平成 30 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 30 年 7 月 18 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 135 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 31 年度の学事予定について意見交換
③臨床検査学科教授採用候補者：間山伸先生について，教員人事委員会で承認されたとの報告
④臨床検査学科の市岡教授と鈴木教授が平成 31 年 3 月 31 日で定年退職となるが，両名を客員教授として推薦す

ることを承認
⑤学費の分納者について報告
⑥教育研究経費執行状況の確認

（5）平成 30 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 9 月 19 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 136 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 31 年度学事予定について，とくに 5 月の大型連休についての意見交換
③臨床検査学科の間山伸教授の採用が決定し 10 月 1 日赴任となったと報告
④臨床検査学科の客員教授候補 2 名（鈴木教授，市岡教授）について，教員人事委員会で承認されたと報告
⑤教員人事考課について確認
⑥学費未納者への対応（報告）
⑦教育研究費（平成 30 年 7 月末現在）執行状況の確認
⑧埼玉医科大学医学会会則変更案について，資料を基に報告
⑨平成 31 年度以降の入学定員充足率の取扱いについて，文科省の資料をもとに意見交換

（6）平成 30 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 10 月 17 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 137 回教授会議事内容の確認と意見交換
②コミュニケーション学の教員候補について検討
③理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則が一部改正されることについて報告
④合同教授・教員総会について報告
⑤平成 31 年度学事予定について意見交換
⑥教育研究費（平成 29 年 8 月末現在）執行状況の確認

（7）平成 30 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 11 月 14 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 138 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：看護学科准教授候補者小林由紀子講師および，大澤優子講師，本谷久美子（西武文理准教授）の資格

審査委員会を設置し，資格審査委員を選出した．
③教員人事：看護学科より，退職予定について報告
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④今年度 4 学科の GPA 成績について報告と意見交換
⑤教育研究費（平成 30 年 9 月末現在）執行状況の確認

（8）平成 30 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 30 年 12 月 12 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 139 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事

ア．看護学科の准教授候補者本谷久美子（現西武文理大学准教授）の採用について資格審査委員会の結果を教員
人事委員会に報告し承認された．

イ．看護学科の准教授候補者小林由紀子講師，大澤優子講師の昇格について資格審査委員会の結果を教員人事委
員会に報告し承認された．

ウ．看護学科教授採用候補者粟生田友子（言獨協医科大学看護学教授）の資格審査委員会を設置し審査委員 7
名を選出，教授会に上程する．

エ．理学療法学科准教授候補者新井智之講師の昇格について，資格審査委員会を設置し，資格審査委員 6 名を
選出し教授会に上程する．

オ．理学療法学科講師候補者丸谷康平助教について，審議し適格であると承認し教授会および人事委員会に上程
する．

③ AO 入試の振り返り
④入学者定員充足率による学納金収入と私立大学補助金の関係について，経理部からの資料を基に意見交換
⑤教育研究費（平成 29 年 10 月末現在）執行状況の確認
⑥教員任期制の再任手続きに伴う保健医療学部評価委員会を 1 月 24 日に開催すると報告

（9）平成 30 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 31 年 1 月 16 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 140 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：看護学科の教授採用候補者粟生田友子（言獨協医科大学看護学教授）について教員人事委員会で承認

された．
③理学療法学科の准教授昇格候補者新井智之先生について，人事委員会で承認された．
④看護学科講師候補者の大野美佐子先生について審議し講師として適格であると承認された．教授会及び人事委員

会に上程する．
⑤教育研究費（平成 29 年 11 月末現在）執行状況の確認
⑥平成 31 年度各種委員会委員について報告
⑦研究における薬物管理について意見交換，保健医療学部の管理者を臨床検査学科の藤原教授を選出した．

（10）平成 30 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 31 年 2 月 13 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 141 回教授会議事内容の確認と意見交換
②各種委員会委員長の決定および委員の選任の依頼
③教員人事：
　ア．看護学科粟生田友子教授の採用が教員人事委員会で承認された．
　イ．理学療法学科新井智之准教授の昇格が教員人事委員会で承認された．
④平成 31 年度一般入試前期の振り返り
⑤教育研究費（平成 30 年 12 月末現在）執行状況の確認
⑥埼玉医科大学医学会評議員会について，保健医療学部が参入することを承認．千田みゆき看護学科長と下岡聡行

臨床工学学科長を評議員として選出した．
（11）平成 30 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議

（平成 31 年 3 月 13 日，於：2F 会議室，出席 6 名，欠席なし，議事録あり）
①第 142 回教授会議事内容の確認と意見交換
②平成 31 年度入試の入学手続き状況（報告）
③各種委員会委員長案についての意見交換
④教育研究費（平成 31 年 1 月末現在）執行状況の確認
⑤新たに立ち上がる将来構想タスクフォースの目的対象等について意見交換し，臨床工学科の若山俊隆教授を構成

員として推薦することとした．
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4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況

①各学科の基本方針および各学科に共通する課題について必要な検討を行った．
②教員の人事に関して，教員人事委員会からの要請をうけ，教授・准教授の選考委員選出と講師候補者などの資格

審査を適正に行った．
（2）次年度の目標

①平成 31 年度および平成 32 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
②教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査
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5．1）情報技術支援推進センター運営委員会

1．構成員
委員長　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
委　員　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：基礎医学部門教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　丸山　敬（MARAUYAMA, Kei）：基礎医学部門薬理学：教授（任期：R2.3.31）
委　員　高橋一司（TAKAHASHI, Kazushi）：大学病院神経内科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）：国際医療センター産婦人科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）：情報技術支援推進センター・川越ブランチ：助教（任期：R2.3.31）
委　員　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：基礎医学部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
委　員　高橋　俊（TAKAHASHI, Shun）：保健医療学部・臨床検査学科：講師（任期：R2.3.31）

2．目的
　情報技術支援推進センター運営委員会は，埼玉医科大学情報技術支援推進センター運営委員会規則に則り，センター
運営の基本方針に関すること，予算の立案および執行に関すること，規程等の制定および改廃に関すること，その他
センターの重要事項を審議することを目的としている．

3．活動報告
　該当なし

4．評価と次年度目標
　情報技術支援推進センターは順調に機能し，運営された．次年度は，ネットワークのセキュリティーと教育への活
用を中心に審議を行う．
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5．2）医学教育センター運営委員会

１．構成員　
委員長　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長，副学長，卒前医学教育部門長，教育主任部門長，　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FD 部門長，臨床実習推進室長（任期：R2.3.31）
委員　　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：R2.3.31）
　　　　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：R2.3.31）
　　　　篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：医学教育センター副センター長，副医学部長（任期：R2.3.31）
　　　　林　健（HAYASHI, Takeshi）：医学教育センター副センター長，試験管理室長，医学部長補佐（任期：R2.3.31）
　　　　小山政史（OYAMA, Masafumi）：国際医療センターブランチ長，副医学部長（任期：R2.3.31）
　　　　渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：卒前医学教育副部門長，カリキュラム室長（任期：R2.3.31）
　　　　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：卒前医学教育副部門長，副医学部長（任期：R2.3.31）
　　　　柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）：卒前医学教育副部門長，臨床実習推進室副室長（任期：R2.3.31）
　　　　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：卒後医学教育部門長（任期：R2.3.31）
　　　　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教育情報部門長，調査解析室長（任期：R2.3.31）
　　　　荒関かやの（ARASEKI, Kayano）：教育情報部門副部門長，試験管理室副室長（任期：R2.3.31）
　　　　長坂　浩（NAGASAKA, Hiroshi）：学生支援室長（任期：R2.3.31）
　　　　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：シミュレーション教育部門長（任期：R2.3.31）
　　　　山田泰子（YAMADA, Yasuko）：シミュレーション教育部門副部門長（任期：R2.3.31）
　　　　側島　久典（SOBAJIMA, Hisanori）：FD 部門副部門長（任期：R2.3.31）
　　　　石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：FD 部門副部門長（任期：R2.3.31）
　　　　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育部門長（任期：R2.3.31）
　　　　鈴木　正（SUZUKI, Sei）：教養教育部門副部門長（任期：R2.3.31）
　　　　種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：教養教育部門副部門長（任期：R2.3.31）
　　　　橋本正良（HASHIMOTO, Masayoshi）：臨床実習推進室副室長（任期：R2.3.31）
　　　　持田　智 （MOCHIDA, Satoshi） ：図書館長（任期：R2.3.31）
　　　　内田和利（UCHIDA. Kazutoshi）：事務部門長，大学事務部長（任期：R2.3.31）
　　　　岩澤昌人（IWASAWA. Masato）：事務部門副部門長，大学事務部長（任期：R2.3.31）

2．目的
　医学教育センター医学部ブランチの部門間および卒前医学教育部門内に設置された 5 室間の意思疎通を図り，セ
ンターの運営が円滑に行われるようにすることを目的とする．

3．活動報告
　30 年度は計 11 回の会議を毎月定期的に開催した．医学教育全般にわたって，各部門，各室からの報告事項をも
とに話し合い，懸案事項を解決するとともに，情報を共有した．会議での審議事項は，卒前医学教育合同会議，次い
で教員代表者会議に報告された．

４．評価と次年度目標
　カリキュラム，試験，授業評価等，医学教育全般にわたり，問題点を適宜話し合い，解決することができた．28
年度より医学教育センター懇談会の機能も本委員会に移管したため，本学の医学教育全般にわたってさらに幅広く議
論が行われた．来年度も継続して教育に関する活発な議論を行っていく．
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5．3）医学研究センター運営会議

1．構成員
　◇議長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 1 号構成員）
　　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：センター長（任期：H31.3.31）
　◇副議長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 1 号構成員）
　　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：副センター長（任期：H31.3.31）
　◇部門長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 2 号構成員）
　　海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：研究主任部門（任期：H31.3.31）
　　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門（任期：H31.3.31）
　　杉山聡宏（SUGIYAMA, Toshihiro）：研究支援管理部門（任期：H31.3.31）
　　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（任期：H31.3.31）
　　※片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：フェローシップ部門（任期：H31.3.31）
　　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：研究評価部門（任期：H31.3.31）
　◇副部門長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 2 号構成員）
　　田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究主任部門（任期：H31.3.31）
　　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：研究主任部門（任期：H31.3.31）
　　佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：研究主任部門（任期：H31.3.31）
　※佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：共同利用施設運営部門（任期：H31.3.31）
　　※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：共同利用施設運営部門（任期：H31.3.31）
　　小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：研究支援管理部門（任期：H31.3.31）
　　松井政則（MATSUI, Masanori）：安全管理部門（感染分野）（任期：H31.3.31）
　　奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H31.3.31）
　　※三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（DNA 分野）（任期：H31.3.31）
　　森　隆（MORI, Takashi）：安全管理部門（動物分野）（任期：H31.3.31）
　　淡路健雄（AWAJI, Takeo）：安全管理部門（薬物分野）（任期：H31.3.31）
　　一色政志（ISSHIKI, Masashi）：安全管理部門（RI 分野）（任期：H31.3.31）
　　髙田　綾（TAKADA, Aya）：フェローシップ部門（任期：H31.3.31）
　　徳元康人（TOKUMOTO, Yasuto）：研究評価部門（任期：H31.3.31）
　◇ブランチ長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 3 号構成員）
　　※松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：毛呂山キャンパス担当（任期：H31.3.31）
　　※海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：日高キャンパス担当（任期：H31.3.31）
　　※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター担当（任期：H31.3.31）
　　※は重複構成員 ･･･ 計 18 名
　◇事務局
　　菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：リサーチアドミニストレーションセンター 講師
　　町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教
　　下田裕子（SHIMODA, Yuko）：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長

2．目的
　医学研究センター運営会議は，平成 17 年 11 月に医学研究センターの円滑な運営に資することを目的として設置
された会議である．本学の研究活動を支援する医学研究センターは，研究費，研究場所，研究体制，研究評価，研究
倫理，安全管理等に関する仕組みを整備し，企画，運用，管理している．
　医学研究センター運営会議は，これらの実効性等ついて審議し，医学部教員代表者会議，保健医療学部教授会へ
上程する責務を担っている．平成 30 年度は，センター長を議長として部門長及び副部門長さらにブランチ長と総数
18 名で構成されている．
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3．活動報告
　◇定期開催
　　第 138 回： 4 月 10 日（火）出席者 17 名（委任状 1 名）
　　第 139 回： 5 月 8 日（火）～ 11 日（金）メール会議　出席者 16 名（未返信 3 名）
　　第 140 回： 6 月 12 日（火）出席者 18 名（委任状 0 名）
　　第 141 回： 7 月 11 日（火）出席者 14 名（委任状 4 名）
　　第 142 回： 9 月 11 日（火）出席者 17 名（委任状 1 名）
　　第 143 回：10 月 9 日（火）～ 12 日（金）メール会議　出席者 16 名（未返信 2 名）
　　第 144 回：11 月 6 日（火）～ 9 日（金）メール会議　出席者 16 名（未返信 2 名）
　　第 145 回：12 月 11 日（火）～ 14 日（金）メール会議　出席者 18 名（未返信 0 名）
　　第 146 回： 1 月 15 日（火）出席者 18 名（委任状 0 名）
　　第 147 回： 2 月 12 日（火）出席者 17 名（委任状 1 名）
　　第 148 回： 3 月 12 日（火）出席者 18 名（委任状 0 名）
　◇開催回数
　　定期開催：11 回　出席者平均　17 名（委任状平均 1 名）

※但し，第 139 回，第 143 回，第 144 回，第 145 回は，電子メール会議であったので，平均値は実際に集合し
た 7 回の参加状況から算出した．

　◇議事内容
　　本会議では，各部門や関連する委員会からの報告と審議，センター長からの報告，
　　研究センター組織内の人事に係る報告等，大学における研究の基本的方向性やあり方
　　に関する議論を行う場として機能している．すなわち，議事は以下に示すような形態
　　を原則として進行する．

1．医学研究センター長報告
2．各部門報告
　①研究主任部門
　②共同利用施設運営部門
　③研究支援管理部門
　④安全管理部門
　⑤フェローシップ部門
　⑥研究評価部門
3．その他報告

4．評価と次年度目標
　平成 17 年に医学研究センターの核として設置された本会議は，各部門における部門長と副部門長を中心に構成さ
れ，それぞれが部門の代表という意識で参加している．第 1 回開催は，平成 17 年 11 月 22 日（火）であり平成 30
年度末で第 148 回を数える．
　議事は，各部門で十分に議論されたものが報告され，本学の研究に係る共通認識を持つという役割を果たしている．
また，各議案が医学研究センターの運営会議として承認するか否かが必ず審議されるため，組織全体の整合性が失わ
れることはない．
　本学における研究のすそ野拡充を目的に，平成25年度及び平成26年度に新設した学長裁量による二つの異なる「研
究マインド」は，医学研究センターを通して広く学内へ周知されるようになった．
　毎回，運営会議は毛呂山キャンパスで開催されており，各構成員の負担を軽減するために，川越キャンパスとは
WEB 会議システムを導入した．さらに，電子メール会議で議事が成立する場合は，電子メールでの議論とした．
　平成 30 年度の構成員の任期は，リサーチアドミニストレーションセンター構成員の任期と一致させるため，変則
的に 1 年間（平成 31 年 3 月 31 日まで）とした．
　本会議が適切に機能するために，審議や開催形態，研究領域が適性である構成員の選出方策，リサーチアドミニス
トレーションセンターとの協力体制についても継続して点検評価していきたい．
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5．4）ゲノム医学研究センター運営委員会

1．構成員
　委員長 奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター：所長，教授（任期：R2.3.31）
　委　員 堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：ゲノム医学研究センター：副所長，教授（任期：H31.3.31）
 黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
 井上　聡（INOUE, Satoshi）：ゲノム医学研究センター：客員教授（任期：R2.3.31）
 片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
 三谷幸之介（MITANI, Konosuke）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
 村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：基礎医学部門微生物学：教授 （任期：R2.3.31）
 三村俊英（MIMURA, Toshihide）：大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）
 木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授（任期：R2.3.31）
 佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：R2.3.31）
　オブザーバー
 須田立雄（SUDA, Tatsuo）：ゲノム医学研究センター：客員教授
 西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：中央研究施設 日高ブランチ RI 部門：部門長，講師
 横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：中央研究施設 日高ブランチ 実験動物部門：部門長，講師
 坂本　安（SAKAMOTO, Yasu） ：中央研究施設：施設長，教授
 水野洋介 （MIZUNO, Yousuke）：中央研究施設 日高ブランチ 機能部門：部門員，講師
 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター：教授
　事務局 鈴木恵美 （SUZUKI，Megumi）：国際医療センター事務部総務課：事務員

2．目的
　当委員会は，ゲノム情報及びゲノム技術を基盤に本学の基礎医学並びに臨床医学を融合的に発展させることを目的
として創設された「ゲノム医学研究センター」の効率的運営を強力且つ公正にサポートすべく発足した．
　委員構成は，ゲノム医学研究センターから 6 名（所長，副所長及びコア部門の部門長），及び基礎医学部門及び臨
床医学部門（大学病院，総合医療センター及び国際医療センター）から 4 名の計 10 名と 5 名のオブザーバーによっ
て構成されている．なお，本委員会は，当該年度は，国際医療センター事務部職員が事務局を務めた．
　委員会は，隔月 1 回開催され，規則・細則や方針等につき，積極的討議の上，諸事項全般について最終的決定を行う．
　その主な内容は，①運営基本方針に関すること，②研究及び教育に関すること，③事業計画に関すること，④研究
者等の受入に関すること，⑤その他重要事項に関すること　などがあり，中には，教員代表者会議での，報告及び承
認等を経て，円滑な運営に資されるものもある．

3．活動報告
（1）委員会開催日（原則，隔月開催）：議事録・記録あり

第 97 回（平成 30 年 5 月 15 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 15 人，欠席 1 人
議事：

・大型機器使用申請（藤原チーム）について
・平成 30 年度ポスドク雇用について
・緊急連絡網と管理者および管理代行者ついて
・研究ブランディング推進委員会規則（案）について
・平成 30 年度研究ブランディング事業公募について
・第 16 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム・第 1 回埼玉医科大学研究ブランディングシンポジウムにつ

いて
・入退館登録ルールについて
・大型機器・共通機器の中央研究施設への引継ぎについて
・動物実験委員会小委員会について
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・ゲノム外部向けホームページについて
・6 階共同実験室設備について
・実験動物施設の利用登録について
・6 階共同実験室機器利用予約について

第 98 回（平成 30 年 7 月 17 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 12 人，欠席 4 人
議事：

・私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の研究成果報告について
・RCGM フロンティア国際シンポジウム・研究ブランディングシンポジウムの開催について
・RA センター及び中央研究移設教職員の入退館について
・ゲノムホームページ更新について
・ゲノム事務員の人事異動について

第 99 回（平成 30 年 9 月 18 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 12 人，欠席 4 人
議事：

・学術集会審査報告について
・学術集会開催報告について
・運営委員会事務局変更について
・ゲノムでの（株）ビコーによる夜間及び日祝日当直勤務の終了について
・防災センターでのゲノムからの警報の対応について
・感染性廃棄物廃棄方法について
・規程等の変更について
・入退館におけるアンチパスバックシステムについて
・入退館における新書式について
・ゲノム事務室閉鎖に関するお知らせについて

第 100 回（平成 30 年 11 月 20 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 9 人，欠席 7 人
議事：

・学術集会審査報告について
・学術集会開催報告について
・防災センターから緊急事態を伝えていただく為の一斉メールについて
・セミナー開催時におけるセキュリティーの一時的開放について
・501 号室の会議室としての利用停止について
・2019 年新年会について
・第 17 回 RCGM シンポジウムについて
・停電を伴う電気設備点検のお知らせ

第 101 回（平成 31 年 1 月 15 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 9 人，欠席 7 人
議事：

・学術集会審査報告について
・学術集会開催報告について
・教員任期更新について
・第 6 回クリニカルサイエンスフォーラムについて
・平成 30 年度研究ブランディング報告会開催について
・ゲノムホームページ 2 月 Update について
・第 17 回 RCGM シンポジウムについて
・中央研究施設日高ブランチ実験動物部門の今後の利用方法について
・定期清掃について
・常用消耗品の日高キャンパスでの取得について
・次年度の会議日程について
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・UPS 蓄電池交換について
第 102 回（平成 31 年 3 月 19 日（火））
於：ゲノム医学研究センター 6 階会議室出席 11 人，欠席 5 人
議事：

・学術集会審査報告について
・学術集会開催報告について
・私立大学ブランディング事業，採否の結果について
・研究ブランディング実績報告書提出依頼について
・ゲノム医学研究センター運営委員会事務局変更について
・ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会担当について
・2019 年度部門間交流発表会について
・旧ゲノム事務室電話番号・メールアドレスについて
・ゲノム関連書式一覧のページについて
・第 17 回シンポジウムについて
・ゲノム医学研究センター動物実験小委員会報告について
・次年度の会議日程について
・中央監視装置更新作業について

（2）ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会開催
以下の 10 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
第 255 回日時：平成 30 年 7 月 27 日（金）17：00 ～ 18：00

講師：京都府立医科大学大学院視覚機能再生外科学
特任准教授升井伸治先生
テーマ：細胞らしさを制御する転写因子
主催：発生・分化・再生部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 256 回日時：平成 30 年 9 月 8 日（金）9：05 ～ 9：50
講師：東京大学定量生命科学研究所
教授泊幸秀先生
テーマ：「小さな RNA が働くしくみ」
主催：遺伝子構造機能部門
会場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂

第 257 回日時：平成 30 年 9 月 8 日（金）9：50 ～ 10：35
講師：UniversityofScience&TechnologyofChina
教授 XiangtingWang 先生
テーマ：“Identificationandfunctionalanalysisofahypoxia-inducedlongnon-codingRNAincancer”
主催：遺伝子構造機能部門
会場：埼玉医科大学創立 30 周年記念講堂

第 258 回日時：平成 30 年 10 月 19 日（土）17：00 ～ 18：00
講師：先端バイオ工学研究センター
教授西田敬二先生
テーマ：一塩基編集技術の開発と応用
主催：遺伝子治療部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 259 回日時：平成 30 年 12 月 7 日（土）17：00 ～ 18：00
講師：大阪大学微生物病研究所
教授伊川正人先生
テーマ：CRISPR/Cas9 ゲノム編集によるモデル動物作製と生殖生物学研究への応用
主催：遺伝子治療部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 260 回日時：平成 30 年 11 月 19 日（月）16：00 ～ 17：00
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講師：理化学研究所生命医科学研究センター融合領域リーダー育成
プログラム
上級研究員北見俊守先生
テーマ：化合物スクリーニングによるミトコンドリア機能の網羅的解析
主催：遺伝子治療部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 261 回日時：平成 31 年 1 月 22 日（火）16：00 ～ 17：00
講師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科メタボ先制医療講座
特任准教授橋本貢士先生
テーマ：DOHaD 学説におけるエピゲノム記憶と DNA メチル化の機能的意義
主催：遺伝子構造機能部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 262 回日時：平成 31 年 01 月 11 日（金）16：00 ～ 17：30
講師：東京都健康長寿医療センター研究所老年病態研究チーム
筋老化再生医学
副部長上住聡芳先生
テーマ：骨格筋の病態や維持に寄与する間質間葉系前駆細胞の役割
主催：病態生理部門
会場：ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 263 回日時：平成 31 年 01 月 11 日（金）17：30 ～ 18：30
講師：公益財団法人実験動物中央研究所マーモセット研究部
部長佐々木えりか先生
テーマ：マーモセットモデルの開発
主催：遺伝子治療部門
会場：埼玉医科ゲノム医学研究センター 6 階会議室

第 264 回日時：平成 31 年 03 月 07 日（木）17：00 ～ 18：00
講師：大阪大学微生物病研究所
招へい教授竹田潤二先生
テーマ：ゲノム編集法の技術革新をキャッチアップ？
主催：遺伝子治療部門
会場：埼玉医科ゲノム医学研究センター 6 階会議室

（3）部門間交流研究発表会開催
部門間の交流を深めることを目的に，研究員同志のお互いの認識と情報交換を活動基盤として，以下の 5 回の研

究発表会を開催した．
第 1 回日時：平成 30 年 05 月 15 日（火）10：00 ～ 10：30

演者：遺伝子構造機能部門
助教米田竜馬
テーマ：TLS とプロモーター領域より転写される lncRNA による CCND1 の発現調節機構の解明

第 2 回日時：平成 30 年 07 月 17 日（火）10：00 ～ 10：30
演者：遺伝子情報制御部門
特別研究学生長澤さや
テーマ：日本人卵巣がん組織型別遺伝子発現解析

第 3 回日時：平成 30 年 09 月 18 日（火）10：00 ～ 10：30
演者：発生・分化・再生部門
助教鈴木歩
テーマ：マウス生殖細胞の体細胞分裂から減数分裂への切り替え制御機構

第 4 回日時：平成 30 年 11 月 20 日（火）10：00 ～ 10：30
演者：病態生理部門
助教塚本翔
テーマ：AnovelcrosstalkbetweentheTGF-βandWntfamiliesthroughSmad4inendochondralboneformation



委員会・会議報告（各種センター）

242

第 5 回日時：平成 31 年 03 月 19 日（火）10：00 ～ 10：30
演者：遺伝子治療部門
ポストドクター和田美加子
テーマ：CRISPR/Cas9 システムと AAV ドナーを用いた造血系遺伝病の遺伝子修復治療

（4）プロジェクト研究部門年度末研究成果（成果報告・延長申請，中間報告，終了報告）審査及び新規参加申請審査
　1）中間報告（2 年目）：
　　・各務博チーム（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
　2）中間報告（4 年目）：
　　・藤原恵一チーム（埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
　3）成果報告：
　　・三村俊英チーム（埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科）
　4）延長申請：
　　・三村俊英チーム（埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科）
　5）終了報告： 
　・千本松孝明チーム（埼玉医科大学国際医療センター心臓内科）

4．評価と次年度目標
　今後，更に臨床研究が深く関与し発展しつつあることを鑑み，共同研究がスムーズに遂行できるように配慮し，優
良な成果を目指して運営できるように努力したい．
　海外招待演者の講演を含む学術集会を 10 件開催した．他のキャンパスからも研究者や医師など多数の出席をいた
だいた．但し，会場が溢れるほどの聴講者が集まったケースはなく，それは，まだ，各セミナーについての十分な広
報ができていないからであると思われるので，今後は，その点にも留意していきたいと考えている．
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5．5）リサーチアドミニストレーションセンター運営会議

1．構成員
　議　長　棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事（任期：H31.3.31）
　副議長　松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H31.3.31）
　構成員　吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長（任期：H31.3.31）
　　　　　小林国彦（KOBAYASI, Kunihiko）: 国際医療センター呼吸器内科・教授，シニア URA（任期：H31.3.31）
　　　　　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：教授，シニアＵＲＡ（任期：H31.3.31）
　　　　　菅原哲雄（SUGAWARA, Tetuo）: 講師（任期：H31.3.31）
　　　　　水野洋介（MIZNO, Yosuke）講師 , 中央研究施設日高ブランチ機能部門（H30.6.1 ～）
　　　　　佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：課長
　　　　　仲村由紀子（NAKAMURA, Yukiko）：主任
　　　　　斉藤喜久江（SAITO, Kikue）: 主任
　　　　　神田春香（KOUDA, Haruka）：課員
　　　　　小鷹徳子（ODAKA, Noriko）：課員
　　　　　中島奈月（NAKAJIMA, Natsuki）：課員
　　　　　金曽愛美（KANESO, Megumi）: 課員（H30.4.1 ～ H31.2.28）
　　　　　川口　勉（KAWAGUCHI, Tsutomu）非常勤講師 , シニアＵＲＡ
　　　　　林　利藏（HAYASHI, Toshizo）：非常勤講師 , 知財アドバイザー

2．目的
　本会議は，リサーチアドミニストレーションセンター規程 第 7 条に則り設置している．次に掲げる業務を所管し
推進していくため，計画の立案・実行，諸問題への対応について協議する．
（1）医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること．
（2）埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること．
（3）認定臨床研究審査委員会に関すること．
（4）特定認定再生医療等委員会に関すること．
（5）埼玉医科大学 COI 管理委員会に関すること．
（6）研究不正の防止に関すること．
（7）研究費の適正使用に関すること．
（8）研究費の獲得に関すること．
（9）医学研究に係る診療組織との連携に関すること．
（10）医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること．
（11）知的財産の管理に関すること．
（12）リサーチパークに関すること．
（13）外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること．
（14）前各号に掲げるもののほか，医学研究等の推進及び管理に関すること．

3．活動報告
◇開催日
　研究公正に関する事項を協議するため，毎月開催している（9 月は休会）．
　第 34 回： 4 月 3 日（火）出席者 12 名 オブザーバー 0 名
　第 35 回： 5 月 9 日（水）出席者 14 名 オブザーバー 0 名
　第 36 回： 6 月 6 日（水）出席者 14 名 オブザーバー 0 名
　第 37 回： 7 月 4 日（水）出席者 14 名 オブザーバー 0 名
　第 38 回： 8 月 29 日（水）出席者 15 名 オブザーバー 0 名
　第 39 回：10 月 3 日（水）出席者 12 名 オブザーバー 0 名
　第 40 回：11 月 9 日（金）出席者 13 名 オブザーバー 0 名
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　第 41 回：12 月 5 日（水）出席者 13 名 オブザーバー 0 名
　第 42 回： 1 月 9 日（水）出席者 14 名 オブザーバー 0 名
　第 43 回： 2 月 5 日（火）出席者 13 名 オブザーバー 0 名
　第 44 回： 3 月 6 日（水）出席者 11 名 オブザーバー 0 名
◇主な審議内容
（1）研究費不正・不適切使用防止，研究不正防止の取組みについて
（2）研究倫理教育の実施，理解度確認について
（3）臨床研究法への対応および認定臨床研究審査委員会設置について
（4）埼玉医科大学の研究ブランディング（リサーチパーク構想）について
（5）安全保障貿易管理（デュアルユース（軍民共用技術）を含む）および名古屋議定書に関わる遺伝資源管理へ

の対応について
（6）麻薬および向精神薬の管理について
（7）首都圏 AR コンソーシアムでの活動報告
（8）諸規程の改正について
（9）外国為替及び外国貿易法への対応
（10）その他研究活動推進の取組みについて

4．評価と次年度目標
　RA センターの諸活動，諸課題への対応について協議，情報共有を行った．次年度は臨床研究法への対応およびリサー
チパーク構想の具現化に向けた取り組みなど，業容の拡大が予想される．事案によっては専門家を招聘し，適切に対
応することとする．
　詳細にはついては，センター報告を参照されたい．

　以　上
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5．6）アドミッションセンター運営委員会

1．構成員
　別所正美（BESSHO, Masami）：センター長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：副センター長，医学部ブランチ長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）：副センター長，保健医療学部ブランチ長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：入試問題統括部門長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：調査・研究・解析部門長  （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　茂木　明（MOGI, Akira）：広報部門長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：事務部門長，医学部入試事務室長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：保健医療学部入試事務室長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　【その他センター長が必要と認めた者】
　土田哲也（THUCHIDA, Tetsuya）：医学部入試委員会副委員長，副学長  （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu）：保健医療学部入試実施小委員会委員長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）：短期大学副学長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　中村美智子（NAKAMURA, Michiko）：総合医療センター付属看護専門学校副校長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　藤山トキ（FUJIYAMA, Toki）：埼玉医療福祉会看護専門学副校長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　徳元康人（TOKUMOTO, Yasuhito）: アドミッションセンター講師  （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　【科目出題責任者】
　山田健人（YAMADA, Taketo）：医学部面接試験担当責任者 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　向田寿光（MUKAIDA, Toshimithu）：医学部科目出題責任者：物理 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：医学部科目出題責任者：生物 任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：医学部科目出題責任者：化学 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：医学部科目出題責任者：英語 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　鈴木　正（SUZUKI, Sei）：医学部科目出題責任者：数学 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　米岡裕美（YONEOKA, Hiromi）：医学部科目出題責任者：小論文 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部科目出題責任者：数学 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）：保健医療学部科目出題責任者：物理 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　飯野　望（IINO, Nozomi）：保健医療学部科目出題責任者：化学 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　上滝圭介（KAMITAKI, Keisuke）：保健医療学部科目出題責任者：英語 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　金子優子（KANEKO, Yuko）：保健医療学部科目出題責任者：生物 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　【オブザーバー】
　小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部顧問　
　三澤善道（MISAWA, Yoshimichi）：アドミッションセンター特任講師・生物
　長戸康孝（NAGATO, Yasutaka）：アドミッションセンター特任講師・小論文
　長谷川浩（HASEGAWA, Hiroshi）：アドミッションセンター特任講師・小論文
　池田　豊（IKEDA, Yutaka）：アドミッションセンター特任講師・化学
　齋藤直樹（SAITOU, Naoki）：アドミッションセンター特任講師・英語
　丸山光夫（MARUYAMA, Mitsuo）：アドミッションセンター特任講師・数学
　杉山　崇（SUGIYAMA, Takashi）：アドミッションセンター特任講師・物理
　【事務局】
　村田正樹（MURATA, Masaki） ：大学事務部医学部事務室入試課　課長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）

2．目的
　アドミッションセンターの業務目的は，埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 1 条に示す通りであるが，
アドミッションセンター運営委員会は，アドミッションセンターの目的を円滑に遂行するため，年度当初，定期的に
開催するものである．
【アドミッションセンターの目的と部門】
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　埼玉医科大学及び関連する学校における入学者選抜が適切に行われ，本学の教育目標を達成しうる学生を受け入
れるために，入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）に即した入試システムの構築，円滑な入試の実施，
調査研究および入試に関する業務を統括し，支援することを目的とする．アドミッションセンターの業務目的達成
のため，調査・研究・解析部門，入試問題統括部門，広報部門，事務部門を置く．

3．活動報告
　平成 30 年 4 月 24 日（火）「アドミッションセンター拡大会議」を開催し意見交換を実施した．また，各学校の
担当者から，平成 30 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 31 年度入試の実施計画等（日程，募集
人数等）が報告された．医学部ブランチからは，平成 30 年度入試から新たに導入した帰国生入試，推薦入試（特別枠），
センター試験利用入試（後期）の結果と平成 30 年 1 月 27 日に発生した一般入試（前期）一次試験：化学で発生し
た入試ミスについての報告があった．保健医療学部ブランチからは平成 31 年度入試から一般入試（前期）一次試験
の理科と数学の一部に記述式問題を出題することと，看護学科の一次試験の国語を廃止する方針が報告された．短期
大学からは平成 30 年度入試から看護学科の社会人枠を廃止した旨の報告があった．総合医療センター付属看護専門
学校からは平成 30 年度入試の平均倍率が 3.1 倍であったことが報告された．埼玉医療福祉会看護専門学校からは平
成 31 年度入試から第二学科の募集定員を 30 名減らして 50 名とする方針が報告された．
　会議終了後，各学校別に入試問題作成者等との顔合わせを行なった．

4．自己点検・評価と次年度目標
　科目ごとに配置された特任講師による各関連学校への支援が図られ，各学校の入試問題作成関連業務を円滑に進め
ることができ，概ね良好な運営ができた．また，各学校の入試状況等の情報交換（入試日程，学生確保の取り組み等）
を行なったことにより，相互理解が図られた．
　平成 30 年度における「アドミッションセンター運営委員会」の目的は，ほぼ達成できたと判断している．次年度
も引き続き関連学校の相互連携を強化し，情報交換等を図り，各学校の入試業務が円滑的に実施でき，各学校のアド
ミッションポリシーに即した学生を受け入れられるよう当委員会の役割を担っていきたい．
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5．7）国際交流センター委員会

1．構成員（任期：R2.3.31）
　委員長 藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：脳神経外科：教授
　副委員長 魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：准教授
　副委員長 橋本正良 （HASHIMOTO, Masayoshi）：総合診療内科：教授
　委員 朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科：教授
 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科：教授
 石原　理（ISHIHARA, Osamu）：産科・婦人科：教授
 茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科：教授
 木崎昌弘 （KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授
 佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
 佐々木惇（SASAKI, Atsushi）: 病理学：教授
 篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授
 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ：教授
 田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授
 辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授
 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科：教授
 堀江公仁子 （HORIE, Kuniko）：ゲノム医学研究センター：教授
 三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授
 村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授
 飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：心臓内科：准教授
 井上　勉（INOUE, Tsutomu）：腎臓内科：准教授
 乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）：保健医療学部理学療法学科：准教授
 小澤栄人（KOZAWA, Eito）：国際医療センター放射線科：准教授
 種田佳紀 （OIDA, Yoshiki）: 教養教育：講師
 ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：教養教育：准教授
 周防　諭 （SUO, Satoshi）：薬理学：講師
 菅　理江（SUGE, Rie）：生理学：講師
 岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部教務課：課長
 劉　文甫（LIU, Wenfu）：顧問
　オブザーバー 市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：保健医療学部健康医療科学科：教授
 小山　勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター消化器外科：教授
 野村正彦（NOMURA, Masahiko）：名誉教授
 松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授
 田中淳司（TANAKA, Junji）：放射線科：教授
 丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：理事長

2．目的
国際交流センターが円滑に機能する為に設置された．センターの業務に関与する種々の事項は，すべてこの委員会

に議題として提案され協議の上決定して実行される．

3．活動報告
①第 1 回（平成 30 年 4 月 24 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 14 人
②第 2 回（平成 30 年 5 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人
③第 3 回（平成 30 年 6 月 20 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人
④第 4 回（平成 30 年 7 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人
⑤第 5 回（平成 30 年 9 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人
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⑥第 6 回（平成 30 年 10 月 23 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人 
⑦第 7 回（平成 30 年 11 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 
⑧第 8 回（平成 30 年 12 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 15 人
⑨第 9 回（平成 31 年 1 月 22 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 
⑩第 10 回（平成 31 年 2 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
⑪第 11 回（平成 31 年 3 月 20 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 7 人

4．評価と次年度目標
毎月 1 回開催してきた委員会では，主に「学生相互交換留学制度」，「春季語学研修制度」，「教員短期留学制度」

などに関する年間行事を的確に把握して，実行するために協議して来た．年間を通じて滞りなく業務が遂行されてい
る事を委員全員にはかり，合意に達する迄議論ができている．また，これらの中で反省項目があればそれを取り上げ，
次年度に向けて改良の方向に向かって討議をしている．
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5．8）医療人育成支援センター運営会議

1．構成員
　（任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　三村俊英（MIMURA, Toshihide） センター長 ／キャリア形成支援部門 部門長
　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji） 副センター長 ／キャリア形成支援部門
　岩永史郎（IWANAGA, Shirou） 副センター長 ／キャリア形成支援部門
　森　茂久（MORI, Shigehisa） 卒前部門 部門長，
　金子公一（KANEKO, Koichi） 卒前部門，キャリア形成支援部門（30 年 8 月まで）
　三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki） 卒前部門
　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo） 初期臨床研修部門 部門長
　屋嘉比康治（YAKABI, Koji） 初期臨床研修部門 
　鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki） 初期臨床研修部門 
　坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo） キャリア形成支援部門
　稲葉宗通（INABA, Munemichi） 生涯学習部門 部門長 
　杉山　聰（SUGIYAMA, Satoru） 生涯学習部門
　名越澄子（NAGOSHI, Sumiko） 女性医師支援部門 部門長，
　柴﨑智美（SHIBASAKI, Satomi） 地域医学推進センターセンター長
　高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko） 地域医学推進センター
　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka） シミュレーション教育部門 部門長
　林　健（HAYASHI, Takeshi） 地域枠奨学金部門 部門長
　北脇丈博（KITAWAKI, Takehiro） シミュレーション教育部門
　岩澤昌人 （IWASAWA, Masato） 大学事務部医学部学務課
　田島契司（TAJIMA, Keiji） 病院群臨床研修センター事務室（30 年 6 月まで）
　下田裕子（SHIMODA, Yuko） 病院群臨床研修センター事務室／大学事務部医学部入試課兼務（30 年 4 月まで）
　内野夏江（UTINO, Natsue） 病院群臨床研修センター事務室／大学病院臨床研修センター（30 年 5 月より）
　早川直樹（HAYAKAWA, Naoki） 病院群臨床研修センター事務室／大学病院臨床研修センター　（30 年 7 月より）
　野口恵美子（NOGUTI, Emiko） 大学病院　臨床研修センター事務室（30 年 7 月より）
　大澤みゆき（OOSAWA, Miyuki） 大学病院　臨床研修センター事務室
　北島憲弥（KITAJIMA, Norimitu） 大学病院 臨床研修センター事務室（31 年 1 月まで）
　川俣栄希（KAWAMATA, Eiki） 総合医療センター　臨床研修センター
　若松正子（WAKAMATSU, Masako） 総合医療センター　臨床研修センター
　松尾有裕（MATSUO, Arihiro） 国際医療センター　事務部
　池田美土里（IKEDA, Midori） 国際医療センター　臨床研修センター
　島田祐里（SIMADA, Yuri） 国際医療センター　臨床研修センター

2．目的
委員会の設置目的：
　本センターは埼玉医科大学医療人育成支援センター規程第 1 条に則り，地域の医療施設と大学の連携を含む社会
貢献活動を推進し，卒前から卒後へと切れ目無く繋がる医療人の育成を支援し，特に地域医療に従事する医療人の育
成を推進する．
活動目標：
　卒前・卒後教育において地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や，地域で活躍する医療人への支援策を企画，
実施し，その評価を行う．また，連携大学間の人事交流事業の推進を行い，より広い視野と知識を有する医療人の育
成を支援する．

3．活動報告
1）委員会開催
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　平成 22 年度に発足した医療人育成センターは，平成 30 年度も全 11 回の運営会議を開催し，主な
（1）第 88 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 4 月 23 日　TV 会議　出席者 14 名

議事：Ｕターンプロジェクト（新専門研修プログラム説明会）について，彩の国連携力育成プロジェクトについ
て，臨床研修指導医バッジのデザイン公募についてなど

（2）第 89 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 5 月 21 日　TV 会議　出席者 16 名
議事：専門医研修体制について，レジナビフェア参加について，医学部 6 年生向けの初期臨床研修プログラム

説明会について，次年度奨学金受給者希望者の選抜方法について，臨床研修指導医バッジデザイン選考結
果について，研修医海外派遣制度についてなど

（3）第 90 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 6 月 18 日　TV 会議　出席者 17 名
議事：新専門医制度プログラム説明会開催について，マッチング説明会について，初期臨床研修医採用試験につ

いて，埼玉県地域枠奨学生対象の夏季セミナーについてなど
（4）第 91 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 7 月 23 日　TV 会議　出席者 19 名

議事：専門医研修体制について，レジナビフェアについて，越華祭における女性医師支援相談ブース出展につい
て，腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナー開催について，埼玉県地域枠奨学金受給者への対応について，
臨床研修指導医バッジの作製についてなど

（5）第 92 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 9 月 10 日　TV 会議　出席者 17 名
議事：専門医研修体制について，埼玉県地域枠奨学金受給者への対応について，今年度の初期臨床研修医採用申

込状況について，女性医師支援担当者連絡会について，埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（ＴＪＵ
Ｐ）について，越華祭への埼玉県女性医師支援部門出展について，病院群指導医講習会についてなど

（6）第 93 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 10 月 15 日　TV 会議　出席者 19 名
議事：専攻医の一次登録について，マッチング中間公表・広報活動について，全国医学部長・病院長会議主催の

女性医師等キャリア支援連絡会議全国会議参加について，病院群臨床研修指導医講習会についてなど
（7）第 94 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 11 月 19 日　TV 会議　出席者 17 名

議事：専門医研修体制について，埼玉県地域枠奨学金受給者の進路について，3 病院マッチング結果状況につい
て，医学教育フォーラムの開催報告など

（8）第 95 回医療人育成支援センター運営会議：平成 30 年 12 月 17 日　TV 会議　出席者 13 名
議事：専門医研修体制について，各都道府県女性医師等キャリア支援連絡協議会の開催について，埼玉県地域枠

奨学金貸与制度の説明会・意見交換会について，初期臨床研修プログラムについて，病院群臨床研修指導
医講習会の報告など

（9）第 96 回医療人育成支援センター運営会議：平成 31 年 1 月 28 日　TV 会議　出席者 18 名
議事：専門医研修体制について，専攻医獲得の為の U ターンプロジェクトについて，彩の国連携力育成プロジェ

クトについて，指導医バッジ作製についてなど
（10）第 97 回医療人育成支援センター運営会議：平成 31 年 2 月 18 日　TV 会議　出席者 13 名

議事：専攻医プログラム 2 次登録の採用結果について，第 10 回全国シンポジウム「地域推薦枠医学生の卒前・
卒後教育をどうするか？」参加報告，彩の国連携力育成プロジェクトについて，医療人育成支援センター
規程の見直しについてなど

（11）第 98 回医療人育成支援センター運営会議：平成 31 年 3 月 18 日　TV 会議　出席者 15 名
議事：専門医研修体制について，医学生への対応について，レジナビについて，埼玉県地域枠奨学金受給者への

対応について，シミュレーションラボについてなど
2）セミナーの開催
（1）「埼玉医科大学病院手術手技レジデントトレーニング」

＊平成 30 年 5 月 19 日　参加者 6 名
（2）「腹部超音波・消化器内視鏡　実践セミナー　－ 検査の基本と実践 －」

＊平成 30 年 8 月 25 日　参加者 6 名

4．評価と次年度目標
　埼玉医科大学 医療人育成支援センターは，平成 22 年 4 月に組織され，以降埼玉医科大学における医師を中心と
した医療人の卒前から卒後，そして生涯にわたる教育・研修への支援とそれを通じての育成を目指して活動してきた
　本年度は，5 月に「若き卒業生の集い」という専門医研修プログラム説明を目的とした新規プロジェクトの開催と，
指導医バッジの作成と 12 月の指導医講習会に合わせての配布という 2 大プロジェクトを成功裏に終了させる事が出
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来た．好評であった若き卒業生の集いは来年度以降も継続実施したいと考えている．
　また，例年通り 8 月には埼玉医科大学スキルスラボにて”「腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナー －検査の基本
と実践－」“を開催した．このセミナーには埼玉医科大学 3 病院で研修している研修医，シニアレジデントおよび埼
玉県医療整備課にも情報提供し 6 名の研修医が参加した．参加希望者が多く受講できない研修医もいるので，シミュ
レーターを用いたセミナーの実施回数を増やすなど，多くの若手医師が参加できるよう検討したい．
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5．9）IR センター運営会議

1．構成員
委員長　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
委　員　小山政史（KOYAMA, Masafumi）：国際医療センター泌尿器科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：社会医学：准教授（任期：R2.3.31）
委　員　土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：大学病院皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）：保健医療学部臨床工学科：教授（任期：R2.3.31）
委　員　荒関かやの（ARASEKI, Kayano）：医学教育センター：講師（任期：R2.3.31）
委　員　齋藤　恵（SAITO, Megumi）：医学教育センター：助手（任期：R2.3.31）
委　員　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：R2.3.31）
委　員　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部：次長（任期：R2.3.31）
委　員　岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部：課長（任期：R2.3.31）
委　員　町田紀明（MACHIDA, Noriaki）：総合企画部：（任期：R2.3.31）
オブザーバー　別所正美（BESSHO, Masami）：学長
オブザーバー　村越隆之（MUAKOSHI, Takayuki）：医学部長

2．目的
　IR センター運営会議は，埼玉医科大学 IR センター運営会議規則に則り，IR センター運営に関すること，その他 IR
センターの運営に関し必要なことを審議することを目的としている．今年度は，IR センターの設立にあたり構成員，
活動方針についての議論を行った．

3．活動報告
①第 7 回　定例会議（平成 30 年 5 月 29 日）於：基礎医学棟 3 階カンファレンスルーム　出席 10 人　欠席 1 人

議事：前回議事録の確認，大学機関別認証評価 WG の報告（特記事項は「日本の Mayo clinic を目指す会」と「国
際交流センターの活動」に決定，各基準担当者から自己点検・評価報告書案の中間報告および意見交換，
他），医学教育分野別評価 WG の報告（各基準担当者が自己点検評価書案，必要資料一覧，現状で不十分な点，
今後整備が必要な事項について，6 月 29 日までに IR センターへ提出，他），IR センター学内ホームペー
ジ（案），大学年報編纂業務を IR センターに移管，卒業生アンケートの実施，カリキュラム評価委員会の
構成員および規則改正案，他．

②第 8 回　定例会議（平成 30 年 9 月 25 日）於：本部棟 1 階 大学院講義室　出席 10 人　欠席 1 人
議事：前回議事録の確認，大学機関別認証評価 WG の報告（各基準担当者から自己点検・評価報告書案の中間

報告および意見交換，他），医学教育分野別評価 WG の報告（各基準担当者が自己点検評価書案，必要資
料一覧，現状で不十分な点，今後整備が必要な事項について，9 月 14 日までに IR センターへ提出，他），
卒業生アンケートの実施，他．

③第 9 回　定例会議（平成 30 年 12 月 4 日）於：本部棟 1 階 大学院講義室　出席 10 人　欠席 1 人
議事：前回議事録の確認，大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検評価書案のまとめ方，医学部・保健医療

学部合同教授・教員総会（12 月 22 日開催）での発表，他），医学教育分野別評価 WG の報告（各領域担
当者からの報告内容，医学部全体の参加を促す方策の検討），卒業生アンケートを Web と郵送で実施，保
健医療学部の IR 活動について，他．

④第 10 回　定例会議（平成 31 年 2 月 19 日）於：基礎医学棟 3 階カンファレンスルーム　出席 9 人　欠席 2 人
議事：前回議事録の確認，大学機関別認証評価 WG の報告（医学部・保健医療学部合同教授・教員総会（12 月

22 日開催），自己点検評価書作成手順の確認，他），医学教育分野別評価 WG の報告（医学教育分野別評
価受審準備委員会（仮称）の設置，医学部教授・教員総会（7 月 20 日開催），医学教育フォーラムでワー
クショップ，他），森茂久委員（医学教育センター長（副学長））の追加

4．評価と次年度目標
それぞれの受診に向けて，大学機関別認証評価 WG，医学教育分野別評価 WG が，規則の整備，自己点検評価書の
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作成などの活動を行い，その報告を受けて審議を行った．次年度は，大学機関別認証評価については，自己点検評価
報告書，資料集およびエビデンス集の完成を目指す．また，医学教育分野別評価については，不足している内容の確
認と整備，全教員への周知と情報共有を行う．
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大学院

1．医学研究科

　本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．高
度で最先端の基礎的・臨床的医学研究に従事し，豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標
に掲げ，平成 31 年 3 月末現在 1426 件の学位（博士）を授与し，多くの医学・医療のスペシャリストを送り出して
きた．
　平成 22 年 4 月に修士課程が新設され，医学研究科には従来の博士課程に加えて修士課程が併設された．医学研究
科修士課程は，医学に係わる分野において，幅広く深い学識の涵養を図るとともに，生命の尊厳に関する高い倫理性
を持ち，学際分野へも対応可能な専門的研究能力と高い専門性が求められる職業等に必要な卓越した能力を担うこと
を目標に掲げ，平成 31 年 3 月末現在 72 件の学位（修士）を授与した．
　平成 30 年度は，博士課程，修士課程の 2 つの課程について，多様な教育形態に対応しつつ魅力ある大学院づくり
を目指し，「新しい教員組織」に基づいた運営を行った．
　具体的な活動内容については，大学院委員会，大学院医学研究科委員会，博士課程運営委員会，修士課程運営委員
会の各項に記すので，参照されたい．
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2．看護学研究科

1．構成員
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：教授：代表指導教員（大学院）：地域活動看護学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）：教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学・看護管理学：博士
野田智子（NODA, Tomoko）：教授：代表指導教員（大学院）：小児看護学：博士
大賀淳子（OGA, Junko）：教授：代表指導教員（大学院）：精神保健看護学：博士
佐藤真由美（SATO, Mayumi）：教授：代表指導教員（大学院）：成人看護学：博士
大森智美（OOMORI, Tomomi）：教授：指導教員（大学院）：ヒューマン・セクシュアリティ：修士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）：准教授：指導教員（大学院）：地域活動看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）：准教授：指導教員（大学院）：地域活動看護学：博士
阿久澤智恵子（AKUZAWA, Chieko）：講師：大学院教員（大学院）：小児看護学：修士
大澤優子（OSAWA, Yuko）：講師：大学院教員（大学院）：精神保健看護学：修士
小林由起子（KOBYASHI, Yukiko）：講師：大学院教員（大学院）：基礎看護学：修士
横山ひろみ（YOKOYAMA, Hiromi） 講師：大学院教員（大学院）：基礎看護学：修士

2．教育
2-1．目的・目標

成人看護学領域：がん看護学特論においては，がん看護に有用な主要概念や理論，最先端のがん看護・医療に関す
る知識を習得する．がん看護学演習では，高度看護実践に活かす具体的方法を身につけ，臨床看護における課題を見
出すことを目的とする．特別研究，課題研究では，特論，演習，実習での学習を基に，がん看護に関する研究課題を
設定し，研究プロセスを学び，修士論文の完成を目指す．

クリティカルケア学では，有用な理論を習得しつつクリティカルな状況にある人のとらえ方および高度臨床実践の
ための具体的課題について検討し，実際の臨床場面に還元できることを目指している．しかし，平成 30 年度は，ク
リティカルケア学の専任教授の不在により，専門領域は開講しなかった．

小児看護学領域：特論では，小児看護学に関する諸理論と方法論を学修し，高度実践看護師としての課題分析力を
身につけることを目的とする．演習では，高度看護実践者としての研究方法や研究手法を学修し，各自の研究課題を
明確にすることを目的とする．特別研究，課題研究では，特論，演習，実習での学習を基に，小児看護および母子保
健に関する各自の研究課題を設定し，研究プロセスを学修しながら修士論文を完成させる．

精神保健看護学領域：特論，演習および実習を通して，精神保健医療福祉，地域精神保健，関連する諸理論および
治療法やアプローチ法に関する知識を得たうえで，高度実践看護師の役割と機能を理解し，実践できることを目指す．
課題研究では，精神保健看護に関する今日的課題を設定し，研究プロセスを学びながら，修士論文を完成させる．

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

地域活動看護学領域：地域看護学特論では，地域看護学の基本となる概念及び理論，個人，家族，コミュニティの
健康状況の把握，健康ニーズの分析，地域保健活動あるいは看護介入の方法，地域資源の開発について学び，演習で
は，特別講師の講義や国内外の文献検討から地域看護活動の課題を考察し，地域看護学研究の動向を把握するととも
に，理論と実践を結びつけて，選択した地域看護活動の現場で活動の一部を実施し評価し，理解を深める．特別研究
では，前述の学修に基づき，研究課題・計画を明確にし，研究のプロセスを学び修士論文を作成する．
2-2．教育内容

【共通科目】
・看護管理学：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木英子）
・看護倫理学：1 年生，2 単位 30 時間（荻野 雅）
・看護理論：1 年生，2 単位 30 時間（野田智子）
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・看護継続教育論：1 年生，2 単位 30 時間（冨田幸江）
・看護研究方法論：1 年生，2 単位 30 時間（千田みゆき）
・ヒューマン・セクシュアリティ：1 年生，2 単位 30 時間（大森智美）
・コンサルテーション論：1 年生，2 単位 30 時間 （大賀淳子）
・看護情報処理論：1 年生，2 単位 30 時間 （椎橋実智男）
・人体統合機能論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木正彦，金子優子，北村邦男）
・看護政策論：1 年生，2 単位 30 時間（鈴木英子）

【専門科目】
・がん看護学特論Ⅰ：1 年前期 ,2 単位 30 時間（佐藤真由美）
・がん看護学特論Ⅱ：1 年前期 ,2 単位 30 時間（佐藤真由美）
・がん看護学特論Ⅲ：1 年後期 ,2 単位 30 時間（佐藤真由美）
・がん看護学演習Ⅰ：1 年後期～ 2 年前期 ,2 単位 60 時間（佐藤真由美 , 非常勤講師）
・がん看護学演習Ⅱ：1 年後期～ 2 年前期 ,2 単位 60 時間（佐藤真由美 , 非常勤講師）
・がん看護学演習Ⅲ：1 年後期～ 2 年前期 ,2 単位 60 時間（佐藤真由美 , 非常勤講師）
・がん看護学実習　：1 年後期～ 2 年前期 ,2 単位 90 時間（佐藤真由美 , 非常勤講師）
・成人看護学特別研究：2 年生 ,8 単位 240 時間（佐藤真由美）
・小児看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（野田智子）
・小児看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（野田智子）
・小児看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（野田智子，阿久澤智恵子，大西頼子）
・小児看護学演習Ⅱ：1 ～ 2 年生，3 単位 90 時間（野田智子，鈴木雅子，大内道晴，島田由美）
・精神保健看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（大賀淳子，大澤優子）
・精神保健看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（大賀淳子，大澤優子）
・精神保健看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（大賀淳子，大澤優子）
・精神保健看護学実習：1 ～ 2 年生，6 単位 270 時間（大賀淳子，大澤優子）
・基礎看護学特論Ⅰ：1 年生 ,3 単位 45 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ）
・基礎看護学特論Ⅱ：1 年生 ,3 単位 45 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ）
・基礎看護学演習Ⅰ：1 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ）
・基礎看護学演習Ⅱ：2 年生 ,3 単位 90 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ）
・基礎看護学・看護管理学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（冨田幸江）
・地域活動看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
・地域活動看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
・地域活動看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
・地域活動看護学演習Ⅱ：1 ～ 2 年生，3 単位 90 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
・地域活動看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
2-3．達成度

成人看護学領域：今年度は，高度実践看護学分野の学生 1 名にがん看護学実習を開講し，特別研究を指導し学位
を授与することができた．2 名の入学生には，がん看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，がん看護学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを開講し，こ
れらの学修や自己の経験を踏まえて，研究課題を明確にすることができた．平成 30 年度は，クリティカルケア学の
専任教授が不在であったため，専門領域は開講しなかった．

小児看護学領域：30 年度は小児看護学領域の修士課程の学生がいなかったため，専門領域の開講はしなかったが，
前年度修了者の論文の一部をまとめ学会にて発表することができた．

精神保健看護学領域：精神科 CNS を目指す 2 名（長期履修生）は 2 年目に入り，精神保健看護学実習（4 週間）を行い，
複雑な精神的問題をもつ患者を受け持ち，臨床指導者の助言を受けながら，高度実践看護師としての能力を習得すべ
く熱心に取り組んだ．また，課題研究においては，これまでの文献検討のまとめを学会（第 77 回公衆衛生学会，郡山）
で発表し，フロアとのコミュニケーションを図り，新たな学びの場となった．これらの経験を踏まえて，研究計画の
作成に取り組んでいる．

基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学特論Ⅰ・Ⅱでは，看護の概念・看護の専門性について，臨床現場の自ら
の体験，文献学習など，ディスカッションを通して学びを深めることができた．これらの学びは，各自臨床現場での
看護実践や看護教育に活かせる基盤となると考える．さらに，基礎看護学演習Ⅰ・Ⅱを通して，既習学習を基盤とし，
看護に関する文献講読を行い，自己の研究課題の明確化を図ることができた．また，研究課題を明確化するための文
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献検討や文献クリティーク，データ解析の手法について学習し，特別研究に活用できた．基礎看護学 ･ 看護管理学特
別研究では，4 名の学生が質問紙調査による量的研究に取り組んだ．量的研究における統計的解析では，単変量解析，
2 変量解析，多変量解析の手法を踏み，データ解析の基本的なプロセスを学習でき，修士論文を完成することができた．

地域活動看護学領域：今年度は 1 年次生には地域看護学特論Ⅰ・Ⅱおよび演習Ⅰ・Ⅱを開講し，地域看護活動に
必要な主要概念と理論を学び，これまでの自己の経験や文献からこれらを実践と結びつけることをめざした．修了予
定の学生には，地域看護学演習Ⅱにおいて，学生が希望した精神訪問看護を提供する施設とその関連施設でのフィー
ルドワークを行い，これまでの学修を統合し今後の専門職としての方向づけを考察することができた．また，特別研
究を指導し，学位を取得することができた．昨年に引き続き，前々年度の修了生 1 名の学会誌への論文投稿のため
の指導を行った．
2-4．自己評価と次年度計画

成人看護学領域：国際医療センターのがん看護専門看護師，その他，がん治療・看護等に関連する法人内部・外部
講師と連携して，3 名の学生の学修が深められるようにした．修了予定の学生については，研究の基本的プロセスを
学修できるよう指導し，修了することができた．修了後は，がん看護専門看護師申請に向けての支援をしていく．次
年度は，1 名の学生が入学するので，さらに学びが深まるようなディスカッションを期待している．

小児看護学領域： 小児看護学領域における大学院教育へのニードを把握し，必要に応じて学習内容と方法の検討を
行い，学生への確保につなげていきたい．

精神保健看護学領域：在学院生は最終年度（長期履修 3 年目）を迎え，課題研究を完成させる予定である．自ら
の臨床経験に基づく問題意識を発展させたテーマに取り組んでおり，4 週間の精神保健看護学実習および学会での発
表は，研究を進めるにあたり，大変役に立ったようであった．これまでの学修を踏まえた研究計画を作成し，精神障
害者およびその家族に貢献できるような成果を得ることができるよう，指導していく．また，CNS（38 単位）申請
のための準備も行う．

基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学では，科目目標にそって，看護の専門性に関する文献学習，さらに，教育・
臨床現場における具体的な看護に関する実践内容を授業に取り上げ，検討したことから学習内容が深められた．次年
度は，より活発なディスカッションを行い，看護の専門性について考察するなど，さらに，学習を深められるよう工
夫していきたい．基礎看護学 ･ 看護管理学特別研究では 4 名が修了できた．次年度は，さらに，基本的な研究のプ
ロセスを確実に踏み，研究の進め方が具体的に理解できることを目標に指導していきたい．

地域活動看護学領域：修了予定の学生は，演習Ⅱとしてフィールドワークを中心に，実践の場で行われている地域
看護活動を体験し，これを分析的に評価し，既習の学修と実践を結び付けてエビデンスに基づいた地域看護活動のあ
り方を考察することができた．特別研究では研究の基本的プロセスを理解し，学位論文を提出することができた．2
名の 1 年次生は，特論Ⅰ・Ⅱ，演習Ⅰを通して，地域看護活動の主要概念・理論を学び，これまでの看護活動の経
験や先行文献も踏まえてディスカッションを通して学修を深めることができた．次年度は，2 年次生は，フィールド
ワークを通して，エビデンスに基づく実践について理解を深めるとともに，研究の基本的なプロセスを学習できるよ
う指導していく．1 年次生については，主要概念・理論を学び，これまでの経験や先行文献も踏まえて多くのディス
カッションを行うとともに，地域看護活動に必要な基本的知識を含む地域ケアシステムにおける理論的基盤を学修す
ることを目指す．

3．研究：学部報告に同じ

4．診療：該当なし

5．その他：学部報告に同じ

6．業績：学部報告に同じ

7．自己点検・評価
　今年度は，がん看護高度実践看護師教育課程（26 単位）を 1 名が修了し，次年度は資格認定を申請する予定である．
共通科目とがん看護は 2019 年度，精神看護は 2020 年度で認定期間が終了する．また，日本看護系大学協議会高度
実践看護師教育課程認定委員会により，26 単位の教育課程は 38 単位の教育課程に変更されるため，専門看護師課
程（38 単位）の申請に備え，カリキュラムの見直しと必要な科目の増設を検討した．さらに，成人看護学領域はが
ん看護学とクリティカルケア学という専門領域で構成されており，一般的な成人看護学を専攻したい学生のニーズに
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応えられていなかったため，新たに成人看護学領域を設置した．次年度は，共通科目の申請をする予定である．同年
度末で有効期限が終了するがん看護学については，担当教授の退職により申請することができないので，再びがん看
護学を教授できる教員を公募していく．
　学生による授業評価に基づき，2017 年度より教員顕彰を開始しているが，既存の授業評価表は教員顕彰を踏まえ
たものではないため，これを見直し，「教育活動評価に関する視点」の質問項目を 4 項目増やし，評価を 5 件法から
6 件法に修正した．
　大学の認証評価基準に沿って，カリキュラムマップを大学院案内に掲載し学生への周知を図った．これにより，学
生が目的を明確にして学習できるようになった．また，看護学分野別評価制度が開始されるにあたり，今後は教育体
制の見直し等の準備を進めていく必要がある．
　学生の研究データ等の保管について，研究倫理上の要請があったので，鍵のかかる保管庫を院生室に設置すること
とした．保管期間は，研究終了後 5 年間である．今後も学生の研究倫理の遵守を徹底できるよう，必要な環境を整
えたい．
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3．臨床腫瘍学（がんプロ）

1．構成員
組織コーディネーター：

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）: 教授（包括的がんセンター長，国際医療センター・乳腺腫瘍科）
コース・分担責任者：
がんゲノム医療人養成コース：

堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：教授（ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門）
包括的ライフステージサポート医療人養成コース（大学院コース）：

佐伯俊昭（同上）
包括的ライフステージサポート医療人養成コース（インテンシブコース）：

高橋孝郎（TAKAHASHI, Takao）：教授（国際医療センター・緩和医療科）
外科ユニット担当：

佐伯俊昭（同上）
内科ユニット担当：

畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）：教授（国際医療センター・腫瘍内科）
放射線ユニット担当：

加藤真吾（KATO, Shingo）：教授（国際医療センター・放射線腫瘍科）
看護ユニット担当：

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：教授（保健医療学部看護学科）
緩和ユニット担当：

高橋孝郎（同上）
基礎がん研究ユニット担当：

堀江公仁子（同上）
e- ラーニング担当：

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

戸塚典子（TOTSUKA, Noriko）：非常勤特任技術員（国際医療センター・乳腺腫瘍科）
秋山典子（AKIYAMA, Noriko）：非常勤特任研究補助員（国際医療センター・乳腺腫瘍科）
吉渓秀子（YOSHITANI, Hideko）：非常勤事務補助員（国際医療センター・乳腺腫瘍科）

2．概要
　文部科学省補助事業『多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン』
関東がん専門医療人養成拠点事業（筑波大学，千葉大学，群馬大学，日本医科大学，独協医科大学，埼玉医科大学，
茨城県立医療大学，群馬県立県民健康科学大学，東京慈恵会医科大学，上智大学，星薬科大学，昭和大学の 12 大学）
が平成29年度に採択され事業開始となった．平成30年度からはお茶の水女子大学も参加し，全13大学となっている．
このプログラムは，がん専門医療者の養成システム改善を目的として平成 19 年度より 5 ヶ年の間推進された「関東
広域多職種がん専門家チーム養成拠点」補助事業および，日本のがん医療の中心で活躍できる国際感覚に富んだがん
専門医療人・指導者を育成する大学院コースの構築を目的として平成 24 年度より 5 ヶ年間推進された「国際協力型
がん臨床指導者養成拠点」補助事業による成果をさらに発展させ，近年求められている『がんゲノム医療の実用化』，『小
児・AYA 世代に対するがん対策』，『患者のライフステージに応じたがん対策（特に高齢者）』など，新たなニーズに
対応し得るさまざまな職種のがん専門医療人を養成する大学院コースの構築を目的としたものである．
　本学大学院医学研究科臨床医学研究系専攻の臨床腫瘍学講座には，旧がんプロ事業開始時に開設した腫瘍外科学指
導者コース，集学的臨床腫瘍学指導者コース，放射線・粒子線腫瘍学指導者コース，包括的がん治療・ケア医療者・
指導者コースがすでに設置されていたが，本事業開始を受け，平成 29 年度より新規大学院コースを設置した（コー
ス内容は上記参照）．旧がんプロのコースは，在籍する学生の学位取得完了次第，順次新規コースへ移行する．それ
ぞれのコースでは，各分野における専門医取得に必要な知識と臨床技能，さらに今後がん医療の現場でリーダーとし
て活躍できるようなスキルを学ぶとともに博士（医学）の学位取得に向けたカリキュラムで構成されている．
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　また，本大学院コースでは，臨床実習，学位研究を進めるにあたり，がん医療を専門とする国際医療センター包括
的がんセンター，埼玉医科大学病院，総合医療センターの 3 病院の各診療科およびゲノム医学研究センターが協力・
補完する体制がすでに確立されており，国際医療センターに付設された教員研究棟の実験機器やスペースを利用する
こともできる．本コース所属学生の大半は「がん専門診療科」医療職員の社会人大学院生であるが，e- ラーニング
による聴講システムによって，臨床業務を執り行う中で有効に時間を使い，地域医療への配置転換や共同研究に伴う
海外留学をした学生においても専門知識の取得をすることが可能となっている．この e- ラーニングの科目は，本学
で用意された講義コンテンツのみでなく他大学の講義コンテンツを視聴することも可能で，幅広い知識を習得するこ
とができる．

3．活動報告
　平成 30 年度入学者は 0 名であった．引き続き広く広報活動を進め，継続的な大学院生の入学を推進する．在籍者
に対しては，研究費補助や実験のアドバイスなど効率的な学位研究支援を行っている．
　また，平成 31 年 3 月には「平成 30 年度包括的ライフステージサポート医療人養成コース（インテンシブコース）」
を短期型のインテンシブコースとして開講し，本学を含む県内の医療機関・関連施設等から計 79 名の医師，看護師，
薬剤師，社会福祉士などが参加した．このインテンシブコースの取組は，国際医療センター・緩和医療科，精神腫瘍
科，総合診療・地域医療科，がん相談支援センターおよび保健医療学部などの複数部署の連携によって行われ，様々
なライフステージにあるがん患者の治療における多職種連携の更なる強化に貢献できたと考えられる．
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1．教養教育（英語，物理，生物，化学）

1．構成員
運営責任者　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育：教授（任期：R2.3.31）
＜物理学＞

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教授：研究員，教育員：場の理論，物理教育：博士
鈴木　正（SUZUKI, Sei）：講師：研究員，教育員：物性理論，物理教育：博士
西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）：講師：研究員，教育員：物理教育，物性物理学：博士
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：名誉教授：素粒子論，物理教育：博士
赤羽　明（AKABANE, Akira）：非常勤講師：物理教育，物理学史：修士
勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：客員准教授：物理教育：博士

＜化学＞
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：准教授：無機化学，有機化学 , 博士
土田敦子（TUCHIDA, Noriko）：講師：量子化学 , 博士
村上　元（MURAKAMI, Gen）：講師：神経科学 , 博士

＜生物学＞
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：准教授：教育員・研究員：脊椎動物の神経解剖学：博士
川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）：講師：教育員・研究副主任：生物学，微細形態学：博士
大間陽子（OMA, Yoko）：講師：教育副主任・研究員：病態生化学：博士

＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：准教授：研究主任・教育員：第二言語習得論・学習要因論：博士
Chad Godfrey： 准教授：教育員・研究員：修士
種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：講師：副部門長：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA, Yoshihito）：助教：教育員・研究員：談話分析・コーパス言語学：修士
飯塚英夫（IIZUKA, Hideo） ：非常勤講師
林　禅之（HAYASHI, Yoshiyuki）：非常勤講師
池島宏子（IKESHIMA, Hiroko）：非常勤講師
稲川健太郎（INAGAWA, Kentaro）：非常勤講師
狩野　緑（KANO, Midori）：非常勤講師
Michael Gilroy：非常勤講師
Martin Woodall：非常勤講師
Steven O'Toole：非常勤講師
Frances Gleeson：非常勤講師
Riu Santos：非常勤講師
Lucinda Powers：非常勤講師
Stephen Morris：非常勤講師

＜総合教育＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：准教授：教育副主任：研究員：分子神経生物学：博士
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）：講師，研究員，教育員，生涯学習論：博士

2．教育
　教養教育基本学科は，教養教育部門の新規設立に併せ，H25 年度に大学内基本学科として組織された . 部門の活動
が医学教育センターの組織下にあって機能的機動的な側面が主であるのに対して，医学部内における人事的側面，日
常居住 - 研究施設面，経費面での運営は基本学科が対応する . 
　この項では主に研究活動を報告し，教育活動に関しては「教養教育部門」の項で扱う . 
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3．活動報告
＜基本学科会議＞
　基本学科としての統一的全体的活動として，毎月一回部門会議の後に学科会議を開催した . 
＜研究セミナー＞
　開催なし
＜研究活動＞
3-1．各グループの研究目的・目標
＜物理学＞

1）医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査
2）物理学史（明治期における物理学受容過程）：わが国が西洋型自然科学（物理学）を建設時（明治期）におけ

る物理学受容過程を明らかにする . 
3）動的相転移の性質および起源を明らかにする . 
4）レプリカ対称性の破れと有効ポテンシャルの非解析性について研究を進める . 
5）磁気秩序を有する強誘電体の相転移に関する研究を進める . 
6）量子アニーリングの性質を解明する . 
7）孤立した量子多体系および開放量子多体系の時間発展に関する理論を作る . 
8）複合体の競合選択による自然情報の自己集積について，研究を進める . 
以下，3-2 ～ 3-4 の 1）～ 8）は本節の 1）～ 8）の研究に対応する . 

＜化学＞
・森口武史：無機物質（ヒドロキシアパタイト）を利用した水処理剤の開発
・土田敦子：量子化学計算による生体に関連する有機分子の化学変化の追跡と分子設計
・村上　元：母体免疫活性化による ドーパミンシステムへの影響の解析

＜生物学＞
生物学では，各教員が独自にテーマを設定しながら，共同研究も行っている . これにより生物学の広い領域をカバー

することができている . 以下 3-2 ～ 3-4 に，教員個々について記載する . 
＜英語＞

ESP（English for Specific Purposes）の考え方に基づき，医学英語カリキュラムの開発と実践，その成果に関する
共同研究を行っている . 研究成果に関しては，教材作成に反映させ，更なる授業改善に繋げるとともに，国内外の学
会や研究会での発表，紀要や学会誌への投稿，及び図書出版などで広く普及に努めている .  また，4 名いる英語教員
のそれぞれの専門や関心領域に応じて，各自，課題を追究するとともに情報交換を行い，互いに研鑚を積んでいる . 
＜総合教育＞

・中平健祐：K チャネルの局在と機能の解明，効果的な初年時教育・基礎医学教育の方法検討
・米岡裕美：専門職連携教育及び専門職連携実践，大学間連携教育の方法論的検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜物理学＞

1）医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査：赤羽　明，渡辺修一，森　茂久，柴崎智美，鈴木健之，
荒木信夫（埼玉医大），飯塚裕幸（東京大学）

2）物理学史（明治期における物理学受容過程）：赤羽　明 （埼玉医大），玉置豊美（㈱数理設計研），高橋　浩（群
馬大院理工），所澤　潤（東京未来大こども心理学部）

3）動的相転移：鈴木　正（埼玉医大），小渕智之，高橋和孝（東京工業大学）
4）レプリカ対称性の自発的破れと有効ポテンシャルの非解析性：向田寿光，鈴木　正（埼玉医大）
5）磁気秩序を有する強誘電体：西脇洋一（埼玉医大）
6）量子アニーリング：鈴木　正（埼玉医大），Arnab Das，Asim Ghosh（IACS），須佐知紀（NEC），坂東優樹，西

森秀稔（東京工業大）
7）量子多体系の時間発展：鈴木　正（埼玉医大），Amit Dutta，（IIT Kanpur），押山広樹，柴田尚和（東北大学）
8）複合体の競合選択による自然情報の自己集積について：赤間啓一（埼玉医大）

＜化学＞
・森口武史：太平化学産業（株）との共同研究
・土田敦子：お茶の水女子大学，中央大学，東京理科大学，近畿大学 , 奈良教育大学との共同研究
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・村上　元：東京大学，帝京大学，浜松医科大学，宮崎大学との共同研究
＜生物学＞

1）山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学
2）川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学 . 筋細胞に存在する巨大タンパク質コネクチンの多様性についての探索
3）大間陽子：ポリアラニン伸長疾患の研究（医学部生化学で研究を行っている . また，産業技術総合研究所との

共同研究である . ）
ナノポアシーケンサーを用いたタンデムリピート配列の解析 / 診断（横浜市立大学大学院との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
＜物理学＞

1）医学系学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査を本学保健医療学部臨床検査学科1年で実施した．また，
調査結果の分析等を継続実施した . 

2）1882（明治 15）年頃，後藤牧太とその弟子たちにより推進された簡易物理器械（実験具）の普及活動は，大
正初期にも継続して全国規模で行われ，生徒・児童実験書が多数出版された . 群馬県師範学校教諭佐藤宗次著「実
験案内式　理化児童実験指針」（1818（大正 7）年）を見出し，岩手大学図書館所蔵を確認，相互貸借で借りだした . 
佐藤宗次著「実験案内式　理化児童実験指針」の内容分析及び出版の背景を調査した．研究結果は日本科学史学
会等で報告した．

3）これまでに誰も調べていない無限レンジ模型の動的相転移について数値的・解析的に調べ，動的相転移の有無
を明らかにした . 結果を論文にまとめた . 

4）一般化されたランダムエネルギー模型の有効ポテンシャルを求め，その性質を調べた．
5）磁気秩序を持つ強誘電体における光複屈折の測定を行い，磁気短距離秩序の発達および構造相転移を明らかに

した .  
6）量子アニーリング実験結果を理論的に研究した . 
7）環境と結合した量子スピン系の時間発展を数値的に調べ，結果の一部を論文として発表した .
8）自然界の情報とその集積の起源を調べるため，量子色力学と適切な近似を用いて，最も原初的な複合体，核子

が自己保持のために持つ情報の量と，さらに原初的と思われる仮想的複合体，クォークグルオン - クラスターの
情報量を評価した .

＜化学＞
・森口武史： ヒドロキシアパタイトの金属交換能と分子吸着および触媒への応用についての研究（太平化学産業
（株）との共同研究）. 

・土田敦子：第 9 族遷移金属錯体による C-C 活性化機構の解明と新規触媒の構築 （お茶の水女子大学 , 中央大学お
よび東京理科大学との共同研究）. アレン型ゼルンボンの多様な反応性の解明（近畿大学との共同研究）, 生体内
有機分子の化学変化の追跡と解明（奈良教育大学）

・村上　元：胎児期の母親の免疫活性化と発達障がいの関係を明らかにするために，母体免疫活性化した母獣から
生まれた胎児が成熟した後，発達障がい様行動を含む様々な行動を評価している . 

＜生物学＞
1）山崎芳仁，川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学：日本固有種であるアカハライモリを材料として，脳内のグリア

線維性酸性タンパク質（GFAP）について研究している . GFAP 様遺伝子の全配列を得るために，RACE 法を用い
た実験を継続している . それと同時に，遺伝情報より推側されるアミノ酸配列の情報をもとに抗体を作成し，こ
の抗体が標識するタンパク質についての解析を進めている . 

2）川村勇樹：動物界の筋細胞に広く存在する巨大タンパク質コネクチンに注目し，それが微細形態において，ど
のように組込まれて機能しているか，透過型電子顕微鏡を使って研究を進めている . 平成 22 年からクラゲ筋組
織コネクチン様タンパク質に注目し，その存在を追求している . 本研究は山形大学，理学部，生物学科および，
山形県，鶴岡市立加茂水族館との共同研究である . また，医学教育の立場から，学生の心肺蘇生法，一次救命処
置（BLS）の効果的な習得に関する研究も進めている．

3）大間陽子：ゲノム中の繰り返し配列が伸長して起こる遺伝性疾患の研究をしている . 一連のポリアラニン伸長
疾患の原因タンパク質を哺乳類培養細胞およびアフリカツメガエル初期胚で発現させ，疾患機構の解明を目指し
ている . 

＜英語＞
・藤森千尋：第二言語習得研究から得られる知見を，外国語としての英語教育という日本の英語学習の文脈に応用

し，教育心理学的アプローチで分析する研究を行っている .  様々な学習条件下での学習者の英語 4 技能の向上
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とその測定方法，及びカリキュラム開発と成果に関する分析を行なっている . 
・Chad Godfrey：実践的な指導に関心があり，CLIL（Content and Language Integrated Learning）の効果的な指

導法の研究，CLIL に対する研修の実施や教材開発と調査研究に取り組んでいる . また国際交流センターの留学
生プログラムの企画・運営などにおいて中心的な役割を果たしている .  

・種田佳紀：専門である応用倫理と英語教育をつなぐ授業素材の開発に取り組んでいる .  また , 規範理論と制度デ
ザインの関係を中心に研究をすすめている . その他の活動として , 国際交流センターでの語学研修の企画・実施
を担当している他，大学倫理審査委員会の委員として倫理審査にも携わっている . 

・伊澤宜仁：言語表現のデータベースを使って，書きことばや話しことばなど，言語が主体や主題によってどのよ
うに変化するかを研究している . また，本学の医学英単語データベースにも活用されているように，接辞や論文
での使用頻度といったメタ情報を提示して，学生の学習効率化を図っている . また，カリキュラム実施委員会の
委員としてカリキュラム実施運営の仕事にも携わっている . 

＜総合教育＞
・中平健祐：e- ラーニングシステムを用いて，生理学実習の事前演習 - レポート提出・添削・返却の効率化と質の

向上を図った．
・米岡裕美：専門職連携教育における葛藤の内実についてデータマイニングの手法を用いて分析を試みた . また，

臨床現場における専門職連携能力の向上の方途として，カードゲームを開発した . また , 大学間連携における教
育制度設計や運営についての調査を行った．また，総合病院の中間管理職向けの専門職連携に関する研修の講師
を務めた．

3-4．自己評価と次年度計画
＜物理学＞

1）継続調査から医学系学生に対する放射線に対する意識・理解度の変容を確認した . 次年度において継続調査を
実施すると共に，これまでの調査結果を分析・総括の予定 . 

2）物理学史：簡易物理器械（実験具）の普及活動について，昨年度見出し，内容分析した群馬県師範学校教諭佐
藤宗次著「実験案内式　理化児童実験指針」（1818（大正 7）年）について，同書の群馬県内における使用実績
及び児童実験の実践の実態を解明の予定 . 

3）無限レンジ模型における動的相転移についての我々の研究成果が論文として出版された . 今後は学会の動向を
見ながら次の展開を探りたい . 

4）一般化されたランダムエネルギー模型の有効ポテンシャルについて新たな知見が得られた . その結果を論文に
まとめる . 

5）複数の研究対象物質で良好な実験結果が得られた . 次年度は，広い対象物質に物性実験を行う . 
6）量子アニーリング専用の量子計算機（D-Wave マシン）の登場により，量子アニーリングの研究は活況を帯び

ている . D-Wave マシンは現在でも実際に量子アニーリングを行っているか不明であり，今後基礎研究によりそ
れを明らかにする必要がある . 単純な模型を使った研究により，D-Wave マシンが行っていると考えられる有限
温度の量子アニーリングの性質を明らかにする . 

7）環境と相互作用する系の時間発展について，明らかにした普遍的性質を論文にまとめる . 孤立した系の時間発
展から熱力学の法則を理論的に導出する． 

8）自然界の複合体の情報集積とその起源の研究の一環として，原初的複合体，クォークグルオン - クラスターを
提唱し，初期宇宙背景輻射の揺らぎ，重イオン衝突実験等での検証の可能性を検討する．

＜化学＞
・森口武史：昨年度と同様，いくらかの進展がみられた . 次年度も改良を加えてさらに充実した内容にして行きた

い .
・土田敦子 : いずれの研究も滞りなく進展している . 次年度も継続して実施する . 
・村上　元：現在進行中の研究にいくらか進展が見られた．

＜生物学＞
山崎と川村は，継続したテーマで研究を続けている . 
大間：予定通りに進行している . 次年度も，研究計画に従って進めていく予定である .

＜英語＞
・藤森千尋： 基礎科学系，基礎医学系，臨床医学系教員との連携による医学専門書読解力養成のために開発したカ

リキュラムについて , その成果を検証し , 国内外の学会や紀要などにおいて発表した . 
・Chad　Godfrey：内容と言語スキルの統合による言語学習である CLIL に関して，国内外のワークショップに参
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加し，そこで得た知見をもとに , Presentation の授業改善と評価基準の作成を行った . また，6 名かかえている
外国人非常勤講師を統括し，それらの情報を共有した . 更に，上級学年の医学英語カリキュラム開発も整備した . 

・種田佳紀：2018 年度では Reading サブユニットでのこれまでの実践について，日本医学教育学会にて発表を行っ
た．また，国際交流センターでの活動について，国内における国際交流活動についての共著本の出版企画に参加
し，国際交流センター講演会でのポスター発表も発表共著者となった．

・伊澤宜仁：研究論文などのフォーマルな英文における論理構成や頻出表現をふまえて，Writing の授業研究に取
り組んだ . また，症例報告（NEJM）のデータベース化，および特徴表現の分析も行った . 今後は，授業設計の
妥当性や教育効果について検討すると同時に，医学論文の構造や特徴語をさらに分析することで，医学英語全般
の授業に活用したい . 

＜総合教育＞
・中平健祐： 実習・演習プログラムに e- ラーニングシステムを組み合わせることで質の向上と効率化を図りたい．
・米岡裕美：専門職連携教育における葛藤の内実について，学科や年度等どのような要因が影響を与えるのかを分

析する . また，臨床現場における専門職連携能力の向上のためのカードゲームについて，試行を行い , その効果
や適切な仕様や利用方法等を明らかにしていきたい . また，医学教育政策の形成や動向などについて教育行政学
的な観点から調査・研究を行う．

4．診療　該当なし

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

Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE，査読（鈴木　正）
Scientific Reports，査読（鈴木　正）
SciPost，査読（鈴木　正）
New Journal of Physics，査読（鈴木　正）
Journal of Physical Society of Japan，査読（鈴木　正）
Journal of Physics B，査読（鈴木　正）
Journal of Magnetism and Magnetic Materials，査読（鈴木　正）
IEICE Transactions on Information and Systems，査読（鈴木　正）
European Physical Journal B，査読（鈴木　正）

＜化学＞
・森口武史：Phosphorus Letter（日本無機リン化学会）編集委員． Journal of Colloid and Interface Science（Elsevier）

2 件査読 .
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　
＜物理学＞

学習院大学非常勤講師（数学）（向田寿光）
日本大学理工学部非常勤講師（統計物理学演習）（鈴木　正）
成蹊大学非常勤講師（物理学）（赤間啓一）

＜化学＞
・森口武史：日本無機リン化学会評議員

＜英語＞
慶応義塾大学・理工学部非常勤講師（英語）（伊澤宜仁）
明治大学・総合数理学部非常勤講師　（英語）　（Chad Godfrey）
中央教育研究所（鳥飼玖美子研究主任）言語教育研究グループ　研究員　（英語）（藤森千尋）

＜総合教育＞
日本生理学会評議員（中平健祐）
早稲田大学・教育学部非常勤講師（教職課程）（米岡裕美）
彩の国連携力育成プロジェクト（大学間連携事業）埼玉医科大学サブリーダー（米岡裕美）
京阪神次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム（K-CONNEX）研究マネジメントシリーズ「ファシリテー
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ションの理論と技法」研修講師
名古屋大学 PI 育成セミナー「ファシリテーションの理解と技法」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書　
＜物理学＞

①原著　Sei Suzuki, Hiroki Oshiyama, and Naokazu Shibata: Quantum Annealing of Pure and Random Ising Chains 
Coupled to a Bosonic Environment, Journal of Physical Society of Japan, 88, 061003 （2019）

②学会発表　押山広樹，鈴木　正，柴田尚和，環境と結合した 1 次元開放量子スピン系の非断熱時間発展と
Kibble-Zurek スケーリング，日本物理学会 2018 年秋季大会，2018 年 9 月 10 日，同志社大学

③学会発表　鈴木　正 , 周期的に駆動される孤立量子系の熱化過程，日本物理学会第 74 回年次大会，2019 年 3
月 16 日，九州大学

④学会発表　押山広樹，鈴木　正，柴田尚和 , 密度行列繰り込み群法による開放系における量子アニーリング，日
本物理学会第 74 回年次大会，2019 年 3 月 15 日，九州大学

⑤学会発表 赤間啓一，quark gluon plasma と hadron の entropy と情報集積，日本物理学 2018 年秋季大会，
2018 年 9 月 15 日，信州大学（松本）

⑥学会発表 赤間啓一，quark gluon cluster と情報，日本物理学第 74 回年次大会（2019 年），2019 年 3 月 14 日，
九州大学（福岡）

⑦学会発表　向田寿光，一般化ランダムエネルギー模型における有効ポテンシャルの非解析性，日本物理学会第
74 回年次大会，2019 年 3 月 14 日，九州大学

⑧学会発表：高橋　浩 , 赤羽　明 , 所澤　潤 , 玉置豊美：佐藤宗次の実験指針書から探る 100 年前の理化児童実験，
日本科学史学会 第 65 回年会 , 東京理科大学葛飾キャンパス，2018 年 5 月

⑨学会発表：赤羽　明 , 所澤　潤 , 玉置豊美 , 高橋　浩：群馬県における大正期の理化児童実験 - 佐藤宗次著『実
験案内式理化児童実験指針』を中心として -，第 22 回日本科学史学会西日本研究大会（広島大学），2018 年 12
月

⑩学会発表：西脇洋一，赤羽　明，加藤徹也：非理工系学部における物理実験授業の試み，応用物理学会（東工大），
2019 年 3 月

【総数：論文 1 件，学会発表 9 件】
＜化学＞

①森口武史，中川草平．Bi 処理型ヒドロキシアパタイトを触媒とした色素化合物の光フェントン様反応．第 27 日
本無機リン化学討論会．2018 年 8 月 31 日，中部大学（愛知）

②森口武史，中川草平．不均一系鉄 - アパタイトハイブリッド型光フェントン触媒の腐植物質による活性化．日本
化学会第 99 春季年会．2019 年 3 月 16 日，甲南大学（神戸）

③ S.Yamabe, N. Tsuchida, and S. Yamazaki, The adenine ring influences the adenosine 5’ -triphosphate hydrolysis, 
Int.J. Quantum chem., 119, e25816, 2019

④ N. Tsuchida, Y. Utaka, M. Fukushima, G. Kashiwazaki, T. Kitayama, Theoretical study on the transannular reaction 
of zerumbone derivatives using amine-based reagents, 日本化学会第99春季年会．2019年3月17日，甲南大学（神
戸）

⑤ C-w. Fung, G. Fukuda, N. Tsuchida, Y. Mutoh, S. Saito, Synthesis and Properties of Anionic Ruthenium Complexes 
with a Selenonitrosyl Ligand, 日本化学会第 99 春季年会．2019 年 3 月 17 日，甲南大学（神戸）

⑥ Murakami G, Kawato S. “Co-Immunoprecipitation methods to identify associated proteins with estrogen receptor 
α at postsynaptic density in brain tissue” in Neuro Methods, Springer Nature: Volume 144, P.9-21,2018

【総数：論文 2 件 , 学会発表 4 件】
＜生物学＞

原著論文
① Mitsuhashi S, Frith MC, Mizuguchi T, Miyatake S, Toyota T, Adachi H, Oma Y, Kino Y, Mitsuhashi M, Matsumoto 

N. （2019） Tandem-genotypes: robust detection of tandem repeat expansions from long DNA reads.  Genome 
Biology, 20（1）:58.  doi: 10.1186/s13059-019-1667-6

学会発表
①三橋里美 , 水口　剛 , 宮武聡子 , 豊田知子 , 足立弘明 , 大間陽子 , 紀　嘉浩 , 三橋弘明 , 松本直通 , フリス マーティ
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ン　ロングリードシークエンスによるタンデムリピート領域の解析　日本人類遺伝学会 第 63 回大会，2018 年
10 月，横浜

②大間陽子 , 原本悦和 , 石浦章一 , 小谷典弘 , 村越隆之　Sox3 のポリアラニン領域伸長による優性阻害機構の解析
　第 41 回日本分子生物学会年会，2018 年 11 月，横浜

③川村勇樹 , 辻　美隆 , 高平修二 , 岸田全人 , 安斎勝人 , 作山洋貴 , 佐藤義文 , 大西京子 , 山田泰子 , 森　茂久 , 土田
哲也 . 医学部低学年における QC システムを用いた QCPR 継続的指導上のポイントについて．第 6 回日本シミュ
レーション医療教育学会学術大会，2018 年 6 月，岐阜（岐阜大学）

④川村勇樹 , 辻　美隆 , 高平修二 , 岸田全人 , 有田和恵 , 大西京子，佐藤義文 , 山田泰子 , 森　茂久 , 土田哲也 .　
QCPR システムを利用した医学部 1 年生に対する CPR パフォーマンスの評価 ,　　第 50 回　日本医学教育学会
大会，2018 年 8 月，東京

⑤大西京子，有田和恵，杉山智江，石橋敬一郎，山田泰子，川村勇樹，米岡裕美，森口武史，向田寿光，山崎芳仁，
植村真喜子，荒木隆一郎，柴崎智美，森　茂久，土田哲也， 埼玉医科大学医学部における 1 年次病院見学実習の
評価，第 50 回　日本医学教育学会大会，2018 年 8 月，東京

⑥齋藤　恵，中平健祐，柴﨑智美，高野和敬，杉山智江，山崎芳仁，向田寿光，森口武史，廣岡　伸，永島雅文，
渡辺修一，森茂　久，土田哲也，別所正美， 埼玉医科大学医学部における低学年での臨床推論ユニットの評価，
第 50 回　日本医学教育学会大会，2018 年 8 月，東京

【総数：論文 1 件 , 学会発表 6 件】
＜英語＞　

①藤森千尋　「大学における「教養教育」としての英語教育の実用性」『自律した学習者を育てる言語教育の探究　
小中高大を接続することばとしての教育として』2018　No.91 （pp. 117-134 中央教育研究所）

②藤森千尋，渡辺修一，永島雅文，村越隆之，齋藤　恵，新津　守「ESP カリキュラムに関するデータ分析：アン
ケート調査と TOEFL スコア」（第 50 回　日本医学教育学会大会　ポスター発表 　東京医科歯科大学　発表抄録
集　p. 225,  2018 年 8 月 4 日）　

③種田佳紀，藤森千尋．「批判的思考力の育成を目指した英語リーディング授業」（第 50 回　日本医学教育学会大
会　東京医科歯科大学　口頭発表　2018 年 8 月 3 日）

④ FUJIMORI, Chihiro  ESP Curriculum Outcomes at a Japanese Medical University: Analyses of TOEFL Scores 
and Student Questionnaires on Self-Efficacy. Poster Presentation at AAAL （American Association of Applied 
Linguistics）,  March 11, 2019  Sheraton Atlanta Hotel, Atlanta at Georgia, USA）　

⑤ Godfrey, C. （2018）. Medical Students’ Evaluation Strategies in the CLIL Classroom. Journal of Medical English 
Education, Vol.17, No.1, pp.22-23.

⑥ Godfrey, C. （2019）. J-CLIL Reflections and Thoughts of Implementation: CLIL in a Japanese Medical University 
EFL Context. The Journal of the Japanese CLIL Pedagogy Association. Vol.1, No. 1, pp.71-73.

⑦ Godfrey, C. , 藤巻高光 , 魚住尚紀 , 橋本正良 , 茅野秀一 ,　種田佳紀 , 斉藤雅子（2018）.  Preparing Outbound 
Medical Exchange Students: Best Practices for Short-term Programs. Poster Presentation at Japanese Medical 
University International Assembly Conference, Dokkyo University, Soka, Saitama.  July 13, 2018.　

【総数：著書 0 件 , 論文 3 件 , 学会発表 4 件】
＜総合教育＞

①中平健祐 , 椎橋実智男 , 向田寿光．「実習プログラム「医科学入門」による医科学教育への早期適応誘導の試み」
第 50 回日本医学教育学会，東京，2018，8 月

②米岡裕美 , 柴﨑智美 , 本橋千恵美 , 高橋幸子 , 田口孝行 , 新井利民 , 細谷治 , 勝木祐仁「大学間連携による IPW 実
習における「葛藤」の内実」第 50 回日本医学教育学会大会 , ポスター発表 ,2018 年 8 月 , 東京

③米岡裕美「連携・協働する力を養う方策としての大学間連携教育－彩の国連携力育成プロジェクトの事例から」
第 53 回日本教育行政学会 , 口演 ,2018 年 10 月 , 静岡

【総数 : 学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費
＜化学＞

①村上元　文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）），「母体免疫活性化による 薬物依存への影響」，課題番号
17K08960， （研究分担者）156 万円

＜生物学＞
＜英語＞
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藤森千尋 , 文部科学省科学術研究助成金　基盤研究（C）（平成 26 年度～平成 30 年度）「医学部におけるリベラル
アーツとしての言語教育カリキュラム研究：自律的学習者の育成」（課題番号：26381283）研究代表者　　　
平成 30 年度分　550,000 円

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

7．自己点検・評価
＜物理学＞
　例年，教育と研究のバランスのとれた業務を目指しているが，今年度もその目標は達せられたと考える . 
＜化学＞
　教育面では，新カリキュラム体制 3 年目となり，Web Class を活用した講義，実習内容の充実化，プレゼンテーショ
ンに更に力を入れた．研究面においては，各人が日々努力を続けている．
＜生物学＞
　生物学は主に 1 年生を対象として，授業および様々な学習・生活支援を担当しており，学生の成長を促している
と自己評価している . また，研究面でも努力を続けている . 
＜英語＞
　専任 4 名がそれぞれの研究上の専門分野や教育上の経験を生かし，安定して，スムーズな運営がなされた . 授業の
枠組み，指導内容の共有化，評価の一元化と標準化を行った . 1 年から 4 年までの医学英語ユニットは専門科目内容
と英語運用スキルとを連動させた内容・言語統合型の英語教育カリキュラムであるが，各サブユニットリーダーが
密に連絡を取り合って協力し，成果は着実に上がっている . 必修科目カリキュラムの方は医学英語カリキュラムのフ
レームワークはほぼ完成し，加えて選択科目や課外学習プログラムなど各学習者の英語学習目的に応じて自律的学習
を推進している .
　また，英語運用能力の育成のみならず ,　言語系教員として日本語における思考力や表現力を涵養するユニットに
も参画し，全体として学生の言語能力及び学習力の向上に貢献していると考えている . 
＜総合教育＞
　今年度は中平と米岡がそれぞれの担当領域について活動をおこなったほか，「科学的思考と表現」ユニットに加え
て 2 年生の「プレゼンテーション実習」についても総合教育の教員及び英語の教員（藤森，種田，伊澤）が協働し
て実施し，来年度に向けた改善点の検討を行った．今後も , 専門性の異なるメンバーの意見を合わせて新しいものを
つくりだす活動を積極的に続けたいと考えている．
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2．解剖学

1．構成員
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：教授：運営責任者：教育主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：臨床解
　　　　　　　　　　　　　　　　　  剖学，伝導路の発生：博士
藤田恵子 （FUJITA, Keiko）：准教授：教育員，研究員：指導教員（大学院）：細胞生物学，血管新生：博士
髙野和敬（TAKANO, Kazuhiro）：講師：教育副主任，研究員：指導教員（大学院）：発生生物学：博士
栗﨑知浩（KURISAKI, Tomohiro）：講師：教育員，研究副主任，：指導教員（大学院）：細胞生物学：博士
矢部勝弘（YABE, Katsuhiro）：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
松本英子 （MATSUMOTO, Hideko）：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
青地英和（AOCHI, Hidekazu）：助教：教育員，研究員：修士
助手：猪股玲子（INOMATA, Reiko），藤田一正 （FUJITA, Kazumasa），亀澤　一（KAMEZAWA, Hajime）
客員教授：松村讓兒（MATSUMURA, George），寺島俊雄（TERASHIMA, Toshio）
非常勤講師：佐藤智美（SATO, Tomomi）
大学院博士課程研究生：市ヶ谷武生（ICHIGAYA, Takeo），霞　孝行（KASUMI, Takayuki）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
卒前教育
　「人体の構造と機能 1，2」コース，「細胞生物学」コース，「良医への道 1，2」コース（臨床推論・医学英語・キャ
リアデザイン），「医科学への道すじ」コースおよび 6 年生の講義を担当した．コースの概要はシラバスの記載に譲る．
卒後教育　該当なし
大学院教育
　大学院医学研究科博士課程の共通科目（実用実験医学特別講義と実用実験医学特別実習）の授業担当．各科目の概
要はシラバスの記載に譲る．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
　1 年生の「人体の構造と機能 1」では，永島がコースディレクターを務め，3 ユニットのディレクターは栗﨑，藤田，
髙野が務めた．本コースの一般目標は，「人体の構造と機能を学習する上で基幹となる概念を理解する」，「ヒトの体
の全体像とそのなりたち（発生と進化）に基づいて把握する」の 2 点である．特に体験学習として組織学標本およ
び動物発生学標本の顕微鏡観察，骨標本の観察，プラスティネーション標本の観察，身体診察の体験などを実施した．

「細胞生物学」コースでは，栗﨑が「細胞生物学 3」のユニットディレクターを務めたほか， 20 章「細胞のつくる社会：
組織，幹細胞」を担当した．「医科学への道すじ」コースでは，「医科学入門」ユニットで栗﨑がユニットディレクター
補佐を務めた．「医科学の探索」ユニットでは，青地・松本がテュータを担当した．
　2 年生の「人体の構造と機能 2」では，「構造系実習」のユニットディレクターを永島，ユニットディレクター補
佐を藤田・高野，「調節系」のユニットディレクターを栗﨑，ユニットディレクター補佐を高野，「情報系」のユニッ
トディレクター補佐を永島が務めた．各教員が「エネルギー系」，「調節系」，「情報系」，「構造系実習」の講義・演習・
実習を担当した．
　「良医への道 1,2」コースでは，「キャリアデザイン」，「臨床推論」，「医学英語」の各ユニットを担当した．「キャ
リアデザイン」ユニットのユニットディレクター，「医学英語」のユニットディレクター補佐を永島が務め，講義は
1 年生を藤田，2 年生を永島が担当した．1・2 年生の「臨床推論」ユニットでは，「人体の構造と機能」で複数のユニッ
トに関わる臨床症例について，小グループ学習（small group discussion）とチーム基盤学習（team-based learning）
を組み合わせて，病態生理を理解する学習機会とした．「臨床推論」ユニットでは，永島・高野がユニットディレクター
補佐を務め，青地・松本がテュータを担当した．
　6 年生では「内科総論」の 1 限を永島が担当した．
　課外学習プログラムとして，8 月に第 16 回臨床解剖セミナーを開催した．解剖学教員のほか，臨床系教員 22 名
が指導に当たり，学部学生 9 名が参加した．
卒後教育　該当なし
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大学院教育
　永島が大学院委員会，博士課程運営委員会，大学院研究科委員会の委員を務めた．教育実務では博士課程「実用実
験医学特別講義」および「実用実験医学特別実験」の科目責任者を永島が務め，「実用実験医学特別講義」の授業を
担当した（永島，栗﨑，佐藤）．
2-3．達成度
卒前教育
　担当のコース，ユニットは円滑に運営された．
　教育用研究用遺体収集：平成 30 年度収集遺体数 53 体（通算収集遺体数 2,257 体），医学部構造系実習での使用
遺体数 33 体，保健医療学部の実習（見学を含む）での使用遺体数 9 体，課外学習プログラム（臨床解剖セミナー）
での使用遺体数 5 体，臨床解剖学の共同研究用遺体数 3 体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成 31 年 3 月末の登
録者総数 3,115 名）．
卒後教育　該当なし
大学院教育
　博士課程と修士課程のシラバスに記載した各科目の教育目標を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　「人体の構造と機能 1」コースおよび「人体の構造と機能 2」コースの「調節系」と「構造系実習」の各ユニット
を円滑に運営した．引き続き，教育成果と問題点について担当者間で相互評価しつつ，改善を図る．
卒後教育　該当なし
大学院教育
　入学試験など大学院制度の整備に関与し，共通科目の運営と授業担当を通じて，大学院教育に貢献できた．

3．研究
3-1．目的・目標
　主要な研究課題は，1）臨床解剖学，2）血管新生，3）大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス，4）骨格筋形成，5）
胚形成における形態形成機構の分子細胞生物学的研究，6）脳の発生・発達，7）組織学・発生学の電子教材の開発である．
3-2．研究プロジェクト

1．臨床解剖学：模擬手術と適合試験の展開，手術に関連した局所解剖学
2．肝芽腫幹細胞と腫瘍血管新生との関係 
3．大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス：軸索側枝発芽と軸索伸長の関係
4．骨格筋形成：筋融合を制御する分子機構の解明
5．胚発生期における原腸胚形成機構についての総合的研究
6．ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達の研究
7．組織学・発生学の電子教材の開発：バーチャルスライドおよび 3 次元モデルの作成と医学教育への応用
3-3．研究内容と達成度
　臨床解剖学では，内頚動脈や側頭骨周囲の局所解剖等，脳神経外科との共同研究を継続した（永島）．発生・細胞
生物学では，培養技術を用いた血管新生機序の解明（藤田），胚発生期の細胞運動の制御機構（髙野），骨格筋形成過
程で起きる細胞融合を制御する分子機構の解明（栗﨑），神経軸索の側枝形成と伸長の分子機構（松本），ゼブラフィッ
シュを用いた脳の発生・発達の研究（佐藤）などのテーマで研究を進め，それぞれ一定の成果を得た．
3-4．自己評価と次年度計画
　臨床解剖学に関する共同研究を継続した．今後も臨床現場から発想される検討課題をめぐり，対話の機会を重視す
る．発生・細胞生物学研究は本学臨床および学外研究施設との協力のもと，成果を上げている．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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○コメディカル非常勤講師：埼玉医療福祉会看護専門学校・埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校（矢
部，青地）

○学会役員：日本解剖学会代議員（永島，藤田），臨床解剖研究会世話人（永島），日本臨床分子形態学会評議員（藤
田），米国細胞生物学会【The American Society of Cell Biology, ASCB】アンバサダー（松本）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

業績
① Oya Soichi, Indo Masahiro, Nagashima Masabumi, Matsui Toru. Superficial temporal artery-superior cerebellar 

artery bypass and trapping of a fusiform aneurysm using intradural anterior petrosectomy: technical case report 
and anatomical study. Neurosurg Focus. 2019; 46（2）:E9. doi: 10.3171/2018.11.FOCUS18432.

② Shunsuke Tamaru,Takeshi Kajihara,Yumi Mizuno,Natsuko Takano,Hideno Tochigi,Tomomi Sato,Osamu Ishihara. 
Heparin prevents oxidative stress-induced apoptosis in human decidualized endometrial stromal cells. Med.Mol.
Morphol. 2019; doi: 10.1007/s00795-019-00220-x.

③ Machiko Kimura, Takeshi Kajihara, Yumi Mizuno, Tomomi Sato, Osamu Ishihara. Loss of high‐mobility group 
N5 contributes to the promotion of human endometrial stromal cell decidualization. Reprod. Med.Biol. 2018; 17: 
493-499.

④猪股玲子 , 亀澤　一 . 参加型・双方向型学習実現の新試み：バーチャル顕微鏡システムの開発と普及 . 埼玉医科
大学雑誌 2019; 45（2）:91-94.

⑤藤田恵子 , 松本幸子 , 藤田一正 , 穐田真澄 , 永島雅文 . 細胞膜ナノチューブによるヒト肝芽腫細胞間の連絡 . 第
124 回 日本解剖学会総会・全国学術集会 2019 年 3 月 . 新潟 .

⑥髙野和敬 , 小畑秀一 , 増本美香 , 浅島　誠 , 永島雅文 . 原腸胚形成における胚葉特異的な細胞運動の制御機構 . 第
124 回 日本解剖学会総会・全国学術集会 2019 年 3 月 . 新潟 .

⑦松本英子 , 永島雅文 . 皮質脊髄路ニューロンにおけるネトリン -1 作用の解析 . 第 124 回 日本解剖学会総会・全
国学術集会 2019 年 3 月 . 新潟 .

⑧猪股玲子 , 亀澤　一 . 膵臓を対象とする組織学実習用いる抗体の検討 . 第 124 回 日本解剖学会総会・全国学術集
会 2019 年 3 月 . 新潟 .

⑨佐藤智美，梶原　健，半田　宏，永島雅文 . ゼブラフィッシュ脳の発生過程における抗うつ剤 SSRI の作用機構 
（Mechanisms of effects of antidepressant SSRI during development of zebrafish brain）. 第 40 回日本生物学的精
神医学会・第 61 回日本神経化学会大会・合同年会 2018 年 9 月 . 神戸 .

⑩齋藤　恵 , 中平健祐 , 柴﨑智美 , 髙野和敬 , 杉山智江 , 山崎芳仁 , 向田寿光 , 森口武史 , 永島雅文 , 渡辺修一 , 森　
茂久 , 土田哲也 , 別所正美 . 埼玉医科大学医学部における低学年での臨床推論ユニットの評価 . 第 50 回日本医学
教育学会大会 2018 年 8 月 . 東京 .

【総数：著書 0 件，論文 4 件，学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費

1. 永島雅文（分担者）：日本学術振興会 ･ 科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C）「医学部にお
けるリベラルアーツとしての言語教育カリキュラム研究：自律的学習者の育成」課題番号 26381283, 26 万円．

2. 藤田恵子（代表）：日本学術振興会 ･ 科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C） 「肝芽腫幹細胞
による腫瘍血管の構築と微小環境の役割」課題番号 16K11353，91 万円．

3. 松本英子（代表）：日本学術振興会 ･ 科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C）「大脳皮質ニュー
ロンのネトリン -1 に対する反応が発生段階に依存する機構の解明」課題番号 18K06839, 221 万円 .

4. 佐藤智美（代表）：日本学術振興会 ･ 科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C）「妊娠時抗うつ
剤服用における胎児脳発生のリスク評価のための研究基盤の確立」課題番号 18K09271, 221 万円．

6-3．受賞：
医学部ベストティーチャー賞：藤田恵子（1,2 年），高野和敬（1 年），栗﨑知浩（2 年）
医学部ベストエフォート賞：永島雅文（1 年），藤田恵子（2 年）
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
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7．自己点検・評価
　永島（教授）が基本学科の運営責任者，教育主任，研究主任，高野（講師）が教育副主任，栗﨑（講師）が研究副
主任を務めた．基本学科として教育の目標はおおむね達成された．研究については，猪股 , 亀澤両助手が学内グラン
トによる研究成果を報告したほか，産婦人科や脳神経外科との共同研究に一定の進捗がみられた．担当教員の努力に
より，献体関連の業務とコメディカル教育が例年通り円滑に遂行された．年報には記載されないが，学生支援室の活
動，入学試験や学位審査に関わる業務など，学内運営に丁寧に対応したと評価している．
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医学部（基礎医学部門）

3．生理学

1．構成員
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞

渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：視覚神経生理学：
　　　　　　　　　　　　　　　 博士
三輪尚史（MIWA, Naofumi） ：教授：教育員：研究員：指導教員（大学院）：生殖生理学，癌生物学，感覚生理学：
　　　　　　　　　　　　　  博士
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経科学：博士
菅　理江（SUGE, Rie）：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：行動神経科学：博士
田丸文信（TAMALU, Fuminobu）：講師（9 月昇格）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経生理学：博士
佐藤寛栄（SATOH, Hiromasa）：講師（3 月着任）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経科学・感覚生理学：
　　　　　　　　　　　　　　 博士
平沢　統（HIRASAWA, Hajime）：助教：教育員：研究員：大学院教員：博士
藤牧 - 青葉香代（FUJIMAKI-AOBA, Kayo）：助手
吉川郁子（YOSHIKAWA, Ikuko）：事務員
坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：教授（中央研究施設・機能部門教授，兼担）：教育員：化学物質が内分泌へ与
　　　　　　　　　　　　　　　   える影響：博士
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教授（情報技術支援推進センター教授，兼担）：教育員：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　医学教育：博士
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：准教授（教養教育准教授 , 兼担）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：分子
　　　　　　　　　　　　　　　　神経生物学：博士　
金子優子（KANEKO, Yuko）：准教授（保健医療学部看護学科，兼担）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神
　　　　　　　　　　　　　 経生理学：博士
吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）：非常勤講師
長根光男（NAGANE, Mitsuo）：非常勤講師
小泉　周（KOIZUMI, Amane）：非常勤講師

＜神経科学グループ＞
池田正明（IKEDA, Masaaki）：教授（国立精神神経医療研究センター客員研究員，福島県立医科大学医学部非常勤
　　　　　　　　　　　　　  講師）：指導教員（大学院）：生体リズムの分子生物学：博士
中尾啓子（NAKAO, Keiko）：講師（埼玉大学非常勤講師）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：発生遺伝学・再
　　　　　　　　　　　　　生医学：博士
熊谷　恵（KUMAGAI, Megumi）：助手
赤塚俊隆 （AKATSUKA, Toshitaka）: 非常勤講師
糸川昌成（ITOKAWA, Masanari）：非常勤講師
今井貴雄 （IMAI, Takao）：非常勤講師
岡野栄之（OKANO, Hideyuki）：非常勤講師
小川哲郎 （OGAWA, Tetsuo）：非常勤講師
高橋清久 （TAKAHASHI, Kiyohisa）：非常勤講師
内匠　透（TAKUMI, Toru）：非常勤講師
服部信孝（HATTORI，Nobutaka）：非常勤講師
原（大石）朱美 （HARA, Akemi）：非常勤講師
福田公子 （FUKUTA, Kimiko）：非常勤講師
藤谷与士夫 （FUJITANI, Yoshio）：非常勤講師
藤田健一 （FUJITA, Ken-Ichi）：非常勤講師
宮下俊之 （MIYASHITA, Toshiyuki）：非常勤講師
矢部博興（YABE, Hirooki）：非常勤講師
横田恭子（YOKOTA, Yasuko）：非常勤講師
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吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）：非常勤講師
渡辺　守 （WATANABE, Mamoru）：非常勤講師
Benjamin Joseph Edward Raveney：非常勤講師
Pavel Prosselkov：非常勤講師
小泉恵太（KOIZUMI, Keita）：特別協力研究員
東　美樹 （HIGASHI, Miki）：大学院博士課程研究生

2．教育
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
2-1．目的 ･ 目標

【卒前教育】
人体の構造と機能 2 コースの機能系の内容をおもに担当している．機能系の内容は基本的に生理学であり，学習

すべき点は，各臓器・機能系の機能の各論のみならず，機能の「調節」の土台である「統合」が大切である．統合は，
臓器相互，内分泌系・神経系によるものが大切である．

また，学習は，暗記のみではなく，物理学，化学，細胞生物学，生化学，分子生物学，遺伝学の基礎の上に臓器別
の多面的機能を統合的に理解することが求められる．さらに，機能・調節の異常としての「病態生理学」という統合
も大切である．このような「統合」を学生自身が築けるような講義，演習，実習を目標とした．

【大学院教育】
講義においては，研究における論理，実験の計画・手技の実際が分かり，興味が一層湧くようになることを目標と

した．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
　以下の内容についておこなった．人体の構造と機能 2（2 年）の講義は以下の内容についておこなった．エネルギー
系（渡辺，三輪，坂本，中平，伊丹，青葉）, 調節系（三輪，中平，伊丹）, 情報系（渡辺，三輪，池田，中平，伊丹，菅）．
機能系実習（渡辺，三輪）は以下の 6 項目について，1 グループ約 20 名でおこなった．1）内分泌（低血糖性痙攣）（菅，
青葉），2）生殖（ラットの性周期）（坂本），3）腎・泌尿器（糸球体濾過量の測定及び体液量，血漿浸透圧，酸塩基
の調節機構）（伊丹），4）神経（神経の興奮伝導）（椎橋），5）骨格筋（骨格筋の収縮 , 筋電図）（中平）6）心電図（心
臓の電気的興奮，心電図）（田丸，平沢）．実習終了後レポートの提出を求め，採点・添削後，返却した．すべての項
目で電子版レポートの Web Class を使っての提出・返却が行われた．

以上の他に，1 年生では，医科学への道すじコース・医科学入門（中平，佐藤，平沢，青葉，熊谷），同・医科学
の探索（池田，中平，中尾），同・科学的思考と表現（中平），人体の基礎科学コース・人体の基礎科学 1（中平）. 
人体の基礎科学 2（中平，渡辺）.

良医への道 1 コース・行動科学と医療倫理（菅），良医への道 1 コース・臨床推論（渡辺，中平，菅），良医への道 1 コー
ス・選択必修（科学で考える体のはたらき：渡辺），人体の基礎科学コース・人体の基礎科学 1 統計学，2 統計学（椎橋）
を担当した．2 年生では，良医への道 2 コース・行動科学と医療倫理（菅），良医への道 2 コース・臨床推論（渡辺，
中平，伊丹，田丸），良医への道 2 コース・医学英語（渡辺，中平，三輪），選択必修（perl プログラミング入門：椎橋，
正しいピペットの扱い方～分析データの解析の基礎：坂本）を担当した．3 年生では，良医への道 3 コース・行動科
学と医療倫理（菅）を担当した． 4 年生では，ヒトの病気 2 コース・感覚器（渡辺）を担当した．

【大学院教育】
　大学院教育については，統計情報解析特論（椎橋），実用実験医学特別講義（渡辺，坂本，伊丹 , 田丸），研究方法
特論（坂本，伊丹）を担当した．
　医学部以外では，以下の科目を担当した．

【卒前教育】
　保健医療学部　臨床検査学科（統計学：椎橋，人体の構造と機能Ⅰ（解剖学・生理学），人体の構造と機能Ⅰ（機
能系実習）：金子），卒業研究指導（菅），保健医療学部　看護学科（医療情報学：椎橋，人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，
看護学生のためのリテラシー：金子），保健医療学部　理学療法学科（人体の構造と機能Ⅰ演習・Ⅱ演習，人体の構
造と機能実習（機能系）：金子），総合医療センター看護専門学校（生理学：渡辺），埼玉医療福祉会看護専門学校第
一学科（解剖生理学Ⅲ - Ⅳ：渡辺，伊丹，田丸，平沢），慶應義塾大学看護医療学部（生化学・生理学の看護への応用：
渡辺）, 日本医療科学大学保健医療学部（生理学実習：田丸），川越市医師会川越看護専門学校（機能形態学 I および
II：田丸）
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【大学院教育】
　医学研究科医科学専攻（生体機能科学特論：金子，行動科学概論：椎橋，菅，統計情報解析特論：椎橋），大学院
看護学研究科（看護情報処理論：椎橋）
2-3．達成度

【卒前教育】
目標に向かって進んだが，意欲の高い学生達の意欲・好奇心を一層刺激することと，受動的な学生の意欲を刺激す

ること，については引き続きの課題である .
【大学院教育】
　講義において，学生の意欲・好奇心をもっと刺激することが今後の課題と言える．
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育】
一層の改善に向けて授業内容等を関係教員と連携して改革していく．全体として各教員の努力は十分であったと考

える．より一層の成果を上げることは，一基本学科だけで達成できるものではなく，医学教育センター・他の基本学
科と連携を図りつつ改善に努めたい． また，課外学習プログラムの学生受入れにおいても，プログラムの充実を図り，
研究マインドの涵養に貢献していきたい．

【大学院教育】
　ある程目標は達成されたが，一層の充実を図り研究の発展につなげたい．
＜神経科学グループ＞
2-1．目的 ･ 目標

【卒前教育】
生理学では，人体の正常機能を発現・維持するメカニズムを解明することで，それが損なわれたときの原因究明お

よび対処法（病態解析および治療法）を開拓する研究テーマに取り組んでもらい，臨床にとっても重要な研究マイン
ドを育成する．

【大学院教育】
最新の解析手法を駆使して，最先端の生命科学のテーマに取り組み解明する．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
人体の構造と機能 2 コース（2 年生）で，池田は，情報系ユニットの神経系の機能に関する講義を担当し，中尾は，

エネルギー系ユニットの消化器の機能に関する講義を担当した．また，池田，中尾，熊谷，赤塚，井上，大島，米田，
平崎，亀澤，猪股，小川は，機能系実習 1 をエネルギー系ユニットの中で担当した．機能系実習 1 は主に血液を材
料として血球成分及び血清成分の細胞生物学，生化学的性質を実際に観察または計測してもらうことで，人体の生理
機能がどのように調節されているか，また維持されているか（ホメオスタシス）そのメカニズムを直に学ばせる事を
目的としている．血算，白血球像（塗抹標本），溶血，凝固，血液型，フローサイトメーター，生化学分析器，pH メーター
を用いた末梢血解析等実施した．実習は，24 グループ，5-6 人のグループ編成で行い，グループ毎の実験結果に基づき，
各自レポートを提出して成績評価を行った．

池田は，1，2 年生の選択必修「一生の研究テーマを如何に決めるか - 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」
（池田，黒川，糸川），選択必修「最先端医学研究の成果を医療に生かすには - 研究の現場から未来の医療を探る」　（池
田，藤田，服部，内匠，大竹，大山）を担当し，題材として取り上げたのは，医学研究に足跡を残した人物や，現在
活躍中の研究者ばかりでなく，学外から（東京都医学総合研究所）研究者本人にも登壇していただき，どのような過
程で研究テーマを選ぶことになったのかについて考察した．

中尾は，1，2 年生の選択必修『（科学英語）Science English を使いこなす！（基礎編）』『（科学英語）Science 
English を使いこなす！（実践編）』の講義を担当し，最新の医科学研究論文についての英語動画を視聴させたり，国
立精神神経センターから自己免疫疾患特に多発性硬化症の研究者 Benjamin Raveney 先生を，理化学研究所 BSI から
認知脳科学研究者 Pavel Prosselkov 先生を招き英語で講義を視聴してもらったり，国立遺伝学研究所の広海健先生に
よる遺伝研メソッドを用いた英語による科学プレゼンテーション法についての講義などを通して，医学部生として非
常に実践的な英語教育を行った．

 医学部全学年及び保健医療学部を対象として，以下のような夏期休暇プログラム及びその発展型である課外プロ
グラムを実施した．　

中尾は，Science English を使いこなす！と言う課外プログラムを実施し，2 年生から 6 年生の学生 11 名に最近の
科学・医学研究の発展を英語のサイエンスニュースをフォローしながら学びつつ，学生どうしで discussion や発表
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会を行うことで英語でのコミュニケーション能力を高めると同時に論理的な問題解決思考の養成に務めた．こうした
経験を通して，医学部学生に研究マインドを養成し，基礎医学の分野で行われている研究が臨床医学的に応用可能な
治療法の開発につながる事を理解させるよう努めた．さらに糖尿病モデル疾患モデルを用いた新規糖尿病治療戦略と
いうタイトルの課外プログラムには医学部 1 年生が参加して最新の遺伝子導入技術と免疫染色などを用いて学部生
のうちに主著者として論文発表することを目指してプロジェクトをスタートしてもらった．

さらに，中尾は，医学部生に再生医療の基本を理解してもらうために，生物科学の教科書「新しい生物科学」を共
編共著で培風館から出版した．

池田と中尾は，1 年生の医科学の探索と言うユニットのチューターとして学生 7 名ずつを担当し，それぞれテーマ
は「体内時計」「PD1 抗体とがん免疫療法」と言う学生の興味の中から発掘した Question について，evidence-base
に Answer を見つけると言う問題解決型の少人数教育で研究マインドの涵養につながるトレーニングを行った．

【大学院教育】
　大学院医学研究科博士課程研究生の指導（池田）を，医学研究科医科学専攻（修士課程）・生体機能科学分野「脳
科学特論」の講義（池田，小川）を担当した . さらに，大学院生を対象とした学術集会として，服部信孝教授（順天
堂大学医学部脳神経内科），内匠 透シニアチームリーダー（理化学研究所　脳科学総合研究センター），糸川昌成副
所長（東京都医学総合研究所）の講演会（神経科学セミナーとして開催）を企画し，司会を勤めた（池田）．
　中尾は 2012 年度から小泉恵太博士（上尾病院）を特別協力研究員として指導している． 
　医学部以外では，以下の科目を担当した．

【卒前教育】
埼玉医療福祉会看護専門学校（生理学：池田）
埼玉県立大学保健医療福祉学部（生理学特論「概日リズムと時計遺伝子」：池田）
福島県立医科大学医学部医学科（行動科学「遺伝子と人間行動」：池田）
日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション科（内科学：池田）
愛知医科大学医学部医学科（生理学特別講義「時計遺伝子 BMAL1 の発見」：池田）
2-3．達成度

【卒前教育】
機能系実習 1 は本年度から実習期間が 2 日から 4 日に拡大され，実習項目や内容を一層充実させ，学内外の教員

のご協力により計画通り実施することができた . 実習では，血液に関する基本的な項目を，実験を通して理解するこ
とを目標とし，達成度についてはレポートにより評価した . レポートの内容が基準に達していない学生には，再レポー
トを課した．実習の設計通りに運用することができたと考えている．

選択必修の ｢Science English を使いこなす！（基礎編）｣｢Science English を使いこなす！（実践編）｣ では，従来
までの勉強としての文系英語ではなく，医学部生，将来の医師として使うための英語を様々な方向から学んでもらう
ことを目標にし，国立精神神経センター，理化学研究所 BSI から脳科学研究者を招き，ヒト特異的な認知特性などに
ついて英語で講義をして頂き，学生と一緒に discussion を行うという挑戦的な試みを実施したが，学生からの講義
後アンケートで，生きた英語を学び，しかも，それ自体非常に楽しく感じられ，今後もより一層英語に接したいと英
語に対する意欲をかき立てられたと言うことであるので概ね成功したと言えるのではないか．

選択必修「最先端医学研究の成果を医療に生かすには - 研究の現場から未来の医療を探る -」を本年度より開講した．
これは本学の医学研究者 3 名，学外から 4 名からなる講師陣が，専門領域の研究や最先端研究分野に関して，細胞
生物の基礎から疾患への応用，将来の研究への発展について紹介するもので，1 年生時に細胞生物で学んだ内容が，
どのような形で病因や診断・検査，治療法に関連しているのかを具体的な例を通じて学習する機会となった．

選択必修「一生の研究テーマを如何に決めるか - 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」では，学外から 1 名，
学内から 2 名の講師によって，研究者が研究テーマを選択した経緯・背景について紹介した．特に学外の 1 名の講
師には，研究者自身がなぜ現在のテーマを選んだのかについて実体験に基づいた講義をしていただく機会を設けた .

課外プログラムにおいて，基礎医学部門で行っている研究を見学・体験あるいは実際にプロジェクトを担当するこ
とにより，学生は現在進行形で進歩している医学の流れを実際に見ることができ，また，問題意識を持つこと，及び
その問題を解決していくための研究手法を学ぶことができた．

【大学院教育】
　講義では，担当者が上記目標に向かって十分努力をしたと考える．
　研究指導においても，大学院博士課程研究生自身が困難な課題に自ら取り組み，解決手段としての実験手法も改良
を加えた結果，成果を上げさせることができたと考える．（池田）
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2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
　講義の内容や配布資料を，学生からの質問，試験の結果からの学生の理解度の分析を元に，枠組みから細部にわた
るまで改良を加えたことにより，履修者の達成度・満足度が上がったと考えている．学生からの質問や意見の内容を
分析し一層の改良をはかりたい .
　機能系実習 1 は開始 2 年度目であったが，学内の教員，非常勤講師の協力により，小グループによる実習を実施
する事ができた . 本年度から実習期間が 2 日から 4 日に拡大されたことにより，血液の酸塩基調節機構や生化学的性
質などを加え包括的な実習内容の充実を行っているが，さらに一層の改良をはかりたい .

【大学院教育】
　当初の目標は達成されたが，一層の充実を図り研究の発展につなげたい．

3．研究
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
3-1．目的・目標

感覚（網膜），イオンチャネル，学習について，以下の研究グループに分かれて，基礎メカニズム解明のための研
究を行う．特に情報処理等の機能に直結するメカニズムの解明に重点を置く．また，臨床応用を念頭においた研究も
進める．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．網膜の視覚情報処理（渡辺，田丸，金子，菅，平沢，藤牧 - 青葉）
（ア）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
（イ）ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞，マウス ES 細胞，マウス iPS 細胞を用いた
　　網膜・視神経細胞への分化誘導および創薬，再生医学研究への応用（田丸，渡辺）

（ウ）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺 , 藤牧 - 青葉）
（エ）網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明（平沢）

2．受精成立の分子機構の解析（三輪，佐藤）
3．上皮の形態と機能分化の機構（菅，金子，藤牧 - 青葉）
　（ア）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現，局在調節
4．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
　（ア） 小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
5．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
　（ア） ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
　（イ） 脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
7．多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）
8．ADHD モデルラットにおけるカテコラミン修飾効果の解析（佐藤）
3-3．研究内容と達成度

1．網膜の視覚情報処理
1）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
　杆体入力型双極細胞から放出されるグルタミン酸が温度依存的に増大するメカニズムを薬理学的手法と組み合

わせて電気生理学的に解析している．
2）ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞，マウス ES 細胞，マウス iPS 細胞を用いた網膜視神経細胞への分化誘導および創薬，

再生医学研究への応用（田丸，渡辺）
　国立成育医療研究センター眼科・視覚科学研究室との共同研究．ヒト iPS 細胞とヒト ES 細胞由来の視神経細

胞から，機能する軸索を持つ視神経細胞を分化誘導し，視神経が薬品によって誘導可能かどうか検討する .
3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
　ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞（DA 細胞）に発現する電位依存性 Na チャネル α-subunit（Nav

α）サブタイプの多様性を調べるため，単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法の条件を検
討した．また，DA 細胞における Nav αタンパクの発現を調べた． 

4）網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明（平沢）
　抑制性の網膜抑制回路が網膜電図の明暗光応答を制御するしくみを近年の研究報告に基づいて再考察する . 達
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成度：網膜におけるシナプス伝達を近年開発された薬物で選択的に抑制し，その効果を網膜電図上で評価する
実験を行った . その結果，網膜電図の明暗光応答は主に GABA 作動性抑制性回路によって制御され，その回路
は興奮性双極細胞→抑制性アマクリン細胞間のシナプス伝達によりコントロールされることを示唆する実験結
果を得た．

2．受精成立の分子機構の解析（三輪，佐藤）
　受精における精子と卵の相互作用は種特異的で，非常に巧妙に調節されている . 精子－卵保護膜の相互作用を明

らかにするために，アフリカツメガエルから見出した新規受精調節因子ダイカルシンの機能解析を進めている . 
平成 30 年度においては，ダイカルシンによる卵保護膜フィラメント微細構造に及ぼす影響を定量的に解析した．
その結果，卵保護膜フィラメントの受精能を担保する超微細構造基盤の一端を解明した．

3．上皮の形態と機能分化の機構（菅，金子，藤牧 - 青葉，高田）
1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現 , 局在調節
　成体誘導条件での両生類皮膚のプロテオーム解析を行ったところ，複数の発現差異のある蛋白質スポットを

特定し，発現差異のある蛋白質を質量分析装置で同定した．また，アフリカツメガエル（Xenopus），ウシガ
エル（Rana）の胚 / 幼生では吸着器に ENaC の発現が見られるため，ブロッカーを使った行動実験を行い，
ENaC の活性と機能を検討した．アフリカツメガエルではブロッカーによる行動の変化が観察され活性化した
ENaC の存在が示唆されたが，ウシガエルでは明確な差は見られなかった．

4．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
　Kv4.2を株化細胞に強制発現させた場合，ERにスタックしてしまい細胞表面への移行がほとんどみられないが，

結合たんぱく質である KChIP-1 を強制発現させるとゴルジ体への移行がみられる．これを解析するための系
として，改変型 Kv4.2 チャネルと蛍光タンパクとの融合タンパクの組み合わせを EGFP から他のものにかえる
ことで検出感度上を向上できないか検討した．

5．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
　3DCG を刻印付け刺激として用いた行動実験を行った．
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
　妊娠前の餌によって酸化ストレスの程度をかえ，周産期にリポ多糖の膣内投与を行う事で脳室周囲白質軟化症

のマウスモデルを検討した．特殊餌（低タンパク餌）による血中の白血球数の変化と酸化ストレスの検討を行
い，低タンパク餌が白血球数，リポ多糖の投与が白血球数・血中酸化ストレスに影響を与えることを明らかに
した．

6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
　カンナビノイドは従来，その精神的作用にのみ注目されてきたが，近年，大脳皮質や海馬，小脳において短期的

可塑性や長期抑圧を引き起こす伝達物質として，新たな注目を受けてきた．ほ乳類の大脳皮質では，発達の一時
期に，入力に依存してシナプスの伝達効率を変化させる可塑性を示し，これは学習や記憶とそのメカニズムを共
有していると考えられ，その詳細を解明することは社会的にも強く要請されている．齧歯類の頬髭を受容野とす
る体性感覚野バレル皮質においては，発達に応じて異なる性質の可塑性が複数現れ，末梢（ヒゲ）からの入力が
ないと隣接するヒゲに受容野を奪われる入力依存性の受容野可塑性が起こる事が知られている . 出生直後の大脳
皮質の回路形成から臨界期開始が導かれるメカニズムを明らかにする．

7．多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）
　埼玉医科大学薬理学との共同研究．精子に発現している脂質センサー GPR120 が精子機能に及ぼす影響につい

て解析している . 
3-4．自己評価と次年度計画

1）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
　TRPM1 KO マウスを用いて杆体双極細胞の膜電位を測定したところ，野生型で見られた温度依存性の脱分極は

観察されなかった．また，野生型マウスを用いて，TRP チャネルのブロッカーである Ruthenium red を細胞外
液に灌流しながら杆体双極細胞の膜電位を測定しても同様のデータが得られた . これらの結果は，杆体双極細胞
のシナプス後細胞である AII アマクリン細胞で観察された温度依存性 EPSC の挙動と一致した．これまでの結果
をまとめて，来年度は論文として発表したい．

2）ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞，マウス ES 細胞，マウス iPS 細胞を用いた網膜視神経細胞への分化誘導および創薬，
再生医学研究への応用（田丸，渡辺）
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　これまでに，ヒト ES 細胞から，機能する軸索を持つ視神経細胞へ分化誘導させることに成功した．さらに，今
年度は幹細胞から分化誘導した網膜グリア細胞についても電気性理学的な解析を行う予定であったが，諸事情に
より遅れている．

3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺，藤牧 - 青葉）
　単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法を用いてラット網膜の DA 細胞に発現する Navα サブ

タイプの多様性を明らかにしていきたい．
4）網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明（平沢）
　前年度の研究結果をふまえ，網膜に存在する 3 種類のイオンチャネル型グルタミン酸受容体（AMPA・NMDA・

KA 型）の選択的阻害剤をいくつかの組み合わせで投与し，その存在下における GABAA 受容体の阻害剤の作用
を網膜電図上で評価していく．そのことにより，抑制性の網膜抑制回路が網膜電図の明暗光応答を制御するしく
みの詳細を明らかにすることを目指す．

2．受精成立の分子機構の解析（三輪，佐藤）
　精子－卵保護膜の相互作用を明らかにするために，アフリカツメガエルから見出した新規受精調節因子ダイカル

シンの機能解析を進めている．平成 30 年度における成果は，卵保護膜フィラメントの超微細構造と受精能を関
連づける上で重要な知見と考えられる．令和元年度では，引き続き卵保護膜の受精能を解析するために，卵保護
膜の物性解析を進める．

3．上皮の形態と機能分化の機構（菅，金子，藤牧 - 青葉）
1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現，局在調節
　前年度のアフリカツメガエルの幼生による吸着行動の実験をウシガエルを使って行なったが，ツメガエルと結

果が異なり明確なアミロライドによる行動の変化は見られなかった . ツメガエルのデータを元に論文を執筆中
である．上皮の成体誘導条件での両生類皮膚のプロテオーム解析により，複数のタンパク質が同定されたので，
上皮 Na チャネル（ENaC）との関連を検討したい .

4．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
　引き続き改変タンパクの検出感度をあげることで，局在制御に応答するチャネル分子の分子メカニズムを明ら

かにしていきたい．
5．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）

1）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
　行動実験と実験装置の調節，3DCG 刺激の作成を行った．引き続き，行動データの集積と記憶固定期の即初期

遺伝子による活性部位の検討を進めていく．
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
　特殊餌と周産期にリポ多糖の膣内投与を組み合わせた 4 つの実験群のマウスの仔の脳サンプルで脳内血管の

発達を検討していきたい．
6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
　視床皮質投射の終末にはカンナビノイド受容体 CB1R が局在し，CB1R のアゴニストの投与により視床皮質投射

に退縮が起き，視床終末の投射形成を制御していることを示した . 次年度は，内因性カンナビノイド（eCB）の
実体は何か，をまず明らかにする．次に，臨界期開始時の強い可塑性とも関与する，大脳皮質第 4 層から 2/3
層への円柱状投射形成にカンナビノイド（CB）が関与するかを明らかにし，CB 依存性の STDP と神経回路形成，
臨界期可塑性のメカニズムの詳細を明らかにする .

7．脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）
　GPR120 の遺伝子欠損マウスを作製し，その精子からパッチクランプ法を使って電流測定が可能かどうか検討中

である . 比較的容易に測定できるのであれば，来年度は電気性理学的解析を行いたい．
＜神経科学グループ＞
3-1．目的・目標

臨床の教室（内分泌・糖尿病内科，泌尿器腫瘍科等）と共同でクリニカルリサーチを展開し，医学部学生に対する
課外研究プログラムを通してリサーチマインドを育成する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
Ⅰ　分子時計（池田，熊谷，藤田）

1）時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子
2）マルチカラールシフェラーゼの概日リズム研究への応用
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3）代謝機構における時計遺伝子の役割
4）腫瘍増殖の概日リズム調節機構の解明と腫瘍の時間治療に向けた分子基盤の確立

Ⅱ　眼咽頭筋ジストロフィー原因遺伝子 PABPN1 による細胞老化制御とサルコペニア発症のメカニズムの解明と治
療戦略

　（中尾，熊谷，今井 *, 岡野 *　* 慶應義塾大医学部）
Ⅲ　自閉症，精神遅滞などの発達障害に関わることが期待される新規遺伝子の機能解析（中尾，小泉）
Ⅳ　糖尿病モデルにおけるβ細胞の減少のメカニズムの解明（中尾 , 原 *, 藤谷 **, * 順天堂大医学部糖尿病内科と **

群馬大学生体調節研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
Ⅰ　分子時計プロジェクト（池田，熊谷 , 藤田）
　分子時計プロジェクトとして「概日リズムの分子機構の解明と病気との関連について」の研究を，主にゲノム医学
研究センタープロジェクト研究部門のオープンラボと生理学で展開している．
Ⅱ　眼咽頭筋ジストロフィー原因遺伝子 PABPN1 による細胞老化制御とサルコペニア
　眼咽頭筋ジストロフィーは（OPMD），外眼筋と咽頭筋に加えて下肢の筋肉の縮退による筋力低下を引き起こす
優性遺伝病で，原因遺伝子 PABPN1 は標的遺伝子のポリ A 部位の選択を制御しその遺伝子発現レベルを調節して
いると考えられているが，疾患型では N 末近傍のアラニンリピートがわずかに増大しているだけである．我々は
PABPN1 の疾患型をマウス大腿筋及び筋培養細胞で発現させることで OPMD の病態メカニズムを明らかにしようと
している．我々は，疾患型の PABPN1 を発現させると細胞老化を促進する遺伝子のポリ A 部位の選択に異常を示
し，筋力低下をもたらすことを見いだした．OPMD は 50 代以降に症状が見られることから通常の細胞老化プロセ
スが早まっただけなのではないかという見解が以前からあったが，我々のこれまでの結果はそれを支持する．つま
り，PABPN1 の標的である細胞老化関連因子の発現異常が加齢・老化に伴う筋力低下，サルコペニアを引き起こし
ていると考えると，OPMD の疾患病態を解析し治療法を開発することは，単なる希少疾患の病態解析にとどまらず
PABPN1 に遺伝子異常を持たない人々にとっても老化に伴うサルコペニアの治療法につながることが期待される．今
年度は候補となる標的遺伝子 FOXO1 について alternative polyadenylation による調節機構を明らかにした．（中尾，
熊谷，今井，岡野）
Ⅲ　平成 29 年度は，金沢大学の源不成教授との共同研究により，我々の研究対象である Fam107B と源教授の専
門である GSK3s との関連性を検討した．GSK3s は癌進展やアルツハイマ一発症に重要な鍵を握る分子であると同時
に，双極性障害，うつ病治療薬，Lithium のターゲット分子としても知られている．今年度の解析から，Faml07B が
GSK3s の発現調節を行っていることが示唆された．継続的長期ストレスが GSK3s 発現を上昇させることが報告され
ているが，Fam107B はこの発現上昇に深く関わるものと期待される．また，明治との共同研究から，乳製品摂取が
ストレス緩和に役立つかどうかに関して GSK3s を対象とした解析を進めた．
　ストレスホルモン（グルココルチコイド， GC）応答分子， Hit は，妊娠マウスに dexamethasone（ Dex， GC のアゴ
ニスト）を投与した場合や，拘束ストレスを与えた場合，その胎児脳での mRNA の発現は有意に減少する．分子機
能解析から， Hit は Dex の下流因子として働き，神経細胞の増殖，分化，遊走に影響を与えることがわかっている．
また， Hit RNAi が GC 受容体のタンパク発現減少を起こしており， Hit が HPA 系に対して直接影響を及ぼしているこ
とが示唆されている．
　培養細胞を用いた実験からは， Hit が PI3K 下流の分子カスケードに影響を与えることが明らかとなった．さらには，
双極性障害，うつ治療薬のターゲット分子のリン酸化に関与していることが示唆された．
　これらの結果は，妊娠期ストレスから精神疾患発症までの一連の分子メカニズムの中で Hit が重要な役割を持つこ
とを示している．これらの成果の一部は，第 41 回日本分子生物学会にて発表した
　（中尾，小泉）．
Ⅳ　特許申請＆審査請求中のため省略
3-4．自己評価と次年度計画

Ⅰ～Ⅳは，埼玉医大発の非常に有望なプロジェクトであり，今年度の研究により今後の方向性が見えてきたと言う
点で非常に成果があり，成果の一部は論文として公表することができた．次年度は，さらにこれらの研究成果を論文
や特許として publish するべく全力を挙げる．

4．診療
　該当なし



283

生理学

5．その他
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞　
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本医学教育学会編集委員会委員（椎橋），動物心理学研究編集委員（菅），
　Reviewer editor for Frontier in Behavioral Neuroscience（菅） 
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本生理学会評議員（渡辺，椎橋，中平，伊丹，田丸，菅，金子，三輪），日本生理学会理事（渡辺），日本生理学
会教育委員会委員（椎橋），日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員（椎橋），日本医学教育学会評議
員（椎橋），日本医学教育学会理事（椎橋），日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会委員長（椎橋），日本医学
教育学会医学教育専門家認定制度委員会委員（椎橋），日本医学教育学会学習者評価委員会委員（椎橋），日本医学教
育評価機構調査・解析委員会委員長（椎橋），日本医学教育評価機構企画運営部会部会員（椎橋），日本医学教育評価
機構評価委員（椎橋），医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 事後評価解析小委員会委員（椎橋），医療系
大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 機構派遣監督者（椎橋）, 群馬大学医学部カリキュラム評価委員会外部委員

（椎橋）, 東京大学客員研究員（伊丹） ，日本動物心理学会理事（菅）
＜神経科学グループ＞
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本生理学会評議員（池田），日本神経化学会評議員（池田），日本時間生物学会評議員（池田），FAOPS2019 シ
ンポジウム「Daily /adaptable Yin-Yang transitions in diverse physiological processes coordinated by multi-cellular 
Chrono-molecular signal」オーガナイザー・座長（池田）

6．業績
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Nagane M, Oyama Y, Suge R, Watanabe S-I. Psychosomatic conditions in university students related to melatonin 

biological rhythm and cortisol morning levels. Biol Rhythm Res （2018）.
学会発表
② Itami C, Huang JY, Lu HC, Kimura F. Effects of exogenously administered cannabinoid agonists on axonal 

projection of layer 4 neurons in the developing mouse barrel cortex. Society for Neuroscience, San Diego, 2018, 
Nov.

③ Tamalu F, Watanabe S-I. Temperature-dependent synaptic transmission between rod bipolar and AII amacrine 
cells in the mouse retina. FENS2018, Berlin, 2018, Jul.

④青葉 - 藤牧香代，高田真理．ウシガエル皮膚における成体形質の発現時に変化する物質の同定，第 71 回日本動
物学会関東支部大会，東京，2019，3 月

⑤ Suge R, Nicol A, McCabe B. Fos-like immunoreactivity in the intermediate and medical mesopallium during sleep 
after filial imprinting in the domestic chick. 第 78 回日本動物心理学会，広島，2018, 8 月

⑥佐藤寛栄，齋藤文仁，鈴木秀典．ADHD モデルラット前帯状皮質第五層錐体細胞における GABA 作動性シナプス
におけるドーパミンの修飾効果．第 41 回日本神経科学大会，神戸，2018，7 月

⑦中平健祐 , 椎橋実智男 , 向田寿光．「実習プログラム「医科学入門」による医科学教育への早期適応誘導の試み」
第 50 回日本医学教育学会，東京，2018，8 月

著書
【総数：論文 2 件，学会発表 10 件，著書 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
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三輪尚史（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「配偶子受精能の相互補完的な共役機構とその制御メカ
ニズムの解析」

伊丹千晶（研究代表者）: 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）「発達期バレル皮質の神経回路形成における
カンナビノイ依存性シナプス可塑性の役割」

菅　理江（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「初期学習における記憶の固定化と並行処理メカニズム
の解明」

田丸文信（研究代表者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「ほ乳類の網膜桿体経路における TRPM1 チャネルの機
能的役割」

田丸文信（研究分担者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を回する精子機能の
解明」

椎橋実智男（研究分担者）平成 30 年度日本医療開発機構研究費「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」
椎橋実智男（研究分担者）平成 30 年度日本医療開発機構研究費「脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関

与の検討」
金子優子（研究代表者）：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「網膜における多様な電位

依存性 Na チャネルの発現様式の同定」
6-3．受賞

金子優子：埼玉医科大学保健医療学部　講義科目・Teacher of the Year 賞（人体の構造と機能Ⅰ・臨床検査学科）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし
＜神経科学グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書

論文・紀要・著著： 
⑧ Akemi Hara, Yuko Nakagawa, Keiko Nakao, Motoyuki Tamaki, Tetsuya Ikemoto,　Mitsuo Shimada, Munehide 

Matsuhisa, Hiroki Mizukami, Nobuhiro Maruyama, Hirotaka Watada, and Yoshio Fujitani
Development ofmonoclonal mouse antibodies that specifically recognize pancreatic polypeptide.
Endocrine Journal 2019 May 28;66（5）:459-468（Epub March　6 2019）

⑨ Tsuyoshi Oshima, Yoshimi Niwa, Keiko Kuwata, Ashutosh Srivastava, Tomoko Hyoda,Yoshiki Tsuchiya, Megumi 
Kumagai, Masato Tsuyuguchi, Teruya Tamaru, Akiko Sugiyama,Natsuko Ono, Norjin Zolboot, Yoshiki Aikawa, 
Shunsuke Oishi, Atsushi Nonami,Fumio Arai, Shinya Hagihara, Junichiro Yamaguchi, Florence Tama, Yuya 
Kunisaki,Kazuhiro Yagita, Masaaki Ikeda, Takayoshi Kinoshita, Steve A. Kay,Kenichiro Itami, Tsuyoshi Hirota：
Cell-based screen identifies a new potent and highly selective CK2 inhibitor for modulation of circadianrhythms 
and cancer cell growth. 
SCIENCE ADVANCES. eaau9060， 2019

著書
⑩新しい生物科学　培風館　2018 年 4 月

弥益　恭，中尾啓子，野口　航（共編共著）
【総数：論文 3 件，総論 0 件 , 学会発表 6 件，著書・翻訳　1 件 , 講演 0 件】
6-2．獲得研究費

池田正明（研究分担者）：
平成 30 年度　科学研究費　基盤研究 B　「ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制御メカニズム」

中尾啓子（研究代表者）：
平成 30 年度群馬大学生体調節研究所共同拠点研究費
膵臓β細胞への電気専攻遺伝子導入法の開発と糖尿病発症機構の解明

中尾啓子（研究分担者）：
平成 30 年度金沢大学がん進展制御研究所共同拠点研究費
癌抑制分子 Fam107B による，新たな GSK3β 機能調節経路の探求

中尾啓子（研究代表者）：
平成 30 年度学内グラント
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Notch シグナルによる膵内分泌細胞の分化維持機構と新たな糖尿病治療戦略
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

糸川昌成 副所長（東京都医学総合研究所）神経科学セミナー「心の科学‐分子神経科学と人類学の接点からみた
精神障害 -」企画・司会（池田）　2018.5.21

内匠透 チームリーダー（理化学研究所脳科学総合研究所）神経科学セミナー「自閉症をもでる」　企画・司会（池
田），2018.10.15

服部信孝 教授（順天堂大学医学部脳神経内科）神経科学セミナー「パーキンソン病の研究と治療の最前線」 企画・
司会（池田）　2018.10.22

7．自己点検・評価
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞

教育においては，十分に努力が払われたと考えるが，一層の改善を目指したい．
研究においては，多くの成果を上げられたが，より多くの成果を上げられるように一層努力していきたい．

＜神経科学グループ＞
　教育においては，3 年生以降で学ぶ臨床医学の基盤となる生理学教育に加えて，研究マインドの涵養にも重点を置
いて最先端の医学研究を理解するための導入講義をおこなったり，体験させたりしている． 
　研究については，学内外の臨床教室との共同研究が発展した年で共著の論文がまず publish できたので，次年度以
降は，埼玉医大の教員が主体となる現在投稿準備中の論文を発表することに全力を注ぐ．
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4．生化学

1．構成員
　村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：教授：運営責任者：教育副主任：研究副主任：代表指導教員 （大学院）：中枢
　　　　　　　　　　　　　　　　　   神経の生理生化学：博士
　小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：准教授：研究主任：指導教員 （大学院）：生化学・分子生物学・細胞生物学：博士
　河井信一郎（KAWAI, Shinichiro）：准教授：兼担 （総合医療センター眼科）： 代表指導教員 （大学院）：網膜神経細
　　　　　　　　　　　　   　　　　胞の老化とアポトーシス：博士
　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：准教授：教育主任：指導教員 （大学院）：生化学・分子免疫学：博士
　荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）：講師：研究員：指導教員 （大学院）：生化学・分子生物学：博士
　中野貴成（NAKANO, Takanari）：講師：研究員：指導教員 （大学院）：生化学・分子生物学：博士
　北條泰嗣（HOJO, Yasushi）：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
　橋爪　幹（HASHIZUME, Miki）：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
　伊藤吏那（ITO, Rina） ： 助手
　井田　唯（IDA, Yui）：実験助手

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　6 年一貫教育を柱とする本学医学部の教育において，生化学科は主として医学・生物学の基礎となる細胞生物学と，
基礎医学の主要分野の 1 つである代謝・消化器・血液系（エネルギー系ユニット）を受け持ち，基礎から臨床医学
へと進む際の橋渡しとなるべき教育を担っている． 学生が講義を通じて，生体の構造や生体分子機能，及びヒトが
もつ正常な代謝機能・エネルギー産生機構についての正確な知識を得る事，またその過程で自ら学習する態度を身に
つけるよう指導に努めている． また，実習や演習を通じて観察力・科学的思考能力を養い，考察力及び批判力を交
えて成果を発表できることを目標としている． 
2-2．教育内容（担当者）
　1 年生の「医科学への道すじ」コースでは，「医科学入門 1」を荒木，中野，橋爪，北條が，「医科学入門 3」を魚
住が担当し，また「医科学の探索」では魚住がユニットディレクターを務め，テュータを中野，北條が担当した．「細
胞生物学」コースでは，村越がコースディレクター，小谷がコースディレクター補佐および第 2 ユニットのユニッ
トディレクターを務めた．第 2 ユニットでは，講義として村越が 1 コマ，小谷が 7 コマ，魚住が 2 コマ，中野が 5
コマ，北條が 3 コマを担当し，演習として村越，小谷，魚住，中野，北條が参加し 2 コマを担当した．ユニットの
最初のコマには第 1 ユニットの学習内容を確認することを目的とした確認テストを実施した．また，確認テストの
点数を基に補習が必要な学生およびそれ以外の学生でクラス分けし，一部の講義をそれぞれのクラス別に実施した．
第 3 ユニットでは魚住が 3 コマ，荒木が 5 コマの講義を担当した．さらに「細胞生物学実習」では，魚住がユニッ
トディレクターを務め，実習 5 日分を村越，小谷，魚住，荒木，中野，北條，橋爪，伊藤，井田の 9 名で受け持った．

「人体の基礎科学コース」では，コースディレクターを村越，コースディレクター補佐を魚住が務め，第 1 ユニット
で村越，中野が講義を 2 コマ，小谷が講義を 1 コマ，第 2 ユニットで魚住が講義を 1 コマ担当した．「臨床推論」ユ
ニットでは，北條，橋爪がテュータを担当した．1，2 年生共通の選択必修ユニットでは，村越がユニットディレク
ターを務め，サブユニット「（神経倫理）答えのない医学 2」を村越が，サブユニット「進化から読み解く病の起源」
を中野が担当した．
　2 年生の「人体の構造と機能 2」コースでは村越がコースディレクターを務めた．「エネルギー系」ユニットでは，
魚住がユニットディレクター，中野がユニットディレクター補佐を務め，村越が 4 コマの講義と口頭試問 2 日，小
谷が 6 コマ，魚住が 9 コマと口頭試問 2 日，中野が 2 コマ，荒木が 3 コマの講義を担当した．村越，小谷，荒木，
魚住，中野，北條，橋爪が「まとめと演習」を計 20 コマ担当した．また，「調節系」ユニットで村越が 4 コマ，小
谷が 1 コマ，魚住が 2 コマ，荒木が 4 コマの講義を担当した．「情報系」ユニットで村越が 5 コマの講義を分担し
た．村越が調節系ユニットの口頭試問を 2 日間担当した．「物質系実習」では，荒木がユニットディレクターを務め，
5 日間の実習を村越，小谷，魚住，荒木，中野，北條，橋爪，伊藤，井田の 9 名で受け持った．「医学英語 2」では，
村越，中野がそれぞれ 2 コマずつ担当した．
　その他，4 年生の共用試験 OSCE，5 年生の BSL 後 OSCE，6 年生の卒業時 OSCE では，魚住がスタッフ協力を行った．
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学生アドバイザーを村越，小谷，魚住，荒木，中野が担当した．夏期・通年プログラムにおいては，村越，橋爪，北條，
伊藤が 7 名，小谷が 1 名，荒木が 3 名，魚住が実習型プログラムで 1 名，補習プログラムで 6 名を指導した．これ
らの中から，第 3 回 学生による研究発表会において 1 演題を発表した．魚住が研究医養成プログラム学生（医学部
6 年生）1 名の指導を行った．村越，北條，橋爪，伊藤が保健医療学部卒業研究生 5 名，小谷が保健医療学部卒業研
究生 3 名の指導を行った．また，村越が大学院医学研究科博士課程学生，魚住，中野が医学研究科博士課程　実用
実験医学特別講義，村越，小谷，魚住，中野が大学院保健医療学研究科修士課程学生への講義を行った．毛呂病院看
護専門学校の第一学科は北條が 8 コマ，小谷が 7 コマ，第二学科の代謝栄養学 （生化学分野）については，橋爪が 7
コマの講義を担当した．
2-3．達成度
　教室全体の教育における達成度は，約 90％といったところであろう． 
2-4．自己評価と次年度計画
　講義，実習ともに全教室員がそれぞれの役割を十分に認識し，相互に情報を交換・共有しながら教育にあたっている．
実習に関しては，教室会議において毎回議論を行い，効果の高い実習項目を優先して内容の変更等を実施した．また，
従来どおり学生からの意見を取り入れつつ評価の改善を目指している．これらの改善により，その効果は年々現れつ
つあり，学生の満足度などの手応えを感じている． 特にレポートの指導には力を入れており，提出後に入念なチェッ
クと返還，一定水準に達しないものには再提出を求めている．一方十分な内容に達した者には賞を与え，学年全体に
対してより高いレベルを目指すようにとのメッセージを与えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　基礎医学的および臨床応用可能な生化学研究として，中枢神経，脂質代謝，免疫応答機構，創薬研究など，様々な
分野からのアプローチを行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．ストレス応答時の大脳辺縁系のリモデリング機構（研究員：村越，北條，橋爪，伊藤） 
2．細胞膜上分子間相互作用の機能解析（研究員：小谷・井田）
3．自然免疫受容体 TLR の活性化機構の生化学・分子生物学的解明（研究員：魚住）
4．オミックス解析に基づくがん分子標的薬の開発（研究員：荒木）
5．腸管脂質吸収機構の解明（研究員：中野）
3-3．研究内容と達成度
　上記の個々の研究グループにおける個別の研究テーマでの研究の進展は元より，互いの知識や技術を持ち寄って構
成された共通の研究テーマを遂行する段階にある．脂質代謝や免疫系，抗がん剤の薬理と中枢神経薬理，分子生物学
を組み合わせた，本学科特有の研究を実施していく． 

1. 様々な心身精神疾患において辺縁系の神経回路 - シナプスの可塑的変化が起こることが知られており，病態解明
と予防治療戦略の策定が期待されている．我々は種々精神疾患の病態モデルとしてストレス負荷後の動物行動や
シナプス変化を解析している．具体的には拘束あるいは断眠ストレス処置後のマウスから前部帯状回および扁桃
体を含む脳スライス標本を作成し神経回路が発生する律動的（オシレーション）活動の変化を電気生理・薬理学
的に解析している．中でも各種ストレス負荷の共通作用解析を目的として，グルココルチコイドを投与したマウ
スを用い，in vitro 前部帯状回スライス標本でのカイニン酸誘発オシレーションのドーパミン調節を解析し，行
動学的異常との相関を求めたところ，興味深い新知見を見出しつつある．

2. 抗体医薬は次世代の医薬品として，特に悪性新生物に対する治療効果が期待されている．しかし，その標的抗
原の探索は年々難しくなっており，全く新しいコンセプトによる標的抗原探索が必要とされている．本研究では，
がん細胞特異的な細胞膜上 2 分子会合体を標的として抗体医薬を創薬するシステムの開発を目指している．また，
この 2 分子会合体をがん診断に使用するための研究も実施している．さらに，上記分子間相互作用がシナプス
の活動や機能に及ぼす影響について，光科学を用いた研究を実施している．

3. Toll-like Receptor （TLR）は，病原体構成成分を感知して自然免疫系を活性化する生体防御の受容体であり，今
日では生体恒常性にも重要であることが知られている．細胞内情報伝達経路や，生体での機能解析の研究は進展
したが，受容体活性化機序には未解明課題がいくつも残されている．現在，1）TLR が活性化型に変換される機序，
2）活性化 TLR が細胞内情報伝達分子と複合体形成する機序を，生化学・分子生物学的手法を駆使して解析・解
明を進めている．こうした研究を通して，生体レベルでの TLR・自然免疫系の活性化水準の検出や人為的介入調
節が可能となると考えられる．
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4. 遺伝子発現（トランスクリプトーム），タンパク質の構造機能解析（プロテオーム），遺伝子多型（SNP），代謝産
物解析（メタボローム）等の網羅的分子情報解析から新規がん分子標的薬の開発と遺伝子マーカーの探索を行う．

5. 腸上皮細胞における脂質の再構築と輸送機構の解明を，細胞ならびにマウスを用いて検討している．脂質吸収
の効率は食後高脂血症と直接関連し，脂質サージによる脂肪蓄積，血管損傷や二次的な動脈硬化の進展を促進す
る．近年はコレステロールの新規動態解明を進めてきた（Nakano et al （2019） Nutrients 11（2）: 310; Nakano 
et al （2018）. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 63（2）: 102-105; Nakano et al （2016） PLoS ONE 
11（3）: e0152207）．今後は脂質センサーと考えられる SR-BI タンパク質分子の伝達経路と細胞内脂質再構築
との関連性について研究を進める予定である．本研究はメカニズム解明を通して，これら疾患の改善を目的とす
る．

3-4．自己評価と次年度計画
　神経科学の研究や分子生物学的研究について，論文や学会発表が行われている．さらに細胞生物学や分子生物学的
技術を脳科学のテーマに導入している内容についても，学会発表を準備する段階に達しつつあり，今後も研究の幅が
広がることが期待される．また，学生教育に対する研究活動については，通年・課外プロなどを通じて研究への興味
を持ってもらう試みを続けており，学生による発表もこれまで行ってきた．今後は，これらの内容に新しい試みを導
入することも念頭に入れ，研究を教育面へ発展させる努力をしていきたい．

4．診療
　該当なし

5．その他	
5-1．自治体，政府関連委員の有無 
　日本アンチドーピング機構（村越隆之）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員 
　該当なし
5-3．その他 
　該当なし

6．業績	
6-1．論文・学会発表

① Takanari Nakano, Inoue Ikuo, Takayuki Murakoshi
A Newly Integrated Model for Intestinal Cholesterol Absorption and Efflux Reappraises How Plant Sterol Intake 
Reduces Circulating Cholesterol Levels. 
Nutrients. 2019.02. 11（2）:310

② Hashizume M, Ito R, Hojo Y, Yanagawa Y, Murakoshi T
Acute Sleep Deprivation Reduces Oscillatory Network Inhibition in the Young Rat Basolateral Amygdala.. 
Neuroscience. 2019.01. 401:73-83

③ Kotani N, Ida Y, Nakano T, Sato I, Kuwahara R, Yamaguchi A, Tomita M, Honke K, Murakoshi T
Tumor-dependent secretion of close homolog of L1 results in elevation of its circulating level in mouse model for 
human lung tumor. 
Biochemical and biophysical research communications. 2018.07. 501（4）:982-987

④ Hojo Y, Kawato S
Neurosteroids in adult hippocampus of male and female rodents: Biosynthesis and actions of sex steroids
Frontiers in Endocrinology 2018.04. 9:Article number 183

⑤大間陽子 , 原本悦和 , 石浦章一 , 小谷典弘 , 村越隆之
Sox3 のポリアラニン領域伸長による優性阻害機構の解析
第 41 回日本分子生物学会年会（2018）

⑥小谷典弘 , 佐藤　泉 , 井田　唯 , 中野貴成 , 桒原隆亮 , 山口亜利沙 , 冨田昌弘 , 本家孝一 , 村越隆之
肺がんモデルマウスにおける肺がん組織からの CHL1 分子の分泌と血清 CHL1 レベルの上昇
第 41 回日本分子生物学会年会（2018）

⑦中野貴成 , 井上郁夫 , 竹中康浩 , 小谷典弘 , 島田　朗 , 野田光彦 , 村越隆之



289

生化学

腸上皮微絨毛におけるコレステロール両極性フラックスとトランスポーター
第 3 回トランスポーター研究会関東部会（2018）

⑧小谷典弘 , 中野貴成 , 井田　唯 , 伊藤吏那 , 橋爪　幹 , 荒木智之 , 北條泰嗣 , 本家孝一 , 村越隆之
EMARS 法による脂質ラフト分子解析とその意義
第 61 回日本神経化学会大会（2018）

⑨橋爪　幹 , 伊藤吏那 , 菅　理江 , 北條泰嗣 , 村越隆之
急性断眠ストレスはラットにおける音依存的な恐怖条件付け記憶の成績に影響を与える
第 41 回日本神経科学大会（2018）

⑩北條泰嗣 , 松永洸昂 , 小松睦実 , 伊藤健治 , 橋本知公 , 瀧澤恵子 , 野口彩紀子 , 伊藤吏那 , 橋爪　幹 , 中野貴成 , 村
越隆之
マウス前部帯状回におけるドーパミン受容体発現に与えるグルココルチコイドの影響
第 41 回日本神経科学大会（2018）

【総数：論文 6 件，学会発表 6 件，著書 0 件】
6-2．獲得研究費

①小谷典弘：文部科学省　科研費　基盤研究（C） 
　がん診断法への応用を企図した細胞外小胞上に発現する分子会合体の解析 1,400 千円（代表）
②小谷典弘：文部科学省　科研費　基盤研究（C） 
　糸球体構造維持に関わるポドサイト細胞間接着分子の同定 50 千円（分担）
③中野貴成：文部科学省　科研費　基盤研究（C）
　食事性植物ステロールによる腸管コレステロール吸収抑制機序の解明．600 千円（代表）
④中野貴成：文部科学省　科研費　基盤研究（C）
　PPAR γ 1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウス胎性致死の原因究明．900 千円（分担）
⑤北條泰嗣：文部科学省　科研費　基盤研究（C）
　急性ストレスが引き起こす帯状回シナプス変化とその分子メカニズムの解明 ．1,000 千円（代表）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案

①小谷典弘 ,　井田　唯 , 中野貴成 , 村越隆之　2018/04/19 
　新規肺がんマーカー（2018-80787）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　本年は村越の赴任 10 年目にあたり，教室の体制はもはや安定期を過ぎむしろマンネリに陥らないかを警戒すべき
時期に来ているとも言える．医学教育分野別認証も控えた本年度に図らずも医学部長の任命を受け大学全体の運営に
ついて格段の努力を払わなくてはならず，教育研究との並立が難しい状況ではあるがさらに対応・貢献に努めたい．
これまで以上に教室員スタッフの協力と，大学事務，基礎系関係教室の方々との連携をうまく機能させてゆきたい． 
　＜教育＞　講義に関しては村越以下，准教授，講師を中心に分担し，実習はさらに教室員全員の参加でこなしている． 
また，医科学の探索，臨床推論等，少人数演習教育には助教も参加し，成果を挙げている． CD，UD，それらの補佐
等，教室員が卒前教育の主要なメンバーになりつつあり，生化学の一教室を超えて大学全体に貢献するとの意識を共
有したいと期待している．
　＜研究＞　3-4 参照
　＜教室運営＞　上に述べたとおり，大学全体の業務には村越だけでなく，秘書業務をこなす伊藤，カリキュラム室
長である魚住，研究センター副部門長である小谷，等，ほぼ総員の関与が増えている．その中でも，論文抄読会，プ
ログレスレポートを中心とするミーティングを定期的に開催し，教室員の相互理解や業務の効率的な遂行に役立てて
いる．引き続き，今後も生産性，効率に優れ，尚且つ，風通しと居心地の良い教育研究環境を維持発展させたい． 
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5．薬理学

1．構成員
丸山　敬（MARUYAMA, Kei）：教授：運営責任者，教育主任，研究副主任：代表指導教員（大学院）：分子神経薬理学：
　　　　　　　　　　　　　  博士
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）：保健医療学部教授（薬理学兼担）：循環呼吸薬理学：博士
淡路健雄（AWAJI, Takeo）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：分子画像解析学：博士
周防　諭（SUO, Satoshi）：講師：学位論文審査教員（大学院）：博士
吉川圭介（YOSIKAWA, Keisuke）：講師：学位論文審査教員（大学院）：博士
栁下 - 姜　楠（YAGISHITA-KYO, Nan）：助教：博士
岩佐健介（IWASA, Kensuke）：助手
山本梓司（YAMAMOTO, Shinji）：保健医療学部助教（薬理学兼担）（平成 30 年 4 月より）：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　＜卒前教育＞臨床医に必須な薬物療法の基礎の修得
　＜卒後教育＞研究能力の習得／評価
　＜大学院教育＞研究（実験）指導と研究能力の習得／評価
2-2．教育内容（全教室員）
　＜卒前教育＞全教室員が教育に関与している．薬理学教室の担当する教育内容は，1年次の｢細胞生物学｣の分担（16
章「細胞の情報伝達」），「医科学入門」，「人体の基礎科学 2（化学）」，「医科学の探索」，2 年次の ｢ 薬理学総論およ
び実習 ｣，3 年次，4 年次，6 年次の幾つかのユニットでの薬物療法の分担講義である．丸山は 10 月に FLASH 薬理
学を刊行し，講義で使用した．藤巻教授（脳外科）は最新の脳腫瘍の抗癌薬治療の講義（薬理学総論）を行い，薬理
学総論と臨床医学の融合を目指した．鳥澤保廣教授（非常勤講師，高崎健康福祉大学・保健医療学部）は薬剤師とし
て創薬薬理学の講義を行い，医師と薬剤師の協力関係を含めて創薬の講義を行った．実習は 2 年生を対象として 15
時間で 3 項目を行った．3 日という短い実習時間で，精細な観察，充分な考察の上で論理的思考を経て結論を導く訓
練となるよう心掛けた．平成 26 年度から，大学当局のご尽力により，新型マグヌス管実習システムと循環器系実習
MacLab システムに更新された．効率良く実習を行うことができるようになった．臨床に直結した実習となるように
努力している．鈴木正彦教授（保健医療学部／薬理学兼担）も実習を担当した．外部スタッフの協力により実習を遂
行することができた．鈴木正彦教授が指導教員となっている保健医療学部 3，4 年生数名を預かり，卒業論文研究・
実験指導を行った．
　＜卒後教育＞学位審査を行った．丸山（主査 1 件），淡路（副査 3 件），吉川（副査 1 件）
　＜大学院教育＞保健医療学部教授（薬理学兼担）鈴木正彦教授が指導教員となっている修士課程学生 1 名は薬理
学教室で研究を行い，平成 26 年に修士取得後に医学部博士課程（薬理学）に進学した．平成 28 年度の学術振興会
特別研究員 DC2 に採用された．平成 29 年度に医学博士を取得し，平成 30 年度 4 月より保健医療学部助教に採用さ
れ，兼担助教として，医学部の教育にも大いに貢献した．本年度は大学院学生は不在であるが，本学および保健医療
学部（修士課程「脳科学特論」）の講義などで貢献できたと自負している．
　＜他大学教育＞
　薬理学教員の不足により他教育機関からしばしば講義の要請がある．医療人育成としての社会貢献として，他大学
の講義を積極的に行うこととしている．
　埼玉医療福祉会看護専門学校（旧毛呂病院看護専門学校）：薬理学講義（淡路，吉川，栁下 - 姜，周防，岩佐）
　上福岡高等看護学院：薬理学講義（淡路，吉川，栁下 - 姜，周防）
　熊谷医師会看護専門学校：生化学講義（吉川）
　飯能看護専門学校：薬理学，生化学講義（吉川）
　東京医療学院大学：臨床薬理学講義（丸山，淡路，鈴木）
　群馬大学医学部：生化学講義，薬理学講義（丸山）
　北里大学理学部：生物学講義（丸山）
2-3．達成度
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　＜卒前教育＞限られた時間と人員の条件下で最低限必要な知識を習得させている．
　＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
　＜大学院教育＞神経薬理学の基本を修得させることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　＜卒前教育＞講義については，教員が専門領域以外も十分な準備をして一定の成果を得ることが出来た．臨床関連
型実習の充実を引き続き模索する．
　＜卒後教育＞適切な学位審査ができたが，さらなる厳正な評価を目指す．
　＜大学院教育＞博士 4 年生大学院生は基本的な知識と実験手技を習得し，学位を授与されて卒業した．平成 30 年
4 月から保健医療学部助教に採用された．今後とも共同研究を継続しており，十分な成果と言える．大学院生不在で
あっても，講義などを通じて貢献を目指す．

3．研究
3-1．目的・目標
　いわゆるゲノム情報に基づく網羅的研究ではなく，いままでの概念を超える新たな研究分野の開拓を目標とする．
そのため，効率的ではないとの批判を甘受して，個人がその興味のままに，ある意味では外界の動向から独立して研
究を進めることを原則とする .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．アルツハイマー病の分子病態 栁下，丸山 
b．脂肪酸受容体の薬理学的研究 淡路
c．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療 吉川，岩佐，山本
d．線虫の神経薬理学 周防
3-3．研究内容と達成度
a．アルツハイマー病の分子病態
　アルツハイマー病では，脳内に顕著な蓄積が認められる 2 種類のタンパク質，アミロイド β タンパク質（Aβ）
とタウとが，その発症に関与していると考えられている．当研究室では，2 つのタンパク質について基礎的な研究を
実施している．特に，睡眠時無呼吸症候群のモデルである間欠的低酸素負荷に着目し，このモデルが，加齢と共通性
の高い遺伝子発現変化を起こすこと，タウのリン酸化を亢進させることを明らかにした．この当研究室で開発したリ
ン酸化タウ亢進モデルについては，昨年度に論文として発表し，注目を集めている．また，本論文内で用いた網羅的
遺伝子解析は共同研究者らの協力により，アルツハイマー病研究に限らず，スタンダードな解析法になる可能性があ
る．データベース検索を併用することで，得られた解析結果を生物学的観点から解釈できるようなった．さらに，ヒ
トに近い老化を示すと言われている齧歯類デグー O. degus の脳を入手し，Aβ やタウの検出を試みた．デグーへの
間欠的低酸素負荷を計画している．
b．脂肪酸受容体の薬理学的研究
　京都大学と共同で新規クローニングした不飽和脂肪酸受容体の薬理学的特性の研究ならびに，メタボリック症候群
を含む代謝疾患理解のため，細胞レベルでの機能解析を行っている．この研究の延長として新規メタボリック症候群
治療薬の新規開発を目指し，シード化合物のスクリーニングを行っている．同時にメタボリック症候群・肥満の発症
に関わる不飽和脂肪酸受容体の生理機能を明らかにするために京都大学と共同でノックアウトマウスおよびトランス
ジェニックマウスの解析を行っている．発現変化を客観的に評価するために，新たな網羅的解析を開発している．また，
生殖機能における不飽和脂肪酸受容体の機能の解明のため，本学産婦人科・生理学教室と共同研究を遂行中である．
c．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療
　脂質メディエーターはそれぞれが特異的な受容体に結合し生理活性を発揮し創薬の重要なターゲットである．脂質
メディエーターの神経変性疾患における詳細な生理活性を解明し，薬理学的治療に応用することを目的としている（米
国国立衛生研究所との共同研究）．また食餌性肥満と神経変性疾患に関する研究（京都大学薬学研究科との共同研究），
多発性硬化症の脂質メディエーター生理活性制御による治療（お茶の水女子大学との共同研究）（AMED 創薬支援プ
ログラム前臨床研究），天然生理活性成分を用いた新規アルツハイマー病モデルマウス作製によるアミロイド仮説の
再検証（九州大学農学部との共同研究）の研究を進めている．
d．線虫の神経薬理学
　ドーパミンなどのアミンは運動や感情の制御に関わる重要な神経伝達物質である．研究上の様々な利点を持つモデ
ル生物である線虫 C. elegans を用いて，アミンの働きを分子・細胞レベルで解析している．カルシウムイメージング
など可視化解析により，アミン受容体が生体内でどのようなシグナル伝達を研究している．さらに，アミン神経伝達



薬理学

292

物質がどのように動物の行動を制御しているかを解明するために研究を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　ノックアウトマウスの解析という動物レベルでの生理機構から，アミロイド代謝やシグナル伝達という細胞レベル
の観点と幅広い薬理学の分野と対象として研究を行っている．残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成
果は得られていないが，生物学的医学を踏まえた幅広い観点から医学系授業を行うことができよう．今後とも各個人
の興味を尊重した研究活動を遂行する．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読：
　丸山 International Journal of Molecular Sciences（5 件），Nutrients（1 研），Molecules（3 件）， Metabolites （1 件），

Toxins（1 件），pharmaceuticals（1 件），Materials（1 件）Scientific Reports（1 件）Life Sciences（1 件），
Neurochemistry International（1 研） EBioMedicine（1 件），Proceedings of the Japan Academy, Series B（1 研）

　吉川 Archives Italienne de Biologie（1件），European Journal of Pharmacology（1研），Neurotoxicity research（1研），
Journal of Neurology & Neuromedicine（1 件），Scientific reports（1 件），Endocrine, Metabolic & Immune 
Disorders（2 件）

　周防 Zoological Science（1 件）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Shimizu Y, Ishikawa M, Gotoh M, Fukasawa K, Yamamoto S, Iwasa K, Yoshikawa K, Murakami-Murofushi K. 
Quantitative determination of cyclic phosphatidic acid and its carba analog in mouse organs and plasma using 
LC-MS/MS. Journal of Chromatography B. 1076. 15-21 （2018）

② Tsukahara R, Yamamoto S, Yoshikawa K, Gotoh M, Tsukahara T, Neyama H, Ishii S, Akahoshi N, Yanagida K, 
Sumida H, Araki M, Araki K, Yamamura K, Murakami-Murofushi K, Ueda H. LPA5 Signaling is involved in Multiple 
Sclerosis-mediated Neuropathic Pain in the Cuprizone Mouse Model. Journal of Pharmacological Sciences. 136

（2）. 93-96 （2018）
③ Arai S, Kriszt R, Harada K, Looi LS, Matsuda S, Wongso D, Suo S, Ishiura S, Tseng YH, Raghunath M, Ito T, Tsuboi 

T, Kitaguchi T. RGB-Color Intensiometric Indicators to Visualize Spatiotemporal Dynamics of ATP in Single Cells. 
Angewandte Chemie （International ed. in English） 57:10873-10878 （2018）

④丸山　敬 . FLASH 薬理学，羊土社（2018 年 10 月）
⑤石崎泰樹，丸山　敬（翻訳，監訳），イラストレイテッド生化学，丸善（2019 年 1 月）
⑥ K. Yoshikawa, S Yamamoto, K Iwasa, M Gotoh, K Maruyama, K. Murakami-Murofushi. Protective and therapeutic 

role of 2-carba-cyclic phosphatidic acid in Multiple Screlosis mouse models. The 11th Pan-Asian Committees on 
Treatment and Research in Multiple Sclerosis 2018 年 11 月 1 ～ 3 日　Sydney, Australia 

⑦ M. Igarashi, K. Iwasa, K. Yoshikawa, D. Piomelli. Disruption of satiety factor OEA production in the gut by 
imbalanced nutrition of fat and carbohydrate. The 13th Congress of The International Society For The Study Of 
Fatty Acids And Lipids （ISSFAL）  2018 年 5 月 27-31　Las Vegas, NV, USA

⑧周防　諭．ドーパミンは C. elegans の自発運動の性差を作り出す．線虫研究の未来を創る会　（三島，静岡県） 
（2018 年 9 月）（ポスター発表）

⑨周防　諭，原田一貴，松田翔吾，王　旻，丸山　敬，淡路健雄，坪井貴司．ドーパミンは C. elegans オスの自発
運動量を制御する．日本分子生物学会年会　（横浜，神奈川県）（2018 年 12 月）　（ポスター発表）

⑩柳下‐姜楠，原田美海，上北朋子，丸山　敬，伊海結貴，越本知大，柳下聡介．社会性に関わるシナプス接着分
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子に対する性ホルモンの影響．第 92 回日本薬理学会年会（ポスター）大阪（2019 年 3 月）
【総数：論文 3 編，学会発表 12 編，著作 2 編】
6-2．獲得研究費

I. 日本医療研究開発機構（AMED）創薬支援ネットワーク（DNW-16010）　2016 年度～ 2019 年度　環状ホスファ
チジン酸類縁体による多発性硬化症治療薬の開発（総研究費 58,999 千円，直接経費 12,292 千円）（研究代表者：
吉川）

II. 科研費　基盤研究（C）2018 年度～ 2020 年度　消化管の脂質センサーを起点とした腸脳相関と作用点とした
神経疾患治療への応用（直接経費 3,400 千円，間接経費 900 千円）（研究代表者：吉川）

III. 科研費　若手研究　2018 年度～ 2020 年度　認知症予防に向けた腸管脂質センサーと神経発達における腸脳
相関解明（直接経費 3,300 千円，間接経費 990 千円）（研究代表者：岩佐）

IV. 日本学術振興会　研究活動スタート支援（18H06111, 19K21229）2018 年度～ 2019 年度　環状ホスファチ
ジン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発（総研究費 1,560 千円，直接経費 1,200 千円）（研究代表
者：山本）

V. 埼玉医科大学　保健医療学部　プロジェクト研究費（整理番号006）2018年度（総研究費500千円）（研究代表者：
山本）

VI. 科研費　基盤研究（C） 二種類の同一サブクラス G タンパク質共役型受容体によるシグナル伝達のクロストーク
2018 年度 : 1,300 千円 （直接経費 : 1,000 千円，間接経費 : 300 千円）　（研究代表者：周防）

VII. 科研費　基盤研究（C）　社会的行動に障害をきたす認知症の発症メカニズムの解明　2018 年度：1,690 千円
（直接経費：1,300 千円，間接経費：390 千円）（研究代表者：丸山）

VIII. 科研費　若手研究　テストステロンによるシナプス結合制御からみる自閉症の発症分子機序の探索　2018 年
度：1,690 千円（直接経費：1,300 千円，間接経費：390 千円）（研究代表者：栁下‐姜）

IX. 日本私立学校振興・共済事業団　平成 30 年度女性研究者奨励金　自閉症リスク因子に対する性ホルモンのシ
ナプスでの作用　400 千円（研究代表者：栁下‐姜）

X. 科研費　基盤研究（C） 多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明 2018 年度 : 3,250 千円 （直
接経費 : 2,500 千円，間接経費 : 750 千円）　（研究代表者：淡路）

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

埼玉医科大学卒後教育委員会後援学術集会：金然正博士（理化学研究所・脳神経科学研究センター）飽和脂肪酸誘
導インスリン抵抗性におけるスフィンゴ脂質代謝と肥満関連因子 GPRC5B の役割（平成 31 年 1 月）

7．自己点検・評価
　教育に関しては，単なる国家試験対策ではなく，疑問や問題に遭遇したときに，自分で調べて解決する能動的な能
力を身につけることを目標とした．ある程度は，活気ある講義や実習ができたと自負している．単に「楽しい」講義
ではなく，卒業後も有用な講義をさらに考えていきたい．実習項目のブラッシュアップを引き続き行っている．平成
30 年度はさらに積極的に課外教育に取り組む．また，CBT や医師国家試験の出題傾向にも十分に配慮していく．丸
山は FLASH 薬理学とイラストレイテッド生化学（監修・翻訳）を刊行し，適宜，授業で参照した．
　研究に関しては，大規模研究のような画期的な進歩をもたらす成果は残念ながら得られていないが，それぞれ独創
的なテーマで基礎研究を行っている．（1）神経変性疾患治療薬開発研究として AMED 創薬支援プログラムを遂行し
ている．（2）脂肪酸受容体や脂質性情報伝達因子の研究に関しては，近年話題になっているメタボリックシンドロー
ム関連治療薬につながる成果が出ており，京都大学，東京大学，お茶の水大学，九州大学などとの共同研究が進展し
ている．脂質受容体ノックアウトマウスを多面的に解析している．（3）自然老化動物として注目されているチリ原
産齧歯類デグーの解析を開始した．本年度は論文発表，学会報告，獲得研究費は平年以上と自負している．2019 年
度さらに研究が発展するように努力する．
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6．病理学

1．構成員
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：教授： 運営責任者：教育主任・研究副主任：代表指導教員（大学院）：神経病理学：
　　　　　　　　　　　　　  博士
山田健人（YAMADA, Taketo）：教授：研究主任：腫瘍病理学：博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）：准教授（神経内科兼担）：神経病理学：博士
市村隆也（ICHIMURA, Takaya）：講師：外科病理学：博士
金　玲（JIN, Ling）：助教：外科病理学：博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：教授（保健医療学部兼担）：血液病理学：博士
小森隆司（KOMORI, Takashi）：客員教授（東京都立神経病院）：神経病理学：博士
塩田　敬（SHIODA, Kei）：非常勤講師：神経病理学：博士
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）：非常勤講師（保健医療学部）：循環器病理学：博士
島田哲也（SHIMADA, Tetsuya）：非常勤講師（国立埼玉病院科長）：外科病理学
李　治平（JIHEI, Ri）：非常勤講師（さいたま赤十字病院・病理診断科）：博士
本間　琢（HOMMA, Taku）：客員講師（日本大学医学部）：神経病理学：博士
本間富夫（HOMMA, Tomio）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
永井俊典（NAGAI, Toshinori）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
稲田博輝（INADA, Hiroki）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担，細胞検査士
須賀晶子（SUGA, Akiko）：事務員 

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

人体の正常構造や機能に関する知識を基礎 . に，様々な疾病の原因，形成機序，形態学的特徴，転帰などについて
教育する．

病理学総論：臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ち・分類と病理形態学について教育する．
臓器別病理各論講義：それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する．
CPC 実習：病変の肉眼所見，組織所見の基礎を身に付け，疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める．
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉「病理総論」ユニット：講義 28 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センター病理診断科及び総

合医療センター病理部教員）
〈3 年生〉「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：呼吸器 2 時間（清水禎），循環器 3 時間（清水禎，百瀬，増田），

消化器 6 時間（伴，永田），血液 1 時間（田丸），腎・泌尿器 2 時間（増田），生殖器 2 時間（安田），内分泌・代謝
1 時間（菊地），医学英語 2 時間（佐々木），診療の基本 1 時間（茅野）
〈4 年生〉「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：神経 4 時間（佐々木，塩田，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野），皮膚・

運動器 2 時間（藤野，新井），免疫 1 時間（新井），母体・胎児・新生児 1 時間（塩田），臨床推論実習 CPC 実習剖
検例の症例解析 5 日間（教員全員）
〈5 年生〉BSL　隔週（分担，教員全員）計 16 回 / 年
〈6 年生〉医療総論 1 時間（茅野）
〈研修医〉Clinico Pathological Conference（CPC）年 11 回（分担，教員全員）
2-3．達成度

病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，病理学の講義・実習時間数は減少しているが，バー
チャルスライドを導入し，2 年生の病理総論は効率のよい講義と実習がほぼ実施できている．平成 22 年度からは従
来のパワーポイントから脱却し，平成 30 年度より ｢ 標準病理学 第五版・医学書院 ｣・｢ 法医学・福島弘文編・南山
堂 ｣ を指定教科書とした．また，4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では，学生をスモールグループに分け， 各グループに対
して一人の教員がきめ細かく指導にあたった． 5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病
理部で主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり，各班あたり 1.5 日間と短いが，基礎医学的知識と臨
床的知識の統合的整理に有用と考えられ，満足度の高いものとなっている．研修医を主な対象とした学内 CPC も年 
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11 回行われ，卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画

医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，学生の理解の補助とした．実習では，終
了時に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い，学生の理解度の把握に努めた．4 年生臨床推論ＣＰＣ実習
では学生をスモールグループに分け，各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたっている．また，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 11 回開催し，卒後教育にも貢献している．次年度もより専門性が
高く，充実度の高いものとする予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床材料を用いて外科病理診断に役立つテーマを主体として取り組んでいる．『神経病理学』『腫瘍病理学』『血液
病理学』が大きな柱となっている．神経病理では電顕検索と FISH 検索，血液病理では FISH 検索が頻回に行われている．
腫瘍病理では，がん細胞の増殖・浸潤・転移の分子基盤の解明からトランスレーショナル研究を経て，新規分子標的
療法の開発から臨床研究まで行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

神経・腫瘍・造血器の病理学的・分子生物学的研究 
3-3．研究内容と達成度

各分野とも多方面にわたる病理学的研究を展開しており，業績にみる如く，成果をあげている．研究費補助金も取
得している．
3-4．自己評価と次年度計画

15 編の英文論文，著書，16 件の学会発表を含む成果があり，活発な研究がなされたものと考えられる．次年度は
さらなる上積みを期している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
約 8,600 件の外科病理診断，約 11,000 件の細胞診，40 例（院内 34 例：院外 6 例） の病理解剖を行い，臨床各科と

のカンファレンスを行なっているなど，十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Neuropathology : 編集委員査読　佐々木惇
Pathology International: 常任刊行委員　佐々木惇，編集委員査読　山田健人
BRAIN and NERVE : 査読　佐々木惇
Brain Tumor Pathology ：編集委員査読　佐々木惇
Japanese Journal Clinical Oncology：編集委員査読　山田健人
Obstetrics & Gynecology International：査読　山田健人
Cancer Letter：査読　山田健人
Cancers：査読　山田健人
Cells：査読　山田健人
European Journal of Pharmacology：査読　山田健人
Frontiers of Medicine：査読　山田健人
Molecular and Cellular Endocrinology：査読　山田健人
Scientific Report：査読　山田健人
Bentham Science Publishers eBook：査読　山田健人
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読　茅野秀一，佐々木惇
Journal of Neuro-oncology：5 回　石澤圭介
Journal of Pediatric Neurology：1 回　石澤圭介
World Journal of Surgical Oncology: 2 回　石澤圭介
Central Nervous System Agents in Medical Chemistry: 1 回　石澤圭介
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Journal of Neurosciences in Rural Practice: 1 回　石澤圭介
Neurology and Neurosurgery: 1 回　石澤圭介
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木惇
日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木惇
日本神経病理学会理事・将来計画委員会委員長・学会員選考委員：佐々木惇
日本脳腫瘍病理学会常任理事・学術委員長：佐々木惇
日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野秀一
認定臨床研究審査委員会副委員長：山田健人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書　

① Hirose T, Nobusawa, Sugiyama K, Amatya VJ, Fujimoto N, Sasaki A, Mikami Y, Kakita A, Tanaka S, Yokoo 
H. Astroblastoma: a distinct tumor entity characterized by alterations of the X chromosome and MN1 
rearrangement. Brain Pathol 28; 684-694, 2018.

② Shirahata M, Ono T, Stichel D, Schrimpf D, Reuss DE, Sahm F, Koelsche C, Wefers A, Reinhardt A, Huang K, 
Sievers P, Shimizu H, Nanjo H, Kobayashi Y, Miyake Y, Suzuki T, Adachi JI, Mishima K, Sasaki A, Nishikawa R, 
Bewerunge-Hudler M, Ryzhova M, Absalyamova O, Golanov A, Sinn P, Platten M, Jungk C, Winkler F, Wick A, 
Hänggi D, Unterberg A, Pfister SM, Jones DTW, van den Bent M, Hegi M, French P, Baumert BG, Stupp R, Gorlia T, 
Weller M, Capper D, Korshunov A, Herold-Mende C, Wick W, Louis DN, von Deimling A. Novel, improved grading 
system（s） for IDH-mutant astrocytic gliomas. Acta Neuropathol. 136:153-166，2018.

③ Fukuoka K, Kanemura Y, Shofuda T, Fukushima S, Yamashita S, Narushima D, Kato M, Honda-Kitahara M, 
Ichikawa H, Kohno T, Sasaki A, Hirato J, Hirose T, Komori T, Satomi K, Yoshida A, Yamasaki K, Nakano Y, 
Takada A, Nakamura T, Takami H, Matsushita Y, Suzuki T, Nakamura H, Makino K, Sonoda Y, Saito R, Tominaga 
T, Matsusaka Y, Kobayashi K, Nagane M, Furuta T, Nakada M, Narita Y, Hirose Y, Ohba S, Wada A, Shimizu 
K, Kurozumi K, Date I, Fukai J, Miyairi Y, Kagawa N, Kawamura A, Yoshida M, Nishida N, Wataya T, Yamaoka 
M, Tsuyuguchi N, Uda T, Takahashi M, Nakano Y, Akai T, Izumoto S, Nonaka M, Yoshifuji K, Kodama Y, Mano 
M, Ozawa T, Ramaswamy V, Taylor MD, Ushijima T, Shibui S, Yamasaki M, Arai H, Sakamoto H, Nishikawa R, 
Ichimura K; Japan Pediatric Molecular Neuro-Oncology Group （JPMNG）. Significance of molecular classification 
of ependymomas: C11orf95-RELA fusion-negative supratentorial ependymomas are a heterogeneous group of 
tumors. Acta Neuropathol Commun. 6:2018 Dec 4;6（1）:134.

④ Okamoto T, Yamazaki H, Hatano R, Yamada T, Kaneko Y, Xu WC, Dang NH,  Morimoto C, Ohnuma K. Targeting 
CD26 suppresses proliferation of malignant mesothelioma cell via downmodulation of ubiquitin-specific protease 
22.

　　Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 504（2）:491-498.
⑤ Nishida H, Hayashi M, Morimoto C, Sakamoto M, Yamada T. CD26 is a potential therapeutic target by humanized 

monoclonal antibody　for the treatment of multiple myeloma. Blood Cancer Journal 8:99, 2018  
⑥ Shirakawa J, Togashi Y, Tajima K, Okuyama T, Kyohara M, Tanaka Y, Saisho Y, Yamada T, Shibue K, Kulkarni 

RN, Terauchi Y.  Signaling between pancreatic ・-cells and macrophages via S100 calcium-binding protein A8 
exacerbates ・-cell apoptosis and islet inflammation. Inoue H. The Journal of Biological Chemistry 293:5934-
5946./2018  doi: 10.1074/jbc.M117.809228 

⑦ Okayama M, Kitabatake S, Sato M, Fujimori K, Ichikawa D, Matsushita M, Suto Y, Iwasaki G, Yamada T, Kiuchi 
F, Hirao M, Kunieda H,Osada M, Okamoto S, Hattori Y. A novel derivative （GTN024） from a natural product, 
komaroviquinone, induced the apoptosis of high-risk myeloma cells via reactive oxygen production and ER 
stress. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 505（3）:787-793.

⑧ Hatano R, Ohnuma K, Yamada T, Okamoto T, Komiya E, Otsuka H,Itoh T, Yamazaki H, Iwao N, Kaneko Y, Dang 
NH, Morimoto C. The Use of the Humanized Anti-CD26 Monoclonal Antibody YS110A as a Novel Targeted 
Therapy for Refractory Cancers and Immune Disorders. Advances in Medicine and Biology, Nova Science 
Publishers, 2018 年 , Volume 129, Chapter 1 pp1-45, Ed. Leon V. Berhardt
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⑨ An autopsy report of three kindred in a Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease P105L family with a special 
reference to prion protein, tau, and beta-amyloid.
Brain Behav. 2018 Oct;8（10）:e01117. doi: 10.1002/brb3.1117. Epub 2018 Sep 21.
Ishizawa K, Mitsufuji T, Shioda K, Kobayashi A, Komori T, Nakazato Y, Kitamoto T, Araki N, Yamamoto T, Sasaki A.

⑩ Sasaki A, Introduction and Microgliopathies. Symposium 1: Microglia and Synapses. 19th International Congress 
of Neuropathology （2018.9.24. Tokyo, Japan）

【総数：論文 19 件・学会発表 16 件・著書 1 冊】
6-2．獲得研究費

山田健人：
①基盤研究（Ｂ）（一般）ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗がん療法の開発（課

題番号 16H04714）　研究代表者　481 万円
②基盤研究（Ｃ）（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発

　研究分担者　25 万円
③ 基盤研究（Ｃ）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究（課題番

号 17K09940）　研究分担者　13 万円
④厚生労働省・労災疾病臨床研究事業　悪性胸膜中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法確立のための予後・治療効果 予

測バイオマーカーの開発　研究分担者　225 万円
⑤共同研究　ニチレイバイオサイエンス株式会社　悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント

ロールスライドの開発に関する基礎的な検討　研究代表者　1250 万円
⑥共同研究　キッセイ薬品　悪性中皮腫における CD26 発現の免疫染色による評価検討　研究代表者　228 万 8

千円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部

の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う． 2）病理のわかる「良
き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる． 3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接した
研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては， 1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーション
の確立 2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催 3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理　4）
生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用　 5）診断体制の確立とマンパワーの充実　6）症例報告の症例（医師は自
ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマンパ
ワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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7．微生物学

1．構成員
村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）：微生物学，免疫学，腫瘍学：博士
松井政則（MATSUI, Masanori）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：微生物学，免疫学：博士
前田卓哉（MAEDA, Takuya）：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：微生物学：博士
小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）：講師：教育副主任：大学院教員（大学院）：微生物学：博士
堀内　大（HORIUCHI, Yutaka）：講師：教育主任：指導教員（大学院）：微生物学，免疫学，腫瘍学：博士
高木　徹（TAKAGI, Akira）：助手：研究員：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

【卒前教育】
疾病としての感染症を理解するため，その基礎となる病原微生物の分類，感染・増殖様式，発症の仕方，診断・予

防・治療の原理を教育する．実習においては微生物の取り扱いとともに，その形態学的な特徴と機能を理解し，感染
症対策の基礎を習得する．

【大学院教育】
病原微生物と宿主の相互作用による病態形成の仕組みから診断・予防・治療についての問題点を抽出し，演習・実

習を通してそれらを解決する能力を習得する．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
「良医の道 1」コース「臨床推論」（2 コマ）を村上が担当した．また同コース選択必修では，小林と堀内が「医科

学の探索」ユニット（13 コマ）を担当し，小林と高木は同コース選択必修「ヒトの生活に親しい微生物」（18 コマ）
を担当した．

医学部 2 年生「良医の道 2」コース「基礎医学研究室紹介」（微生物学：1 コマ）および同コース「キャリアデザイン」
（1 コマ）を村上が担当した．松井は「病気の基礎 1」コース「生体防御総論」ユニット（3 コマ）を担当した．

医学部 3 年生「病気の基礎 2」コースでは，「感染」ユニットを当基本学科が主体となり講義 30 コマ（村上 9，松井 4，
前田 5，小林 7，堀内 5），「感染」実習 3 日間（15 コマ：村上，松井，前田，小林，堀内，高木）を担当した．

医学部 4 年生 「良医の道 4」コース「臨床入門」では村上と前田が各々 2 コマ担当した．
また学生アドバイザー（1 学年：小林，3 学年：村上），医学教育センター卒前医学教育部門・学生支援室員（3 年生：

村上），課外学習プログラム（医学部：村上，松井，前田，堀内，高木；保健医療学部：前田）を担当・実施した．
また堀内は研究医養成プログラム学生 1 名を受け入れ・研究指導に当たった．前田は保健医療学部（臨床検査学科）
の卒業研究生（3 名）の受け入れ・指導に当たった．

他大学（医学部）では，村上が群馬大学医学部「ウイルス学」（9 時間），前田が慶應義塾大学医学部「寄生虫学」 （3 時間） 
を担当した．また，医療系教育として，小林が埼玉医療福祉会看護専門学校「微生物学」（36 時間），飯能看護専門
学校「微生物学」（23 時間），東京医療学院大学看護学部「感染免疫学」（35 時間）を担当した．

【大学院教育】
　大学院共通科目の「実用実験医学特別講義」3 コマ（松井 1，小林 1，堀内 1）を担当した．
2-3．達成度
　教育は概ね目標通り達成されている（80% 程度）．
2-4．自己評価と次年度計画

平成 30 年度からは 3 学年「病気の基礎 2」コースは新カリキュラムに移行し，同年度よりコース・ディレクター
を村上が担当することになった．前年度の自己点検評価に基づき，計画通りカリキュラム内容を修正し，教員の専門
分野・講義バランスに配慮した．前年度から「感染」ユニットで導入している復習用「自己学習課題」をアップデー
トし，学習ポイントや知識運用について工夫を行ったが，再試験該当者は微増に転じた（平成 29 年度 9 名→平成
30 年度 13 名）．昨年度の分析と同様，再試験該当者の殆どが「自己学習課題」に取り組みが不十分であり，その多
くは試験前にまとめて取り組む者であった．授業後すぐに取り組むように指導を徹底させたい．
　平成 30 年度では，当基本学科主催の課外学習プログラムに参加し，学生研究発表に至った学生は 4 名であった．
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そのうち 1 名は敢闘賞を獲得することができた．その内 1 名が新たに研究医養成プログラムへの応募があった．引
き続き，学生の研究マインド育成に向けた啓発活動を活発に行っていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　感染病態にみられる慢性炎症やそれと類似するがん病態にかかわる「宿主 - 微生物間相互作用」と感染症診断に有
用な「臨床微生物学」の研究を推進している．前者の感染巣における特殊な微小環境は，病原微生物がもつ固有の病
原因子による組織障害や宿主免疫を回避する免疫制御の「場」となっている．この微小環境の性質は，腫瘍の発生・
進展とも深く関連することから，「感染 - 炎症（免疫）- がん」における微小環境の理解から予防や治療に結びつける
ことを目指している．当該年度からは細菌による消化器がん進展の研究（堀内，村上，前田，小林）や，がん治療用ツー
ルとしての細菌利用の研究（小林，堀内，村上）を開始した．感染防御の視点では，免疫学に立脚した MHC-I 分子
に関する抗原提示機構の解明（松井），サイトメーターを用いた新しい細胞傷害試験方法の確立（高木）に取り組ん
でいる．一方，当基本学科では様々な病原体に対する新規網羅的同定法の開発と薬剤耐性菌の疫学や感受性変化の仕
組みの解明に取り組んでいる（前田）．後者では，多様な感染症に対して柔軟に対応できるようゲノム科学的アプロー
チで問題の解決を図り，国内外の研究施設と協力しながら新たな研究シーズ発掘を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①担がん宿主における腫瘍内微小環境とその修飾因子の研究（村上）
②新しい抗原提示関連分子の同定・機能解析（松井）
③分子生物学的手法による感染症診断技術の開発と薬剤耐性菌の分子疫学解析（前田）
④細菌を用いたがん微小環境標治療の分子基盤研究についての情報収集（小林）
⑤腫瘍間質形成と免疫抑制機構の関連についての研究（堀内）
⑥ FACS による新規細胞傷害試験方法の確立と応用と，新規がんワクチンアジュバント開発に向けた小胞体分子

シャペロンの同定（高木）
3-3．研究内容と達成度

①新規にタモキシフェン誘導による自然発生する腫瘍（メラノーマ）モデルを導入し，腫瘍進展と治療抵抗性にか
かわる腫瘍内微小環境因子の分析を開始した．また腫瘍内微小環境修飾を可能にするベクター候補を検討し，そ
のモニタリング系を作製した．（村上：達成度 30％）

②野生細胞株と変異細胞株由来タンパク質を様々な抗体で免疫沈降した後，SDS-PAGE で比較し質量分析を行って
いる．差の見られるタンパク質についてゲノム編集でノックアウトし，抗原提示機能の解析を行っている．（松井：
達成度 40%）

③分子生物学的手法による感染症診断技術の開発と薬剤耐性菌の分子疫学解析を行った．（前田 : 達成度 80%）
④細菌を用いたがん微小環境標治療の分子基盤研究についての情報収集を行い，特に常在細菌叢と大腸がん進展に

関わる文献調査を行った．（小林：達成度 20%）
⑤マウスモデルを用いた腫瘍病態における腫瘍細胞，間質細胞と免疫担当細胞との相互作用の探索を in vitro 並

びに in vivo で解析した．CRISPR/Cas9 系によって様々な標的遺伝子ノックアウト細胞株を樹立した．また，in 
vivo ゲノム編集用新規ベクターシステムの開発に着手した．（堀内：達成度 40%）

⑥ FACS のマルチパラメータで測定できる項目の組み合わせを検討した．分子シャペロンの同定では免疫沈降で得
られた沈降物の質量分析を行なっている．（高木：達成度 70%）

3-4．自己評価と次年度計画
①新たに自然発生するメラノーマモデル系を導入することができた．次年度からはこのモデルから腫瘍進展と治療

抵抗性にかかわる腫瘍内微小環境因子と免疫編集について研究を進める予定である．（村上）
②平成 30 年度は研究に集中することができ，一定の基礎データを得る事ができた．この基礎データを基に，次年

度ではさらに研究を進めたい．（松井）
③前年度に構築した臨床各科・中央検査部との協力体制により，感染症患者の医療と若手医療者育成に貢献できる

トランスレーショナル・リサーチが進展している．様々な分子生物学的手法を導入し感染症診断の技術開発を進
めつつ，基礎的研究としては，Trypanosoma cruzi の薬剤耐性機序の解明を進めたい．（前田）

④常在細菌叢と大腸がん進展に関わる因子について調査を進めたい．（小林）
⑤新規ベクターシステムが誘導する生体反応，腫瘍微小環境修飾効果について詳細に検討する．（堀内）
⑥今年度は落合記念助成金を獲得でき科研費の課題とともに大きく前進できた．次年度は研究結果を成果物として

論文として発表したい．（高木）
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4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　（独）日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（村上）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Cancer Science 査読（村上：3 件），Acta Cirurgica Brasileira 査読（村上：2 件），Journal of Immunological Science 
査読（松井 :1 件），日本感染症学会雑誌編集委員（前田），Clinical Parasitology 編集委員（前田），Journal of Infection 
and Chemotherapy 査読 （前田：4 件），日本感染症学雑誌 査読 （前田：6 件），「図説人体寄生虫学」編集委員（前田），
Molecular Medicine Reports 査読（堀内：1 件）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

群馬大学医学部客員教授（村上），日本分子イメージング学会理事（村上），北関東医学会評議員（村上），明治大
学農学部「人を対象とする生命科学系および医学系研究・実験に関する倫理委員会」医学担当委員（村上），日本臨
床寄生虫学会理事（前田），日本感染症学会評議員（前田），日本寄生虫学会評議員（前田），日本熱帯医学会評議員（前田），
日本臨床微生物学会「寄生虫・ウイルス」ワーキンググループ委員（前田），院内感染対策チーム（ICT）での活動（小
林），中央手術部落下菌等の検査：684 検体（小林）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Nakatake R, Kaibori M, Tanaka Y, Matsushima H, Okumura T, Murakami T, Ino Y, Todo T, Kon M. A third-
generation oncolytic herpes simplex virus inhibits the growth of liver tumors in mice. Cancer Sci.2018; 109: 
600-610.

② Lamid-Ochir O, Nakajima T, Miyazaki M, Zhang X, Erdene K, Murakami T, Tsushima Y. Bioluminescence image 
as a quantitative imaging biomarker for preclinical evaluation of cryoablation in a murine model. J Vasc Interv 
Radiol. 2018; 29: 1034-1040.

③ Kawano M, Takagi R, Saika K, Matsui M, Matsushita S. Dopamine regulates cytokine secretion during innate and 
adaptive immune responses. Int Immunol. 2018; 30: 591-606.

④ Kobayashi M, Chung JS, Beg M, Arriaga Y, Verma U, Courtney K, Mansour J, Haley B, Khan S, Horiuchi Y, Ramani 
V, Harker D, Gopal P, Araghizadeh F, Cruz PD Jr, Ariizumi K. Blocking monocytic myeloid-derived suppressor 
cell function via anti-DC-HIL/GPNMB antibody restores the in vitro integrity of T cells from cancer patients. Clin 
Cancer Res.2019; 25:828-838.

⑤ Imai K, Tamura K, Tanigaki T, Takizawa M, Nakayama E, Taniguchi T, Okamoto M, Nishiyama Y, Tarumoto 
N, Mitsutake K, Murakami T, Maesaki S, Maeda T. Whole genome sequencing of influenza A and B viruses 
with MinION sequencer in the clinical setting: a pilot study. Front Microbiol 2018; 9: 2748. DOI:10.3389/
fmicb.2018.02748.eCollection 2018.

⑥ Ashikawa S, Tarumoto N, Imai K, Sakai J, Kodana M, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake, Maesaki 
S, Maeda T. Rapid identification of pathogens from positive blood culture bottles with the MinION nanopore 
sequencer. J Med Microbiol.2018; 67: 1589-1595.

⑦ Imai K, Tarumoto N, Runtuwene LR, Sakai J, Hayashida K, Eshita Y, Maeda R, Tuda J, Ohno H, Murakami T, 
Maesaki S, Suzuki Y, Yamagishi J, Maeda T. An innovative diagnostic technology for the codon mutation C580Y 
in PfKelch13 of P. falciparum with MinION nanopore sequencer. Malar J. 2018; 17: 217. Doi: 10.1186/s12936-
018-2362-x.

⑧ Tarumoto N, Kodana M, Watanabe M, Sakai J, Imai K, Ohta M, Yamaguchi T, Taji Y, Ebihara Y, Mitsutake Y, 
Murakami T, Maeda T, Maesaki S. First report of the isolation of blaIMI-1-producing colistin-heteroresistant 
Enterobacter cloacae in Japan, September 2016. J Infect Chemother.2018; 24: 941-943.

⑨ Misawa K, Tarumoto N, Tamura S, Osa M, Mamamoto T, Yuuki A, Kouzaki Y, Imai K, Ronald RL, Yamaguchi 
T, Murakami T, Maesaki S, Suzuki Y, Kawana A, Maeda T. Single nucleotide polymorphisms in genes encoding 
penicillin-binding proteins in β-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae in Japan. BMC 
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Res Notes.2018; 11: 53. DOI: 10.1186/s13104-018-3169-0.
⑩ Imai K, Tarumoto N, Amo K, Takahashi M, Sakamoto N, Kosaka A, Kato Y, Mikita K, Sakai J, Murakami T, Suzuki 

Y, Maesaki S, Maeda T. Non-invasive diagnosis of cutaneous leishmaniasis by the direct boil loop-mediated 
isothermal amplification method and MinION nanopore sequencing. Parasitol Int.2018; 67: 34-37.

【総数：論文 12 件，学会発表 9 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費

1. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C）「悪性黒色腫における免疫編集の役割とその治療標的
化の研究」研究代表者（村上），研究分担者（堀内）

2. 日本医療研究開発機構 （AMED）　創薬基盤推進事業「ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開発と供給体
制整備」研究分担者（村上）

3. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C） 「細胞傷害性 T 細胞への抗原提示を決定する新たな小
胞体分子シャペロンの同定」研究代表者（松井）

4. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C）「新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生物
叢の解析 -NTM 感染症の病態解明 -」研究代表者（前田）

5. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C）「抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと
対応抗原の解明」研究分担者（前田）

6. 学内グラント研究費「細菌を用いたがん微小環境標的治療の分子基盤研究」研究代表者（小林），研究分担者（村
上，堀内）

7. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金　基盤研究（C）「新規免疫チェックポイント分子 DC-HIL を標的とし
たがん治療の研究」研究代表者（堀内），研究分担者（村上，松井，高木）

8. （独）日本学術振興会　科学研究費補助金 若手研究「テーラーメイドのがん免疫治療に向けた新しい細胞傷害性
T 細胞測定法の確立」研究代表者（高木）

9. 第 29 回落合記念賞研究助成金（高木）
6-3．受賞
　Spandidos Publications Reviewer Reward（堀内）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　学部教育に関しては，当基本学科の中心的な役割を担う 3 年生「感染」ユニットが当該年度より新カリキュラム
に移行し，内容もスリム化が行われた．しかし，学生定期試験が昨年度までの 2 回から 1 回に集約されたため，対
応に苦慮した学生が一定数いたものと思われる．また「感染」実習は，本学病原微生物管理規則に則りより厳密な実
施体制で行い，実習室の備品配備を行いバイオセーフティーレベル 2（BSL2）として実施した．新教育実習棟カタ
ロスタワー 3 階大実習室も BSL2 での実習が実施できるように計画されている．
　大学院教育を含め，感染症科・感染制御科（毛呂山・川越・日高キャンパス）との緊密な研究連携から実質的な研
究成果（学会発表・論文発表）が得られた．次年度以降もこの研究連携体制を堅持し，引き続き実質的な成果を挙げ
ていきたい．教員個々の研究内容を重視しながら堅実な成果から継続して公的研究費も獲得できている．更なる発展
に向けた，学内外との研究協力体制の強化，研究資源の充実と保管体制と技術協力によって組織的な公的研究費獲得
を図る必要がある．また目に見える研究成果等を発信するため，基本学科ホームページをアップデートしながら実質
的な成果公表につなげて行きたい．
　平成 30 年度では前年度に点検した基礎医学棟 6 階の教員居室・研究室環境について更に改善を行った．特に当基
本学科では教育・研究上の性質から BSL2 以上の病原微生物を取り扱うため，共通部門とは共有が難しい蛍光顕微鏡

（倒立型）を新たに配備した．学生や共同研究者が実施する（当基本学科の）実験機器類や老朽化した研究室（620）
等，リニューアルの必要箇所が残っているため，平成 31 年以降も引き続き点検と必要箇所の修繕を行って行きたい．
最後に当基本学科の特性に留意し，法令に遵守した適切な微生物等細胞資源の維持・管理を徹底し，随時点検しなが
ら透明性のある教育・研究の運営に努めていきたい．
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8．免疫学

1．構成員
松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：教授：運営責任者：教育副主任：代表指導教員（大学院）：抗原 / 抗原提示分子 / 抗

　　　　　　　　　　　　　  原提示環境の研究：博士
川野雅章（KAWANO, Masaaki）：准教授：研究主任 , 大学院教員（大学院）：細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発，潰瘍

　　　　　　　　　　　　　　性大腸炎の解析：博士
曽根敏雄（SONE, Toshio）：講師：研究副主任 , 教育主任： 大学院教員（大学院）：原虫類の系統的多型性の解析：博士
高木理英（TAKAGI, Rie）：助手
齋賀菊江（SAIKA, Kikue）：助手

2．教育
2-1．目的・目標
　生物学，免疫学，医動物学の充実した教育を行う．
2-2．教育内容
｢ 卒前教育 ｣（医学部）【講義】

1 年生：細胞生物学Ⅰ ,2 時間（曽根・町田（医学研究センター）），医科学入門 :12 時間（川野），人体の科学入門 2（医
科学探索）,21 時間（曽根・町田（医学研究センター）），

2 年生：生体防御総論 , 10 時間（松下・曽根・川野）
3 年生：病気の基礎 2：免疫 , 31 時間（松下・曽根・川野），感染，4 時間（曽根）免疫学実習 , 10 時間（松下・曽根・

川野・高木・齋賀）病気の基礎 2：感染学実習，12 時間（曽根・仁科（中央研究施設実験動物部門）・町田（医
学研究センター））

4 年生：ヒトの病気 2：救急・中毒，1 時間（曽根）
「卒後教育」該当なし
「大学院教育」大学院生指導
2-3．達成度
　おおむね達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　現活動レベルを維持したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　新世代のワクチンとその投与法／投与対象の選択法の開拓を目標とし，3-3 に記した柱を建てて進めた．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

免疫学研究：松下・川野・高木・齊賀
医動物学研究：曽根
3-3．研究内容と達成度

抗原提示環境の研究：樹状細胞に影響を与える物質としての Th2/Th17 アジュバントの研究開発にも力を入れて
いる．また，環境要因の中から免疫応答を修飾する化合物（特にアレルギー誘導能）を同定するシステムを樹立した．
成果は学術講演および論文として報告した．（達成度：70％）
「大学院生」：上記システムを用いて研究進行中である．（達成度：30％）
潰瘍性大腸炎の解析：硫酸デキストランの飲水によって潰瘍性大腸炎をモデルマウスに誘導するための条件を確立

し，リンパ球から Th1/Th2Th17 反応を解析するための系を作製した．この実験系を用いて，潰瘍性大腸炎に対する
種々の薬剤の効能を解析し，結果を論文にまとめた．（達成度：70％）

細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発：ウイルス粒子を構成しているタンパク質のみで作られた非感染性のウイルス様
粒子 （VLP）を用いて，目的の細胞傷害性 T 細胞エピトープに対して強力に細胞傷害性 T 細胞を誘導することのでき
る誘導剤を構築した．さらに，この誘導剤による免疫活性化機構を解析し，結果を論文にまとめる予定である．（達
成度：80％）
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クルーズトリパノソーマの遺伝的多型性の解析：シャーガス病の原因原虫であるクルーズトリパノソーマには遺伝
的に多型性がある．タンパク質中に見出される変異をプロテオーム解析により網羅的に同定することを試み，検出で
きたタンパク質の中で 30％を越えるタンパク質に変異を検出した．本年度はアミノ酸置換を伴うペプチドを対象と
して，質量分析の 1 測定手法である Post Source Decay 法を試み， de novo sequencing を試みた．35 種類のペプチ
ドにおいてペプチド内の置換アミノ酸を同定する ことに成功した．これらの成果により，クルーズトリパノソーマ
の株間で見出されたアミノ酸置換の割合が高く，クルーズトリパノソーマは種として高度に分化している（系統樹で
は広範囲に分岐している）ことが示唆された．研究成果の一部は学会で発表した．（達成度 95％）
3-4．自己評価と次年度計画

特許出願・論文・発表共に順調である．
来年度も継続したい．

4．診療
　該当なし　

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員会の有無　
　松下　祥：埼玉医科大学雑誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務　

松下　祥：日本私立医科大学協会研究体制検討委員会委員
松下　祥：副学長
松下　祥：医学研究センター　センター長 
松下　祥：RA センター副センター長 
松下　祥：研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会委員長
松下　祥：埼玉医科大学医学会幹事長
松下　祥：グラント選考委員会委員長
松下　祥：アレルギーセンター研究部門長
松下　祥：特許等委員会委員長
松下　祥：環境安全委員会副委員長
松下　祥：寄付研究部門設置委員会委員
松下　祥：COI 管理委員会委員
松下　祥：埼玉医科大学雑誌編集委員
松下　祥：大学院委員会委員
松下　祥：医学研究科博士課程運営委員会委員
松下　祥：語学試験委員会委員
松下　祥：毛呂山キャンパス整備委員会委員
松下　祥：防火管理委員会委員
松下　祥：自己点検評価委員会委員
松下　祥：IR 委員会委員
松下　祥：研究医養成プログラム運営委員会委員
松下　祥：研究支援 e ラ－ニング管理委員会委員長
川野雅章：毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会 

6．業績
6-1．論文・学会発表

代表的なもの 7 編
① Kawano M, Takagi R, Saika K, Matsui M and Matsushita S. Tannic acid affects dopamine receptors, regulates 

immune responses, and ameliorates experimentally induced colitis. The 47th Annual Meeting of the Japanese 
Society for Immunology December 10, 2018. Fukuoka, Japan.

② Matsueda H, Kawano M, Takagi, R., Koshimizu, K. and Matsushita, S. Acetylcholine stored in dendritic cells plays 
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a role in the differentiation of naive CD4+ T cells into a Th1 phenotype. Clin Exp. Neuroimmunol. 9: 115-123, 
2018. 

③ Matsuyama, T., Kawano, M., Takagi, R., Nakagome, K., Chikamatsu, K., Matsushita, S. IL-8 produced by T cells is 
under the control of dopamine signaling. Clin. Exp. Neuroimmunol. 9:251-257, 2018.

④ Nishizawa, K., Takagi, R., Kawano, M and Matsushita, S. Protein kinase C 
activation via serotonin receptor induces IL-8 in antigen-presenting cells stimulated with diazinon. Current Topics 

in Toxicology14:41-52, 2018.
⑤土田哲也，中村晃一郎，高木理英，川野雅章，松下　祥：ロドデノール誘発性脱
色素班は自己免疫機序により生じる，宮地良樹編：「What’ s new in 皮膚科学」, メディカルレビュー社（東京）．

pp44-45, 2018.
⑥高木理英，松下　祥：ロドデノールによって誘発された白斑発症のメカニズムと今後の化粧品開発．COSMETIC 

STAGE 13:54-58, 2018.
⑦ Kawano, M., Takagi, R.,Saika, K., Matsui, M and Matsushita, S. Dopamine 
regulates cytokine secretion during innate and adaptive immune responses Int. Immunol. 30（12） 591-606, 2018.

【総数 7 件：論文 4 件，学会発表 1 件，総説 2 件】
6-2．獲得研究費

川野雅章： 文部科学省研究費基盤研究（C）―代表
　「タンパク質ナノカプセルの粘膜免疫誘導機構の解明」
　課題番号 16K08412
高木理英： 文部科学省研究費基盤研究　若手研究―代表
　「隠蔽自己抗原を用いた新規がん免疫療法の開発」
　課題番号 18K15327
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：発明の名称「免疫応答を誘導するための薬剤」
　特許第　6432114 号（2018 年 11 月 16 日登録）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし　

7．自己点検・自己評価
教育：医学部，免疫学にとどまらず，さまざまな教育領域を担当している．教員数が維持できる限りはこの体制を

　　　　続けていきたい．
研究：RA センターと協力して知財の実施を進めて行きたい．
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9．社会医学

1．構成員
　亀井美登里（KAMEI, Midori）：教授，運営責任者：教育主任 , 研究主任：代表指導教員（大学院）：社会医学全般：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：准教授：教育副主任 , 研究副主任：指導教員（大学院）：地域医療・医学 , 専門職
　　　　　　　　　　　　　　　　連携 , 公衆衛生学 , 疫学：博士
　太田晶子（OHTA, Akiko）：准教授：教育副主任 , 研究副主任：指導教員（大学院）：疫学 , 公衆衛生学：博士
　大野洋一（OHNO, Yoichi）：准教授：教育副主任 , 研究副主任：指導教員（大学院）：地域医療，高血圧：博士
　本橋千恵美（MOTOHASHI, Chiemi）：特任准教授：公衆衛生行政 , 母子保健 , 地域連携
　高橋美保子（TAKAHASHI, Mihoko）：講師：教育員 , 研究員：指導教員（大学院）：疫学 , 公衆衛生学：博士
　荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）：講師：教育員 , 研究員：指導教員（大学院）：生物統計学 , 疫学 , 衛生公衆衛生学：
　　　　　　　　　　　　　　　　博士
　宮﨑　孝（MIYAZAKI, Takashi）：講師：研究副主任：大学院教員（大学院）：博士
　高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）：助教：教育員 , 研究員
　金田光平（KANEDA, Kohei）：助教 , 大学院（博）
　冨永信子（TOMINAGA, Nobuko）：助教（兼担）
　植村真喜子（UEMURA, Makiko）：助手：教育員 , 研究員
　桑原孝子（KUWAHARA, Takako）：実験助手
　仁科基子（NISHINA, Motoko）：実験助手
　長島公子（NAGASHIMA, Kimiko）：事務員
　鴇田　隆（TOKITA, Takashi）：事務員
　新井裕子（ARAI, Yuko）：非常勤事務員
　平子哲夫（HIRAKO, Tetsuo）：客員教授：公衆衛生学：博士
　小田清一（ODA, Seiichi）：客員教授
　岨　康二（SOWA, Kohji）：客員准教授：内科，地域医療：博士
　渕上博司（FUCHIGAMI, Hiroshi）：客員講師：成人保健 , 職域保健：博士
　丸木憲雄（MARUKI, Norio）：非常勤講師
　安達修一（ADACHI, Shuichi）：非常勤講師
　秋和敏彦（AKIWA, Toshihiko）：非常勤講師
　伊藤　功（ITO, Isao）：非常勤講師
　中根晴幸（NAKANE, Haruyuki）：非常勤講師
　武田光史（TAKEDA, Mitsushi）：非常勤講師
　土屋久幸（TUCHIYA, Hisayuki） ：非常勤講師
　柴田亜希子（SHIBATA, Akiko） ：非常勤講師
　中野智紀（NAKANO, Tomoki）：非常勤講師
　望月　徹（MOCHIZUKI, Toru）：非常勤講師
　井上直子（INOUE, Naoko）：非常勤講師：公衆衛生学・都市科学：博士
　井熊絵美（IKUMA, Emi）：非常勤講師
　田中政任（TANAKA, Masanori）：非常勤講師
　松本佳祐（MATUMOTO, Keisuke）：大学院（博）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　公衆衛生学 , 衛生学および地域医学 / 医療学が一緒になり , 2016（平成 28）年度新たに船出した . 我が国の社会
経済的状況を踏まえて , 時代のニーズに即した社会医学教育を行い , 課題解決力および実践力を伴った人材の育成に
努めることを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
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　1 年生の「医科学への道すじ」コースでは ,「医科学入門」で高橋美が 20 コマ担当した .「良医への道 1」コースでは ,
「キャリアデザイン」で柴崎が 7 コマ ,「地域医療とチーム医療」で柴崎 8 コマ , 高橋幸 1 コマ ,「臨床推論」で柴崎
10 コマ , 高橋美 6 コマ , 金田 4 コマ , 「臨床入門」で柴崎 , 荒木 , 植村 , 金田が 51 コマを担当した．
　2 年生の「良医への道 2」コースでは ,「キャリアデザイン」で柴崎が 7 コマ ,「地域医療とチーム医療」で柴崎 8 コマ，

「臨床入門」で柴崎 , 荒木 , 植村 , 金田が 54 コマを担当した .
　1,2 年生「選択必修」柴崎 , 荒木 , 本橋 , 高橋幸 , 金田が 18 コマ ,「選択必修」（医学研究）基礎医学研究室紹介で
1 コマを担当した .
　3 年生の「病気の基礎 2」コ－スでは ,「疫学」で太田が 10 コマを担当した .「ヒトの病気 1」コースでは ,「循環器」
で太田が 1 コマ ,「生殖器」で高橋幸が 2 コマを担当した .「良医への道 3」コースでは ,「キャリアデザイン」で柴
崎が 4 コマ ,「地域医療とチーム医療」で柴崎が 7 コマ，大野 2 コマ , 本橋 3 コマ , 宮﨑 3 コマ , 高橋幸 3 コマ , 植村
1 コマを担当した．「臨床実習 1」導入クリニカルクラークシップ 1-1 で柴崎 , 金田が 99 コマ ,1-2 で柴崎 , 荒木 , 金
田が 57 コマ ,1-3 で柴崎 , 金田が 27 コマを担当した .
　4 年生の「ヒトの病気 2」コースでは ,「救急・麻酔」で荒木が 1 コマ ,「社会と医学」コースでは ,「疾病の予防と対策」で ,
亀井 3 コマ , 太田 7 コマ , 高橋美 2 コマ , 三浦 1 コマ , 平子 1 コマ , 小田 3 コマ , 渕上 2 コマ , 丸木 2 コマ , 土屋 2 コ
マ , 柴田 2 コマの計 25 コマの講義を担当した .「地域社会と健康」では , 亀井 1 コマ，柴崎 4 コマ , 大野 8 コマ , 高
橋美 1 コマ , 荒木 4 コマ , 宮﨑 2 コマ , 高橋幸 1 コマ , 渕上 2 コマ , 安達 2 コマ , 秋和 1 コマ , 中根 1 コマ , 大和 1 コマ ,
齋木 1 コマ , 中野 2 コマ , 岩瀬 1 コマ , 吉益 1 コマ , 高橋 1 コマ , 野寺 1 コマの計 35 コマの講義を担当した .「社会
医学実習」では , 亀井 , 太田 , 柴崎 , 大野 , 高橋美 , 荒木 , 宮﨑 , 高橋幸で 16 コマを担当した .「良医への道 4」コース
では ,「医学概論」で柴崎 3 コマ , 大野 2 コマ ,「臨床推論」実践的ケーススタディ実習で大野が 32 コマ ,「臨床入門」

（地域医療体験実習）で柴崎 , 大野 , 本橋 , 高橋幸 , 植村が 31 コマ担当した .
　6 年生の「医療総論」で亀井 4 コマ , 柴崎 1 コマ , 高橋美 2 コマ ,「内科総論」で大野 3 コマ , 荒木 1 コマ , 「社会医学」
で亀井 4 コマ , 柴崎 4 コマ , 大野 2 コマ , 高橋美 3 コマ , 荒木 2 コマ , 宮﨑 1 コマ ,「総合学習 C」「医師国家試験に
向けての臨床推論」で亀井 1 コマ，柴崎 1 コマ , 大野 2 コマ，高橋美 1 コマ，荒木 2 コマの講義を担当した．
　「課外学習プログラム」では , ①成田空港検疫所見学（高橋美 , 太田 , 亀井）（平成 30 年度 研究マインド育成のた
めの教育プログラム実施助成金採択）, ②埼玉県衛生研究所見学（高橋美 , 植村 , 柴﨑 , 亀井）, ③「疫学」国家試験
過去問題に取り組もう！（高橋美，亀井）, ④彩の国連携力育成プロジェクト IPW 実習（柴崎 , 高橋幸 , 金田 , 長島）,
⑤地域を考える会（柴崎 , 高橋幸 , 金田 , 長島）, ⑥彩の国思春期研究会（高橋幸）, ⑦障害者医療・福祉の現場（光の家）
における実習（柴﨑 , 金田 , 植村）, ⑧埼玉県内の地域医療の現場を体験しよう（柴﨑 , 金田 , 植村）の 8 課題を担当した .
　医学部以外では , 保健医療学部看護学科で 2 年生「疫学」で高橋美が 15 コマを担当し ,「疾病の成り立ちⅢ」で大
野が 2 コマ ,4 年生「看護政策論」で本橋が 8 コマ，「疫学（補講）」で高橋美が 8 コマを担当した . 臨床検査学科で
は ,1 年生「人体の科学入門」で柴崎 13 コマ , 高橋幸 2 コマ ,2 年生「疫学」で高橋美 6 コマ , 柴崎 9 コマ，「ヒトの
病気Ⅳ」で大野が 2 コマ ,3 年生の「公衆衛生学実習」で宮﨑が 20 コマを担当した . 臨床工学科では ,1 年生の「公
衆衛生学」で宮﨑が 5 コマを担当し , 理学療法学科の 3 年生「ヒトの病気Ⅶ」で大野が 2 コマを担当した . 短期大学
看護学科では ,2 年生「公衆衛生学」で高橋美が 8 コマ , 荒木が 7 コマ ,「関係法規」で本橋が 8 コマ，「成育医療論」
で高橋幸が 2 コマを担当した . 専攻科母子看護学専攻では ,「地域母子保健学」で本橋が 8 コマ，「助産形態・機能学」
で高橋幸が 4 コマ，「母子健康管理学」で高橋幸が 2 コマを担当した . 埼玉医療福祉会看護専門学校では , 第一学科「公
衆衛生学」15 コマ , 第二学科「公衆衛生学」15 コマを高橋美が担当し講義を行った .
2-3．達成度
　達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　多くの課題に取り組み , 成果を上げた . 今後も引き続き課題に取り組んでいく．

3．研究
3-1．目的・目標
　我が国の社会経済的状況を踏まえて , 時代のニーズに即した社会医学研究を行い , 予防医学の発展に寄与すること
を目的とする .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「自己免疫疾

患に関する調査研究」（太田）
②平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「特発性造血
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障害に関する調査研究」（太田）
③平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「マスギャ

ザリング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイランスの強化とリスクアセスメントに関する研
究」（太田）

④平成 30 年度 AMED 難治性疾患等実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の
診断と治療に関する研究」（太田）

⑤鉛と生活習慣病の研究（宮﨑，大野，植村，亀井）
⑥亜鉛転写因子 Fox01 と発癌の研究（宮﨑，大野，植村，亀井）
⑦高気圧環境下の労働者の疲労の研究（宮﨑，望月，亀井）
⑧地域感染症・学校感染症の時空間疫学（柴崎，荒木，植村，大野，亀井）
⑨感染症伝播のシミュレーション疫学（荒木，植村，柴崎，亀井）
⑩わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療（ART）の影響 :
Age-Period-Cohort 解析による検討（荒木，柴﨑，大野，亀井，本学産科婦人科学との共同研究）
⑪毛呂山町生活習慣病予防に関する検討（大野，宮﨑，植村，本橋，柴﨑，亀井）
⑫予防医学領域におけるシミュレーション研究（大野）
⑬高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究（大野）
⑭医学部学生早期体験実習における学生の態度の変容に関する研究（植村，柴崎，荒木，森，亀井）
⑮地域医療実習に関する研究（柴﨑，高橋幸，大野，荒木，宮﨑，植村，亀井）
⑯専門職連携教育 / 実践の質保証のための研究（柴﨑，高橋幸，大野，荒木，宮﨑，植村，亀井）
⑰健康づくりプロジェクト in 毛呂山（諏訪，柴﨑，植村，亀井）
⑱埼玉県がん検診の受診状況に関する研究（柴﨑，植村，高橋，亀井）
⑲専門職連携教育 / 評価の質保証のための研究（金田，柴﨑，本橋，荒木，宮﨑，高橋幸，植村，亀井）
⑳地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究（亀井 , 本橋 , 柴崎 , 大野 , 太田 , 高橋美 , 荒木 ,

宮﨑 , 高橋幸 , 金田 , 植村 , 仁科 , 井上 , 松本）
㉑我が国におけるインフルエンザ流行による超過死亡の推定に関する研究（高橋美，亀井，桑原）
㉒我が国の自殺統計にみられる異常変動の原因追究に関する研究（高橋美，亀井，桑原）
3-3．研究内容と達成度

①厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業の自己免疫疾患に関する調査研究班に参加し , 皮膚筋炎・
多発性筋炎の国際診断基準の我が国における妥当性を評価した . 皮膚筋炎・多発性筋炎，シェーグレン症候群，
成人スチル病等の診療ガイドラインの作成に参画した .

②厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業の特発性造血障害に関する調査研究班に参加し , 再生不良
性貧血の臨床疫学特性を解析し , 医療受給者データベースの利用可能性について検討した .

③厚生労働科学研究費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の「新興・再興感染症の発生に備え
た感染症サ－ベイランスの強化とリスクアセスメント」に関する研究班に参加し , 感染症発生動向調査における
警報・注意報発生システムについての検討を行った．

④ AMED 難治性疾患実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療に
関する研究」に関する研究班に参加し，後天性赤芽球癆の病態診断と治療方針の決定に資するバイオマーカーの
同定のための検討を行った．

⑤亜鉛と生活習慣で，亜鉛欠乏ラット肝臓での細胞内グリコーゲン合成酵素の遺伝子およびタンパク発現は低下す
ることで，血糖値を上昇させる可能性があることが明らかとなった．

⑥亜鉛転写因子 Fox01 とその下流のがん抑制タンパク質の p53 の研究で , 亜鉛欠乏状態で p53 のタンパク発現が
亢進する可能性が明らかになった．

⑦高気圧環境下の労働者の健康管理について実践現場に参加して知見を深めた .
⑧地域感染症・学校感染症の時空間疫学：平成 25 年度より感染症 GIS ネットワークシステムを導入し対象を 1 市

1 町から 2 市 2 町に拡大した．また , 小地域ごとの小児好発感染症の流行状況の特徴について検討した．
⑨感染症伝播のシミュレーション疫学：エージェントベース地域感染症シミュレータのマルチコンパートメントモ

デルの開発を継続しており，局在化した高い感染確率を持つスポットが存在した場合に累積罹患率の変動が著し
く高まる現象を軽減するにはどのような対策が有効化を検討した．

⑩わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療（ART）の影響 : わが国の体外受精が原側単一胚移植に
移行した結果 ,ART の復旧に伴う ART 児の出生割合の急激な増加にも関わらず生殖補助医療による複産出生割合
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は順調に減少してきていることを明らかにした .
⑪対象地域を毛呂山町 , 越生町 , 飯能市 , 日高市の 2 市 2 町に拡大し , 特定保健指導積極的支援 , 動機付け支援 , お

よび情報提供対象者に対して , 指導前後に内臓脂肪 , 動脈硬化度 , および酸化ストレスのマーカーを，指導後に
活動量計による日常生活動作を含めた運動量を測定し，指導の効果を調査中である．指導前の積極的支援対象者
と動機づけ支援対象者の内臓脂肪面積の差について検討しその要因について解析した．

⑫予防医学領域におけるシミュレーション研究：高血圧をはじめとした予防医学領域では大規模臨床試験に基づく
Evidence-Based Medicine の成果が積み上げられている．しかし，大規模臨床試験でも十分な Evidence がない予
防医学領域も依然として多い．心血管病の危険因子のなかで血圧に代表される変動性の高い要因を時系列データ
から発症予測する場合の差について仮想日本人集団で日内変動 , 日間変動 , および診察毎変動の差に関するシミュ
レーション研究を行った .

⑬高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究：慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で，引き続き高
血圧に合併する代謝要因の遺伝的な関与についての研究を継続している．

⑭医学部学生早期体験実習における学生の態度の変容に関する研究：これらの早期体験実習は彩の国連携科目の
ヒューマンケア体験実習，IPW 論に位置づけて実施した．小中学校教育体験実習では，能動的学習から，学生
の学習意欲の向上が見られた．

⑮地域医療実習に関する研究：臨床実習前の社会医学実習において地域医療実習における IPE 準備状態の変化を観
察し，IPW 実習において実習後の変化を明らかにした .

⑯専門職連携教育／実践の質保証のための研究：平成 24 年～ 26 年度卒業生に対して，地域医療実習の学びや現
在の連携についての意識に関する調査を行い，地域の健康課題に関する関心が卒後まで高い状態であることが明
らかになった . また，地域基盤型 IPW のコンピテンシーに関する研究を開始し，ルーブリックを作成した．埼
玉県内の専門職連携実習受け入れ施設に対するニーズ調査を実施し，地域連携担当者が考える連携の課題を明ら
かにするとともに，実習を受け入れることによって職員の意識が変化していることを明らかにした．

⑰健康づくりプロジェクト in 毛呂山：保健医療学部看護学科，理学療法学科教員と専門職連携に基づいた介護予
防に関する生涯学習事業に取り組み，地域住民の積極的な参加を得て行い，食事摂取食塩量の減少，片足立ち時
間の延長が見られた．

⑱埼玉県がん検診の受診状況に関する研究：埼玉県の市町村別のがん検診受診率の現状と市町村別の差を明らかに
した．

⑲ 専門職連携教育 / 評価の質保証のための研究：専門職連携実習における学生の学びと指導教員が学生を評価す
る際に参考となる「客観的評価表」の開発を目的に研究行った．平成 30 年度は 4 大学 IPW 実習と 2 大学 IPW
実習に参加した学生と指導教員を対象に研究を開始した .

⑳ 地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究：飯能市の 2 地区（商業地区・農村地区）
の前期高齢者の地域支援活動への関心やニーズ等について研究を進め，調査結果を市民向け研修会やフォーラム
で説明した．

㉑既に提案したインフルエンザ流行による超過死亡の推定方法を用いて，最近 11 年間の超過死亡を死因別に推定
した．吸器系の疾患等の死因別死亡に，依然，大きな影響がみられることを示した．

㉒我が国の自殺統計にみられる異常変動の要因を記述疫学的手法により検討した．東日本大震災の影響とする仮説
を支持する結果を得た．

3-4．自己評価と次年度計画
　多くの課題を取り上げ , 成果を上げた . 今後も引き続き諸課題に取り組む .

4．診療：該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

亀井美登里：埼玉県地域医療構想推進会議，心臓移植外部評価委員会（国際医療センター），埼玉県ジェネリック
医薬品安心使用促進協議会 , 毛呂山町健康づくり推進協議会，台東区台東病院等運営協議会，台東区中核病院運
営協議会，埼玉県感染症発生動向調査検討委員会，埼玉県健康長寿プロジェクト評価委員会，厚生労働科学特別
研究事前評価委員会，杉並区肺がん検診外部検証委員会，埼玉県医師会産業保健委員会，厚生労働省薬事・食品
衛生審議会，東京都健康安全研究センタ－研究評価会議

柴﨑智美：埼玉県がん対策推進協議会，埼玉県がん対策推進協議会がん教育部会，埼玉県がん検診精度管理研修会
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（講師）, 埼玉県肝疾患診療拠点病院等連携協議会 , 毛呂山町教育委員会 , 毛呂山町健康づくり（アドバイザー）,
長崎県小値賀町健康おぢか 21 協議会

　大野洋一：毛呂山町健康づくり（アドバイザー）
　太田晶子：厚生労働省医師試験委員，埼玉労働局労働衛生指導医
　本橋千恵美：埼玉県公務災害補償等審査会委員 , 飯能市地域福祉計画策定委員 ,
　　　　　　　飯能市介護予防・生活支援サービスの充実に関する協議体アドバイザー
　　　　　　　飯能市精明地区ひとり歩きやさしい声かけ訓練実行委員会アドバイザー
　　　　　　　飯能市自殺対策協議会委員
　髙橋美保子：埼玉県製菓衛生師試験委員

高橋幸子：川越市名細こどもサポート委員会 , 埼玉県内小中学校，高等学校，一般向け性教育講演会（小学校 9 校，
中学校 55 校，高校 16 校，大学 7 校，専門家向け 13 件，保護者向け 8 件）．

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　柴﨑智美：日本衛生学会雑誌編集委員 , 日本公衆衛生学会雑誌査読委員
　高橋美保子：Environmental Health and Preventive Medicine および日本衛生学会雑誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　亀井美登里：日本公衆衛生学会（代議員），日本衛生学会（理事・代議員・評議員），日本産業衛生学会（代議員）
　柴崎智美：健康づくりプロジェクト in 毛呂山
　太田晶子：日本公衆衛生学会（代議員）
　大野洋一：埼玉プライマリ・ケア連合研究会事務局
　高橋美保子：日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会「疫学グル－プ」メンバー
　高橋幸子：（医療監修）anan（No.2114）大人女子のための保健体育，AERA with Kids（2018 年 秋号）思春期の揺れ・
　　不安，（監修）命育 今すぐはじめられる性教育サイト（https://meiiku.com/）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

代表的なもの 10 編
① Ohno Y, Takenaka T,SuzukiH. Inferred systolic blood pressure levels to switch from lifestyle modifications to 

antihypertensive medications: a success-rate oriented simulation.ClinExpHypertens. 2018 Nov 22:1-7.
② Otsuka K, Ohno Y, OshimaJ.Gallstones were associated with the gastrointestinal adverse events of cinacalcet in 

hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism.　Ren Fail. 2018 Nov;40（1）:38-42.
③ Kawado M, Hashimoto1 S, Ohta A, Oba MS, Taniguchi K, Sunagawa T, Matsui T, Nagai M, Murakami Y. 

Improvement of Influenza Incidence Estimation Using Auxiliary Information in Sentinel Surveillance in Japan. 
The Open Infectious Diseases Journal.10:29-36, 2018.

④太田晶子．難病患者の就労支援．産業医学ジャーナル 41:85-87, 2018.
⑤後藤あや，伊藤慎也，尾崎米厚，郡山千早，坂野晶司，鈴木貞夫，高橋美保子，横川博英，吉田都美，弓屋　結 .　

疫学・保健医療情報，保健行動・健康教育「糖質制限の効果，新型タバコ，ヘルステック」. 平成 30 年 10 月 . 
日本公衆衛生学会モニタリング・レポート委員会平成 29/30 年度年次報告書 . 1-7 頁

⑥ Tanisaka Y, Ryozawa S, Mizuide M, Harada M, Fujita A, Ogawa T, Nonaka K, Tashima T, Araki R.  Analysis of the 
factors of procedural failure: ERCP using a short-type single-balloon enteroscope for patients with surgically 
altered gastrointestinal anatomy.  Digestive Endoscopy 2019; doi: 10.1111 / den.13414.

⑦ Kobayashi M, Ryozawa S, Iwano H, Araki R, Tanisaka Y, Fujita A, Kobatake T.  The usefulness of wire-guided 
endoscopic snare papillectomy for tumors of the major duodenal papilla.  PLos One 2019;14（1）:1-11.

⑧ Miyake Y, Adachi J, Suzuki T, Mishima K, Araki R, Mizuno R, Nishikawa R.  TERT promoter methylation is 
significantly associated with TERT upregulation and disease progression in pituitary adenomas.  Journal of 
Neuro-Oncology 2018;141（1）:131-8.

⑨ Takenaka T, Inoue T, Miyazaki T,Kobori H, Nishiyama A, Ishii N, Hayashi M, Suzuki H. Klotho Ameliorates 
Medullary Fibrosis and Pressure Natriuresis in Hypertensive Rat Kidneys. Hypertension. 2018 Nov;72（5）:1151-
1159

⑩ Takamasa Kido, Machi Suka, Takashi Miyazaki, Hiroyuki Yanagisawa. Inflammatory Response to zinc deficiency 
may be related to the number of white blood cells and platelets. Trace Nutrients Research 2018;35:6-10
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【総数：論文 25 件，著書 3 件，講演 3 件，学会発表 33 件（国際 1 件，国内 31 件，シンポジウム 1 件）（産衛 1 件，
日本保健医療福祉 1 件，日本医学教育学会 10 件，公衆衛生学会 10 件，病理 1 件，衛生学会 1 件，性差医学 1 件，
社会医学会 1 件，思春期学会 1 件）】

6-2．獲得研究費
亀井美登里：平成 30 年度学内グラント「地域包括ケアシステム構築のための社会資本の活用」50 万円
亀井美登里：平成 30 年度研究ブランディング事業活動「地域包括ケアシステム構築のための社会資本の活用に関

する研究」100 万円
太田晶子：平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「自

己免疫疾患に関する調査研究」50 万円
太田晶子：平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））「特

発性造血障害に関する調査研究」20 万円
太田晶子：AMED 難治性疾患実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断

と治療に関する研究」23 万 769 円
荒木隆一郎：科学研究費基盤研究（C）「ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロン症の新規治療戦略（研

究分担者）」10 万円
荒木隆一郎：科学研究費基盤研究（C）「高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組織内照射に関する前向

き研究（研究分担者）」5 万円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　柴崎智美：4 大学連携力育成プロジェクト 4 大学教職員ワークショップ，県民対象研修会，SAIPE 人材育成事業
　高橋幸子：彩の国思春期研究会西部支部，彩の国思春期研究会 たんぽぽ

7. 自己点検・評価
　教育，研究共に順調に成果を上げ , 適切に職責を果たせたと評価する .
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10．法医学

1．構成員
　髙田　綾（TAKADA, Aya）：教授：運営責任者：教育主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：突然死の病理 , 創
　　　　　　　　　　　　　  傷の法医診断：医学博士
　齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）：客員教授（順天堂大学教授，法医）：指導教員（大学院）：突然死の病理，交通外傷：
　　　　　　　　　　　　　　  医学博士
　原　正昭（HARA, Masaaki）：客員准教授：指導教員（大学院）：遺伝標識の法医学的応用：医学博士
　林﨑義映（HAYASHIZAKI, Yoshie）：講師（～ H30.10 転出）：教育員，研究員：指導教員（大学院）：創傷の法医診断，
　　　　　　　　　　　　　　　　   死後の画像診断：医学博士
　中西宏明（NAKANISHI, Hiroaki）：客員講師（順天堂大学准教授，法医）
　非常勤講師：舟山眞人（FUNAYAMA, Masato）：（東北大教授，法医），村井達哉（MURAI, Tatsuya）：（榊原記念病院，
　病理），宮坂祥夫（MIYASAKA, Sachio）：（科学警察研究所）
　助手・実験助手：米山克美（YONEYAMA, Katsumi），新井正明（ARAI, Masaaki），冨山紀子（TOMIYAMA, Noriko）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：法医学に関する講義・実習は，4 年後半の「異状死の診断」として行われた．その教育目標は，1．
法医学的視点を備えた臨床医となるために，その基盤となる知識・方法論を理解する，2．典型的な症例について，
異状死の診断と法的処理が適切にできるようになる，の 2 点に集約される．
2-2．教育内容（担当者）

異状死の診断：4 年生，UD：髙田，講義・実習担当：髙田，齋藤，原，林﨑，中西
救急・麻酔：4 年生，UD 補佐：髙田，講義担当：齋藤，髙田
小児：4 年生，小児の虐待，担当：齋藤
病理総論：2 年生，死後変化，担当：髙田
臨床入門・CPC 実習（4 年生）：髙田，齋藤
そのほか，学業・生活面で課題のある学生への指導，支援にも積極的に関与した．
2-3．達成度：「異状死の診断」については，講義後に実施された学生による講義評価も高く，試験等においても十分
に理解が得られており，全体として良好な教育効果が得られているものと判定された．
2-4．自己評価と次年度計画：おおむね所期の目標は達成されたものと考えているが，教育に万全ということはない．
次年度はさらに教育手法の点検と改善を図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標：鑑定に根づいた臨床的研究を行うこと．法医学は applied medicine であり，死因究明を柱とした
法医実務の質を高めることが学問の社会的使命である．このため法医学領域の研究は，鑑定を出発点とし，つねに鑑
定への還元を念頭において行われる．
3-2．研究グループ：法医病理学：髙田，齋藤，林﨑，法医免疫遺伝学：原，中西．
　共同研究は，順天堂大学，山梨大学，東北大学，東京都監察医務院，警察庁科学警察研究所などと行った．
3-3．研究内容と達成度：1）～ 4）は法医病理，5）は法医免疫遺伝

1）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物，頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した．
2）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析：冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学

的解析を行った．症例数が限られているので症例の集積には時間を要する．
3）動脈解離の病理学的解析：くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた．頭

蓋内内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した．また，脳動脈外傷の病理について検討した．
4）乳幼児突然死の病態解明：先天性代謝異常症，RS ウイルスなど感染症の関与，無呼吸，不整脈性心疾患などの

関与について検討を行い，発表した．今だ十分な結論には到達しておらず，引き続き検討していきたい．
5）DNA 多型の法医学的応用：DNA 多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した．
3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく，しかも少人数であり，研究のた
めの時間的，精神的余裕に乏しい．そのような環境ではあるが，着実にデータを蓄積し，発表した．今後も同様の方
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向性で進むものと考えられる．

4．診療
　該当なし

5．その他：法務実務など
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県解剖嘱託医（髙田，齋藤，林﨑）
山梨県解剖嘱託医（髙田，齋藤，林﨑）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Legal Medicine 誌の editorial board（齋藤）
Legal Medicine 誌の査読委員（髙田）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

法医鑑定実務：当教室の主要業務である．平成 30 年度に当教室で行った解剖は 183 体（司法 170 例・行政 0 例・
調査 13 例）であった．従来の司法解剖，行政解剖に加えて，新法（警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律）に基づく解剖（通称「調査解剖」）を行っている．また，埼玉県警のみでなく，山梨県警の司法・調
査解剖についても嘱託されている（全体の 1 割程度を占める）．

 司法関係者に対する教育活動：検察・警察関係者の法医学的教養を高め，科学捜査の質的向上に資することは法
医学者の重要な社会的責務である．平成 30 年度も，髙田，齋藤が，警察庁検視官講習（法医専科）や同交通検視官
講習などに出講し，現場での司法関係者への啓蒙にも努め，多くの効果を挙げた．なお，当教室は，警察庁検視官講
習の解剖研修機関であり，全国の検視官予定者（幹部警察官）が春秋通算 2 ヶ月にわたり多数解剖研修を行った．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Nakanishi H, Pereira V, Børsting C, Yamamoto T, Tvedebrink T, Hara M, Takada A, Saito K, Morling N. Analysis of 
mainland Japanese and Okinawan Japanese populations using the Precision ID Ancestry Panel. Forensic Sci Int 
Genet. 2018; 33: 106-109.

②齋藤一之，髙田　綾，朝倉久美子，永井智紀，林﨑義映，中西宏明，黒須　明．食道異物（魚骨誤嚥）による大
動脈食道瘻の一剖検例．法医学の実際と研究．2018; 61: 63-69.

③髙田　綾，齋藤一之，林﨑義映，米山克美，原　正昭，中西宏明．乳幼児突然死の剖検診断における免疫組織学
的方法を中心とした RS ウイルスの検出について．法医学の実際と研究 . 2018; 61: 79-89.

④林﨑義映，髙田　綾，齋藤一之，舟山眞人，猪狩　由，米山克美，原　正昭，中西宏明．特異な死後の損壊がみ
られた水中死体の一剖検例．法医学の実際と研究．2018; 61: 91-98.

⑤ Takada A, Hayashizaki Y, Yoneyama K, Hara M, Fukuda N, Arai M, Nakanishi H, Saito K. Diagnostic availability 
of immunostaining for human respiratory syncytial virus in sudden infant death cases. 24th Congress of the 
International Academy of Legal Medicine （IALM）． 2018, Fukuoka, Japan.

⑥ Hayashizaki Y, Usui A, Takada A, Saito K, Yoneyama K, Hara M, Nakanishi H, Igari Y, Funayama M. Sex 
determination using Fourier analysis of postmortem computed tomography images of the skull. 24th Congress 
of the International Academy of Legal Medicine （IALM）．2018, Fukuoka, Japan.

⑦ Nakanishi H, Yoneyama K, Hayashizaki Y, Hara M, Takada A, Saito K. Development of a simple method to 
detect diatom in a diagnosis of death by drowning case using real-time PCR. 24th Congress of the International 
Academy of Legal Medicine （IALM）．2018, Fukuoka, Japan.

⑧ Kurosu A, Yamauchi S, Takada A, Hayashizaki Y, Yasuno C, Tsunoda Y, Maeno R, Masuda M, Saito K. Rupture 
of sinus of Valsalva due to a blunt impact by traffic accident -Report of an autopsy case. 24th Congress of the 
International Academy of Legal Medicine （IALM）．2018, Fukuoka, Japan.

⑨ Takada A, Saito K, Hayashizaki Y, Nakanishi H, Asakura K, Kimura S. Pathology of hypertensive cerebral 
hemorrhage: Revisiting miliary aneurysm of Charcot-Bouchard using serial sections. 19th International Congress 
of Neuropathology （ICN）. 2018, Tokyo, Japan.

⑩ Saito K, Takada A, Hayashizaki Y, Kuroda N, Takagi T, Nakanishi H, Asakura K, Kimura S. Intracranial internal 
carotid artery injury as a rare cause of traumatic subarachnoid hemorrhage in non-missile head injury: 
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Clinicopathological analysis of nine forensic autopsy cases. 19th International Congress of Neuropathology （ICN）. 
2018, Tokyo, Japan.

【総数：論文 5 件，症例報告 0 件，学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費

林﨑義映（代表）：文部科学省・科学研究助成金，若手研究（B）；「フーリエ解析を用いた死後 CT 画像における骨
の性別判定」課題番号 17K15876．104 万円．

中西宏明（代表）：文部科学省・科学研究助成金，基盤研究（C）；「分子生物学的手法を用いた動物由来の基原生
物鑑定法の構築」課題番号 16K08304. 91 万円．

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

7．自己点検・評価
実務：解剖鑑定は教室の中心業務であるが，鑑定件数の増大と事件の複雑化がさらに進み，医師 3 名，コメディ

　　カル 4 名の体制では限界を超えている．人的・物的体制の整備が急務だが，解剖医は極端に少ない．コメディ
　　カルの補充も緊急の課題である．

教育：「異状死の診断」については良好な結果が得られている．学業・生活面で課題のある学生への指導，支援に
　　も積極的に関与したほか，東医体などを通じて学生の課外活動の振興に積極的に関与するよう努力した．

研究：ひきつづき実務に直結する研究を地道におこなった．寡産ではあるが密度の高い研究を指向した．突然死領
　　域の研究については，臨床領域にも還元されつつある．
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11．医療政策学

1．構成員
　宮山徳司（MIYAYAMA, Tokushi）：医療政策学特任教授：運営責任者：大学院教員（大学院）：保健医療行政

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　日本の人口構成の変化や社会保障財源の枯渇といった社会環境の変化への対応に向けて，医療を地域の生活の問題
として捉え，医療のあるべき姿を一人称で考え，実践することができる医療人材の養成を図る．また，医療法の成り
立ちや身分法，医療資源の配置状況，医療保険者の役割などを検証し，地域医療の再構築に向けた取り組みを進める．
2-2．教育内容（担当者：宮山特任教授）
　医学部　　　　　　：良医への道・地域医療とチーム医療―「地域医療ビジョン」
　　　　　　　　　　：良医への道・地域医療とチーム医療―「地域健康危機管理―」
　大学院修士課程　　：医学研究科―「医療政策学概論」
　　　　　　　　　　：看護研究科―「地域保健医療福祉の現状」
　保健医療学部　　　：看護学科　―「医療経済学」
　毛呂看護専門学校　：第一学科　―「医療概論」
　　　　　　　　　　：第二学科　―「総合医療論」
2-3．達成度
　医療における 2025 年問題を見据え，地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律が成立し，それに伴って医療法，介護保険法，健康保険法の改正が続いた．これらは，社会保障制度
成立の背景が激変する中で，新たな仕組みを生み出していこうとするものである．そこで，社会保障制度改革と時代
背景との関連を具体的に伝えるとともに，数次にわたる医療制度改革が目指す日本の医療の姿を共に考え，少産多死
から人口減へと移行する社会の姿に対応できる姿勢を持つように働きかけた．学生は，社会における出来事と制度の
関連，そして自らが中核となって社会を担う時代に強い興味を持っており，関心を高める上で効果があった．また，
看護学科等の学生に対する授業では，医療現場への行政支援や地域活動の実際を具体的に示すとともに，実際に起こっ
た事件などを演習のテーマとして提示し，それぞれが考えることで理解の促進が図られた．
2-4．自己評価と次年度計画
　「医療制度改革」，「社会保障と税の一体改革」，「地域福祉の実態」，「病床機能報告制度の開始」，「新たな病床整備
に関する公募と評価結果」など，実際に進められている事柄に沿って，行政レベル，地域レベルで展開されている，
あるいは今後展開しようとしている事例を具体的に伝えることで，今後の医療のあり方と医療者の役割の変化に関す
る理解を促進させ，一人称で語ることのできる人材の育成に関われたと感じている．

3．研究
3-1．目的・目標　　　　　　　　　　　　「該当なし」
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）　  「該当なし」
3-3．研究内容と達成度　　　　　　　　　「該当なし」
3-4．自己評価と次年度計画　　　　　　　「該当なし」

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　①「毛呂山町総合振興計画審議会委員」（毛呂山町）
　②「毛呂山町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員」
　③「毛呂山越生在宅医療介護連携推進会議委員」（毛呂山町・越生町・埼玉医療福祉会）
　④「東松山市立市民病院改革プラン評価委員（委員長代行）」（東松山市）
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　⑤「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」（埼玉県・埼玉医大）
　⑥「埼玉医科大学キャリアアップセンター教育運営委員」（埼玉医大）
　⑦「NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部副支部長」（日本マネジメント学会）
　⑧「川越市介護保険事業推進協議会委員」（川越市）
　⑨「川越市健康づくり推進協議会委員」（川越市）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　「該当なし」
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

①埼玉県看護協会所属の看護師（本学関連病院看護師約 20 名含む）に対し，認定看護管理者教育課程のファース
トレベル，セカンドレベル，サードレベルごとに「保健・医療・福祉サービスの提供の仕組み」や「保健医療福
祉の現況と課題」，「社会保障の概念」・「パブリックコメント」を担当し，職務改善や医療改革の動機づけを行っ
た．（埼玉県看護協会）

② NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部主催による第 7 回学会学術集会を所属の医療者及び県内の医療者を対
象に開催した．（NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部）

③埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する認定看護管理者教育課程ファーストレベル及びセカンドレベル
において「保健医療福祉の動向」及び「我が国におけるヘルスケアシステムの構造」をテーマに講義した．

④埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する看護学生実習指導者講習会において，「医療政策：日本の医療
はどこへ向かう」をテーマに，看護人材の育成に関する基本的姿勢について講義した．

6．業績
6-1．論文・学会発表　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-2．獲得研究費　　　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-3．受賞　　　　　　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　　　　　　　　　　　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　「該当なし」

7．自己点検・評価
　医学部，保健医療学部，埼玉医療福祉会看護専門学校及び大学院において授業を担当したが，変革期にある医療の
現状を踏まえ，既成概念にとらわれることなく，柔軟な思考ができるように働きかけることで，学生自身が一人称で
考え，語れるようになった．
　自治体関連委員については，埼玉県や近隣市町村との緊密な関係を構築することが学生教育や基幹的医療機能の充
実強化などにおいて有効であることから，積極的に参加し，緊密な連携の構築に努めている．
　また，本学キャリアアップセンターが行う現任看護師教育や事務職及び医療者に対するリーダーズセミナーを担当
することで，教職員のレベルアップに関わっている．
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12．1）中央研究施設　機能部門

1．構成員
坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：教授：運営責任者：施設長：指導教員（大学院）：機能生物化学：博士
廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）：助教：研究員 教育員：大学院教員：機能生物化学：博士
鈴木悠子（SUZUKI, Yuko）： 実験助手

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　主要な血液疾患の症候や病態生理を学習するための基盤として，赤血球，血漿の機能及び血液凝固系の基礎的な知
識を修得させ，体液のホメオスターシスに関する血液の多様な役割を理解させることを目的とする．
　基礎的な実験操作に用いられる器具，機器に関する正しい知識と操作方法を身につける．環境問題をテーマとした
実験を行い，その結果は Excel を用いて処理し，データ解析の基礎を学ぶ．解析結果は Word によりレポートを作成
し考察する．
2-2．教育内容（担当者）
　2 年生エネルギー系（坂本），塗抹標本作成実習（坂本・廣澤・鈴木）ならびに機能系実習（2 年生）；消化（坂本・
廣澤），1 年生人体の基礎科学 1，2（化学実験 1，2）（坂本・廣澤）を分担した．選択必修ユニット；（基礎医学実験）
正しいピペットの扱い方～分析データの解析の基礎（2 年生）（坂本・廣澤）．医学部大学院・医学研究基礎コース・
実用実験医学入門（実習編）を分担した（坂本・廣澤）．臨床推論（1 年生）テューターを分担した（廣澤）．
2-3．達成度
　国家試験，医療環境の動向をとらえて講義内容をより実践的に改良した．学生からの質問量に関して，例年よりも
増加した．そのため，放課後に指導時間を設けることも多くなった．選択必修ユニットでは，環境汚染問題を取り入
れた実験「喘息に関わる環境物質の定量的測定」を行った．実験結果は，Excel により図・表の作成を行った．レポー
ト作成支援のために工夫した雛形を用いたレポート作成を演習し，理解は昨年にも増して深まったと思われた．また，
興味を持てたとの意見も多かった．医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験医学入門に関しては施設の特性を
生かし設置されている機器を用いて講義を行い，座学よりは興味を引くことができたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　血液の役割，血液凝固に関してスライドを重要な部分に絞って強調・簡素化したり，動画を交えたりした講義を試
みたが，これらの筆記試験等を検討した結果，効果は大きかったと思われた．選択必修ユニットでは，もっと実験を
行いたいとの希望があり，新たに「唾液によるデンプン消化物の定量解析」を高校化学の知識を活用，応用する実験
を導入したが，科学的にも医学的にも興味を引かれたとの回答を得た．カタロスタワーが完成することを前提として
次年度に向け，研究用小動物を用いた実験の遂行を目的として検討を進める．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究内容は，ナノ粒子を用いたマウス乳ガンへのドラッグデリバリーに移行しつつあり，抗ガン作用に関して良好
な実験結果が得られたため，治療のターゲットをマウス脳腫瘍に変更し，同様の実験を遂行し，局所的ドラッグデリ
バリーの有効性を確かめる．また，同様の研究手法を脳虚血マウスに対して応用すべく，神経内科等の研究者との検
討を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　ナノ粒子を用いたドラッグデリバリーに関して，東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの研究者と研究契
約を結び，本学中央研究施設実験動物部門，機能部門と東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの各設備を相
方向に活用し研究を遂行する．「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとしたプロテオーム解析の
検討」について城西大学薬学部と共同研究を継続し，論文を投稿したが審査結果での要求に難問があるため共同で検
討中である．
3-3．研究内容と達成度
　東洋大学バイオナノエレクトロニクス研究センター教授　Dr. Kumar 研究チーム（インド共和国）との共同研究で
は，乳ガンに対する抗ガン剤を内包するナノ粒子のドラッグデリバリーに関して，1/20 程度の抗ガン剤で高い効果
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が得られる等の良好な結果が得られ，既に論文化した．次のターゲットを脳腫瘍に定め，実験が開始され極めて高い
抗ガン作用を有することが明になった．
　昨年から進めている「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとプロテオーム解析の検討」につ
いて城西大学薬学部と共同研究が論文の投稿を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
　昨年度に引き続き，東洋大学，城西大学，との共同研究を推進し，論文・国際学会等で成果を発表する．大学間の
連携を重視し次年度も継続してこれまでの研究を進める．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無「該当なし」
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンター，中央研究施設機能部門，国際感染症センター，他 2 社と共にマ
ラリアの代謝産物であるヘモゾインに着目して診断機器プロジェクトを立ち上げ，検討を続けている．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Possible association of oestrogen and Cryba4 with masticatory muscle tendon aponeurosis hyperplasia. Naoki 
Hayashi, Tsuyoshi Sato,  Shoichiro Kokabu, Michihiko Usui, Megumi Yumoto, Eiji Ikami, Yasushi Sakamoto, Akira 
Nifuji, Tadayoshi Hayata, Masaki Noda, Tetsuya Yoda, Oral Diseases: 20190: 100 25（1）:274-281

② Bioactive bacterial cellulose sulfate electrospun nanofibers for tissue engineering applications. Palaninathan V., 
Raveendran S., Rochani AK., Chauhan N., Sakamoto Y., Ukai T., Maekawa T., Kumar DS. J Tissue Eng Regen Med. 
2018: 12（7）:1634-1645

③プロテオーム解析用MALDI マトリックスとしてのフェルラ酸誘導体のイオン化能力の評価．藤　洋介，北田尚也，
鈴木雄介，水島寛堂，玄　美燕，高山　淳，岡﨑真理，坂本武史，広澤成美，坂本　安，日本薬学会第 139 回
年会 2019，3/23

【総数：論文 2 件，学会発表 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

①ラボオンチップを電子デバイス化するための電気信号による生体反応の検出技術の確立．基盤研究Ｃ（一般）補
助事業期間：H30 ～ R2

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

日本電波工業 NAPICOS デモ＆利用説明会，基礎医学棟 3F セミナールーム（H30（2018）年 9 月 6 日 14:00 ～
16:00 

7．自己点検・評価
　機能部門の利用登録者数は，平成 30 年度は 202 名であった．昨年度の 207 人と比較し僅かに減少したが，前年
度同様に実質的な利用率は殆ど変化してはいない．しかしながら，多くの装置が設置後 10 数年以上を経過しており
老朽化による使い勝手の悪さ，故障の頻出に悩まされている．利用者の諸要求に鑑みて対策を図らなければならない
状況となっているが，私学助成金等公的助成金への申請が難しくなっているため，他大学施設との交流を図り，情報
を共有して施設利用者には必要とする装置を貸借できるような共同研究契約の取り交わし等を推進する必要性がある
と思われる．現在，東洋大学と城西大学だけに留まっているが，実質的に共同研究契約書に沿って研究機器を利用す
る例が見られようになり，今後も増加するものと思われる．このような試みは今後も必要であり，更なる拡大を図る．
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12．2）中央研究施設　形態部門

1．構成員
　大島　晋（OHSHIMA, Susumu）：准教授：教育主任：大学院教員（大学院）：細胞老化・発癌・染色体異常：博士
　実験助手：村井則子（MURAI, Noriko），小松久美子（KOMATSU, Kumiko），松本幸子（MATSUMOTO, Sachiko）
　協力研究員：岩下直樹（IWASHITA, Naoki）

2．教育　
2-1．目的・目標

卒前教育目標；医学・生物学分野の実験・研究における基本的技術を習得すること，および老化を基礎医学的に理
解すること．

大学院教育目標；医学研究に必要とされる基本技術と研究機器の使用法を理解すること．
2-2．教育内容

卒前教育；人体の基礎科学の化学実験（1 年生），機能系実習Ⅰのフローサイトメーター実習（2 年生），臨床推論（1
年生），臨床推論 CPC（4 年生），選択必修「老化について考える」（2 年生）および「光学顕微鏡を使いこなす」（1・
2 年生）．

大学院教育；研究方法特論（光学顕微鏡使用法とフローサイトメーター使用法について）． 
2-3．達成度

卒前教育および大学院教育の両者とも，ほぼ予定通りの内容を実施することができた．
2-4．自己評価と次年次計画

卒前教育では概ね目標は達成されたが一部積極性に欠ける学生もおり，より多くの学生の積極的な参加を引き出す
工夫が必要と感じられた．大学院教育では少人数での講義となり，教育効果は高いと感じられた反面，出席率が低く，
講義の実施方法に改善の必要性が感じられた．

3．研究
3-1．目的・目標

多倍体細胞の染色体不安定性と発癌感受性の解析．セルソーターによる骨分化促進因子探索の為の細胞分離．セル
ソーターによるアダルト型オリゴデンドロサイト前駆細胞の分離とマーカー分子の探索． 
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　神経細胞株と骨芽細胞株の共存培養による骨分化促進因子の探索（本学口腔外科学教室），アダルト型オリゴデン
ドロサイト前駆細胞に特異的に発現するマーカー分子の探索（本学アドミッションセンター），肝芽腫細胞によるナ
ノチューブ形成機序の解析（本学解剖学），骨格筋のジストロフィン量の定量（株式会社セプトサピエ）．
3-3．研究内容と達成度　
　多倍体細胞の染色体不安定性と発癌感受性については，ヒト線維芽細胞より樹立した 4 倍体細胞を用いて解析継
続中である．骨分化促進因子の探索では，共存培養された神経細胞株と骨芽細胞株の混合物よりセルソーターで分離
した細胞の遺伝子発現解析を終了し，現在結果の評価中である．アダルト型オリゴデンドロサイト前駆細胞における
マーカー分子の探索については，解析に必要なノックアウトマウスの準備がほぼ終了し，本実験に向けての準備を行
なっている． 
3-4．自己評価と次年度計画
　本年度は多倍体細胞の解析について発表に至る迄の結果が得られなかったことが反省点である．次年度は何らかの
成果が得られるよう努力したい．他の部署との共同研究では少しずつではあるが成果が得られており，今後何らかの
形で発表できるよう更に解析を進めたい．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員の有無；　該当なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無；　大島；Human Cell　査読委員（1 件）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務；　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
　論文；　該当なし
　学会発表

①藤田恵子，松本幸子，藤田一正，穐田真澄，永島雅文，細胞膜ナノチューブによるヒト肝芽腫細胞間の連絡．第
124 回 日本解剖学会総会，2019 年 3 月，新潟

6-2．獲得研究費；　該当なし
6-3．受賞；　該当なし
6-4．特許，実用新案；　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績；　該当なし

7．自己点検，自己評価　
　平成 30 年度の形態部門への登録者数は 210 名であった．年度により多少の増減はあるが，毎年 200 名前後が登
録し，種々の研究器機を利用している．形態部門で管理している機器の 30 年度における延べ利用回数は 2019 件（電
子顕微鏡関連；261，光学顕微鏡関連；464，レーザー機器；444,　培養設備関連；850）であった．これは形態部
門全体では 1 日当たり平均 5.5 件（休日を含む）の機器利用があり，機器 1 台当たりでは 1 年間に平均約 91 回の
利用があったことになる．これは昨年度に比較するとわずかに減少している（29 年度の総利用回数は 2072 回）が，
形態部門の機器は引き続き学内で有効活用されていると評価できる．中央研究施設はこれらの機器を維持管理すると
ともに，利用者に対する技術指導や研究方法についての助言を行なうことが重要な任務であるが，今後もより積極的
にその役割を果たして行きたい．また他の部門との共同研究等も必要に応じて行なっており，学内における研究活動
の推進に寄与していると評価している．
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12．3）中央研究施設　実験動物部門

1．構成員
　仁科正実（NISHINA, Masami）：部門長：准教授：研究主任，教育員，大学院教員（大学院）：実験動物学，医動物 
　　　　　　　　　　　　　　　  学（寄生虫学），NMR 分光法，脳エネルギー代謝：博士
　冨永信子　（TOMINAGA, Nobuko）：助教：研究員，教育員
　石原由夏　（ISHIHARA, Yuka）：助手：研究員，教育員
　萩原克美（HAGIWARA, Katsumi）：（飼育業務係長：保健医療学部実験動物施設担当），堀切一美（HORIKIRI, Kazumi）：（飼
　　　　　　　　　　　　　　　　育業務係長）
　大久保，池田，塩野，鈴木（瑛），臺場，黒須，庄司（飼育業務），鈴木（文），（飼育業務・非常勤），秋田，（業務
　員・非常勤）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

【卒前教育・卒後教育・大学院教育】
　動物実験は，今日の医学・医療技術を支え，人類の健康に貢献し，現代の医学研究に必要不可欠であり，適正な動
物実験の実施が求められている．適正な動物実験とは，①社会的適正：動物福祉に配慮し倫理的な動物実験を行うこ
と，②科学的適正：質の高い実験動物を良好な環境で飼育し，再現性の高い実験結果を得ることである．
　平成 18 年『動物の愛護及び管理に関する法律』の法改正において「3R」が盛り込まれ，各省庁より飼養保管基準
および基本指針が告示，日本学術会議においてガイドラインが作成された．実験動物部門では，これらの法令等に基
づく実験動物の日常の飼育管理を実施すると共に，動物実験実施者および飼養者（飼育技術者）へは動物福祉の理念
を理解・徹底し，実験動物の正しい取り扱いを習得して動物実験を遂行する．

【大学間包括的協力】
　女子栄養大学の学生へ卒業研究の実験および発表・論文作成の指導を行う．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
　・医学部 1 年：選択必修　実験動物学入門の講義（仁科，冨永，石原）
　・医学部 1 年：臨床推論（冨永）
　・医学部 2 年：機能系実習　動物福祉と実験動物施設の利用方法（冨永）
　・医学部 3 年：感染講義，感染実習（医動物学講義：仁科，実習：仁科，石原）

【卒後教育】
　・動物実験実施者のための教育訓練・新規利用者のための講習会（冨永，石原）

【大学院教育】
　・大学院博士課程：研究方法論：NMR 分光法の基礎・生物，医学への応用（仁科）
　・大学院博士課程：実用実験医学特別講義：実験動物学入門（仁科）

【保健医療学部教育】
　・看護学科 1 年：環境論（冨永）
　・臨床検査学科 3 年：保健医療福祉総論（冨永）

【他大学および専門学校教育】
　・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学講義（仁科）
　・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学実習（仁科，冨永）
　・共立女子大学家政学部 微生物学免疫学講義（仁科）
　・飯能高等看護専門学校 公衆衛生学（冨永）
　・所沢准看護専門学校 薬理学（冨永）

【大学間包括的協力】
　・卒業研究：女子栄養大学栄養学部　実践栄養学科（仁科，冨永，石原）
2-3．達成度
　実験動物に関する「卒前教育」，「卒後教育」，「大学院教育」においては，教育目的の動物福祉の理念などを理解・
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習得できたと考えられるため達成度は約 80％である．その他の「卒前教育」，「保健医療学部教育」，「他大学・専門
学校教育」は，資料配布を行い，パワーポイントなどを用いてわかりやすい講義を行うように努めた．また，講義ご
とに小テストを行うことで 1 コマの講義の振り返りと理解度を深めることができたため達成度は 70％である．「大
学間包括協力」である卒研指導は，実験から卒研発表，卒論作成までの指導を行い，卒論を提出したことから達成度
は 95％である．

【卒前教育】
　・医学部 1 年生 11 名の学生が選択した．（実験動物学入門）
　・医学部 1 年生 4 コマを担当した（臨床推論）
　・医学部 2 年生 136 名の学生が受講した（機能系実習）
　・感染講義 6 コマ，医動物学実習 10 コマを担当した

【卒後教育】
　・動物実験実施者のための教育訓練を 10 回実施し，計 28 名が受講した．

【保健医療学部教育】
　・看護学科 1 年：環境論 8 コマを担当した
　・臨床検査学科 3 年：保健医療福祉総論 15 コマを担当した

【他大学および専門学校教育】
　・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学講義 15 コマを担当した
　・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学実習 12 コマを担当した
　・共立女子大学家政学部 微生物学免疫学講義 15 コマを担当した
　・飯能高等看護専門学校 公衆衛生学 8 コマを担当した
　・所沢准看護専門学校 薬理学 17 コマを担当した

【大学間包括的協力】
　・女子栄養大学栄養学部 保健栄養学科 3 年生 1 名の卒業研究を指導した
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育・卒後教育・大学院教育】
　実験動物に関連する教育および教育訓練については，① 動物実験に関わる法令・指針・規程，② 動物福祉の理念，
③ 実験動物の飼養保管，④ 安全確保，⑤ 動物実験の方法，⑥ 適切な動物実験の説明を行い，受講者の理解が得ら
れたと考えられる．
　次年度は今年度の教育内容を見直し，持続的に教育および教育訓練を実施する．

【大学間包括的協力】
　卒業研究の実験から論文作成まで指導した．

3．研究
3-1．目的・目標
　①フィコシアニンを特異的に認識するモノクローナル抗体の作製
　②薬剤耐性のがん細胞株の樹立
　③ヘスペレチンの細胞周期調節および抗増殖効果調節機構について検討する
　④イコデキストリンの pH が腹膜の炎症，線維化に及ぼす影響の検証
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　①スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の検討（女子栄養大学・日本医療科学大学共同研究）
　②ヘスペリチンの細胞周期調節機構の検討（日本医療科学大学共同実験）
　③イコデキストリンの腹膜炎症，線維化に及ぼす影響の検証（総合診療内科共同研究）
3-3．研究内容と達成度

①フィコシアニンのモノクローナル抗体 2 株のアイソタイプは IgM であり，現在は抗原決定基および特徴などを
調べているところである．研究達成度 60％

②抗がん剤を添加した培養液でがん細胞を培養し，抗がん剤の濃度を徐々に上げて作製した．研究達成度 30%
③ヘスペレチンは癌細胞の細胞周期調節に影響を及ぼす，正常細胞の細胞周期調節への影響は見られなかった．研

究の達成度は 60％であり，2017 年米国細胞生物学会においてポスター発表した．
④イコデキストリンをマウスへ連日腹腔内投与し，腹膜および腹水，血液などを採取した．研究達成度 50％
3-4．自己評価と次年度計画
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①今年度作製したモノクローナル抗体は IgM である．その抗原決定基および特徴を検討するとともに，再度フィ
コシアニンを認識するモノクローナル抗体の作製を行い，モノクローナル IgG 産生細胞株の樹立およびその特徴
や抗原決定基を決定し，スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の作用機序を解明する予定である．

②薬剤耐性がん細胞株を作製中であり，今後はその細胞の対するフィコシアニンの相互作用を検討する予定である．
③ヘスペリチンを認識するモノクローナル抗体を作製し，細胞周期およびがん細胞の増殖抑制効果について検討す

る予定である．
④マウスにおけるイコデキストリンの pH 変化による腹膜の炎症や線維化への影響を採取した腹膜の病理学的検査

や血液と腹水の免疫学的検査を行う予定である．

4．診療
　該当無し

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　埼玉医学大学雑誌：編集委員（仁科正実）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

【学会発表】
①マツタケ子実体熱水抽出物の長期投与におけるマウス生体への影響：冨永信子 , 石原由夏 , 仁科正実：第 29 回

体力・栄養・免疫学会：宮城県（2018）
②フィコシアニンに対するモノクローナル抗体の作製：石原由夏 , 冨永信子 , 仁科正実：第 29 回体力・栄養・免

疫学会：宮城県（2018）
【総数：論文 0 件，学会発表 2 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当無し
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案
　該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当無し

7．自己点検・評価
7-1．飼育管理作業
　毎日の飼育環境の点検，個々の動物の観察，ケージ・給水瓶交換，給餌・給水，室内清掃，飼育器材の洗浄・消毒・
滅菌，安全衛生管理を実施し，実験動物部門においては，概ねの目的は達成された．技術職員は実験動物の基準に基
づいた日常の飼育管理業務を心がけ，研究者から飼育依頼を受けた実験動物を良好な状態で飼育し，研究者へ提供す
ることができた．
7-2．実験動物飼養状況
　毛呂山キャンパスの動物実験計画書は，132 件（継続 122 件，新規 10 件）が承認され，組換え DNA 承認実験は 51 件，
感染実験などは 8 件であり全体の約 45％を占めた．動物実験計画書に基づき，一年間の延べ飼養匹数は，976,506
匹であり，一日平均 2,675 匹を飼養した．マウスが約 96％，ラット約 3％を占めた．飼養するマウスおよびラット
の約 90％は遺伝子組換え動物である．
7-3．実験動物施設利用状況
　利用登録者数は 247 名，年間の施設利用者数は 3,790 人（入退館記録集計）である．



323

中央研究施設　実験動物部門

7-4．慰霊祭
　平成 30 年 11 月 3 日（土）に実験動物慰霊祭を主催および執り行い，59 名が参列した．
7-5．検査
　年 4 回の微生物モニタリング検査および年 4 回の落下細菌検査を実施し，良好な動物を提供するよう心がけた．
7-6．今後の課題
　次年度においては，今年度の飼育管理と同様に実施すると共に，飼育環境を整え，良好な実験動物の提供ができる
よう努力することを目標とする．
　現在使用するマウスやラットの約 90％は遺伝子改変動物であり，研究の主流を占めていることから，研究者だけ
ではなく飼育技術者自身も毎日の飼育管理において拡散防止措置に努めた飼育管理を実施しなければならない．今後
は組換え実験従事者として教育訓練を受講するよう努めたい．
　我が国において震災の予測は不可能であり，自然災害の発生による実験動物に対する対策が求められ，緊急時の長
期停電時の対応や飲料水，飼料などの確保，飼育管理に関する対応や対策を定めなければならない．同時に災害が発
生した際の飼育技術職員や研究者の命を守ることなどの対策に努める必要がある．
　また，近年問題視され『特定化学物質等障害予防規則』において特定第二類物質（慢性障害，発癌の危険性のある
物質）及び特別管理物質（有害性，作業者の健康管理記録の 30 年保存等の義務がある物質）として規制されている
エチレンオキシドガス（EOG）の安全な取り扱いや職員教育の実施を行うとともに，EOG 滅菌からより安全性の高
い滅菌方法に換え，職員の作業環境を安全な快適な場所へと変えることを今後の課題とする．
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12．4）中央研究施設　RI 部門

1．構成員
　一色政志（ISSHIKI, Masashi）：准教授：部門長：指導教員（大学院）：内分泌・糖尿病内科兼担：内分泌・糖尿病：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
　日詰光治 （HIZUME, Kohji）：講師：教育員・研究員：指導教員（大学院）：分子生物学：博士 
　宮下由美（MIYASHITA, Yumi）：助手：教育員・研究員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　法律上の規制に基づき，RI 研究施設の管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱業務に従事する者に対
して，放射線障害予防規程の周知等を図り，放射線障害の発生を防止するために必要な教育と訓練を実施する．
　また，本務の RI 研究施設の管理・運営の他にも，主として内分泌を主題とした内容において，医学教育に貢献する．
　さらに，適切な科学的見地に基づく研究作業を可能とする素地を育成するため，学部生や大学院生に対する実習指
導や講義に従事する．
2-2．教育内容（担当者）

【卒前教育】
　医学部 1 年生：自然科学の基礎　化学実習を分担（日詰）
　医学部 1 年生：医科学の探索　チューター（日詰）
　医学部 2 年生：人体の構造と機能 2　機能系実習 2 を分担（日詰）
　医学部 3 年生：循環器ユニット “高血圧症：本態性高血圧・二次性高血圧” を担当（一色）
　医学部 3 年生：内分泌・代謝ユニット “下垂体後葉”，“副腎構造 副腎（1）”，“副腎（2）”，“内分泌・代謝領域の検査”
　　　　　　　　を担当（一色）
　医学部 6 年生：内分泌・代謝・乳腺疾患ユニット “副腎疾患”，“下垂体疾患（1）：尿崩症・SIADH” を担当（一色）
　医学部 6 年生：心臓・脈管疾患ユニット “高血圧症” を担当（一色）
　BSL におけるクルズス（二次性高血圧）（月一コマ程度）を担当（一色）
　CC におけるクルズス（臨床と研究）（年 2 － 3 コマ程度）を担当（一色）

【卒後教育】
　研修医に対する臨床実務および論文抄読に対する批評．研修医に対する月 1 回のクルズス．（一色）

【大学院教育】
　大学院講義：研究方法特論を分担（日詰）

【その他】
　RI 研究施設利用者向け：再教育訓練（一色，日詰，宮下）
2-3．達成度
　卒前教育，卒後教育，および大学院教育それぞれにおいて，おおむね目的を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　目標・目的に記した医学教育の貢献や，実習指導において，一定の貢献を果たしたと考える．次年度は，これに加
えて，RI 研究施設の管理に従事する立場から，放射線をテーマとした実習や講義を実施することを目指す．

3．研究
3-1．目的・目標
　RI 部門の業務である RI 施設の管理・運営と並行し，先端医学研究においても役割を果たすため，高血圧・糖尿病
治療に関する研究を推進する．また，放射線障害における主因子である染色体の不安定性への理解を深めるため，染
色体の安定維持に寄与する DNA 複製の調節機構についての研究を推進する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　レニン - アンジオテンシン - アルドステロン・システムに対するダパグリフロジンの影響の検討（一色）
　生化学的解析および分子可視化解析から明らかにする DNA 複製調節の分子機構（日詰）
3-3．研究内容と達成度
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　“血管内皮細胞における STIM1 因子が一酸化窒素を介して血圧を制御する機構” や，“DNA 複製装置の安定な停止
における DNA ヘリカーゼと DNA ポリメラーゼの協調的効果” など 5 件の研究テーマについて研究を推進し，それぞ
れの成果を英語原著論文として発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　これまでの研究成果を，順調に論文発表に帰結させることが出来た．次年度以降は，上記臨床研究を推進・患者登
録をすすめ，論文にまとめることをめざす．
　また，複製調節因子がヌクレオソーム構造に与える影響の解析を行うことで，DNA 複製に伴うクロマチン構造の
調節機構の解明を目指す．

4．診療
　該当なし

5．その他　
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　査読：Hypertension, Hypertens Res （一色）
　査読：Nucleic Acids Research（日詰）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし
　〇 RI 研究施設の管理内容
　　平成 30 年度のアイソト - プ（RI）利用状況は以下のとおりである．
　　1）利用登録講座：13 講座（基礎系 6，臨床系 7）
　　2）実験計画：13
　　3）実験者数：24 名（基礎系 15 名，臨床系 9 名）
　　4）延べ RI 実験施設立入回数：1673 回
　　5）放射線教育訓練 :19 名 /2 回（再教育含む）
　　6）RI 入庫量（MB ｑ）：51Cr  （37.0）
　　　　　　　　　　　　　35S  （120.25）
　　7）RI 廃棄量（MB ｑ）：可燃物 （11.89）
　　　　　　　　　　　　　難燃物 （19.24）
　　　　　　　　　　　　　不燃物 （11.89）
　　　　　　　　　　　　　動物  （0.00）
　　　　　　　　　　　　　無機液体  （22.88）
　　　　　　　　　　　　　有機廃液  （22.91）
　　　　　　　　　　　　　排気　　 （0.90）
　　　　　　　　　　　　　排水　　 （0.00）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Nishimoto M, Mizuno R, Fujita T, Isshiki M: Stromal interaction molecule 1 modulates blood pressure via NO 

production in vascular endothelial cells, Hypertension research: official journal of the Japanese Society of 
Hypertension 41 （7） 506-514, 2018

②Mizutani G, Hikima Y, Satomura A, Iuchi T, Nakajima R, Miyashita Y, Yasuda S, Oikawa Y, Isshiki M, Inoue I, Noda M, 
Shimada A: Administration of thiamazole for Graves’ disease might trigger the onset of type 1 diabetes, Journal 
of diabetes investigation 9 （5） 1228-1229, 2018

③Yasuda S, Iuchi T, Goto A, Katanoda K, Iida S, Oikawa Y, Namba A, Isshiki M, Inoue I, Kamei Y, Shimada A, Noda M: 
Weight control before and during pregnancy for patients with gestational diabetes mellitus, Journal of diabetes 
investigation, 2018
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④ Saito D, Oikawa Y, Yano Y, Ikegami Y, Satomura A, Isshiki M, Kurihara S, Inoue I, Noda M, Shimada A: Detailed 
Time Course of Decline in Serum C-Peptide Levels in Anti-Programmed Cell Death-1 Therapy-Induced Fulminant 
Type 1 Diabetes, Diabetes care 42 （3） e40-e41, 2019

⑤ Hizume K, Endo S, Muramatsu S, Kobayashi T, and Araki H: DNA polymerase ε-dependent modulation of the 
pausing property of the CMG helicase at the barrier, Genes & development 32（19-20）: 1315-1320, 2018

学会発表
⑥ DNA 複製バリアにおける複製フォークの停止機構：日詰光治，遠藤静子，村松佐知子，小林武彦，荒木弘之，

第 41 回日本分子生物学会年会   2018 年 11 月 28 日   
⑦ Biochemical reconstitution and AFM （atomic force microscopy） observation of the protein-DNA complexes 

involved in DNA replication：日詰　光治，The 16th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology   
2018 年 12 月 18 日

【総数：論文 5 件，学会発表 2 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費　
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
RI 研究施設の運営は，適正に行われている．平成 30 年度は，放射線障害の防止に関する法律が改正されたことに

伴い，放射線障害予防規程の改正を行った．これについて周知するため，例年行っている RI 研究施設利用者向けの
再教育訓練において，日詰が講演を行い，法令や放射線障害予防規程の変更点や，今後の RI 利用研究の注意点につ
いて説明を行った．

他の代替手法の開発により，RI を利用する研究は減少傾向にある．今後も有用な共同利用施設として運営するため，
RI 実験の有効性の周知や，施設内の設備の改善などを推進する必要が考えられる．
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12．5）中央研究施設日高ブランチ　実験動物部門

1．構成員
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：講師：部門長：指導教員（大学院）：分子生物学：博士
村松大介（MURAMATSU, Daisuke）：主任：動物飼育員（実験動物技術者 1 級，実験動物技術指導員）
伊藤順子（ITO, Junko）：動物飼育員（実験動物技術者 1 級）
林　明子 （HAYASHI, Akiko）：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）
繁田紘輝（SHIGETA, Hiroki）：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）
立石康太（TATEISHI, Kota）：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　日高ブランチ実験動物部門は，日高キャンパスの共同利用研究施設として SPF （Specific Pathogen Free: 指定され
た病原性微生物が存在しない）レベルを維持する特殊な動物飼育施設であり，国内外の SPF レベルと同等の管理状
況を維持することを目標にしている．
　生命科学の研究において動物実験は必要不可欠で，動物実験から信頼できるデータを得るためには実験動物が安定
した環境で良く管理されていることが必要である．また，人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場からルールに
基づいた実験を行うことが求められる．そのため当部門では，動物の愛護及び管理に関する法律，なかでも 3R の原
則に基づき施設の飼育管理を行い，利用希望者に対する教育訓練を実施する．
　また，医学部学生のアドバイザー，実習やテュータでは実験を通して研究の意義，奥深さを体験してもらい説明で
きるように探究心，問題解決能力等を養うことを目標に指導する．
2-2．教育内容
　当部門では，利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教
育訓練《監修：横尾友隆，担当：村松大介，伊藤順子，林　明子》）を行い，基本技術・感染防止・動物福祉に関す
る教育を行った．平成 30 年度には，施設利用者 2 名の利用者説明会を行い，基本技術・感染防止・関連法規及び機
関内規程・動物福祉に関する教育を実施した．
　さらに，微生物モニタリング（内部検査 3 回，外部検査 1 回［実験動物中央研究所：ICLAS］）に関連して，衛生管理・
安全管理に関する業務を実施し施設管理・環境保全を実施した．
　卒前教育として，医学部 1 年生アドバイザー，医学部 1 年　細胞生物学 1 実習，医学部 2 年　人体 2 エネルギー
系演習，医学部 2 年　物質系実習，医学部 1 年　臨床推論テュータに参画した（横尾）．また，課外プログラムとし
て「ゲノム編集技術を用いたモデル動物の作製」を募集した（横尾）．
　大学院教育としては，医学研究科博士課程学生（歯科口腔外科：大久保正彦，湯本愛美）および，医科学研究科修
士課程（ゲノム医学：渡邉裕樹）の研究テーマに基づいた研究指導の分担を行った（横尾）．
2-3．達成度
　微生物モニタリングでは，本施設で定義された微生物・ウイルス等は検出されず，基準以上の安全な管理環境が維
持され目標は達成された．
　平成 30 年度における実験計画書の遂行実験数は，マウス 29 件（左記の実験のうち組換え DNA 実験該当数 26
件）．そのうち当施設との共同研究として，4 件が遂行中で概ね順調に計画通り遂行されている．また，共同利用研
究施設として平成 30 年度の利用実績は，動物使用数 5,146 匹，維持管理数 1 日平均 691 ケージ，年間延べ飼育数
863,341 匹であった．搬入・搬出実績に関しては，筑波大学，東京大学よりマウスの搬入出を実施した．
　医学部学生は実習等を無事終えることが出来，医学に必要な基礎知識を習得し理解を深めることができたと考える．
課外プログラムは日程的な問題から今年度は説明のみで実際に実施出来なかったため次年度以降の課題ととらえてい
る．また，大学院学生は 3 名とも平成 30 年度で終了することが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画
　本施設利用者およびスタッフの実験環境及び飼育環境に対する衛生管理に関する指導及び教育は，微生物モニタリ
ングの結果からも徹底されており，今後も感染防止の観点から適正に本施設が維持できるよう施設管理を継続する．
　学生教育は十分目標は達成したが，課外プログラムは更に充実させる必要がある．次年度も積極的に関わり貢献し
たい．
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3．研究
3-1．目的・目標
　日高ブランチ実験動物部門部門では，共同利用施設として実験動物施設の管理・運営が本務であるが，同時に実験
動物を用いた研究を推進し，成果を上げることも目標としている．具体的には，糖尿病，脂質代謝を制御する創薬ター
ゲットを発見し，その機能解析を通して，疾患の診断や治療，創薬標的に結びつけていけるような研究展開を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）消化管由来分泌因子 Betagenin の機能解析（横尾）
2）AAV を用いた高効率ゲノム編集法の開発（横尾，村松，伊藤）
3）遺伝子改変マウスの作製，凍結保存法の確立（横尾，村松，伊藤）
3-3．研究内容と達成度

1）消化管特異的分泌タンパク Betagenin の解析を引き続き進めた．今回，Betagenin 合成ペプチドがヒト膵島に
おいてβ細胞のアポトーシスを抑制し，増殖およびインスリン分泌を促進することを証明した．新たに明らか
になったβ細胞に対するアポトーシス抑制作用については，改めてマウス膵島および Min6 細胞においても確
認した．

2）手法を開発するために AAV を作製し遺伝子発現およびゲノム編集効率を確認した．
3）今年度はマウス胚操作を行い，実際に遺伝子改変マウスを得ることが出来た．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記のように，研究プロジェクトが走り始め，個別の実験データを集めることが出来たことから当初の目的は達成
できていると考える．Betagenin に関してはシグナル伝達やその受容体の探索が創薬に重要と考えられるので引き続
き解析を進める．また，マウス胚操作に関しては次年度も引き続き研究を進め，技術を確立させる．そして，共同研
究施設として学内研究者の遺伝子改変マウス作製に貢献することを目標とする．同時に，以上の成果を論文あるいは
知的財産として世の中に発表することを目指し，研究を継続する．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ochiai N, Nakachi Y, Yokoo T, Ichihara T, Eriksson T, Yonemoto Y, Kato T, Ogata H, Fujimoto N, Kobayashi Y, 
Udagawa N, Kaku S, Ueki T, Okazaki Y, Takahashi N, Suda T. Murine osteoclasts secrete serine protease HtrA1 
capable of degrading osteoprotegerin in the bone microenvironment. Communications Biology 2019 Mar 1;2:86. 
doi: 10.1038/s42003-019-0334-5. eCollection 2019.

②第 61 回 日本糖尿病学会年次学術集会 , 消化管ペプチド Betagenin はヒト膵島のアポトーシスを抑制し，増殖と
インスリン分泌を促進する：横尾友隆，島野　仁，岡﨑康司，豊島秀男 , （2018/5/24）　東京

【総数：論文 1 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費

横尾友隆（分担，代表：豊島秀男）
　科学研究費補助金 基盤研究（C）「消化管ペプチド Betagenin 受容体の解明と糖尿病治療への応用」
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
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特許
名称 : 新規ペプチド及びその用途
発明者；豊島秀男，岡﨑康司，横尾友隆，菅原　泉
出願人；学校法人 埼玉医科大学
特許番号；特許第 6352908 号
取得日；H30 年 6 月 15 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　当施設は，共同利用の研究施設で感染事故に対し最も注意を払って施設運営を行っており，今年度は特に問題も無
く維持管理ができた．これからも現状に慢心することなく，共同利用研究施設として適正な動物実験実施の実施，関
連法規および各指針・機関内規程を遵守した動物実験計画の立案・実施支援，実験環境の更なる整備などを行い，利
用者を増やし研究支援を充実させることで，医学の発展に貢献したい．
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12．6）中央研究施設日高ブランチ　RI 部門

1．構成員
西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：講師：部門長：放射線取扱主任者：教育員：研究員：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　胚性幹細胞・腫瘍生物学：博士
平﨑由利絵（HIRASAKI, Yurie）：RI 管理員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　共同実験施設として，また放射性同位元素使用施設としての特性から，放射線に対する人体への影響について正し
い情報を伝えるとともに，その影響からいかに身を守るかについて，知識を深めてもらう．
　また，専門分野である胚性幹細胞について，その性質および臨床面での有効利用の可能性について，学生に理解し
てもらう．
2-2．教育内容（担当者）
　（卒前教育）臨床推論（1 年生），医科学入門実習（1 年生）を担当した．（西本）
　（卒後教育）博士課程実験医学特別講義，修士課程細胞生物学概論を担当した．（西本）
　（その他）部門利用希望者に対する法的事項である新規教育訓練・再教育訓練を実施した．（西本・平﨑）
2-3．達成度
　RI 部門としての利用希望者に対する教育訓練は，問題なく実施できた．
　（卒前教育）まだ十分とは言えないが前年度までと比べ，達成できたと考えている．
　（卒後教育）十分達成できたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　今年度より，組織改編により中央研究施設に所属することとなり，医学部学生に対する教育への寄与も強く求め
られることとなった．RI 部門としてはその専門性から，医療現場での放射線に対する安全性への配慮といった点で，
貢献できるものと考えている．まずは，放射線への正しい理解と，その人体への影響ならびに放射線から身を守るた
めの正しい方策についての理解を深めてもらうことをテーマとした，課外プログラムへの参加を考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　本部門の在り方として，研究者のサポートを行うこととなる．したがって部門の人間としてはこの目的に沿った活
動が中心となる．ただ，大学に在籍する教員として自ら研究遂行する必要もある．そこで，ゲノム医学研究センター
発生・分化・再生部門奥田部門長のご厚意により，同部門に兼担として在籍させて頂いている．したがって実験環境・
研究費といった面でのサポートも受けており，自身の研究活動もできる限り遂行していきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　本部門において研究遂行できるのは西本一人であるが，発生・分化・再生部門に兼担させて頂いていることから，
その部門での一つのテーマである胚性幹細胞について研究を進めている．
3-3．研究内容と達成度
　胚性幹細胞は正常細胞にもかかわらず腫瘍性を維持している．したがって解明したい点として，なぜこのような腫
瘍性を維持する必要があるのか，またその性質維持にはどのような分子機構が存在しているのか，この 2 点を中心
に研究を進めている．今年度は，腫瘍性維持の分子機構について研究を進めており，ようやく論文投稿に至るに至った．
3-4．自己評価と次年度計画
　今年度は投稿に至った段階であるが，来年度は論文掲載に至ることを目標とする．さらに今後は，分子機構につい
てより深い点での解明を進めていきたい．

4．診療
　該当なし．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Hirasaki M, Ueda A, Asaka MN, Uranishi K, Suzuki A, Kohda M, Mizuno Y, Okazaki Y, Nishimoto M, Sharif J, 
Koseki H, Okuda A. Identification of the Coiled-Coil Domain as an Essential Methyl-CpG-Binding Domain Protein 
3 Element for Preserving Lineage Commitment Potential of Embryonic Stem Cells.　Stem Cells. （2018） 36

（9）:1355-136
②北村友佳，浦西洸介，鈴木　歩，平崎正孝，西本正純，奥田晶彦　Mga 遺伝子の新規スプライシングバリアン

トによる減数分裂制御機構の解明　第 41 回日本分子生物学会年会　2018.11.30 横浜
③浦西洸介，北村友佳，鈴木　歩，平崎正孝，西本正純，奥田晶彦　ES 細胞における Mga の下流因子の探索　第

41 回日本分子生物学会年会　2018.11.30 横浜
④鈴木　歩，平崎正孝，浦西洸介，北村友佳，西本正純，奥田晶彦　Max によるマウス生殖細胞の減数分裂開始

制御　第 41 回日本分子生物学会年会　2018.11.30 横浜
【総数：論文 1 件，学会発表 3 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

埼玉医科大学学内グラント（代表）配分額 70 万円　胚性幹細胞の腫瘍性を規定する遺伝子群の初期発生における
機能解明（西本）

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

7．自己点検・評価
　登録者数は 28 名と例年とほぼ同様であった．放射性同位元素納品量は，14C が 1.85MBq，32P が 3.7MBq であり，
昨年度とほぼ同程度であった．ただ近年分子生物学領域での RI 使用は，代替方法の開発により減少傾向にある．し
かし RI でなければできない実験もあり，今後も施設の必要性はあると考えている．なお今年度より，中央研究施設
へ移行したことで，全学の教員の利用が可能になることから，積極的に施設の有効性をアピールしていきたい．なお
今年度，毛呂山キャンパスから 1 名，日高キャンパス保健医療学部から 1 名新たに登録がなされ，施設運営におい
て役割を果たしていると考えている．また全学に RI 利用施設は病院を含め 6 施設あり，お互いに情報を共有しなが
ら法令遵守のために，協力体制をこれまで同様構築していきたい．
　一方教員としての立場としては，発生・分化・再生部門との兼担であることを十分に活用し，研究活動を継続して
いきたいと考えるとともに，教育にも機会を逃すことなく積極的に関与していきたいと考えている．
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12．7）中央研究施設日高ブランチ　機能部門

1．構成員
部門長　坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：教授：博士
水野洋介（MIZUNO, Yosuke）：講師：分子生物学：教育員：研究員：指導教員（大学院）：博士
鈴木聡美（SUZUKI, Satomi）：研究補助員
清水千春（SHIMIZU, Chiharu）：研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　当部門の学生指導では，ゲノム全体の構造や変異と，関連する疾患についての最新情報を盛り込んだ医学・生物学
の基礎知識を学生に習得させることを目標として指導にあたっている．学生教育では自らが積極的に生命機能や各種
の遺伝子疾患について興味をもち，自主的に調査・研究を行い，成果に結びつけられるようになることを目指して指
導している．分子生物学・生化学・細胞生物学等の最新の基本技術や考え方を実際に習得させながら，細胞の分化・
増殖といった機能や細胞内小器官等の機能をはじめ，遺伝子と各種臨床疾患との関連性を明らかにすることを目標と
している．また，個々の細胞機能や疾患に対して，その原因となる遺伝子をどのように探求していくか，また疾患と
原因遺伝子にはどのような機能的リンクがあるかを自ら考える力を養い，学術論文を構成するために必要な論理的思
考を身につけさせることを常に意識して指導を行っている．学内各科の大学院生を積極的に受け入れて実験指導を行
い，研究マインドをもつ医療人や基礎研究者を育てることを意識すると共に，課外プログラムや卒業研究，医学部実
習など様々な機会を通じて学部学生の指導を積極的に行い，医学・医療に還元できる優れた人材を育成することを目
標として教育活動を行っている．
2-2．教育内容
　課外学習プログラムでは，夏期プログラムとして（1）「一人一人の遺伝子型の違いを体感して，テーラーメイド
医療について考えよう」と（2）「法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」という 2 つのテーマを提示
し，保健医療学部臨床検査学科よりそれぞれ 2 名と 3 名の学生からエントリーを受け，実習を実施した．両テーマ
実施のため，国際医療センター中央検査部にご協力を依頼し，参加学生の採血をして頂いた．実習では各自の血液か
らゲノムＤＮＡを抽出し，十分量の検体から糸状に目視できる DNA が採取できることを体感させた．その上で，（1）
のテーマでは，アルデヒドデヒドロゲナーゼ遺伝子と β3 アドレナリン受容体遺伝子の特定の一塩基多型を含む領
域を PCR 法にて増幅し，ダイレクトシークエンス法にて塩基配列解析を行い，遺伝子型の違いによって表現型に個
人差が現れることを実際に体感してもらい，遺伝子の個人差が様々な疾患や薬剤応答などの医療にどのように影響が
及ぶかを学んでもらった．（2）のテーマでは，法医学や親子鑑定で実際に使用されているマイクロサテライトマーカー
による個人識別の手法を学び，自身で血液と爪，毛根，頬粘膜から微量の DNA を抽出し，PCR 方を用いて実際に個
人識別が出来ることを体験してもらった．
　大学院教育では，国際医療センターおよび大学病院の複数の診療科からの大学院生の来訪を受け，研究テーマに基
づいた研究指導を行った．
　学部生の指導としては，保健医療学部臨床検査学科 3 年生 1 名に対して，卒業研究としての実験の指導を行った．

「転写因子 Id4 が制御するマイクロ RNA の探索」というテーマのもと，間葉系幹細胞において転写因子 Id4 を発現抑
制させて脂肪細胞分化・骨芽細胞分化を誘導し，マイクロ RNA 発現アレイ解析を行って，発現が変動したマイクロ
RNA を解析した．また医学部 1 年生の授業に関して，人体の基礎科学 1 の物理学実習，及び臨床推論について，担
当教員の一人として水野が参加した．
2-3．達成度
　課外プログラムは多くの参加希望者を受け入れ，当初の予定通り実施することができ，参加学生は 2 つのプログ
ラムを通して自分と他者の DNA の個人差を実際に体感することができた．大学院生の研究指導と学部生の卒業研究
については，効果的な指導を行うことができたと考えている．これらのことから，当初の教育活動目標を十分達成で
きたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　課外プログラムでは今年度は合計 5 名の学生が実際に参加し，遺伝子型や DNA 配列の個人差を実際に体感して，
その重要性や医学的，社会的影響などを考えてもらうことができた．来年度もプログラム内容の検討を重ねて，医学



333

中央研究施設日高ブランチ　機能部門

部生や大学院生にも受講を促し，さらに満足度の高いプログラムにしていきたいと考えている．
　保健医療学部卒業研究生については，卒業研究論文の作成に必要なデータを取得するための実験の指導を行うこと
ができた．次年度には卒業論文としてまとめて提出するところまでを指導していきたい．また次年度は引き続き学内
から大学院生を受け入れて研究指導を行っていきたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，ゲノム情報から得られる大量のデータを活用した大規模解析と，実験医学によるその検証という両方
の手法を駆使することにより，遺伝子制御ネットワークの解明と病態メカニズムに迫る事，さらに疾患遺伝子を同定
する事を目標としている．その一つとして，ミトコンドリア病の原因遺伝子とその機能の解明を行う．また，糖尿病，
生活習慣病，メタボリック症候群，骨粗鬆症等に関連する遺伝子機能調節ネットワークを解明し，脂質代謝及び骨代
謝を制御する創薬ターゲットを発見することを目標とする．さらに，幹細胞や iPS 細胞を誘導，維持，さらに特定の
細胞系列に分化するのに必要な遺伝子とその機能を解明する．これらの遺伝子機能の解明を通して，疾患の病態と関
連のある標的を通じて診断や治療，創薬標的に結びつけていけるような研究展開を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）ミトコンドリア病の原因遺伝子の解析
2）脂肪，骨芽細胞分化を制御する転写物の探索
3-3．研究内容と達成度
　ミトコンドリア機能を制御する機能性転写物を探索するため，いくつかの既知のミトコンドリア関連遺伝子を抑制
させた細胞を作製し，その転写物を網羅的にプロファイリングした．その結果，マイクロ RNA を含む多くの非コー
ド RNA がミトコンドリア内外に存在し，ミトコンドリア異常に応じてその量が変化していることが分かった．これ
らの非コード RNA の中に，ミトコンドリア機能に関連する転写物が存在すると考えられるため，検証実験を実施す
る予定である．
　骨芽細胞・脂肪細胞分化に関与するマイクロ RNA などの非コード RNA や転写物バリアントを探索するため，マウ
ス間葉系幹細胞を骨芽細胞・脂肪細胞分化誘導刺激を行い，経時的に採取した細胞を用いて，エクソン発現アレイ，
マイクロ RNA 発現アレイ，RNA シーケンス等を用いた網羅的発現解析実験により得られたデータの解析を継続した．
一部のデータについて取りまとめて原著論文として投稿後，査読者から得られたコメントに対応するための検証実験
等を行った．
3-4．自己評価と次年度計画 
　ミトコンドリア病態モデルや分化細胞系を用いたトランスクリプトーム解析や分子生物学，生化学的解析を行い，
これまでのデータも活用して，論文化し得る有益な知見を得ることができた．今後実際の論文化のための検証実験を
行っていく．
　平成 30 年度は，旧ゲノム医学研究センターゲノム科学部門の研究室と居室の全体を整理し，新たに中央研究施設
日高ブランチ機能部門としてスタートすべく環境整備を行った．学内の研究者が当部門を快適に利用できるよう，不
要物品や試薬等を廃棄・移動し，実験ベンチや機器類の再配置を行った．またゲノム医学研究センター棟 607 共同
利用実験室内の機器類の利用環境を整備し，学内研究者が利用できるように開放するための準備を行った．さらに研
究者がデータ整理や論文執筆等のデスクワークを行えるようにフェローステーションの環境も整備した．またゲノム
医学研究センター棟 5 階全域にわたって，リサーチパーク稼働のための環境整備も行った．次年度は学内より当部
門利用者を受け入れ，学内の医学・生物学研究が発展するように学内研究者をサポートしていきたいと考えている．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　水野洋介：Journal of Human Genetics 査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①（英文原著）Hirasaki M, Ueda A, Asaka MN, Uranishi K, Suzuki A, Kohda M, Mizuno Y, Okazaki Y, Nishimoto M, 
Sharif J, Koseki H, Okuda A. Identification of the coiled-coil domain as an essential Mbd3 element for preserving 
lineage commitment potential of embryonic stem cells. Stem cells 36（9）:1355-1367, 2018

②（英文原著）Sugiura Y, Takeo E, Shimma S, Yokota M, Higashi T, Seki T, Mizuno Y, Oya M, Kosaka T, Omura 
M, Nishikawa T, Suematsu M, Nishimoto K. Aldosterone and 18-Oxocortisol Coaccumulation in Aldosterone-
Producing Lesions. 72（6）:1345-1354, 2018.

③（英文原著）Imai OA, Kishita Y, Kohda M, Mizuno Y, Fushimi T, Matsunaga A, Yatsuka Y, Hirata T, Harashima 
H, Takeda A, Nakaya A, Sakatai Y, Kogaki S, Ohtake A, Murayama K, Okazaki Y. Cardiomyopathy in children with 
mitochondrial disease: Prognosis and genetic background. International Journal of Cardiology. 279:115-121, 
2019

④（英文原著）Hayashi N, Sato T, Yumoto M, Kokabu S, Fukushima Y, Kawata Y, Kajihara T, Mizuno Y, Mizuno Y, 
Kawakami T, Kirita T, Hayata T, Noda M, Yoda T. Cyclic stretch induces decorin expression via yes-associated 
protein in tenocytes: a possible mechanism for hyperplasia in masticatory muscle tendon-aponeurosis 
hyperplasia. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. 31（3）:175-179, 2019. 

⑤ Mizuno Y, Ohtake A, Kishita Y, Kohda M, Okazaki Y. Regulation of mitochondria function by noncoding RNA. 
2019 Keystone Symposia Conference, X2: Long Noncoding RNAs: From Molecular Mechanism to Functional 
Genetics. Whistlar, British Columbia, Canada, 2019.

⑥ Kishita Y, Kohda M, Mizuno Y, Yatsuka Y, Hirata T, Harashima H, Shimura M, Murayama K, Ohtake A, Okazaki Y. 
Novel disease causing genes associated with mitochondrial dynamics in mitochondrial disorders. International 
YoungMito 2018. Kyoto, Japan, 2018.

⑦水野由美 , 水野洋介 , 梶原　健 , 石原　理 . ペルオキシソームの軽度機能低下による表現型とその発症メカニズム
について . 第 41 回日本分子生物学会年会 . 神奈川県横浜市 , 2018.

⑧水野洋介 , 非コード RNA を病因とするミトコンドリア病の新規発症機構の解明 . 川野小児医学奨学財団第 29 回
助成研究成果発表会 . 東京都 , 2019. 

⑨水野洋介 , 循環器疾患におけるマイクロ RNA の役割 . Saitama Expert Meeting. 埼玉県日高市 , 2018.
【総数 : 論文 4 件，学会発表 3 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費

水野洋介（代表）
科学研究費補助金 基盤研究（C）「非コード RNA を分子基盤とするミトコンドリア病の新規発症機構の解明」
配分額：230 万円

水野洋介（分担）
　科学研究費補助金 基盤研究（C）「ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質代謝機能の解析と臨床応用

への展開」
配分額：110 万円

水野洋介（代表）
　（公財）川野小児医学奨学財団平成 30 年度研究助成一般枠 .「非コード RNA を病因とするミトコンドリア病の

新規発症機構の解明」
配分額：150 万円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
　特許（出願）
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし
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7．自己点検・評価
　教育面では，大学院教育として医局からこられた大学院生について，原著論文作成のための細やかな指導を行うこ
とができた．
　学部学生に対しては，課外プログラムや卒業研究等の指導を通して，ゲノムに存在する様々な個人差や変異がある
ことをはじめ，遺伝子や転写物と細胞機能や病態との関連性に関する知識を中心とした基礎医学を学んでもらい，分
子遺伝学，分子生物学，生化学に興味を持ってもらうことができた．また今年度は医学部生の実験実習に参加して学
生のレポート指導を新たに行った．研究面では，ミトコンドリア病原因遺伝子探索を精力的に行うことができた．細
胞分化における転写物の解析においても，当研究部門でこれまでに蓄積してきた大量のゲノム情報・発現データ等を
統合的に活用して新知見を得ることができ，糖尿病・生活習慣病・骨粗鬆症などの疾患病態また細胞内小器官・幹細胞・
癌細胞の機能の解析を進めることができた．ゲノム医学研究センター棟内の中央研究施設日高ブランチ機能部門エリ
アとリサーチパークエリアの環境整備を進めた結果，部門利用者とリサーチパーク入居者を受け入れる体制が整った．
次年度は当部門オリジナルの研究を進めるとともに，部門利用者が活発に研究活動を行えるよう，サポート体制を整
えて，大学全体の研究のボトムアップに貢献したいと考えている．
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13．川越キャンパス・研究部

1．構成員
　田丸淳一（TAMARU, Junichi）：研究部長（病理部教授兼務）：運営責任者：教育主任・研究副主任：代表指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　　　学院）：病理学：博士
　森　隆（MORI, Takashi）：副研究部長：教授：研究主任・教育副主任：指導教員（大学院）：神経病理学：博士
　動物実験施設（第一研究棟 1-2F）
　　森　隆（MORI, Takashi）：教授（施設管理責任者：獣医師）：博士
　　小山直基（KOYAMA, Naoki）：係長（一級実験動物技術者）
　　岡田祥子（OKADA, Sachiko）：主任（一級実験動物技術者）
　　龍前真也（RYUMAE, Shinya）：実験動物飼育員（一級実験動物技術者）
　　西勝　唯（SAIKATSU, Yui）：実験動物飼育員（一級実験動物技術者）
　RI 研究施設（第一研究棟 3F）
　　潮田陽一（USHIODA, Youichi）：係長：放射線取扱主任者
　電子顕微鏡施設（医療センター 5F）
　　青木志津子（AOKI, Shizuko）：助手
　共同利用研究施設（第一研究棟 3F）
　　松岡菊美（MATSUOKA, Kikumi）：助手
　　瀬戸山由美子（SETOYAMA, Yumiko）：助手

2．教育
2-1．目的・目標
　動物実験施設は，SPF（指定された病原性微生物が存在しない）飼育施設・感染実験施設を含む特殊な施設であり，
微生物学的に制御された管理状況を維持することが目的である．RI 研究施設は，RI を使用した実験のための特殊な
施設であり，RI の取扱・管理や RI 管理区域内外での線量を法令の限度内に維持・管理することを目的とする．共同
利用研究施設は，基礎実験（分子生物学的実験を含む）に対応する分析測定機器を備えた施設であり，各種機器を円
滑に作動させるために維持・管理することを目的とする．
2-2．教育内容
　動物実験施設では，文部科学省告示「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教育訓練」
を行い，基本技術・感染防止・動物福祉に関する教育を実施した．さらに，施設内部での微生物モニタリングに関連
して，細菌培養・分離・同定，PCR を利用した各種病原菌の検出法や安全管理に関する教育を実施した．RI 研究施
設では，「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づき教育および訓練を行った．
2-3．達成度
　動物実験施設では，教育訓練を利用者個別に行った（教育訓練・施設説明会の実施数：6 回，受講人数：17 人）．
微生物モニタリングを内部検査 4 回，外部検査 1 回行った．本施設で定義された微生物・ウイルス・外部寄生虫等
は何れも検出されず，基準以上の安全な管理環境が維持された．RI 研究施設では，3 回の新規教育および訓練（受講
人数：9 人）・5 回の再教育および訓練（受講人数：29 人）を行った．RI 管理区域内外での線量を日々法令の限度内
に維持・管理した．共同利用研究施設では，利用者個別に研究測定機器の使用説明を行い，円滑に機器を維持・管理
した．
2-4．自己評価と次年度計画
　各施設での教育・訓練は円滑に行われ，衛生管理および RI モニターを含めた環境管理が滞りなく行われた．今後
も感染防止・RI 汚染防止の観点から「研究部」が安全且つ効率よく利用できるよう指導・教育体制を整えたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　2001 年 1 月，埼玉医科大学総合医療センターの正式な組織として「研究部」が発足した．2015 年第二研究棟の
運用が開始され，研究施設が充実した．「研究部」の目的・目標は，学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよ
う日々努力することであり，利用書類・手続きのペーパーレス化および情報活動推進の一環として学内向けにホーム
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ページを開示している．
3-2．研究グループ　該当なし．
3-3．研究内容と達成度
　本項目では，共同利用研究施設として各施設の利用実績・遂行実験件数を記載する．
動物実験施設：ラット 5 科 16 件，マウス 8 科 28 件，ブタ 1 科 1 件，RI 研究施設：6 科 6 件，電子顕微鏡施設：5
科 9 件，共同利用研究施設：10 科 32 件の実験計画書の提出があった．動物実験施設で遂行される全ての動物実験
計画書は，動物実験委員会審査・承認を受けた．その内訳は，動物実験計画書 45 件 [ 注意を要する動物実験計画書：
組換え DNA 実験（P1A 実験：12 件，RI 実験：1 件）]，中間報告書・自己点検表 36 件，動物実験結果報告書・自
己点検票 9 件，動物実験（終了・中止）報告書 9 件，動物実験計画書の追加変更承認申請書 7 件であった．動物実
験施設：実験動物種毎の飼養保管数（年間飼養保管数）は，マウス：247,336 匹，ラット：16,942 匹であった．飼
育室稼働率は，年平均でマウス（75.3%），ラット（34.5%）で推移した．施設利用頻度は，日に平均 2-5 グループ（7-10
人）が利用した．各科利用頻度の高い順に，年間で小児科（含新生児科）（961 回），胆肝膵外科・小児外科（348 回），
呼吸器内科（327 回），歯科口腔外科（267 回），消化器・肝臓内科（203 回），内分泌・糖尿病内科（198 回），腎・
高血圧内科（151 回），病理部（130 回），呼吸器外科（47 回），血液内科（14 回），産婦人科（4 回），麻酔科（3 回），
形成外科・美容外科（1 回），消化管外科・一般外科（1 回），心臓外科（1 回），リハビリテーション科（1 回）であっ
た．研究部の研究支援も行なわれ，年間で（508 回）の支援を行った．利用時間は利用回数に準じ，時間帯では 19
時以降の夜間そして日曜・祭日に使用するケースも多かった．その他の施設における利用実績は，RI 研究施設：小
児科（含新生児科）（402 回），胆肝膵外科・小児外科（121 回），呼吸器外科（77 回），内分泌・糖尿病内科（52 回），
感染症科（35 回），呼吸器内科（8 回）の利用であった．研究部の研究支援も行なわれ，年間で（227 回）の支援を
行った．電子顕微鏡施設：病理部（243 回），消化管外科・一般外科（40 回 :184 パラフィンブロック薄切支援），腎・
高血圧内科（1 回），呼吸器外科（3 回 :18 パラフィンブロック薄切支援），泌尿器科（1 回 :6 パラフィンブロック薄
切支援）の利用であった．共同利用研究施設：呼吸器内科（138 回），胆肝膵外科・小児外科（98 回），病理部（93
回），血液内科（87 回），小児科（含新生児科）（57 回），脳神経外科（21 回），消化管外科・一般外科（11 回），産
婦人科（28 回），腎・高血圧内科（11 回），呼吸器外科（2 回）の利用であった．研究部の研究支援も行なわれ，年
間で（71 回）の支援を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
　学位取得のための研究を含めた様々な成果が出始めている．各研究施設スタッフによる学内各診療科への研究支援
を積極的に行った．さらに，研究部の部門紹介のための冊子の発行を行った．これからも現状に慢心することなく，
常に質の高いそして利用しやすい研究施設の運営が行われるよう努力し，「研究部」が益々発展するよう皆で努力を
重ねたい．

4．診療　該当なし．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員　該当なし．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　該当なし．

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表

① Ahsan Habib, Darrell Sawmiller, Song Li, Yang Xiang, David Rongo, Jun Tian, Huayan Hou, Jin Zeng, Adam Smith, 
Shengnuo Fan, Brian Giunta, Takashi Mori, Glenn Currier, Douglas Ronald Shytle, Jun Tan.  LISPRO mitigates β
-amyloid and associated pathologies in Alzheimer’ s mice.  Cell Death Dis, 8: e2880, 2017.

② Ahsan Habib, Huayan Hou, Takashi Mori, Jun Tian, Jin Zeng, Shengnuo Fan, Brian Giunta, Paul R. Sanberg, 
Darrell Sawmiller, Jun Tan.  Human umbilical cord blood serum-derived α-secretase: Functional testing in 
Alzheimer’ s disease mouse models.  Cell Transplant, 27: 438-455, 2018.

③ Takashi Mori, Naoki Koyama, Jun Tan, Tatsuya Segawa, Masahiro Maeda, Terrence Town.  Combined treatment 
with the phenolics （-）-epigallocatechin-3-gallate and ferulic acid improves cognition and reduces Alzheimer-like 
pathology in mice.  J Biol Chem, 294: 2714-2731, 2019.

④ Darrell Sawmiller, Ahsan Habib, Huayan Hou, Takashi Mori, Anran Fan, Jun Tian, Jin Zeng, Brian Giunta, Paul 
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R. Sanberg, Mark P. Mattson, Jun Tan.  A novel apolipoprotein E antagonist functionally blocks apolipoprotein E 
interaction with N-terminal amyloid precursor protein, reduces β-amyloid-associated pathology, and improves 
cognition.  Biol Psychiatry, in press, 2019.

6-2．獲得研究費
①独立行政法人日本学術振興会　科学研究費補助金（基盤研究（C））研究代表者（森　隆）「アルツハイマー病：

食物由来のアミロイド - β蛋白抑制物質の併用療法と環境療法の探索」（2014-2018）．
6-3．受賞　該当なし．
6-4．特許，実用新案　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし．

7．自己点検・評価
　「研究部」は，埼玉医科大学総合医療センターの研究部門として位置づけられている．本年も，学位取得の研究を
含めた様々な成果が出始めている．多くが学内各診療科に対する研究支援と共同研究の成果である．当研究施設の情
報公開活動推進の一環として開設している学内向けホームページ（http://smswww/dept/doc67/index.html）を随時
更新し，研究部の情報公開に努めた．さらに，研究部として積極的に行っている研究支援サービスそして設置機器等
の紹介を含めた冊子を定期的に発行した．
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1．1）消化器内科・肝臓内科

1．構成員
持田　智（MOCHIDA, Satoshi） 教授：運営責任者：診療科長：教育員：研究主任：代表指導教員（大学院）： 
 消化器病学，肝臓病学，特に急性・慢性肝不全，ウイルス性慢性肝炎・肝硬変・
 肝癌，難治性肝疾患，肝移植：博士
富谷智明（TOMIYA, Tomoaki） 教授（教職員・学生健康推進センター兼担）：肝臓病の診断と治療：博士
今井幸紀（IMAI, Yukinori） 准教授：研修医長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：消化器病学，門脈圧亢 
 進症の内視鏡的治療と IVR 治療，肝癌の IVR 治療，消化器領域の核医学：博士
中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki） 准教授：教育主任：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，劇症肝炎と肝移植：
 博士
本谷大介（MOTOYA, Daisuke） 助教：医局長：医員：教育員：研究員 
中尾将光（NAKAO, Masamitsu） 助教：医員：教育員：研究員
安藤さつき（ANDOU, Satsuki） 助教：病棟医長：医員：教育員：研究員 
中澤　学（NAKAZAWA, Manabu） 助教：外来医長：医員：教育員：研究員
打矢　紘（UCHIYA, Hiroshi） 助教：病棟医長：医員：教育員：研究員
平原和紀（HIRAHARA, Kazunori） 助教：医員：教育員：研究員
藤井庸平（FUJII, Youhei） 助教：医員：教育員：研究員
塩川慶典（SHIOKAWA, Keisuke） 助教：医員：教育員：研究員
浅見麻衣子（ASAMI, Maiko）  助教：医員：教育員：研究員
齊藤陽一（SAITOU, Youichi） 助教：医員：教育員：研究員
鷹野雅史（TAKANO, Masashi） 助教：医員：教育員：研究員
渕上　彰（FUCHIGAMI, Akira） 助教：医員：教育員：研究員
印藤佳織（INDOU, Kaori） 助教：医員：教育員：研究員
鈴木隆信（SUZUKI, Takanobu） 助教：医員：教育員：研究員
植村隼人（UEMURA, Hayato） 助教：医院：教育員：研究員
繁田貴博（HANDA, Takahiro） 助教：医員：教育員：研究員
内田義人（UCHIDA, Yoshihito） 助教：医員：教育員：研究員：博士
稲生実枝（INAO, Mie） 客員准教授：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，
 消化器病学：博士
菅原通子（SUGAWARA, Kayoko） 講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，消化器病学：博士
岡　政志（OKA, Masashi） 教授：消化器病学，内視鏡的治療：博士
森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho） 講師（中央検査部兼担）：指導教員（大学院）：肝臓病学：博士
新井　晋（ARAI, Shin） 非常勤講師：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：博士
山岡　稔（YAMAOKA, Minoru） 助教（総合診療内科兼担）：教育員：研究員：医員
松井　淳（MATUI, Atushi） 非常勤講師
石川恵子（ISHIKAWA, Keiko） 非常勤講師
藤田尚巳（FUJITA, Naomi）       非常勤講師
藤盛健二（FUJIMORI, Kenji） 非常勤医師
齋藤詠子（SAITOU, Eiko） 非常勤医師
吉野廉子（YOSHINO, Kiyoko） 非常勤医師
水野芳枝（MIZUNO, Yoshie） 非常勤医師

2．教　育
①「卒前教育」
2-1．目的・目標　
　3 年生の「ヒトの病気コース」と 6 年生の「総合学習コース」で消化器疾患（肝，胆，膵および消化管）の講義を
担当した．3 年生では「消化器ユニット」の約 60% を担当しており，5 年生以降の臨床実習に際して必要な基礎知
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識の習得，論理的な診療能力の背景となる病態生理の理解に主眼をおいた講義を行った．講義には，当科で独自に作
成した「消化器病学」テキストを中心に，各教員がスライド，プリントなどの配布資料も利用した．6 年生の総合学
習では，3 年生の講義で扱った内容を医師国家試験に向けて切り口を変えて，症例を提示する演習を行った．なお，
消化器病学，肝臓病学の領域は進歩が著しいため，3 年生の時点では講義の対象とならなかった up-to-date な事項に
関しても 6 年生の講義では言及するようにした．
　5 年生の 4-12 月は各 2 週間の BSL を，1-3 月および 6 年生の 4~5 月は各 4 週間の CC を担当した．学生は消化器
領域の「必修の疾患」の患者を受け持ち，病歴の聴取，診察を行い，それを SOAP システムに従ってレポートないし
電子カルテにまとめることで，論理的な考え方を習得することを目指している．BSL ではこの間に約 10 回のクルズ
スを実施した．また，シミュレーターを用いた腹部超音波検査，上部内視鏡検査の実習を前年度以上に積極的に利用
するとともに，消化器疾患関連の検査見学，画像供覧の場を提供し，知識を整理できるようにした．更に，週 1 回
の病棟回診と全症例を対象としたカンファレンスに参加することで，消化器内科の領域における必修の疾患と症候は
全てを経験出来るように配慮した．
2-2．教育内容（担当者）
　消化器ユニット：ユニットディレクター（富谷智明），同補佐（中山伸朗）
　消化管疾患総論，消化性潰瘍，大腸及び炎症性腸疾患（岡　政志）
　消化管疾患総論，胃食道疾患，肝腫瘍，症候学（今井幸紀）
　上部消化管疾患，症候学（真下由美，新井　晋）
　肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，肝腫瘍，肝移植（持田　智）
　肝腫瘍（菅原通子）
　胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
　肝胆道疾患，症候学（稲生実枝）
2-3．達成度　
　3 年生の「消化器ユニット」では筆記試験，MCQ によって達成度を評価した．MCQ には CBT に準じて R ないし
Q タイプの出題形式も採用した．不合格者には再試験を 1 回実施した．5 年生の BSL では病歴をまとめたレポート
を基に，口頭試問によって達成度を評価した．5 年生および 6 年生の CC では，電子カルテへの記載内容を指導教員
が毎日チェックし，情報聴取とプログレムリストの作成，病態の解析と鑑別診断，初期診療計画などの達成度を評価
した．
2-4．自己評価と次年度計画　
　3 年生の「ヒトの病気」コースで利用する「消化器病学」のテキストは，毎年改訂を行っているため up-to-date な
内容をコンパクトにまとめたものであり，市販の教科書にはない独創的なものである．消化器内科の領域は画像診断
などの検査項目が多いため，このテキストを基盤としてスライド，プリントなどを適時追加し，学生が興味を抱く授
業を行なうように各教員が努力した．5 年生の BSL および CC では，① 患者の病歴を適切に聴取できること，② 問
題点をプログラムリストとしてまとめられること，③ 初期計画を設定できること，の 3 項目に重点をおき，論理的
な考え方に習熟することを目指す指導を実施した．また，腹部超音波検査，上下部消化管内視鏡検査，血管造影検査，
肝癌の RFA 治療と IVR 治療など様々な検査と治療手技を見学することで，消化器疾患の最前線を全ての学生が経験
できるようにした．なお，腹部超音波検査の実習とシミュレーターを用いた上部内視鏡検査は，特に学生から好評で
あった．また，6 年生では医師国家試験に直結した講義を実施しており，講義内容ないしは卒業試験と類似した問題
が医師国家試験には多数出題されている．
　令和元年度も今年度と同様の方針で教育活動を行うが，卒前医学教育における臨床実習の重要性がさらに増してい
ることに対応して，BSL，CC の質を向上させる努力を継続する必要がある．主に臨床に携わる若手の教員が臨床実
習に携わる機会をより多くするとともに，シミュレーターを用いた実習を更に拡充し，これを用いた卒前，卒後の一
貫した教育を実施する予定である．
②「卒後教育」
2-1．目的・目標　
　当院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，研修医，医局員の消化器病領域における専門医
を目指した卒後教育を実施するとともに，埼玉県における消化器病，肝臓病に関する生涯教育の中枢として活動して
いる．専門医を目指した卒後教育としては，人口 120 万人を上まわる医療圏から集まる豊富な症例を対象に，プラ
イマリケアから先進医療まで広範な医療行為の研修が可能であり，上下部消化管内視鏡，腹部超音波，血管造影など
の各種手技を獲得するとともに，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的
知識を習得し，消化器・肝臓疾患はもとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している．また，
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生涯教育に関しては，埼玉県から委託されて，肝疾患の診療に関する医療研修会を開催し，肝炎治療特別促進事業お
よび身体障害者福祉法に携わる県内の医師の教育を担当している．また，多数の講演会に講師として参加し，県内の
医師の消化器・肝臓病に関する生涯教育に協力している．
2-2．教育内容（担当者）
　病棟回診およびカンファランス指導（持田　智）
　肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田　智）
　ウイルス性肝疾患及び肝疾患全般，胆嚢胆道系及び膵疾患（富谷智明，中山伸朗，稲生実枝，菅原通子）
　消化管出血や消化管疾患全般，炎症性腸疾患（藤盛健二）
　食道胃静脈瘤や食道疾患，異所性静脈瘤（今井幸紀）
　肝腫瘍，IVR 及び RFA 治療（今井幸紀，安藤さつき，中澤　学，菅原通子）
　腹部超音波検査及び肝・腫瘍生検（中山伸朗，安藤さつき，中澤　学）
　上下部消化管内視鏡検査及び治療（今井幸紀，中尾将光，本谷大介）
　平成 30 年度医療研修会（埼玉県）「ウイルス性慢性肝疾患の病態と治療法の実際」（持田　智，富谷智明，今井幸紀，
中山伸朗，菅原通子，中尾将光，中澤　学，内田義人）
2-3．達成度
　医局員は基盤学会である日本内科学会の認定医を取得後，日本消化器病学会，日本肝臓学会，日本消化器内視鏡学
会の会員として研修を続け，全員が専門医取得を目指している．各種検査法，治療法の手技に関するトレーニングを
積むともに，カンファランスや指導医とのディスカッションにおいて，病態を整理し，各治療の適応，効果を評価す
る習慣をつけることで，専門医としての知識，判断力，手技を育成した．平成 30 年度における専門医数は，日本消
化器病学会 11 名，日本肝臓学会 9 名，日本消化器内視鏡学会 8 名である．また，医局員はそれぞれ基礎的，臨床的
な課題を与えられて，研究活動も実施しており，当該学会の総会および合同学術集会である JDDW および米国，欧
州の肝臓病会議などで発表し，英文および邦文の学術論文を発表している（研究業績の項を参照）．
　また，平成 30 度は 11 月 4 日に肝疾患に関する医療研修会を開催し，全県下から医師 149 名が参加した．また，
同日には肝炎医療コーディネータを対象とした研修会を，11 月 29 日には肝炎地域コーディネータを対象として研
修会を実施し，それぞれ 141 人と 66 人のメディカルスタッフが参加した．同研修会の受講者は，同年度までに延べ
1,803 名であり，埼玉県では 623 名の認定医が，212 名の肝臓病専門医とともに肝疾患の診療にあたっている．また，
肝炎医療コーディネータは 618 名，肝炎地域コーディネータは 64 名となっている．
2-4．自己評価と次年度計画　
　消化器および肝疾患に関して，プライマリケアから緊急性，重症度の高い症例および専門性の高い症例まで幅広く
経験できる当院において卒後教育を実施することで，質の高いオールラウンドの消化器病専門医を育成している．今
後は，より充実した卒後教育に発展すべく，病棟回診およびカンファランスを中心に，各領域の専門医が効率的に指
導できる環境を整えていきたい．また，卒後 10 年前後の医師による後期研修医に対する指導を強化し，消化器病専
門医を目指す若き医師をさらに増加させることも課題となる．生涯教育に関しては，埼玉県および各種メーカーとの
協力で研修会，講演会を継続して実施し，県下の消化器・肝疾患に関する診療レベルを向上させることが求められて
いる．
③「大学院教育」
2-1．目的・目標　
　大学院生の教育は消化器領域全般に精通した高度専門医の育成の一環と見なしている．専門医として必要な科学的，
論理的考察方法を涵養するために，大学院生には適正に応じて臨床的ないし基礎的なテーマを設定し，その研究の推
進を指導している．このため基礎的なテーマの研究でも，臨床的な背景に裏付けされたものを設定し，研究活動が専
門医になるべく行う修練と密着するように配慮している．
　大学院生の研究テーマの概要は以下の通りである．

1. 肝病態の成立におけるウイルス要因の解析
2. 肝・消化器疾患の成立における宿主要因の網羅的解析
3. 急性肝不全の治療法，予防法の確立を目指した疫学的，臨床的研究
4. 門脈圧亢進症の病態解明と新規治療法の開発を目指した臨床研究
5. 消化管内視鏡，腹部超音波および血管造影などの手技を利用した臨床研究
2-2．教育内容（担当者）

研究全体の統括，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田　智）
消化管疾患，門脈亢進症（今井幸紀）
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急性肝不全，肝移植（中山伸朗）
肝炎ウイルス（内田義人）
B 型肝炎再活性化（中尾将光）
肝硬変（富谷智明）
分子生物学実技，動物実験（神山淳一，内木佳代子）
2-3．達成度　
　消化器内科・肝臓内科の豊富な症例から単離した B，C 型肝炎ウイルスの全塩基配列を解析し，また，塩基配列の
異なる肝炎ウイルスを培養細胞に感染させる実験を行うことで，肝病態の成立に関与するウイルス要因を検討した．
C 型肝炎ウイルスに関しては，direct-acting antiviral agent（DAA）による IFN を用いない治療が 2014 年以降は主
流となったが，これを見据えて NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量す
る簡易迅速測定法を開発し（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1），これを利用した臨床研究を行っている．また，
NS5B ポリメラーゼに関しては，bioinformatics，molecular dynamics を応用した研究を開始した．また，第 3 世代
の Nanopore sequencer を用いた網羅的な遺伝子解析も開始した．これら独自の系を基に，ウイルス性肝疾患におけ
る個別化医療の体系確立を目指している．
　当教室は日本急性肝不全研究会の事務局を担当するとともに，診療科長である持田は厚労省「難治性の肝・胆道疾
患に関する調査研究班」の劇症肝炎分科会長，「がん化学療法及び免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防
対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班」の免疫抑制療法分科会長を務めている．このた
め「急性肝不全の全国調査」，「B 型肝炎再活性化に関する前向き研究」を実施しており，全国の症例の臨床データが
毎年集積されている．これを基にデータマイニングの手法を駆使して，様々な解析を実施している．その成果は「急
性肝不全の診断基準」，「B 型肝炎再活性化の予防ガイドライン」，「劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン」，「我が国に
おける acute-on-chronic liver failure（ACLF）の診断基準の確立」などの確立への行政的な仕事に繋がった．また，
ACLF と小児の急性肝不全に関しても，平成 30 年度から新たに全国調査を開始した．
　当診療科では食道胃静脈瘤などの消化管出血に対して内視鏡治療とともにバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

（BTRO）などの血管造影を利用した治療を多数例実施した．また，さらに，肝癌症例に対してはラジオ波焼灼療法
（RFA），肝動脈化学塞栓療法（TACE）および分子標的薬を用いた化学療法を実施しており，その症例数は全国でも
最上位に位置している．また，肝不全症候に対する治療を行っている非代償性肝硬変の症例数も多い．これら豊富な
症例を基に様々な臨床研究を実施している．最近では「肝癌に対するレンバチニブを用いた化学療法の有用性」，「肝
予備能の向上を目指した BRTO による静脈瘤治療法の開発」，「腹水と肝性脳症に対する効果的治療体系の確立」など
の成果が得られている．
2-4．自己評価と次年度計画　
　30 年度の研究を継続するが，発表した成果を臨床にフィードバックし，新たな診断法，治療法をして位置付けを
明確にしていくことが，次年度の課題である．また，令和元年度からは，前年度まではウイルスの遺伝子解析に利用
していた Nanopore sequencer を，非代償性肝硬変における細菌感染症の病態解析にも応用する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標　
　肝臓病学では，肝炎劇症化の機序やその成因を追究する細胞生物学的および分子生物学的な基礎研究と，ウイル
ス性慢性肝疾患の治療学確立に向けた臨床研究を行っており，その結果は日常診療に生かされている．劇症肝炎な
どの急性肝不全に関しては，厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性の肝 ･ 胆道疾患に関する調
査研究」班において，持田が劇症肝炎分科会の分科会長を担当しており，中山がその事務局を担当して，「わが国に
おける急性肝不全の全国調査（2017 年）」を実施した．また，平成 29 年度に確立した「わが国における acute-on-
chronic liver failure（ACLF）の診断基準」に準拠して，ACLF の全国調査も実施し，小児の急性肝不全の全国調査も
開始した．平成 21 年度以降は持田が厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「免疫抑制薬，抗悪性
腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態解明と対策法の確立」班の研究代表者を務めており，中山，
中尾が事務局として HBV 再活性化に関する全国調査を継続し，リツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法での再活性
化の現況をまとめ，その対策法確立に向けた研究を行っている．ウイルス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関して
は，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因に関する検討を行っており，特に肝病態の性差を規定する要因に注
目して，臨床的，基礎的研究を行っている．なお，同分野では，持田が厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対
策研究事業「HBV 感染の病態別における宿主遺伝因子の探索研究」班の研究分担者であり，同班との連携でも研究
を推進した．また，ウイルス性肝疾患の治療では，DAA である NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ
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酸変異を有する HCV 株を定量する簡易迅速測定法の開発し（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1），これを用いて
効率的な治療体系の確立に向けた研究を進めている（平成 28~30 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基
盤研究（C）」C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株出現に関わるオセロ仮説と 2- ヒット仮説の検証，研究代表者：持田
　智）．また，NS5B ポリメラーゼに関しては，bioinformatics，molecular dynamics を応用した研究を開始した．B
型肝炎ウイルスでは新規 genotype を発見した後，ウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の意義を解明するな
ど独創的な研究を展開中である．また，第 3 世代の Nanopore sequencer を用いた網羅的遺伝子解析も実施している．
　さらに，進行癌症例に対して IVR 手技を駆使した各種抗癌薬の使用基準を確立する目的での研究を継続しているが，
平成 30 年度からは分子標的薬の治療効果に関する検討も開始している．消化管疾患に関しては，食道胃静脈瘤など
門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法確立を目指した臨床研究を進めている．これら疾患には内視鏡治療のみな
らず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に応じた個別化治療に結びつけることを目指している．また，
消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバルーン内視鏡検査と併用することで，従来は診断が不可能で
あった症例の病態を解析することも試みている．さらに，胃食道逆流症，NSAID 潰瘍，炎症性腸疾患などに関しても，
最新の検査，治療手技を導入し，その有用性を評価するとともに，症例に応じて治療法を個別化する試みを行ってい
る．重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球除去と副腎皮質ステロイドの sequential 療法，門脈血栓症に対する抗凝
固療法と BRTO の併用療法，肝再生を目指した BRTO による血行改変術などの新規治療法も開発を進めており，消
化器領域全般に多数の症例が集まる診療科の特徴を利用した臨床研究が多数立ち上げられている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）わが国における急性肝不全の実態解明を介して分類，劇症肝炎の診断基準を見直すための疫学的研究
（2）劇症肝炎，遅発性肝不全における肝移植適応ガイドラインを修正するための臨床研究
（3）わが国における acute-on-chronic liver failure（ACLF）の実態に関する疫学・臨床研究
（4）急性肝不全の内科的集学的治療の標準化に関する臨床研究
（5）HBV の再活性化の実態と経済的観点でガイドラインを改訂するための臨床研究
（6）HBV の増殖能を規定する遺伝子要因の解析に関する基礎的研究
（7）難治性 B 型，C 型慢性肝疾患の抗ウイルス療法確立に向けた臨床研究
（8）HCV の遺伝子変異と DAAs 耐性に関する研究
（9）肝癌に対する分子標的薬の有用性を向上させるための基礎的，臨床的検討
（10）進行肝癌に対する IVR 治療を中心とした診療体系の確立を目指した臨床研究
（11）重症アルコール性肝炎に対する顆粒球除去を副腎ステロイドパルスの sequential 療法の確立を目指した臨床

的研究
（12）胃食道静脈瘤の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（13）難治性の腹水および肝性脳症の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（14）門脈血栓症における抗凝固療法の有用性に関する臨床研究
（15）非アルコール性脂肪性肝疾患における線維化予防，肝機能悪化予防の為の治療法に関する研究
（16）小腸疾患診断におけるダブルバルーン法小腸内視鏡の有用性に関する臨床研究
（18）消化管出血に対する内視鏡的止血法の有用性に関する臨床研究
3-3．研究内容と達成度
1）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
　我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010~17 年に発症した急
性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした．また，2009 年までの
劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解析を利用したスコアリングシステムによる予後予測
法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial basis function（RBF）法，neural network 法に相当する back 
propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立したが，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリッ
ト型統合モデルも開発し，平成 26 年度以降はその有用性の評価を続けている．また，平成 29 年度はわが国におけ
る acute-on-chronic liver failure（ACLF）の診断基準を確立し，平成 30 年以降はその実態に関する全国調査を開始した．
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
　免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，
厚生労働省研究班を組織し，免疫抑制療法を実施する B 型既往感染例の経過を前向きに観察して，血清 HBV-DNA 量
が 20 IU/mL 以上になる累積頻度は治療開始 6 ヶ月後で 3.2% であり，その後の再活性化リスクは低下することを明
らかにした．この成果に伴って，日本肝臓学会の B 型肝炎診療ガイドラインにおける HBV 再活性化予防の指針も改
訂され，さらに経済的効率を考慮して高感度 HBs 抗原測定法でモニタリングを実施するシステムの確立を目指した
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検討が進められている．
3）ウイルス性肝疾患の治療
　C 型肝炎は Direct Acting Antivirals（DAAs）が登場し，経口剤のみによる IFN-free の治療が行われるようになった．
この効果を規定するのは，NS5A 領域のアミノ酸変異であるが，その簡易迅速測定法を開発した（埼医 25-012，WO 
2015/087945 A1）．これを用いて，NS5A-RASs の成立におけるオセロ現象，2- ヒット現象などを実証した．ダクラ
タスビル，アスナプレビルの併用療法の virologic failure 例におけるソフォスブビル / レジパスビル配合薬による再
治療の有効性を最適化するためのウイルス学的研究を行い，全国平均を上回る高い SVR 率を達成することに聖子下．
また，NS5B 領域のアミノ酸変異に関しても研究範囲を進めて，bioinformatics と molecular dynamics を応用するこ
とで DAA 治療の効果を規定する新たなウイルス学的要因を発見した．また，第 3 世代の Nanopore sequencer を用
いた網羅的な解析も実施している．
4）HBV の遺伝子解析に関する検討
　わが国固有の genotype B と中南米に多い genotype H の組替えが生じて，この株から進化することによって，新
たな genotype に分類される可能性がある HBV 株を発見した．この新たなウイルスの特性を明らかにするために in 
vitro の検討を進めている．また，核酸アナログ製剤投与中止後に再燃する HBV の増殖速度の解析から，ポリメラー
ゼ領域に遺伝子複製の効率を規定する可能性がある変異領域を発見した．HBV 再活性化を規定するウイルス要因で
もある可能性があり，その臨床的意義を in vitro の実験で確認し，ターミナルドメインにウイルス増殖能を有する事
が確認された．現在はウイルス遺伝子の組み換え実験によって，HBV-DNA のポリメラーゼ領域 aa15-17 のアミノ酸
に変異を加えたクローンを作成し，in vitro 系にてこれら変異の意義を更に明らかにするための実験を進めている．
5）肝細胞癌の診断と治療
　肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している．一方，治療法に関しては，進行肝癌に
対しては，分子標的薬であるレンバチニブの有用性と安全性に関する臨床試験を進めている．また，平成 26 年以降
に用いられるようになったビーズ製剤を用いた TACE，バルーン閉塞下 TACE などに関しても検討を継続している．
6）重症型アルコール性肝炎の治療
　重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法を併用
する sequential 療法を考案した．臨床研究としては一定の成果を得て終了し，現在は該当症例には，IRB 承認下に，
保険外診療として実施している．
7）門脈圧亢進症とその治療
　門脈圧亢進症に伴う合併症には食道胃静脈瘤，異所性静脈瘤，門脈圧亢進性胃腸症，腹水，肝性脳症などの治療体
系を確立する臨床研究を行っている．また，門脈・体循環シャントは肝予備能の低下にも繋がるため，BRTO を用い
た血行改変術で肝血流量を増加させて，肝機能の向上，肝再生を促す臨床研究を実施している．また，門脈宇血栓症
に関しては，抗凝固療法と血行改変術を併用する新規治療法の開発を進めている．
8）炎症性腸疾患の病態生理とその治療
　潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して血球成分吸着除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗
TNF- α）およびタクロリムスの有用性と適応を明確にするための臨床研究も実施していたが，臨床研究法の施行に
応じて中断した．
9）内視鏡と血管造影手技を用いた消化管疾患の治療
　食道 ･ 胃 ･ 直腸静脈瘤，消化性潰瘍，vascular ectasia による消化管出血の治療として，シアノアクリレートを用
いた硬化療法，アルゴンプラズマ凝固法（APC），バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を併用した止血
術の体系を確立した．特に，難治性の vascular ectasia に対しては APC が有用であり，止血効果を得ている．また，
血行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に対しては micro-balloon カテーテルを用いた B-RTO が有効であることを実証
し，多数例での検証を進めている．また，胃瘻造設，癌性狭窄に対するステント留置，小腸出血の症例に対するカプ
セル内視鏡，ダブルバルーン内視鏡の有用性，クローン病による小腸狭窄の症例に対するダブルバルーン内視鏡を用
いた拡張術に関しても検証を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　新たに作成した診断基準に準拠して，急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を進めている．成因の診断基準も新た
に改変した．また，我が国における ACLF の診断基準も確立し，全国調査も開始した．これら症例を基に，肝移植適
応ガイドラインを検証し，また，内科的集学的治療の体系を改訂することが，今後の課題になっている．特に予後予
測に用いる統合ハイブリットモデルに関しては，ブラウザーサーバー・システムを普及させることが課題である．
　C 型慢性肝炎における抗ウイルス療法では，我々が開発した NS5A 領域のアミノ酸変異の測定法を，SRL に委託
して全国で測定する体制が確立し，すでに 5 万人が検査を受けている．これによって，DAA 治療の効率的な治療
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が全国で一律に可能になった．今後は我々の実証したオセロ現象，2- ヒット現象などを基に，DAA 治療の failure
例の対策を確立することが課題である．また，NS5B ポリメラーゼに関しては，NS5B-A218S 変異の重要性を
bioinformatics と molecular dynamics の手法で実証したが，これを臨床検査に応用することが課題になっている．第
3 世代の Nanopore sequencer を用いた検討を進めるとともに，特に肝硬変症例におけるウイルス排除後の肝予備能，
門脈圧亢進症の変化を評価することも重要な課題である．
　HBV の再活性化に関しては，その実態を解明するために全国組織を確立し，そのリツキシマブ以外の免疫抑制 ･
化学療法でもその頻度は決して低率でないことを明らかにし，また，免疫抑制療法に関しては，長期に及んだ場合の
ハイリスクの時期も明確になってきている．再活性化に関わるウイルス側，宿主側の要因を明らかにするとともに，
これを医療経済的な観点も考慮した HBV 再活性化の予防ガイドラインに繋げることが問題点として残っている．
　また，肝細胞癌，炎症性腸疾患，門脈圧亢進症に伴った消化管出血の治療法に関しては，様々な手法を導入してそ
の有用性を検証してきた．アルコール性肝炎，難治性炎症性腸疾患に対する新規治療のプロジェクトを推進するとと
もに，患者の QOL も考慮して，これら各種治療法の使い分ける個別化医療の体系を確立していくことが，今後の課
題である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当大学病院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，県下全域における肝疾患患者の診療連携
を円滑にする事業の窓口になるとともに，他の専門施設では診療が困難な難治例，重症例を受け入れている．肝疾患
では急性肝不全，ウイルス性慢性肝疾患，肝癌，自己免疫性肝疾患の治療に力を入れている．劇症肝炎に対しては基
礎的検討の成果と厚生労働省研究班による全国調査の結果を基にして，血漿交換，血液濾過透析などの人工肝補助療
法も併用した集学的治療を実施している．C 型肝疾患では DAA 治療における HCV の薬物耐性変異を評価する簡易迅
速定量法を開発し，これを用いた治療体系を確立し，これに基づいた診療と臨床研究を展開している．一方，B 型肝
疾患ではウイルスの全遺伝子配列を解析することで，そのウイルス学的特性に基づいた個別化医療を実施している．
肝硬変症例に対しては造影超音波検査も含む画像検査を駆使し，肝細胞癌の早期発見を目指している．さらに，肝動
脈化学塞栓療法やラジオ波焼灼療法，リザーバー挿入による肝動注療法など集学的な治療を実施し，優れた治療成績
を得ている．また，症例毎の薬剤効果や QOL も考慮して治療方法を選択するように心がけている．急性肝炎の劇症
化阻止，また，劇症化した場合の急性肝不全に対する集学的治療に関しては，基礎的研究データと厚生労働省研究班
による全国調査の結果を基にして，最先端の治療を実施している．肝硬変症患者の門脈圧亢進症状は側副血行路の発
達とそれによる門脈血流減少が原因となっており，胃静脈瘤に対して施行されるバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓
術（BRTO）後に，血流改善による肝予備能改善例を認め，それに伴い腹水や肝性脳症が改善する症例を経験し，今
後より有効な治療になっていくものと思われる．また，門脈血栓合併に伴う門脈圧亢進症状に対しても抗凝固療法と
BRTO の血行改変術併用による血流改善にて肝予備能改善を認め，これら門脈圧亢進症状を有する患者に実施し，効
果を挙げている．自己免疫性肝疾患などの難病にも全国調査の結果を基に治療を積極的に行っている．
　胆道系疾患に関しては，消化器外科との密接な連携の基に，胆嚢結石および総胆管結石による閉塞性黄疸に対する
内視鏡的治療を実施している．膵疾患では重症急性膵炎の治療に血液濾過透析なども併用した集学的治療を実施し，
良好な成績を得ている．
　消化管疾患では消化管出血と炎症性腸疾患の治療に力を入れている．食道胃静脈瘤では硬化療法，結紮療法など
の内視鏡を用いた治療のみならず，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）も積極的に行っており，micro-
balloon カテーテルを用いることで通常は治療が困難な胃静脈瘤，ないしは十二指腸，直腸などの異所性の静脈瘤に
関しても良好な治療成績が得られている．また，胃静脈瘤からの緊急止血時にはシアノアクリレートの注入による硬
化療法も実施している．出血性潰瘍，vascular ectasia に対しては，高濃度塩化ナトリウムやエタノール注入，アル
ゴンプラズマ凝固（APC），クリップによる止血術などを駆使して，高率に止血に成功している．経口摂取不能症例
に対する内視鏡的胃瘻造設術などの対症療法も行っている．潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して
は，血球成分吸着除去療法，生物学的製剤，5-ASA 製剤，副腎皮質ステロイド，免疫調整薬などと併用することで良
好な成績を得ている．また，上部及び下部消化管の良性腫瘍である腺腫病変に対しては内視鏡的粘膜切除術（EMR），
内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を行っているが，悪性腫瘍の内視鏡治療は国際医療センターの消化器内科とも連携
して実施している．
　また，消化器領域全般を担当する診療科の利点を生かして，重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイド
のパルス投与と顆粒球除去療法の sequential 療法， BRTO による血行改変術による肝再生医療など新規考案した治療
法，C 型慢性肝炎に対する NS5A，NS5B 領域のアミノ酸変異に基づいた個別化医療等，高度先進医療への移行を念
頭に置いた治療を積極的に実施している．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

持田　智： 埼玉県肝炎対策協議会（委員）
 埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員長）
 埼玉県肝炎治療審査委員会（委員長）
 埼玉県肝がん集検委員会（委員）
 全国医学部長病院長会議（国家試験改善検討ワーキンググループ：委員）
 脳死肝移植適応評価委員会（委員）
 日本臓器移植ネットワーク（あっせん事業評価委員会：副委員長）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

持田　智： 日本門脈圧亢進症学会雑誌（日本門脈圧亢進症学会：編集委員）
 消化器・肝臓内科（科学評論社：編集委員長）
5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務

持田　智 日本肝臓学会：常務理事，企画広報委員会（委員長），在り方検討委員会（委員），財務委員会（委員），
 学術集会審議委員会（委員），肝移植委員会（委員），ガイドライン統括員会（委員），日本医学会用語 
 委員会（委員），肝がん撲滅運動（埼玉県責任者），脳死肝移植適応評価委員会（委員），第 55 回総会 
 会長
 日本消化器病学会：理事，財務委員会（担当理事），第 107 回総会会長
 JDDW：理事，学術集会委員会（副委員長），統合プラグラム委員会（委員），将来構想委員会（委員）， 
 教育講演に関する連絡協議会（委員）
 日本内科学会：理事，財務・組織管理委員会（担当理事）
 日本移植学会：幹事
 日本門脈圧亢進症学会：評議員，編集委員会（委員）
 日本急性肝不全研究会：代表世話人，日本肝移植研究会：世話人，日本肝癌研究会：幹事，肝類洞壁 
 細胞研究会：世話人，肝細胞研究会：世話人，犬山シンポジウム：世話人
富谷智明 日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：評議員，肝細胞研究会：常任世話人
今井幸紀 日本消化器病学会：関東支部評議員，門脈圧亢進症学会：評議員
中山伸朗 日本肝臓学会：評議員，日本消化器病学会：関東支部世話人，日本急性肝不全研究会：幹事
稲生実枝 日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：関東支部評議員
菅原通子 日本肝臓学会：東部会評議員，門脈圧亢進症学会：評議員

　＜講　演＞
1. 持田　智 . B 型肝炎の基本的な話 : 一般臨床で知っておくべき基礎知識 . 第 96 回秩父医師会クリニカルカンファ

レンス 2018 年 4 月 6 日，秩父 .
2. 持田　智 . C 型肝炎の最新治療 : Pan-genotype DAA 登場のインパクト . 三郷市医師会学術講演会『C 型肝炎撲滅

に向けて』 2018 年 4 月 24 日，三郷 .
3. 持田　智 . Real-World での GLE/PIB 治療 . HCV ラウンドテーブルディスカッション : 市販後実臨床での適正使用

に向けて 2018 年 4 月 27 日，三田 .
4. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . HCV SCIENCE FORM 2018 2018 年 5 月 12 日，岡山 .
5. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . 茨城県 B 型肝炎学術講演会 2018 年 5 月 15 日，水戸 .
6. 持田　智 . C 型肝炎の DAA 治療 : 就労支援を考慮した薬剤の使い分け . 第 2 回わたらせ Liver Forum 2018 年 5

月 17 日，佐野 .
7. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 第 6 回首都圏ウイルス肝炎研究会 

2018 年 5 月 18 日，お茶の水 .
8. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . Chiba Liver Conference 2018 年 5 月 29 日，千葉 .
9. 持田　智 . 押さえておきたい HBV 再活性化対策 . 第 11 回埼玉がん薬物療法講演会 2018 年 5 月 31 日，大宮 .
10. 持田　智 . 肝疾患の診療連携 : 肝炎医療コーディネータ―の位置づけ . 地域包括マネジメントセミナー 2018 年

6 月 5 日，坂戸 .
11. 持田　智 . 肝炎医療コーディネーターの位置づけと医療費助成制度 . 東レメディカル講演会 2018 年 6 月 7 日，

日本橋 .
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12. 持田　智 . シンポジウム 1 『Acute on Chronic の新展開』基調講演 1: Acute on Chronic Liver Failure（ACLF）: 
わが国における診断基準と実態 . 第 44 回日本急性肝不全研究会 2018 年 6 月 13 日，大阪 .

13. 持田　智 . 『モーニングセミナー』パンジェノタイプの DAA による C 型肝炎の治療 : 実臨床での成績 . 第 54 回
日本肝臓学会総会 2018 年 6 月 15 日，大阪 .

14. 持田　智 . B 型肝炎 : 実臨床で知っておくべき基礎知識 . 平成 30 年度 第 1 回兵庫肝疾患診療連携フォーラム 
2018 年 6 月 30 日，神戸 .

15. 持田　智 . B 型肝炎，C 型肝炎 : どんな病気 ? なぜ治療するの ? 肝疾患診療連携拠点病院 × 知って肝炎プロジェ
クト 肝炎普及啓発イベント in 関東甲信越ブロック 2018 年 7 月 8 日，六本木 .

16. 持田　智 . 免疫抑制・化学療法による B 型肝炎再活性化の現状と対策 . B 型肝炎再活性化を考える会 2018 年 7
月 10 日，岐阜 .

17. 持田　智 . 『ランチョンセミナー』C 型肝炎の抗ウイルス療法 : 難治要因の検討 . 第 25 回 肝細胞研究会 2018
年 7 月 12 日，本郷 .

18. 持田　智 . 肝がんにならないために : B 型肝炎 , C 型肝炎 , 脂肪肝 . 市民公開講座 in 上尾 2018 年 7 月 15 日 , 上尾 .
19. 持田　智 . 肝不全における血液凝固異常とその治療 . 門脈血栓症効能追加記念 : 肝疾患研究会 in 愛媛 2018 年

7 月 17 日，松山 .
20. 持田　智 . 劇症肝炎分科会全国報告 . 厚生労働科研究難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関

する調査研究」班平成 29 年度第 1 回総会 2018 年 7 月 19 日，東京 .
21. 持田　智 . 肝炎コーディネーターの位置づけ : 患者さんの懐具合も考慮した肝疾患の診療 . ライブ配信講演会 

2018 年 7 月 25 日，大日本住友製薬 .
22. 持田　智 . 閉会の辞 . Abbvie HCV フォーラム 2018: Glecaprevir/Pibrentasvir 療法の実臨床で得られた効果と

安全性 2018 年 7 月 28 日，芝公園
23. 持田　智 . セッション『C 型肝炎』: NS5A-P32del を有する HCV 株の動態と DAA 治療効果 . 第 32 回犬山シン

ポジウム 2018 年 8 月 2 日，犬山 .
24. 持田　智 . 急性肝不全と慢性肝不全の概念 . School of Hepatology in Niigat: 日本肝臓学会 2018 年 8 月 25 日，

新潟 .
25. 持田　智 . 肝性脳症の最新治療 : リフキシマの位置づけ . ケアネット Web 配信 2018 年 8 月 28 日，あすか製薬 .
26. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 東葛北部 HCV フォーラム 2018 

2018 年 8 月 29 日，柏 .
27. 持田　智 . 肝硬変の治療 : 抗ウイルス療法の進歩による新たな展開 . 消化器疾患学術講演会 IN 滋賀 2018 年 8

月 31 日，大津 .
28. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 肝炎フォーラム in 羽島 2018 年 9 月

1 日，岐阜羽島 .
29. 持田　智 . 埼玉県における肝炎，肝癌の対策事業 : 医療費助成制度の実態と肝炎コーディネーターの重要性 . 

EISAI 社内研修会 2018 年 9 月 4 日，大宮 .
30. 持田　智 . C 型肝炎の治療 : 最終章をむかえて . 第 13 回大阪消化器フォーラム 2018 年 9 月 9 日，大阪 .
31. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . Tokyo HBV Exchange Seminar 2018 年 9 月 8 日，東京 .
32. 持田　智 . 『教育講演』肝炎治療の今 : 治療と就労の両立支援のために知っておきたいこと . 第 28 回日本産業

生成学会全国協議会 2018 年 9 月 17 日，蒲田 .
33. 持田　智 . わが国における肝炎 , 肝癌の治療 : 変革期を迎えて . NEXT WEB カンファレンス 埼玉編 2018 年 9

月 18 日，バイエル薬品 .
34. 持田　智 . シンポジウム『肝類洞の線維化と微小循環障害 : 門亢症の源流を探る』 肝類洞における血液凝固平衡

の特殊性と微小循環障害 . 第 25 回日本門脈圧亢進症学会総会　2018 年 9 月 20 日，大阪 .
35. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . 2018 HBV Science Meeting in 四国 2018 年 9 月 21 日，

高松 .
36.持田　智. C型肝炎に対するPangenotypeのDAA治療: 実臨床での課題. 豊中肝疾患セミナー 2018年9月22日，

千里 .
37. 持田　智 . 患者背景を考慮した C 型肝炎治療 : エレルサ ®/ グラジナ ® を実臨床で活かす . 肝炎インターネット

講演会 2018 年 9 月 28 日，MSD 株式会社 .
38.Mochida S. “Prognosis in ACLF Patient: APASL Dynamic Model and Others” ACLF in Japan. 4th AARC Consensus 

Meeting 2018 2018 Oct 1, New Delhi.
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39. 持田　智 . 労支援を考慮した C 型肝炎 : 肝炎医療コーディネーターの役割 . 肝疾患学術講演会 in 三重 2018 年
10 月 9 日，津 .

40. 持田　智 . B 型肝炎最新の話題 : TAF 登場のインパクト . 6 回消化器疾患シンポジウム 2018 年 10 月 10 日，神戸 .
41. 持田　智 . 埼玉県における肝疾患の医療費助成制度 . HCV Symposium in Saitama 2018 年 10 月 11 日，浦和 .
42. 持田　智 . コーポレートセミナー』免疫抑制療法・化学療法による B 型肝炎再活性化の現状と対策 . 第 80 回日

本血液学会学術集会 2018 年 10 月 12 日，大阪 .
43. 持田　智 . C 型肝炎の DAA 治療 : 就労支援を考慮した薬剤の使い分け . 浜松 C 型肝炎学術講演会 2018 年 10 月

17 日，浜松 .
44. 持田　智 . 肝硬変の治療 :  抗ウイルス療法の進歩による新たな展開 . Liver Forum in Mishim: 肝硬変を考える 

2018 年 10 月 19 日，三島 .
45. 持田　智 . 肝がんにならないために : B 型肝炎 , C 型肝炎 , 脂肪肝 . さいたま市民公開講座 2018 年 10 月 21 日，

大宮 .
46. 持田　智 . 開会の挨拶 . 第 7 回 Saitama Liver Club 2018 年 10 月 26 日，大宮 .
47. 持田　智 . RAS を考慮した全例治癒を目指す C 型肝炎治療 . アヴィ肝炎フォーラム東京 : マヴィレット 1 周年

記念講演会 2018 年 10 月 27 日，紀尾井町 .
48. 持田　智 . 就労支援を考慮した C 型肝炎治療 : 肝炎医療コーディネーターの役割 . 第 21 回臨床肝臓病を考える

会 2018 年 11 月 2 日，神戸 .
49. 持田　智 . 肝疾患診療の進歩と医療費助成制度 . 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会主催 肝炎医療研修会 : 

肝疾患の病態と治療の実際 2018 年 11 月 4 日，浦和 .
50. 持田　智 . 『特別講演』急性肝不全と Acute-on-Chronic Liver Failure（ACLF）: わが国における実態と今後の課

題 Saga of Research for Liver Failure. 第 112 回日本消化器病学会九州支部例会 2018 年 11 月 9 日，鹿児島 .
51. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 第 5 回唐津肝疾患懇談会 2018 年 11

月 20 日，唐津 .
52. 持田　智 . わが国における急性肝不全の実態 . School of Hepatology2018 in Phoenix Seagaiain: 日本肝臓学会 

2018 年 11 月 23 日，宮崎 .
53. 持田　智 . 肝硬変治療の進歩 : リファキシミンの意義 . 診療に役立つ肝硬変のトータルマネージメント : 合併症

対策と肝疾患のエコー検査 TOPICS 2018 年 11 月 29 日，松戸 .
54. 持田　智 . B 型肝炎・C 型肝炎 : 最近の話題 . 熊谷地区 肝疾患講演会 2018 年 11 月 30 日，熊谷 .
55. 持田　智 . 埼玉県における肝疾患の医療費助成制度 . GILEAD 社内講演会 2018 年 12 月 4 日，東京 .
56. 持田　智 .『ランチョンセミナー』B 型肝炎の最新の話題 : Real World での TAF の使用経験 . 第 42 回日本肝臓

学会東部会 2018 年 12 月 7 日（金），芝公園 .
57.Mochida S. The significance of severe alcoholic hepatitis in diagnosis and treatment of acute-on-chronic Liver 

Failure （ACLF） in Japan. ノバルティスファーマ肝臓領域疾患治療薬 Advisory Board Meeting 2018 年 12 月 18
日，東京 .

58. 持田　智 . 肝癌撲滅に向けた埼玉県の試み : 1 人でも多くの患者さんに C 型肝炎の治療を受けてもらうために . 
埼北内科フォーラム 2018 年 12 月 20 日，熊谷 .

59. 持田　智 .ACLF，肝硬変，肝癌の治療 . 東レメディカル講演会 2019 年 1 月 10 日，日本橋 .
60. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 第 31 回 Central 播州肝疾患懇話会 

2019 年 1 月 12 日（土），姫路 .
61. 持田　智 . 非代償性肝硬変の治療 : 水利尿剤・Na 利尿剤が腹水，肝性脳症に及ぼす影響 . 大塚製薬 e 講演会 

2019 年 1 月 24 日（木），大塚製薬 .
62. 持田　智 . 劇症肝炎分科会全国報告 . 厚生労働科研究難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関

する調査研究」班平成 29 年度第 2 回総会 2019 年 1 月 25 日，東京 .
63.Mochida S. Optimising management of HCV-related decompensated cirrhosis. GILEAD講演会 2019年2月10日，

東京 .
64. 持田　智 . 肝硬変の治療 : 肝炎医療コーディネーターの役割と医療費助成制度の活用 . 肝疾患セミナー in 新潟 

2019 年 2 月 12 日，新潟 .
65. 持田　智 . 急性肝不全と Acute-on-Chronic Liver Failure（ACLF）: わが国の歩み . 『肝疾患とアミノ酸』学術講

演会 2019 年 2 月 14 日，金沢 .
66. 持田　智 . 肝炎医療コーディネーターの役割と医療費助成制度の現状 . 北海道肝疾患診療連携拠点病院等連絡
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協議会 2019 年 2 月 17 日，札幌 .
67. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 深谷寄居医師会学術講演会 2019 年

2 月 19 日，深谷 .
68. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . J-Liver Conference 2019 年 2 月 27 日，

飯田橋 .
69. 持田　智 . ACLF, 非代償性肝硬変に対する DAA 治療 . 東レメディカル講演会 2019 年 2 月 28 日，日本橋 .
70. 持田　智 . B 型肝炎・C 型肝炎 : 最近の話題 . 茨城県ウイルス性肝炎セミナー 2019 年 3 月 3 日，水戸 .
71. 持田　智 . B 型肝炎・C 型肝炎 : 最近の話題 . Liver Seminar in Nerima 2019 年 3 月 5 日，練馬 .
72. 持田　智 . 肝炎医療コーディネーターの役割と医療費助成制度の活用 . 肝疾患セミナー 2019 2019 年 3 月 11

日，福島 .
73. 持田　智 . C 型肝炎に対する Pangenotype の DAA 治療 : 実臨床での課題 . 西東京 HCV エキスパートフォーラム 

2019 年 3 月 13 日，新宿 .
74. 持田　智 . C 型肝炎の DAA 治療 : 最終章を迎えて . エプクルーサ配合錠発売記念講演会 2019 年 3 月 14 日，金沢 .
75. 持田　智 . C 型肝炎の DAA 治療 : 最終章を迎えて . Hokkaido Liver Colloqium 2019 年 3 月 23 日，札幌 .
76. 持田　智 . 肝炎医療コーディネーター : わが国の肝炎対策で求められる . 秋田県肝臓領域学術講演会 2019 年 3

月 27 日，秋田 .
77. 持田　智 . 非代償性肝硬変の治療 : リフキシマ錠の位置付け . 肝疾患治療フォーラム Osaka: リフキシマ錠 ®200 mg

発売 2 周年記念講演会 2019 年 3 月 28 日，大阪 .
78. 持田　智 . C 型肝硬変に対する DAA 治療 : 実臨床での課題 . EA ファーマ本社研修会 2019 年 3 月 29 日，東京 .
79. 持田　智 . B 型肝炎の最新の話題 : リアルワールドでの TAF の使用経験 . 肝疾患学術講演会 in 仙台 2019 年 3

月 30 日，仙台 ..

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Uchida Y, Nakamura S, Kouyama J, Naiki K, Motoya D, Sigawara K, Inao M, Imai Y, Nakayama N, Tomiya T, 
Hedskog C, Brainard D, Mo H, Mochida S. Significance of NS5B substitutions in genotype 1b hepatitis C virus 
evaluated by bioinformatics analysis. Sci Rep 2018 June 11; 8 （1）: 8818. Doi: 10.1038/s41598-018-27291-7.

② Nakao M, Nakayama N, Uchida Y, Tomiya T, Ido A, Sakaida I, Yoskosuka O, Takikawa Y, Inoue K, Genda T, 
Shimizu M, Terai S, Tsubouchi H, Takikawa H, Mochida S. Nationwide survey for acute liver failure and late-onset 
hepatic failure in Japan. J Gastroenterol 2018 June; 53 （6）: 752-769.

③ Suda G, Kurosaki M, Itakura J, Izumi N, Uchida Y, Mochida S, Hasebe C, Abe M, Haga H, Ueno Y, Masakane I, 
Abr K, Takahashi A, Ohira H, Furuya K, Baba M, Yamamoto Y, Kobayashi T, KawakamiA, Kumagai K, Terashita K, 
Ohara M, Kawagishi N, Umemura M, Nakai M, Sho T, Natsuizawa M, Morikawa K, Ogawa K, Sakamoto N, NORTE 
Study Group. Safty and efficacy of elbasvir and grazoprevir in Japanese hemodialysis patients with genotype 
1b hepatitis C virus infection. J Gastroenterol 2018 Jul 17. Doi: 10.1007/s00535-018-1495-6. [Epub ahead of 
print].

④ Izumi N, Takehara T, Chayama K, Yatsuhashi H, Takaguchi K, Ide T, Kurosaki M, Ueno Y, Toyoda H, Kakizaki S, 
Tanaka Y, Kawakami Y, Enomoto H, Ikeda F, Jiang D, De-Oertel S, McNabb BL, Camus G, Stamm LM, Brainard 
DM, McHutchison JG, Mochida S, Mizokami M. Sofosbuvir-velpatasvir plus ribavirin in Japanese patients with 
genotype 1 or 2 hepatitis C who failed direct-acting antivirals. Hepatol Int 2018 Jul; 12（4）: 356-367. doi: 
10.1007/ s12072-018-9878-6.

⑤ Kim JD, Cho EJ, Ahn C, Park SK, Choi JY, Lee HC, Kim DY, Choi MS, Wang HJ, Kim IH, Yeon JE, Seo YS, Tak WY, 
Kim MY, Lee HJ, Kim YS, Jun DW, Sohn JH, Kwon SY, Park SH, Heo J, Jeong SH, Lee JH, Nakayama N, Mochida 
S, Ido A, Tsubouchi H, Takikawa H, Shalimar, Acharya SK, Bernal W, O'Grady J, Kim YJ. A novel model to predict 
1-month risk of transplant or death in hepatitis A-related acute liver failure. Hepatology 2018 Sep 8. doi: 
10.1002/hep.30262. [Epub ahead of print]

⑥ Uchida Y, Naiki K, Kouyama JI, Sugawara K, Nakao M, Motoya D, Inao M, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, 
Mochida S. Serum asunaprevir concentrations showing correklation with th extent of liver fibrosis as a factor 
inducing liver injuries in patients with genotype-1b hepattis C virus receiving daclatasvir plus asunaprevir 
therapy. PLoS One 2018 Oct 11; 13 （10）: e0205600. doi: 10.1371/journal.pone 0205600. eCollection 2018.
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⑦ Matsumoto K, Imai Y, Takano M, Nakazawa M, Ando S, Sugawara K, Nakayama N, Tomiya T., Mochida S. A case 
of colonic varices complicated by alcoholic cirrhosis treated using balloon-occluded retrograde transvenous 
obliteration, Clin J Gastrornterol 2018 Oct; 11 （5）: 343-347.

⑧ Umemura J, Uchida Y, Koutyama JI, Naiki K, Tsuji S, Sugawara K, Nakao M, Motoya D, Nakayama N, Imai Y, 
Tomiya T, Mochida S. NS5A-P32 deletion as a factor involved in virologic failure in patients receiving glecaprevir 
and pibrentasvir. J Gastroenterol 2019 Jan 5, doi: 10.1007/s00535-018-01543-9 [Epub ahead of print].

⑨ Honda A, Tanaka A, Kaneko T, Komori A, Abe M, Inao M, Namisaki T, Hashimoto N, Kawata K, Takahashi A, 
Ninomiya M, Kang JH, Arakawa M, Yamagiwa S, Joshita S, Umemura T, Sato K, Kaneko A, Kikuchi K, Itakura 
J, Nomura T, Kakisaka K, Fujii H, Kawada N, Takikawa Y, Masaki T, Ohira H, Mochida S, Yoshiji H, Iimuro S, 
Matsuzaki Y, Takikawa H; Japan PBC Study Group （JPBCSG）. Bezafibrate improves GLOBE and UK-PBC scores 
and long-term outcomes in patients with primary biliary cholangitis. Hepatology 2019 Feb 8. doi: 10.1002/
hep.30552. [Epub ahead of print].

⑩Uchida Y, Kouyama JI, Naiki K, Uemura H, Tsuji S, Sugawara K, Nakao M, Motoya D, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, 
Mochida S. A Case of genotype-3b HCV in which whole-genome was successfully analyzed using third-generation 
nanoopore sequencing. Hepatol Res 2019 Mar 28. doi: 10.1111/hepr.13339. [Epub ahead of print].

【総数：論文（総説，報告書を含む）37 件（国外 14 件，国内 23 件），学会発表 32 件（国外 4 件，国内 28 件）】
6-2．獲得研究費

＜持田　智＞
（1）平成 30 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」　C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株

出現に関わるオセロ仮説と 2- ヒット仮説の検証，研究代表者（平成 28 年度から）
（2）厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班：「劇

症肝炎分科会」分科会長（平成 23 年度から）
（3）厚生労働行政推進調査事業費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「肝炎ウイルス検査受検から受診，受療に至

る肝炎対策の効果検証と拡充に関する研究」班 ,　分担研究者（平成 30 年度から）
（4）厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシ

ステムの構築のための研究」班，分担研究者（平成 26 年度から）
（5）AMED（肝炎等克服緊急対策研究事業）「がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予

防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究」班：「免疫抑制療法分科会」分科会長（平成
24 年度から）

（6）AMED（肝炎等克服緊急対策研究事業）「次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸とした C 型
肝炎新規治療の病態解明と臨床応用」班：分担研究者（平成 28 年度から）

＜中山伸朗＞
1．AMED 肝炎等克服実用化研究事業 ｢ 経口感染によるウイルス性肝炎（A 型及びＥ型）の感染防止，病態解明 ｣（平

成 26 年度から）
6-3．受　賞
　特記すべき事項なし
6-4．特許，実用新案
　特記すべき事項なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　「5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務」を参照

7．自己点検・評価
　埼玉医科大学病院の消化器内科・肝臓内科は，埼玉県西北部地区（人口約 120 万人）の 2 次医療機関であるとと
もに，県下全体（人口約 740 万人）における 3 次医療機関として，肝・胆道，膵，消化管疾患の診療を担当している．
このため，症例数が極めて多く，医員は一致団結して多忙な中で最先端の医療を推進している．これら診療による成
果は，卒前，卒後医学教育に反映させるとともに，基礎的，臨床的および疫学的研究として，新たな知見を得ること
を目指してきた．また，市民公開講座，医療従事者の研修会など社会的活動も積極的に行い，埼玉県全体での医療レ
ベルの向上にも貢献している．更に，当科は厚生労働省の多数の研究班における研究代表者，研究分担者および研究
協力者などを担当しており，「免疫抑制 ･ 化学療法による HBV 再活性化」，「急性肝不全の診断基準の確立」，「acute-
on-chronic liver failure の診断基準確立」，「劇症肝炎の肝移植ガイドラインの改変」，「肝病態と治療効果の個体差を
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規定する宿主要因の検討」などの研究に関与して，社会的意義も大きい多数の研究成果を発信してきた．平成 30 年
度もこれら診療，教育，研究，社会活動の activity を高く保ち，より発展した成果が得られるように努力していきたい．
また，肝炎検診の普及に関する社会事業の展開を埼玉県から求められており，この分野でも成果を挙げることが課題
となる．
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1．2）消化管内科

1．構成員
　今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）：教授：運営責任者：診療部長・総合診療内科兼担，教育副主任，研究主任，代表
　　　　　　　　　　　　　　　  指導教員（大学院）：消化器病学・消化器内視鏡学：博士
　都築義和（TSUDUKI, Yoshikazu）：准教授：副診療部長・総合診療内科兼担，研究副主任，代表指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　 消化器病学・消化器内視鏡学：博士　
　大庫秀樹（OHGO, Hideki）：講師：総合診療内科兼担：教育主任：指導教員（大学院）：消化器病学・消化器内視鏡学：
　　　　　　　　　　　　　 博士
　塩川慶典（SHIOKAWA, Yoshinori）：助教：外来医長：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・
　　　　　　　　　　　　　　　　　 肝臓病学
　濱田大祐（HAMADA, Daisuke）：：助教：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・肝臓病学

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　消化管疾患に関わる専門的知識と診療技術，さらに消化器内視鏡による診断，治療の知識と技術を習得すること．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育では，3 年生の診療の基本（今枝 2 単位），4 年生の救急・麻酔の講義（今枝 3 単位），5 年特別演習（今
枝 2 単位）を担当した．大庫は OSCE を担当した．総合診療内科における消化器診療と消化器内視鏡診療において
BSL およびクリニカルクラークシップを担当した（今枝，都築，大庫）．6 年生の担任を担当した（今枝）．
　卒後教育では，総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して，消化器診療と消化器内視鏡診療につ
いて教育・指導を行った（今枝，都築，大庫）．スタッフ間では内視鏡読影会，症例カンファレンスを定期的に開催した．
2-3．達成度
　学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，診断・治療の進め方などの基本的事項を教育したが，まだ十分
ではない．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義，BSL ともに少ないスタッフで努力はしたが，基本的知識と診療技術を繰り返し指導する余地がある．次年度
は，①学生に対する講義や実習ではよりいっそう臨床に即した内容とすることにより，国試対策にもつながるものと
考える．② 6 年生の担任として卒業試験，国家試験合格に向けて勉学の面と心身の面でサポートする．③研修医教
育として実際の患者さんに対する接遇から，消化器疾患の診断のプロセス，治療を指導する．④消化器内視鏡担当医
には内視鏡検査や治療を直接指導するとともに，内視鏡カンファレンスおよびチームカンファレンスを定期的に開催
することによりレベルアップに努める．

3．研究
3-1．目的 ･ 目標
　日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし，得られた成果が日常臨床に貢献できること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①消化器内視鏡を用いた診断，治療に関する臨床研究

a. 内視鏡下生検組織を用いたファブリ病患者における消化管病変の検討
b.Linked color imaging を用いた大腸内視鏡による大腸腺腫検出の無作為化比較検討
c. 潰瘍性大腸炎患者の内視鏡的腸管粘膜炎症とバイオマーカーの相関に関する前向き研究
d. 潰瘍性大腸炎患者に対する栄養療法の標準治療への上乗せ効果に関するランダム化介入研究
e. 大腸憩室出血に対するロングフード vs ショートフードを用いた内視鏡検出率の無作為化比較試験

②多施設共同研究への参加
f. ピロリ菌除菌困難例に対するボナプラザン，アモキシシリン，シタフロキサシンによる三次除菌療法
g. ボナプラザン，メトロニダゾール，シタフロキサシンによるピロリ菌除菌療法
h. 高齢者中等症潰瘍性大腸炎における前向き観察型　PSL vs CAP 比較試験
i. 胃 ESD 後の人工潰瘍閉鎖におけるボノプラザンフマル酸塩 3 週間投与の 8 週間投与に対する非劣性を検証する
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ランダム化比較試験
j. ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査―全国除菌レジストリ―
k.AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実証実験
3-3．研究内容と達成度
　a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k の臨床研究は症例を収集中である．
3-4．自己評価と次年度計画
　30 年度，臨床研究の成果をもとに学会発表を行い，論文化を目指している．今年度も常に日常診療における疑問
点を研究テーマとして検討して，臨床研究として計画，実行する．その成果を学会発表，論文作成を行うとともに，
臨床にフィードバックして診療に役立つよう努める．また，炎症性腸疾患など多施設共同研究にも積極的に参加する
ことにより最先端の診療に携わり，新たな知識を習得するとともに日常診療にフィードバックする．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管疾患を中心とした診療を行い，消化器内視鏡を用いた診断，治療を施行している．また，炎症性腸疾患診療

に力をいれている．消化管内科初診外来患者数は 942 人，外来患者数は 9,256 人，1 日平均外来患者数は 31.7 人で
あった．内視鏡検査は 2,404 件（全体の 22.3％）であった．

今枝が内視鏡センター長を拝命しており，主に消化管内科医師が内視鏡センターをマネージメントしている．消化
管内科の外来診療において内視鏡検査・治療を迅速に対応している．拡大内視鏡を用いた精密検査や経鼻内視鏡や大
腸カプセル内視鏡などの低侵襲検査も積極的に導入した．大腸ポリープ切除も小病変は外来で積極的に切除し，年間
1,002 件施行した（2015 年 651 件）．さらに，内視鏡的止血や早期消化管癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術にも
対応し，胃瘻造設術，カプセル内視鏡，バルーン小腸鏡，消化管ステント留置術，ERCP による胆道ドレナージ術や
胆管結石除石術なども施行している．新しい内視鏡手技や高度な内視鏡手技も積極的に導入し，安全に施行されてい
る．また，炎症性腸疾患患者に対して新規薬剤を積極的に導入することにより，難治例にも対応している．
　入院が必要な場合には，総合診療内科または消化器内科・肝臓内科に入院し，兼担としてそれぞれの科の主治医と
一緒に診療を行っている．
　次年度は指導体制をさらに整備してより安全，確実な内視鏡診療とともに全体のレベルアップに努める．また，最
新の医療情報を収集して難病疾患である炎症性腸疾患を含めた消化管疾患に対する最適な診療を提供できるように努
める．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　編集委員：World Journal of Gastroenterology，日本腹部救急医学会，PEG・在宅医療学会
　査読委員：Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy International Open, Journal of Gastroenterology, Digestive Endoscopy,
　　　　　　Journal of Gastroenterology and Hepatology, Digestive Disease and Science, Clinical Journal of
　　　　　　Gastroenterology, Digestion，日本消化器内視鏡学会雑誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

今枝：日本消化器病学会財団評議員，日本消化器病学会関東支部評議員，日本消化器内視鏡学会社団評議員，日本
　　消化器内視鏡学会関東支部評議員，日本消化器内視鏡学会埼玉部会理事，日本腹部救急医学会・学会評議員，
　　総務委員会委員・編集委員会委員，日本胃癌学会代議員，日本消化管学会理事・規約委員会副委員長，日本
　　カプセル内視鏡学会理事・広報委員会委員，PEG・在宅医療学会理事・編集委員，日本小腸学会理事

都築：日本消化器病学会評議員，日本消化器病学会関東支部評議員，日本消化器内視鏡学会関東支部評議員，日本
　　微小循環学会評議員

大庫：日本消化器病学会関東支部評議員，日本消化器内視鏡学会関東支部評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①芦谷啓吾，山岡　稔，小林威仁，今枝博之，中元秀友，宮川義隆 . EBV 感染による伝染性単核球症に脾梗塞を合
併した 1 症例 . 日本内科学会雑誌 107（2）:269-273,2018.2 

②バルーン内視鏡で診断した腸管症 T 細胞性悪性リンパ腫の 1 例 . 熊川友子，山岡　稔，都築義和，宮口和也，
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塩味里恵，芦谷啓吾，大庫秀樹 , 宮川義隆，宇治亮佑，深野敬之，市村隆也，中元秀友，今枝博之 . Prog Dig 
Endosc 92 （1）: 124-125, 2018.6

③ Miyaguchi K, Yamaoka M, Tsuzuki Y, Ashitani K, Ohgo H, Miyagawa Y, Ishizawa K, Kayano H, Nakamoto H, 
Imaeda H. Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic syndrome in a patient with ulcerative colitis during 
treatment with azathioprine: A case report and review of literature. World J Clin Cases. 2018 Nov 26;6（14）:776-
780

④ Hiroyuki Imaeda, Toshifumi Hibi. The Burden of Diverticular Disease and Its Complications: West versus East. 
Inflamm Intest Dis 3（2）;61-68,2018.

⑤ W 芦谷啓吾，市川仁志，宮口和也，都築義和，今枝博之 . 近接困難部位に対する把持鉗子による traction を用
いた胃 ESD の有用性 . 第 95 回日本消化器内視鏡学会 2018.5.10-12, 東京

⑥ PD 都築義和，宮口和也，山岡　稔，芦谷啓吾，今枝博之 . 内視鏡的大腸ポリープ切除術における後出血のリス
クファクター第 106 日本消化器内視鏡学会関東地方会　2018.6.10-11 東京

⑦ S 都築義和，山岡　稔，宮口和也，芦谷啓吾，大庫秀樹，尾花和子，古村　眞，今枝博之 . 内視鏡診断および小
児科 - 内科連携が重要であったクローン病の 5 例 . 第 45 回日本小児内視鏡研究会 . 2018.7.7 東京

⑧ W 宮口和也，今枝博之 . 治療に難渋した重症潰瘍性大腸炎症例の検討 . 第 46 回日本潰瘍学会 .2018.12.1-2. 名
古屋

⑨ PD 山岡稔，都築義和，芦谷啓吾，大庫秀樹，今枝博之 . 当科における諸腸疾患に対するアプローチ . 第 107 日
本消化器内視鏡学会関東地方会　2018.12.15-16 東京

【総数：論文　3 件，学会発表　17 件，著書　19 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 45 回日本小児内視鏡研究会 2018.7.7

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成され，前年度と比較してそれぞれの領域でより多くの成果が

得られた．今年度は昨年度以上に教育体制を整備して卒前教育，卒後教育を実りある内容となるよう努める．今年度
も常に日常診療における疑問点を研究テーマとして検討して，臨床研究として計画，実行していくとともに，臨床に
フィードバックして診療に役立つよう努める．また，患者さんに安全，安心，確実な診療を提供できるように心がける．
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1．3）心臓内科

1．構成員
　山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：循環器病学：
　　　　　　　　　　　　　　　 博士
　飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：准教授：総合診療内科・内分泌内科・糖尿病内科兼担：医員：指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　 循環器病学，心不全，高血圧，糖尿病：博士
　菅野　龍（KANNO, Ryu）：助教：総合診療内科兼担：医員：循環器病

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　循環器病の基本的な知識と診療技術を習熟すること．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育では，4 年臨床推論（山本 4 日間），4 年臨床入門（山本 2 日間）では循環器疾患・胸部診察，3 年診療
の基本（山本 1 単位：生体機能検査 2，飯田 1 単位：呼吸困難・息切れ，菅野 1 単位：胸痛），3 年循環器の講義（山
本 1 単位：心膜疾患・心臓腫瘍・外傷），4 年救急・麻酔の講義（山本 1 単位：心・血管緊急症），6 年特別演習（飯
田 1 単位：胸痛），6 年心臓・脈管疾患の講義（山本 1 単位：感染性心内膜炎），6 年ナイトセッション（飯田 1 単位）
を担当した．総合診療内科における循環器外来・入院診療において BSL およびクリニカルクラークシップを行った（山
本，飯田，菅野）．山本は 2 学年小委員会委員，3 年アドバイザーを務めた．
　卒後教育では，総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して，循環器外来・入院診療について教
育・指導を行った（山本，飯田，菅野）．山本は内科研修委員会委員長を務め，内科専攻医 12 名に対し全般的な教育・
指導を行い，心エコーの手技を指導した．
2-3．達成度
　学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，心電図所見，心エコー所見などの基本的事項は，さらに習練す
る余地がある．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義，BSL ともに少ないスタッフ，不充分な環境のなかで，予想以上に努力はしたが，基本的知識と診療技術を繰
り返し指導する余地がある．次年度も引き続き，循環器病学の基本的知識・技術などの教育を徹底するようにしたい．

3．研究
3-1．目的 ･ 目標
　日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし，得られた成果が日常臨床に貢献できること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　高齢者心不全，肺高血圧，心房細動，動脈硬化．
3-3．研究内容と達成度
　高齢者心不全の特徴と治療法について解析を行い，在院日数を短縮できる最適な治療法を見出す．心不全における
集学的治療による症状改善度や入院日数短縮への影響を検討する．
　肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧への影響を右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検
査により解析する．
　心房細動に対する薬剤の影響を検討する．
3-4．自己評価と次年度計画
　高齢者心不全における貧血・腎機能と治療法や在院日数との関連の検討，および心不全における集学的治療による
症状改善度や入院日数短縮への影響の検討は不十分で，今後も検討する余地がある．また，次年度は心不全患者にお
ける tolvaptan 導入やランジオロールの有効性・安全性を検討する．
　右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検査を行い，肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧
への影響を解析することができた．
　次年度も，心不全，肺高血圧，心房細動に関する研究を続ける．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合診療内科の一部として，循環器疾患に対して総合内科的な診かたを診療の基本とし，的確かつ迅速な治療を行
い，大学病院における循環器診療を充実させ，地域医療に貢献することを目標とした．心臓内科入院患者数は 135
例であった．入院患者の基礎心疾患は虚血性心疾患，心不全，不整脈，静脈血栓塞栓症などで，Holter 心電図 848 件，
経胸壁心エコー 6836 件，経食道心エコー 15 件を施行・判読した．冠動脈 CT 検査は 188 件，薬物負荷心筋シンチ
検査は 54 件行った．肺循環を解析するための右心カテーテル検査は 44 例行った．大学病院において循環器疾患患
者数の増加，循環器検査・治療の充実などを今年度達成することが出来た．冠動脈 CT 検査数は減少したが，負荷心
筋シンチ検査数は昨年と同様であった．次年度も，負荷心筋シンチ，冠動脈 CT 検査，右心カテーテル検査を増やし，
循環器診療のさらなる充実を目指したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本心臓病学会学術集会演題の査読．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本動脈硬化学会評議員，日本心不全学会評議員，日本心血管内分泌代謝学会評議員，日本循環器学会関東甲信越
地方会評議員，日本心臓病学会特別正会員．

6．業績
6-1．論文・学会発表

①山本啓二 . 大動脈瘤・大動脈解離 . 今日の処方：改訂第 6 版 .142‐144, 2019. 編集：浦部晶夫 . 島田和幸，川合
眞一 . 南江堂 .

②山本啓二 . 閉塞性動脈硬化症 . 今日の処方：改訂第 6 版 . 144‐146, 2019. 編集：浦部晶夫 . 島田和幸，川合眞一 . 
南江堂 .   

③山本啓二. Raynaud病. 今日の処方：改訂第6版. 146‐148, 2019. 編集：浦部晶夫. 島田和幸，川合眞一. 南江堂.
④ Nakayama T, Hirooka N, Shiomi R, Kaneko O, Noguchi T, Kobayashi T, Yamamoto M, Yamamoto K, Nakamoto H. 

Pseudoaldosteronism and pleural effusion in elderly woman with traditional Chinese medicine “Yokukansan” . 第
9 回日本プライマリー・ケア連合学術大会 . 2018 年 6 月 17 日 .

⑤光藤　尚，山本啓二 . 高齢者のワルファリンコントロールではビタミンん K 不足に留意すべきである . 第 66 回
日本心臓病学会学術集会，大阪市，大阪国際会議場，2018 年 9 月 7 日 .

⑥山本啓二 . 弁膜症：三尖弁 . 第 66 回日本心臓病学会学術集会，大阪市，大阪国際会議場，2018 年 9 月 7 日 .
⑦芦谷啓吾，小林威仁，金子　修，斎藤航平，塩見里恵，宮口和也，横山　央，青柳龍太郎，野口　哲，山岡　稔，

菅野　龍，飯田慎一郎，都築義和，廣岡伸隆，橋本正良，宮川義隆，今枝博之，山本啓二，中元秀友 . プロカル
シトニンの感染症患者における有用性の検討 . 第 17 回日本病院総合診療医学会学術総会，2018 年 9 月 16 日 .

⑧齋藤航平，草野　武，井上清彰，宮川義隆，中元秀友，山本啓二 . 血栓性血小板減少性紫斑病で心停止を認めた
1 例 . 第 645 回日本内科学会関東地方会，東京，アキバプラザ，2018 年 10 月 13 日 .

⑨飯田慎一郎，波多野雅子，水谷　元，井内卓次郎，山本啓二，中元秀友，井上郁夫，野田光彦，島田　朗 . 当院
における妊娠糖尿病・妊娠中の明らかな糖尿病・糖尿病合併妊娠の細小血管症の有無についての検討 . 第 34 回
日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会，横浜，パシフィコ横浜，2018 年 11 月 24 日 .

⑩小島卓巳，中山智博，菅野　龍，小林威仁，飯田慎一郎，山本啓二，中元秀友 . 乳癌放射線照射後に右心系感染
性心内膜炎を発症した 1 例 . 第 647 回日本内科学会関東地方会，東京，日本都市センター，2018 年 12 月 8 日 .

【総数：論文 3 件，学会発表 7 件，講演 3 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし．
6-3．受賞
　該当なし．
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 20 回病診連携スキルアップセミナー，坂戸市，2019 年 1 月 31 日 .

7．自己点検・評価
　大学病院の循環器入院患者数は増加し，循環器系検査数も概ね順調に増加している．当科は少人数のため，徐々に
診療・教育・研究を充実させている．本学国際医療センター心臓センターとの病診連携は同センターのご配慮で，非
常にスムーズである．
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1．4）呼吸器内科

1．構成員
　永田　真（NAGATA, Makoto）：教授：運営責任者，診療部長，研究副主任，指導教員（大学院）：気管支喘息，アレルギー
　　　　　　　　　　　　　　  学，臨床免疫学，びまん性肺疾患：博士
　仲村秀俊（NAKAMURA, Hidetoshi）：教授，診療副部長，教育主任，指導教員（大学院）：慢性閉塞性肺疾患，呼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸リハビリテーション，睡眠呼吸障害：博士
　杣　知行（SOMA, Tomoyuki）：准教授，外来医長，研究主任，指導教員（大学院）：気管支喘息，アレルギー・免疫学：
　　　　　　　　　　　　　　   博士
　中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：准教授，研修担当医長，教育副主任，指導教員（大学院）：気管支喘息，アレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ルギー・免疫学：博士 
　小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Kenichiro）：講師：病棟医長，肺癌，胸膜疾患，気管支内視鏡治療：博士
　内田義孝（UCHIDA, Yoshitaka）：助教：医局長
　山崎　進（YAMAZAKI, Susumu）：助教
　藤原彬子（FUJIWARA, Akiko）：助教
　四宮　俊（SHINOMIYA, Shun）；助教
　赤上　巴（AKAGAMI, Tomoe）：助教
　家村秀俊（IEMURA, Hidetoshi）：助教
　相馬真智香（SOUMA, Machika）：助教
　内藤恵理佳（NAITOU, Erika）：助教
　佐藤秀彰（SATO, Hideaki）: 助教
　片山和紀（KATAYAMA, Kazuki）：助教
　関谷　龍（SEKIYA, Ryu）：助教
　與儀実大（YOGI, Sanehiro）：助教
　山口剛史（YAMAGUCHI, Takefumi）：講師：博士（丸木記念福祉メディカルセンター 出向中）
　増本　愛（MASUMOTO, Ai）：助教（丸木記念福祉メディカルセンター 出向中）
　内田貴裕（UCHIDA, Takahiro）：助教（埼玉医科大学国際医療センター出向中）
　三浦　雄（MIURA, Yu） ：助教（埼玉医科大学国際医療センター出向中）
　宮澤仁志（MIYAZAWA, Hitoshi）：実験助手
　宮内幸子（MIYAUCHI, Sachiko）：助教（産休中）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　医学部 3 年のユニット講義を，国家試験をも見据えて質を高めることによって，学生が呼吸器内科領域を効果的
に学習でき，基本的な知識を充分習得できること，5 年・6 年の臨床実習では初期研修で必要な基本知識の習得と技
能の理解，そして特に 6 年特別演習（講義）では医師国家試験問題に対する充分な対策を目標として取り組んだ．
2-2．教育内容
卒前教育：
　医学部 3 年ユニット講義，臨床総論，臨床実習とその期間中のクルズス等また 6 年の特別演習（講義）について
は講師以上の教員を中心に担当した．助教は特に臨床実習において，実際的指導での中心的な役割を担うとともに，
臨床入門，OSCE などを担当し，また短期大学，毛呂病院看護専門学校などでの講義等を担当した．
　医学部 3 年ユニット講義では，呼吸器領域の基本的医学知識と各疾患の知識，とくに診断・治療法を明確に教え
ることを目標に掲げた．なお免疫ユニットにおいてもアレルギー診療の講義を担当した．　　　
　5 ・6 年生の BSL およびクリニカルクラークシップでは，検査や侵襲的治療における実技の見学，及び可能なもの
については体験，また受け持ち患者の問診・診察所見の記載，鑑別診断，初期検査計画の立案，外来実習，クルズス
と多面的な実地教育を行った．
　6 年特別演習（講義）では主として国家試験合格を主眼とした実践的な演習講義を行った．担当者は過去 3 年間以
上の国家試験問題は詳細に分析して積極的に講義に活用することとした．
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卒後教育：
　病棟診療において，初期研修医ならびに後期専修医に対して，チーム構成による診療方式をもちいて質と安全の両
者を重視した卒後臨床医学教育につとめた．全体の診療カンファランスに加えて，各診療チームでの小規模カンファ
ランスをも毎週行って補足し，かつ新患・問題症例等については毎朝ミニ・カンファランスをおこなって臨床教育の
補足に努めた．科内での卒後教育プログラムとして，2 週に 1 回のペースでアレルギー専門医取得のためのクルズス
を定期的に行った．
　学内あるいは近隣医療圏などで開催する卒後教育講演会には全国から講師を招聘した．各テーマについて専門医の
みならず，研修医，開業医，メディカルスタッフの積極的な参加をいただいており，呼吸器臨床の専門的知識につい
ての講演がなされた．実施された卒後教育講演会は呼吸器セミナー，アレルギーフォーラム，埼玉喘息アレルギー研
究会，埼玉呼吸療法研究会，埼玉膠原病肺研究会などである．
大学院：
　当科研究室において主として免疫・アレルギー学的研究指導を行った．当科および小児科の大学院生に，主として
好酸球等の免疫担当細胞の浸潤機構あるいは活性化機序についての実験指導を行った
2-3．達成度
　5 年 BSL ならびにクリニカルクラークシップにおいては，学生からは結果的に高評価を受けており，目的を一定水
準では達成できたものと考える．講義については 3 年生と 6 年生でベストティーチャー賞を受賞できるなど，これ
も概して評価は良好であった．各学年の講義内容について見直しを行い，必要な部分についての強化と同時に不必要
な部分を整理し講義のバージョンアップを図ったことが効果を上げたと考える．卒後教育も講演会等で若手医師の関
心が高いテーマを取り上げることなどで，一定の評価を受けていたものと認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
　本年度はとくに近年の新制度による医師国家試験の傾向を充分に鑑みた試験問題作成について教員の間で情報を共
有し，より実践的な問題を作成すべく質的向上を図った．次年度，卒前医学教育の講義は医師国家試験の動向を反映
させるべく必要部分を強化し，より一層理解しやすい講義となるよう努力し，内容をさらに改善させていきたいと考
える．BSL では プログラムを再構築し外来診療，気管支鏡見学，クルズスなどを含め，幅広く呼吸器診療の実態を
経験し，呼吸器臨床の専門的知識を学習できるように配慮したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　気道および肺実質の免疫・アレルギー領域，とくに好酸球性肺炎あるいは気管支喘息の基礎的・臨床研究，慢性閉
塞性肺疾患（COPD）ならびに睡眠無呼吸症候群の臨床研究，感染症の新規診断法開発と臨床応用などを主要なテー
マとしてそれぞれの研究グループが活動した．教室構成員の大半が卒後 3 ～ 6 年目であるため，まずは彼らが学会
で発表する体験をつくることを当面の目標とした
3-2．研究グループ

1．免疫・アレルギー（永田，杣，中込，内田，家村，内藤）
2．COPD・感染症（仲村，赤上，佐藤）
3．睡眠時無呼吸症候群（仲村，宮下）
4．間質性肺疾患（臼井客員教授，四宮，相馬）
5．肺癌（小宮山）
3-3．研究内容と達成度
　アレルギー疾患における代表的なエフェクター細胞である好酸球の，組織浸潤と活性化機序の新規メカニズムにつ
いて，in vitro システムでの研究を継続的に行ってきた．本年は室内塵中に生息するダニが，IgE 抗体などを介さな
くとも好酸球を直接的に活性化しうることなどを明らかとした．アレルギー疾患の唯一の根本治療であるアレルゲン
免疫療法のメカニズムあるいは改良アプローチなどの基礎的・臨床的研究を行った．本年度は，スギ花粉症合併喘息
でみられる春季の喘息増悪を，スギ舌下免疫療法を施行することで阻止できることを明らかとした．そのほか重症喘
息の病態解明についての呼気凝縮液および誘発喀痰などをもちいたとくにその炎症病態の解析，実験アレルギー喘息
動物モデルをもちいた気道炎症寄与分子の解析などの基礎的・臨床的研究を行った．なお当科は新設された日本アレ
ルギー学会地方支部の，初代関東支部を担当することとなり，2019 年 3 月 16 日にその第 1 回関東地方会を主催した．
　睡眠時無呼吸症候群と気管支喘息の発症，治療内容，重症度，合併症との連関性についての臨床研究を行った．
COPD 患者の呼吸運動，運動機能などの解析に関連する新規の研究アプローチとして，FG センサーあるいは Kinect
センサーといった画像解析技術を応用し，非侵襲的解析法の開発を行った．さらに，慶應義塾大学，国立健康・栄養
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研究所と共同で，COPD 患者におけるエネルギー摂取，消費量の解析を開始した．
　各研究グループで自己研究資金の獲得もほぼ円滑に達成することができ，研究推進を図ることができ，新規研究の
足掛かりとなるデータ等をえることには成功したとおもわれる．特に若手医師への研究指導では全員が日本呼吸器学
会等で発表をさせることを目標とし，これについては達成することができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　全体の目標達成度は 90％と判断する．次年度は英文論文の充分な数の投稿と掲載をめざしたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　県内・外の広大な地域からの専門的診療を必要とする症例を中心に，紹介および救急患者を受け入れ，気管支喘息・
COPD・各種呼吸器感染症・肺癌・各種間質性肺炎・睡眠時無呼吸症候群などの入院患者の診療に精力的にあたった．
外来診療部門「アレルギーセンター」では関連診療科連携により，アレルギー疾患を患者中心主義に立ち，包括的に
かつ専門的に診療を行った．日本アレルギー学会の初代関東支部に選出され，第 1 回の日本アレルギー学会関東地
方会を主催した肺癌については外来化学療法，また放射線療法は活発化している．当院における呼吸器疾患の診療機
能はさらに充実し，この地域の中心的存在としての役割を果たしたと考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　環境省中央環境審議会専門委員（石綿肺等審査分科会）：仲村
　埼玉県坂戸保健所感染症診査協議会委員：山崎
　入間北部地区結核対策合同委員会委員：山崎
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員
　Allergy （日本語版）：永田
　今日の治療指針（アレルギー疾患）：永田
　International Journal of Immunology and Immunotherapy：中込
　International Journal of Molecular Sciences：中込
査読委員
　Allergology International：永田 , 杣，中込
　Internal Medicine: 杣
　Science of the Total Environment : 杣
　Respiratory Investigation:: 永田，仲村，中込
　International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease：仲村
　Thorax：仲村
　Clinical and Experimental Allergy：杣，中込
　Frontiers in Immunology：中込
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　市民向け講演会，医師向け講演会 演者を各種担当

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
　論文発表数：
　　英文原著　8 件
　　著書　　　8 件
　　総説　　　15 件
　学会発表：
　　国内総会　　28 件（うち招待演者 10 件）
　　国際学会　　9 件（うち招待演者 2 件）
　　国内地方会　2 件

主な原著論文：
① Soma T, Iemura H, Naito E, Miyauchi S, Uchida Y, Nakagome K, Nagata M　 Implication of fraction of exhaled 
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nitric oxide and blood eosinophil count in severe asthma.Allergol Int. 2018;67:3-11
②Noguchi T, Nakagome K, Kobayashi T, Ueda Y, Soma T, Nakamoto H, Nagata M.Effects of β2-adrenergic agonists 

on periostin-induced adhesion, superoxide anion generation, and degranulation of human eosinophils. 
　Allergol Int. 2018;　67S:48-50. 
③Nakagome K, Nakamura Y, Kobayashi T, Ohta S, Ono J, Kobayashi K, Ikebuchi K,　Noguchi T, Soma T, Yamauchi K, 

Izuhara K, Nagata M. Elevated Periostin　 Concentrations in the Bronchoalveolar Lavage Fluid of Patients with　 
Eosinophilic Pneumonia. Int Arch Allergy Immunol. 2019 ;178:264-271.

④ Ueda Y, Nakagome K, Kobayashi T, Noguchi T, Soma T, Ohashi-Doi K, Tokuyama K, Nagata M. Dermatophagoides 
farinae Upregulates the Effector Functions of Eosinophils through αMβ2-Integrin and Protease-Activated 
Receptor-2. Int Arch Allergy Immunol. 2019:10:1-12. 

⑤ Sakurai K, Chubachi S, Irie H, Tsutsumi A, Kameyama N, Kamatani T, Koh H, Terashima T, Nakamura H, Asano K, 
Betsuyaku T.　Clinical utility of blood neutrophil-lymphocyte ratio in Japanese COPD patients.BMC Pulm Med. 
2018 May 2;18（1）:65. 

6-2．獲得研究費
　科学研究費助成事業（科学研究助成基金助成金）基盤 C：3 件
　日本医療研究開発機構研究費補助金　1 件（分担研究者）
6-3．受賞
　第 1 回　日本アレルギー学会関東地方会　優秀賞：　内藤
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 1 回日本アレルギー学会関東地方会会長（2019 年 3 月 16 日，東京都）：永田
　セミナー　10 件　研究会　12 件　

7．自己点検・評価
　診療面では県内外からの重症患者や専門的診療を必要とする症例を中心に，呼吸器疾患全分野の患者を広く受け入
れ，地域医療また高度専門的医療の上での大きな役割を果たしたと認識している．外来部門のアレルギーセンターは
埼玉県で唯一のアレルギー疾患拠点医療機関となったこともあり，紹介患者は，アレルゲン免疫療法の施行希望例あ
るいは各種生物学的製剤治療症例などを中心に日本の多彩な地域からもきており，当科のみならず本学の特色のひと
つとして充分機能したと考える．肺癌診療では外来化学療法が円滑に作動し，また放射線治療症例も増加し，高水準
での診療を維持することができていたと考える．リハビリテーション科などとの協力体制による包括的呼吸リハビリ
テーションを含む集学的治療での診療の質も維持できていたと考える．全体として一定の病床稼動率を維持し，診療
実績は前年度以上の数字の残して充分なものであったと考える．
　教育面では医学部 3 年生でのユニット講義と 6 年生での特別演習（講義）は概して高評価であり，5 年生の BSL 
でも多面的かつ意欲的に実地教育を行い，学生からの評価数値は高いものであった．また医学部のみならず，短期大
学，毛呂病院看護専門学校等での講義，また臨床推論，臨床入門，OSCE の担当などについても活発に担当してきた．
全体的には積極的にかつ十分な教育業務が実践できたと判断している．
　研究面では免疫・アレルギー，COPD，睡眠時無呼吸症候群などの領域が中心となり，公的研究資金の獲得ならび
に学会・論文発表も一定の効果を得ることができたと考える．国際学会を含めて招待演者として貢献する場面も多々
あった．また日本アレルギー学会の初代関東支部に選出され，第 1 回の日本アレルギー学会関東地方会を主催した
ことも対外的に評価されている傍証と考える．
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1．5）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
島田　朗（SHIMADA, Akira）：教授：運営責任者，診療部長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分

　　　　　　　　　　　　　泌代謝疾患）：博士
野田光彦（NODA, Mitsuhiko）：教授：研究主任，診療副部長：代表指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，

　　　　　　　　　　　　　 内分泌代謝疾患）：博士
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：名誉教授，理事，かわごえクリニック院長：内分泌代謝学（特に高血圧，糖

　　　　　　　　　　　　　　　  尿病）：博士
稲葉宗通（INABA, Munemichi）：客員教授，ハピネス会川角クリニック院長：内分泌代謝学（特に高血圧）：博士
井上郁夫（INOUE, Ikuo）：教授（教職員・学生健康推進センター教授，当科兼担）：診療副部長：教育副主任：指

　　　　　　　　　　　導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に高脂血症）：博士
栗原　進（KURIHARA, Susumu）：准教授（国際医療センター内分泌・糖尿病内科准教授，当科兼担）：指導教員（大

　　　　　　　　　　　　　　 学院）：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士
一色政志（ISSHIKI, Masashi）：准教授（中央研究施設 RI 部門准教授，当科兼担）：研究副主任：指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　  内分泌代謝学（特に内分泌 , 高血圧）：博士
及川洋一 （OIKAWA, Yoichi）：准教授：研修医担当医長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分泌代謝

　　　　　　　　　　　　  疾患）：博士
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：准教授（総合診療内科准教授，当科兼担）：指導教員（大学院）：博士
安田重光（YASUDA, Shigemitsu）：講師：医局長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に甲状腺，副甲状腺）：

　　　　　　　　　　　　　　  博士
池上裕一（IKEGAMI, Yuichi）：講師（平成 31 年 1 月より）：教育主任：病棟医長：指導教員（大学院）：内分泌代

　　　　　　　　　　　　　謝学（特に糖尿病）：博士
伊藤大輔（ITO, Daisuke）：講師：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士 （丸木記念福祉メディカ

　　　　　　　　　　　ルセンターへ出向中）
波多野雅子（HATANO, Masako）：助教：外来医長
中島理津子（NAKAJIMA, Ritsuko）：助教　
井内卓次郎（IUCHI, Takujiro）：助教：博士，平成 30 年 9 月 30 日退職 ,10 月 1 日より非常勤医師 3 類
井上和之（INOUE, Kazuyuki）：助教
里村　敦 （SATOMURA, Atsushi）：助教
齊藤太吾（SAITO, Daigo）：助教
水谷　元（MIZUTANI, Gen）：助教
矢野裕也 （YANO, Yuya） ：助教
佐藤晴彦（SATO, Haruhiko）：助教
堀越雄太（HORIKOSHI, Yuta）：助教，平成 30 年 4 月 1 日入局
引間雄介 （HIKIMA, Yusuke） ：助教 （シニアレジデント）
羽井佐彬文（HAISA, Akifumi）：助教（シニアレジデント）
髙木荘太郎（TAKAGI, Sotaro）：助教（専攻医），平成 30 年 4 月 1 日入局
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）：講師（総合診療内科講師，当科兼担）：代謝学（特に糖尿病）：博士，
　　　　　　　　　　　　　 平成 30 年 12 月 31 日退職
野口雄一（NOGUCHI, Yuichi）：非常勤講師：博士
横田健介（YOKOTA, Kensuke）：非常勤講師：博士
新井保久 （ARAI, Yasuhisa）：非常勤講師：理学療法士
相場美穂 （AIBA, Miho） ：非常勤講師：臨床心理士
井熊絵美（IKUMA, Emi）：非常勤医師 3 類

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
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「卒前教育」「卒後教育」「大学院教育」
　臨床・研究に役立てるため，医学部全学年の卒前および卒後，大学院教育，以上すべてを通し，内分泌代謝学の病
態，内分泌代謝疾患の症候・診断・治療を理解させる．
2-2．教育内容

「卒前教育」
＜講義・実習＞基礎と臨床の授業内容をより一層連携させることを重視し，今年度から 2 年生の「機能系実習」

のオリエンテーション 1 時間，実習 12 時間（項目：採血，凝固・血液型）を分担した．また，例年通り，3 年生の
「ヒトの病気 1」の循環器ユニットのうち，心血管系における加齢と老化，血圧総論，二次性高血圧の以上 3 時間を
担当した．また，「ヒトの病気 1」の内分泌・代謝ユニット 45 時間のうち 29 時間を担当した．「臨床推論，実践的ケー
ススタディー」として，合計 32 時間行った．6 年生の授業は，内分泌代謝学 10 時間，心臓・脈管疾患（高血圧）1
時間，内科総論（栄養管理と輸液）1 時間，医療総論（加齢・老化による構造変化）1 時間，今年度から開始となっ
た医師国家試験に向けての臨床推論として，甲状腺疾患 1 時間，および内分泌・代謝疾患の身体所見 1 時間，内分泌・
代謝疾患の画像 1 時間，以上 16 時間を行った．その他，課外学習プログラムに 1 型糖尿病研究をテーマとして参加
した．

＜臨床実習＞ 2 日間で実施される 3 年生 Pre‐CC-1-1，6 名を受け入れた．5 年生の BSL（bed side learning）は，
隔週 5 人の small group 分けにて実施し，病棟実習外来見学に加え，1 型糖尿病，2 型糖尿病，低血糖，脂質代謝異
常，高血圧，下垂体，甲状腺・副甲状腺についてクルズス，及び 75gOGTT の体験実習を行った．5 年生 CC（clinical 
clerkship）6 人，6 年生 advanced CC 4 人を受け入れ，新患外来見学，副腎静脈サンプリング見学，当科疾患のクルズス，
臨床研究に関する講義，英語論文の抄読会などを行った．今年度から学生専用の控室を設けており，症例に関してす
ぐに学習できる環境にあり，好評を得ている．学内の 4 年生共用試験臨床実習前 OSCE，6 年生卒業時 OSCE の認定
評価者としても参加した．

当科の学生教育活動の年間推定所要時間は 1970.9 時間であり，教員一人当たり 103.7 時間であった．
「卒後教育」
　当科へは毎月 4 ～ 8 名の研修医がローテートしている．教授回診により，病態把握，鑑別診断，治療法選択など
についての考え方を学ばせ，週 1 回の入院患者報告では，毎週水曜日朝 8 時から 11 時頃まで，1 年を通じて実施し，
研修医に症例プレゼンテーションの仕方，まとめ方などを学ばせた．それ以外に毎週チームカンファレンスを行って
おり，受け持った個々の症例について指導医を交えて検討を重ねた．また，研修医のクルズスは，糖尿病の診断・分類・
検査・合併症・治療，脂質代謝，内分泌疾患を，各々月 1 回ずつ実施した．加えて，毎週 1 回，水曜日 17 時から数
時間かけて，興味ある症例や診断・治療に苦渋した症例を検討し，最新の臨床を体得させ，病態，診断，治療に関す
る知識を深めさせた．さらに，週 1 回の最新論文の抄読会により国内外の最新の臨床・研究面での topics を学ばせた．
また学会活動への参加を通じて世の中に向けた情報発信の重要性を学ばせた．
2-3．達成度

「卒前教育」
　3 年生の期末試験では受験者 132 人中 46 人が再試で，11 人が不合格であった．

「卒後教育」
　ローテートしてきた研修医に対する上記の卒後教育を実施した．

「大学院教育」
　上記の卒後教育を実施した．
2-4．自己評価と次年度計画

「卒前教育」
　講義に関しては，すべての学生からの評価は良好であった．今後も分かりやすく，ポイントをついた授業を行うよ
う工夫し，更なる向上を図りたい．特に以下を意識した講義を行う．①丸暗記ではなく，病態生理に基づいた学習を
中心に置く．② 初期研修において想定外の問題に遭遇した時の対応力をつけさせる．③ 現在，我々は世の中から何
を求めてられているかを示唆する．教科書一辺倒の教育から生きた医学教育，実践力をつける教育に変えていく必要
があると感じている．
　臨床実習については学生から「プレゼンテーションは初めての経験であり，勉強になった」「クルズスは知識の整
理になった」「75gOGTT を通して患者の気持ちが分かった」「糖尿病・内分泌疾患の全体像がつかめた」などの声が
挙がっている．今後も多くの症例や手技を実際に経験させ，学ばせることによって知識習得の効率化を図りたい．今
年度は患者教育の場面への立ち合いや処置，手技の見学がやや少なかったため，次年度は増やして行きたい．

「卒後教育」
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　当科の症例は豊富であり，内分泌代謝領域について充分な研修が行えると思われる．また，研修医へのクルズスに
ついても好評を得ている．
　教授回診は例年同様，毎週水曜日朝 8 時から開始し，年間を通じて実施する予定である．また，研修医のクルズ
スは，主に内分泌代謝疾患全般について実施予定である．週 1 回の症例検討会および抄読会は，最新の臨床のみな
らず，研究面での topics を含めた知識を深めさせ，特に，活発な意見が飛び交うような会議となるよう努力したい．
専攻医制度がスタートしており，次年度からはローテートする専攻医に対しても経験症例のフィードバックを中心に
教育を行う．

「大学院教育」
　大学院に入る学生が激減している中，研究に興味のある若い学生達を啓発し，研究テクニックなど確かな技術を身
につけさせたい．また，臨床だけでなく，学問として医学をとらえることのできる学生を多く育てていきたい．特に，
特任研究員による専門的指導も検討したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　内分泌代謝学の基礎的・臨床的研究を行い，国内外での学会発表と論文発表に努め，本分野における臨床と基礎研
究に貢献する．糖尿病・栄養分野の臨床研究・観察研究についても，積極的に行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1. 1 型糖尿病グループ
2. 2 型糖尿病グループ
3. 内分泌グループ
4. 脂質異常症グループ
3-3．研究内容と達成度
　それぞれのグループの学会発表に関しては，引き続き活発に行われた．
1. 1 型糖尿病グループ：
　1 型糖尿病ならびに Ketosis-prone diabetes の発症に関する免疫学的機序の解明とその臨床応用を検討している．
臨床面では，とくに抗 Programmed Cell Death-1 療法による 1 型糖尿病発症機転に関する知見を深めており，英文
誌での発表も行った．また，BCG ワクチン療法による 1 型糖尿病の完治の可能性を探るべく，糖尿病患者を対象と
した BCG ワクチンに関する免疫学的パイロット研究を立ち上げた．
2. 2 型糖尿病グループ：
　「糖尿病予防のための戦略研究」をはじめとする 2 型糖尿病治療に関するわが国の代表的な多施設共同臨床研究に
参加し，2 型糖尿病治療の開発に関する研究を進めている．また，患者データの集積による臨床研究や，ナショナルデー
タベースなどの大規模データベースを用いた解析も進めている．また，国立がん研究センターが主導する多目的コホー
ト研究（JPHC コホート研究）における糖尿病研究を推進し，主に糖尿病の予防や合併症などに関する知見を累積し，
あわせて，2 型糖尿病の原因遺伝子と糖尿病発症との関連についても解析している．さらに，健診コホート，職域コ
ホート研究にも参加している．
3. 内分泌グループ：
　二次性高血圧として頻度の高い原発性アルドステロン症の機能と局在を確実に評価・診断する技術の向上に特に力
を入れており，日本内分泌学会等で発表を積極的に行っている．また，甲状腺がんの診断のための検査である甲状腺
穿刺吸引細胞診などのデータをもとに，甲状腺がんの臨床的特性についての調査もしている．
4. 脂質異常症グループ：
　脂質代謝および関連分子の基礎的・臨床的研究．特にスプラィシングバリアント PPARgamma1（svPPARgamma1）
のプロモータ（exon C と exon A）ノックアウトマウスの胎生における解析，PCSK9 阻害薬に関する臨床的・基礎的
検討，LDL サイズ測定の新標準化法を用いた検討．基礎的研究としては，PPARgamma の新たなスプライシングバリ
アント（Pparg1sv）である ExonC を同定し，それが時計遺伝子の BMAL1/CLOCK とかかわり，さらには Pparg1sv
が脂肪組織に特異的に発現しており主に脂肪細胞分化誘導に関わることを in vitro で証明した．そして，ExonA ある
いは ExonC の特異的プロモーターノックアウト（KO）マウスと脂肪組織特異的 ExonC 特異的プロモーター欠失マウ
ス（adipocyte-specific conditional gene KO mouse）を樹立した．ExonA KO マウスは胎生致死であることを証明し，
現在胎盤機能不全の機序を解明している．また，ExonC KO マウスについては，日本医科大学生理学教室の竹中助教
との共同研究で，PPARgamma と免疫機能への関与について検討しその生理的意義を研究している．
3-4．自己評価と次年度計画
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　本年度も，英文誌を主とした論文発表が数多く行われた．医局員の筆頭論文をより多く主要ジャーナルに公表し，
オリジナルで意義のある実績を来年度以降も積み上げたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科は，埼玉県西北部の基幹施設として，多くの生活習慣病および内分泌疾患患者に質の高い医療を提供すること
を目標としており，そのために糖尿病教育や専門的治療の実績を積み重ねている．外来および入院診療についても安
定した実績を継続しており，専門性や合併症を含めた診療を直ちには必要としない症例の逆紹介を積極的に行ってい
る．今後も，近隣の医療機関との連携を推進し，さらに充実をはかっていく．さらに，看護必要度の高い疾患，病態
を多く入院で診る方向性で対応したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

井上郁夫：公益財団法人埼玉県産業振興公社補助金，産学連携研究開発プロジェクトの推進，心筋梗塞の予防・治
療に役立つ悪玉 LDL 自動測定装置の開発と学会出展費用

稲葉宗通：埼玉県公安委員会指定医師，毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会委員，鳩山町介護保険運営委員
会長，鳩山町地域包括支援センター運営協議会長，地域密着型サービス運営委員会長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
①編集委員など：

野田光彦：プラクティス編集委員長
島田　朗：Diabetology International （Editorial Board），Review of Diabetic Studies （Editorial Board），プラクティ

ス編集委員，科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2019 評価委員
井上郁夫：領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループに参加，動脈硬化性疾患予防ガイドライ

ン 2017 年版執筆その後のシステマティックレビュー，スタチン不耐診療指針執筆，肥満症診療ガイドライン 2016
執筆その後のシステマティックレビュー，日本肥満症治療学会栄養部会委員長，治療ガイドライン委員会執筆委員，
JENPUB Diabetes & Endocrine Disorders（Editorial Board），Open Journal of Molecular and Integrative Physiology 

（Editorial Board）
②査読：

野田光彦：Endocrine Journal など 4 編
島田　朗： Journal of Diabetes Investigation, Diabetes Care など 10 編以上
井上郁夫：Circulation Journal,J Atheroscler Thromb, など 3 編

　一色政志： Open　Hypertension　Journal 1 編，Journal of Cell Science 1 編
及川洋一：Diabetic Medicine, 糖尿病など 5 編
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

野田光彦：日本糖尿病学会（学術評議員），糖尿病と癌に関する合同委員会（日本癌学会との合同委員会）委員，
糖尿病医療の情報化に関する合同委員会（日本医療情報学会との合同委員会）委員，糖尿病診療ガイドライン策定委
員会評価委員長，日本糖尿病学会データベース構築委員会委員，英語版「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」
委員会委員，「糖尿病治療のエッセンス」改訂ワーキンググループ委員，日本内分泌学会（評議員），日本病態栄養学会（評
議員），日本肥満学会（評議員），日本フットケア学会（評議員），独立行政法人国立病院機構臨床研究推進委員会委員，
HbA1c 適正運用機構サーベイ検討小委員会委員，国家公務員共済組合連合会虎の門病院モニター委員会外部委員

島田　朗：日本糖尿病学会（理事，学術評議員），Diabetes International 編集委員，日本人 1 型糖尿病の成因，診断，
病態，治療に関する調査研究委員，膵臓移植地域適応検討委員（代表委員），膵・膵島移植に関する常置委員，糖尿
病学用語集編集委員，科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2019 評価委員，埼玉県糖尿病協会（理事），日
本糖尿病眼学会（理事），日本小児思春期糖尿病学会（理事），日本内分泌学会（評議員），日本病態栄養学会（評議員），
日本医学会　用語代委員

井上郁夫：日本糖尿病学会（学術評議員），日本病態栄養学会（評議員），日本臨床栄養学会（評議員），日本肥満
症治療学会（理事，評議員），栄養部会委員長，学術集会プログラム委員会委員，教育委員会委員，メンタルヘルス
部会委員，日本動脈硬化学会（評議員），肥満・糖代謝・栄養部会委員，特定非営利活動法人（NPO）ヒューマンセ
ンター 21（理事），日本糖尿病・肥満動物学会（評議員）

一色政志：日本高血圧学会（評議員），臨床研究に関わる提言への対応委員会委員，国際交流委員会委員，日本内
分泌学会（代議員），日本心血管内分泌代謝学会（評議員）
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及川洋一：日本糖尿病学会（学術評議員），日本内分泌学会（評議員）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

●論文
① Mizutani G, Hikima Y, Satomura A, Iuchi T, Nakajima R, Miyashita Y, Yasuda S, Oikawa Y, Isshiki M, Inoue I, Noda

M, Shimada A: Administration of thiamazole for Graves’ disease might trigger the onset of type 1 diabetes. J
Diabetes Investig 9:1228-1229,2018

② Sakai G, Saito D, Nakajima R, Hatano M, Noguchi Y, Kurihara S, Katayama S, Inoue I, Noda M, Shimada A:
Intrinsic insulin secretion capacity might be preserved by discontinuing anti-programmed cell death protein
1 antibody treatment in ‘anti-programmed cell death protein 1 antibody-induced’ fulminant type 1 diabetes. J
Diabetes Investig 9:448-449,2018

③ Shimada A, Hanafusa T, Yasui A, Lee G, Taneda Y, Sarashina A, Shiki K, George J, Soleymanlou N, Marquard J:
Empagliflozin as adjunct to insulin in Japanese participants with type 1 diabetes: Results of a 4-week, double-
blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial. Diabetes Obes Metab 20:2190-2199,2018

④ Ikegami Y, Inoue I, Inoue K, Shinoda Y, Iida S, Goto S, Nakano T, Shimada A, Noda M: The annual rate of coronary
artery calcification with combination therapy with a PCSK9 inhibitor and a statin is lower than that with statin
monotherapy. NPJ Aging Mech Dis 4:7,2018

⑤ Ito D, Inoue K, Sumita T, Hamaguchi K, Kaneko K, Yanagisawa M, Inukai K, Inoue I, Noda M, Shimada A: Long-
Term Effects of Ipragliflozin on Diabetic Nephropathy and Blood Pressure in Patients with Type 2 Diabetes: 104-
Week Follow-up of an Open-Label Study. J Clin Med Res 10:679-687, 2018

⑥ Nishimoto M, Mizuno R, Fujita T, Isshiki M: Stromal interaction molecule 1 modulates blood pressure via NO
production in vascular endothelial cells. Hypertens Res 41:506-514,2018

⑦ Oikawa Y, Kondo T, Shimada A, Seino Y, Kitaoka M: Actual condition survey regarding mismatch of
measurements between radioimmunoassay and enzyme-linked immunosorbent assay tests for anti-glutamic acid
decarboxylase antibody in real-world clinical practice. J Diabetes Investig,2018

●学会発表
⑧及川洋一 , 里村　敦 , 羽井佐彬文 , 島田　朗 : 1 型糖尿病研究の最前線 多様化する病態と診断上の課題 1 型糖尿

病の細胞性免疫 . 第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 ; 2018 年 5 月 24 日～ 26 日
⑨引間雄介 , 高木荘太郎 , 井上和之 , 波多野雅子 , 飯田慎一郎 , 一色政志 , 野田光彦 , 島田　朗 : 原発性アルドステロ

ン症の機能・局在診断のための負荷試験の意義 . 第 91 回日本内分泌学会学術総会 ; 2018 年 4 月 26 日～ 28 日
⑩井上和之 , 波多野雅子 , 引間雄介 , 安田重光 , 一色政志 , 野田光彦 , 島田　朗 : 当院に入院した副腎不全患者 19 例

のステロイド補充前後での心電図変化（QT 時間含め）の検討 . 第 91 回日本内分泌学会学術総会 ; 2018 年 4 月
26 日～ 28 日

【総数：論文 42 件，学会発表 54 件，講演 50 件以上】
6-2．獲得研究費

野田光彦： 日本医療研究開発機構（AMED）研究費　革新的がん医療実用化研究事業「がんと糖尿病：両者を繋ぐ
メカニズム，糖尿病併存がん患者の実態に関する包括的な疫学研究（研究代表者：後藤　温 先生）」研究分担者
390,000 円，国立がん研究センター研究開発費「多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役
立つエビデンスの構築に関する研究（研究代表者：津金昌一郎 先生）」研究分担者 100,000 円

島田　朗：国際医療研究開発費　日本人の 1 型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開（第 3 次）
総額 770 万円（分担研究）

井上郁夫：公益財団法人 埼玉県産業振興公社補助金，産学連携研究開発プロジェクトの推進，心筋梗塞の予防・
治療に役立つ悪玉 LDL 自動測定装置の開発（分担研究 20 万円），平成 29-31 年度文部省科学研究費補助金（基
盤研究（C））PPAR γ 1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウス胎生致死の原因究明 334 万円

6-3.	受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案

井上郁夫：粥状動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高いと判定する易酸化性ＶＬＤＬ（VLDL
susceptibility to oxidation）および易酸化性ＬＤＬ（LDL susceptibility to oxidation）の簡便な測定方法および測
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定装置（出願番号特願 2018-077994，特許第 6454950 号）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　島田　朗　第 24 回日本糖尿病眼学会総会主催（事務局長　及川洋一）

7．自己点検・評価
　教育については，3 年生の授業においては，生態学などの基礎的分野を学ばせることになるが，本学の学生の弱点
でもある科学的な視野で医学をとらえる力をレベルアップさせていきたい．当科においても学生の学習に取り組む姿
勢と能力をよく把握し，モチベーションの上がる授業となるよう，学生とのコミュニケーションを図っていきたい．
特に断片的に知識を試すだけではなく，様々な知識をトータルに結び付け，答えを導き出すという，従来にはなかっ
たような「考えさせる」問題作成を心掛けたい．
　診療に関しては，前年度と比べて，医療収入（稼動）も増加した．今後は，新患を増やしつつ，さらなる地域医療
への貢献を目指し，病診連携を推進し，大学でなければ診ることが困難な病態の患者を中心に診療を進める必要があ
る．特に，入院においては，看護必要度の高い病態を積極的に取り込み，専門性を持ちつつも，全身を管理できるよ
うな体制を進めていく．その上で，他の診療科との，また，メディカルスタッフとのこれまで以上の協力体制を構築
していきたい．患者中心の，より質の高い，安心，安全な医療を推進するために，より優れた臨床医を育成していけ
る体制を作っていく必要がある．今後も，埼玉西北部の糖尿病・生活習慣病・内分泌疾患の基幹病院として，これま
で以上に質の高い診療を目指したい．
　研究面では，公的研究費も引き続き取れているが，必ずしも十分ではない．研究実績では，学会発表，学術誌への
発表とも数多く行なった．質の高い診療をする上で，研究マインドが重要であることを若手医師を含め，医局員全体
が認識することが重要と考える．本年度も，若手医師が，英文誌にも accept され，教室全体が学術的な部分につい
ても活性化されている．臨床研究と基礎研究の双方をバランスよく推進し，視点を世界に置き，積極的に学会発表や
学術誌への発表を行い，情報発信に努める所存である．
　なお，平成 30 年度の当科におけるスタッフの入局，退職については次の通り．平成 30 年 4 月に，高木荘太郎，
堀越雄太が入局した．また，平成 30 年 9 月 30 日付けで，井内卓次郎が，平成 30 年 12 月 31 日付けで，井上清彰
が，それぞれ退職した．平成 31 年 1 月 1 日付けで，池上裕一が講師に昇格した．また，平成 31 年 3 月 31 日付けで，
野田光彦が定年退職した．
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1．6）血液内科

1．構成員
　別所正美（BESSHO, Masami）：教授：学長：血液：博士
　中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）：教授：運営責任者：教育員：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）：血液：
　　　　　　　　　　　　　　　　博士
　脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）：准教授：教育主任：研究員：外来医長：指導教員（大学院）：血液；博士
　伊藤善啓（ITO, Yoshihiro）：講師：教育員：研究員：病棟医長，副診療科長：指導教員（大学院）：血液：博士
　奥田糸子（OKUDA, Itoko）：助教：教育員：研究員：
　坂本朋之（SAKAMOTO. Tmoyuki）：助教：教育員：研究員：
　室橋郁生（MUROHASHI, Ikuo）：客員教授：博士
　陣内逸郎（JINNAI, Itsuro）：客員教授：博士
　辻　守史（TSUJI, Morifumi）：非常勤講師：博士
　伊東克郎（ITO, Katsuro）：非常勤講師：博士
　猪野裕英（INO, Hirohide）：非常勤講師：博士
　南久松真子（MINAMIHISAMATSU, Masako）：非常勤講師：博士
　須賀原裕一（SUGAHARA, Yuichi）：非常勤講師：博士
　島田恒幸（SHIMADA, Tsuneyuki）：非常勤医師：博士
　桑山善夫（KUWAYAMA, Yoshio）：非常勤医師：博士

2．教育
2-1．目的・目標
　3 年生では病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する．4 年生では内科的診療技能の基本を身
につける．5 年生では血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する．6 年生では医師国家試験に対応で
きる総合的な学力を形成する．初期臨床研修では，内科診療の全般と代表的な血液疾患の診断と治療の基本を身につ
ける．後期研修では，血液専門医の資格取得を目指す．学会の主導する血液専門医の養成企画にも積極的に協力する．
2-2．教育内容（担当者）
　3 年生では，血液ユニット講義の約 3 分の 1 を担当した．4 年生では，臨床推論や臨床入門の頭頸部の診察の実習
の指導を担当した．また，OSCE の実施にも協力した．5 年生の BSL ではグル－プにつき 1 週間のうちの 1 日を担当
し，病棟実習および骨髄増殖性疾患，M 蛋白血症，出血・凝固系疾患についての少人数教育を行った．6 年生では血
液学の講義の約 20% を担当した．各学年の教育には，常勤の全構成員と非常勤医師・講師が参加した．中村，脇本は，
OSCE の認定評価者として活動した．
2-3．達成度
　講義に関しては，学生からの評価は概ね良好であったが，当科実習については，1 週間のうちの 1 日のみで不十分
という声も聞かれ，今後の検討課題としたい．クリニカルクラークシップについては，概ね目標は達成されたものと
思われる．研修医の指導に関しても，診療上の問題は特に発生せず，研修医からは高い評価を得た．
2-4．自己評価と次年次計画
　講義に関しては，学生からの評価は概ね良好であり，今後もさらなる向上に努めたい．一方，5 年生の臨床実習は，
昨年度までと同様，国際医療センター造血器腫瘍科と合わせて 1 週間のうちの 1 日のみの担当であったため，クル
ズスと見学中心の実習となり，実際の診療に触れる機会が減っている．臨床実習の主旨を生かすためには，知識の伝
授ではなく，実地に即して自ら考え，体験する機会を十分に与えることが重要であるので，今後は BSL のあり方に
工夫を加えたい．研修医の指導に関しては，指導医の負担が大きいので，指導医の数を増やし，負担の分散をはかる
必要がある．学会等の企画にも引き続き積極的に協力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎研究を
行うとともに，多施設共同研究にも積極的に参加する．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）造血器腫瘍の病態解析
2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究
3-3．研究内容と達成度

1）造血器腫瘍の病態解析：中村，伊藤，脇本が中心となり，白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器
腫瘍の発症，病期進展や予後に関与する遺伝子変異の解析を行った．

2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究：移植適応症例については「お茶の水血液検討会」による多
発性骨髄腫の治療研究（未治療多発性骨髄腫に対する CBD 療法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性の検討）に参
加していたが，登録終了となり，当科からの 9 例を含む登録症例についての解析結果が論文化された．新たに
開始された「未治療多発性骨髄腫に対する VRD（Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone）療法＋自家末梢
血幹細胞移植の有効性の検討」に参加しており当科から 2 例が登録された．また，移植非適応症例に対しては

「BROAD-J2 study」に参加し，これまでに 3 例が登録され，引き続き治療・解析中である．
3-4．自己評価と次年度計画

1）造血器腫瘍の病態解析：これまでに得られた成果の一部はすでに論文発表したが，まだデータ解析中や論文作
成中のものもあり，早急にまとめ上げ正式報告としたい．病態の解析とともに，臨床に還元できるようなものに
発展させたい．

2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究：現在参加中の臨床研究については，引き続き継続し，多数
例の登録を行いたい．また，他の多施設共同研究にも積極的に参加したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当部門にて力を入れているのは，多発性骨髄腫・悪性リンパ腫などのリンパ系腫瘍，造血障害，血小板・凝固系疾
患の診療であり，新規薬剤を取り入れた先端医療をさらに積極的に行っていくとともに，血液疾患全般に柔軟に対応
できる体制を維持していきたい．今後は人的資源の確保に努めるとともに他施設との連携を強化していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　別所正美：Internal Medicine，associate editor
　中村裕一：Turkish Journal of Hematology 査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本内科学会評議員：別所正美
　日本血液学会代議員：別所正美，中村裕一，脇本直樹
　日本血液学会教育委員会委員：別所正美
　日本骨髄腫学会代議員：中村裕一

6．業績
6-1．論文・学会報告

論文 2 件
① Shimada T, Yamamoto K. A case of hemophilia A complicated with peritoneal giant hematoma after renal biopsy 

for diagnosis of IgA nephropathy. Jpn J Transfusion Cell Ther 2018; 64 （6）: 766-772
② Tanaka K, Toyota S, Akiyama M, Wakimoto N, Nakamura Y, Najima Y, Doki N, Kakihana K, Igarashi A, Kobayashi 

T, Ohashi K, Kudo D, Shinagawa A, Takano H, Fujio T, Okoshi Y, Hori M, Kumagai T, Saito T, Mukae J, Yamamoto 
K, Tsutsumi I, Komeno T, Yoshida C, Yamamoto M, Kojima H. Efficacy and safety of a weekly cyclophosphamide-
bortezomib-dexamethasone regimen as induction therapy prior to autologous stem cell transplantation in 
Japanese patients with newly diagnosed multiple myeloma: a phase 2 multicenter trial. Acta Haematol 2019; 
141 （2）: 111-118.

学会 5 件
③奥田糸子，脇本直樹，坂本朋之，島田恒幸，阿久澤有，伊藤善啓，森　茂久，別所正美，中村裕一 .　BD 療法後

早期に舌の歯列圧痕の改善を認めた原発性アミロイドーシス　第 9 回日本血液学会関東甲信越地方会，所沢市，
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2018.
④ Okuda I, Wakimoto N, Sakamoto T, Shimada T, Ito Y, Mori S, Bessho M, Nakamura Y. Low expression of CD41 in 

chronic myelogenous leukemia among myeloproliferative neoplasms. 第 80 回日本血液学会学術集会，大阪市，
2018

⑤ Sakamoto T, Okuda I, Wakimoto N, Sakamoto T, Shimada T, Ito Y, Mori S, Bessho M, Nakamura Y. PRCA 
following AIHA with infiltration of IgG4-positive plasma cells in bone marrow. 第 80 回日本血液学会学術集会，
大阪市，2018

⑥尾立樹一郎，脇本直樹，奥田糸子，坂本朋之，島田恒幸，伊藤善啓，森　茂久，別所正美，中村裕一 .　
Cronkhite-Canada 症候群を合併した骨髄異形成症候群　，東京都，2018

⑦ Kudo D, Komeno T, Yoshida C, Ota I, Ohashi K, Kakihana K, Kobayashi T, Doki N, Najima Y, Igarashi A, Hori M, 
Okoshi Y, Fujio T, Shinagawa A, Yamamoto M, Takano H, Kumagai T, Yamamoto K, Toyota S, Nakamura Y, Kojima 
H. Efficacy of Once-weekly Cyclophosphamide-Bortezomib-Dexamethasone （CBD） Regimen as Induction Therapy 
Prior to Autologous Stem Cell Transplantation in Japanese Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma. -A 
Phase 2 Multicenter Trial- 60’ th annual meeting, American Society of Hematology, San Diego, 2018.

【総数：論文 1 件・学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育面に関しては，当科の担当する臨床実習時間が短縮され，学生が実際の血液診療に触れる機会が減っているが，
臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分に与えることが重要であるので，次年度も引
き続き BSL のあり方に工夫を加えたい．また，研修医の指導，若手血液臨床医の養成にも積極的に関わっていきたい．
診療面では，多発性骨髄腫，悪性リンパ腫や出血・凝固系疾患に対しての専門的診療に力点を置きながらも，血液疾
患全般に柔軟に対応し，新規治療薬を用いた治療の導入も積極的に行いたい．また，臨床研究に引き続き取り組むと
ともに，基礎研究にも力を入れ，臨床へ還元できるような成果を出したい．そのためにも，人的資源の確保に努める
とともに近隣の病院との連携を深めて，それぞれの病院機能に応じた診療体制を構築していきたい．
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1．7）神経内科

1．構成員
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）：自律神経学，パーキン

　　　　　　　　　　　　　　　　ソン病 . 神経変性疾患：博士
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）教授：代表指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士 
高橋一司（TAKAHASHI, Kazushi）教授：教育主任：指導教員（大学院）：パーキンソン病 . 運動障害疾患，神経変

　　　　　　　　　　　　　　  性疾患：博士
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）准教授：研究主任：指導教員（大学院）：自律神経学， 発汗障害：博士
溝井令一（MIZOI, Yoshikazu）講師：臨床神経学：博士
伊藤康男（ITO, Yasuo）講師：指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
福岡卓也（FUKUOKA, Takuya）講師：脳卒中：博士
光藤　尚（MITSUHUJI, Takashi）助教
三宅晃史（MIYAKE, Akifumi）助教
池田　桂（IKEDA, Kei）助教
川崎一史（KAWASAKI, Hitoshi）助教
大田一路（OHTA, Kazumichi）助教
瀬尾和秀（SEO, Kazuhide）助教

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

当教室の目標は大学の理念でもある” 良き臨床医師の育成” であり，当教室の伝統を引き継ぎ，臨床，教育，研究
活動をパランスよくおこなってきた．昨今の医療情勢から，臨床と教育に多くの時間が費やされるようになり，研究
活動を維持するには一層の努力が必要になってきている．しかしこのような厳しい状況下にあっても研究を続けて行
くことで，医局員には研究マインド（科学者の目）を身につけることを念頭に教育活動を行っている．研究マインド
は単に研究だけのためにあるのではない．日常臨床で患者の訴えや症状に耳を傾け，病態を考え，それらの解決法を
探る中で研究マインドが活き，新しい学術的発見に繋がるものと考える．教室員全員がベッドサイドでは真摯な態度
で患者に接し，患者に満足度の高い医療を提供できるように努力している．学生，研修医には問診の仕方，神経所見
の取り方などの教育を通じて，こうした態度を自然と身につけられるように常に指導している．特に学生に対する神
経学的診察方法の教育は，PBL や臨床入門などで学生全員が理解するまで時間をかけて教育している．
2-2．教育内容（担当者）

卒前教育：平成 30 年度は卒前教育のカリキュラムの変更が行われ，3 年生と 4 年生で神経ユニットの講義が行わ
れた．3 年生，4 年生の講義では神経疾患の一つ一つについて細かく説明し深い理解を求めている．5 年生の BSL に
おいては，学生は患者さんを受け持ち，チームの一員となって診療を行う．また，できるだけ多くの患者さんの診察
をする機会を与えている．さらに，スタッフ全員がクルズスを受け持ち，様々なテーマで講義を行っている．6 年生
には，国家試験に向けて知識の整理，解説をおこなっている．

卒後教育：週 1 回の新入院カンファレンス，症例カンファレンスにおいては，学生，研修医を含めた医局員全員
での検討が行われている．また，週 1 回の抄読会には初期臨床研修医も参加し，最新の海外文献の紹介が行われて
いる．症例力ンファレンスが若手医局員にとってはもっとも勉強となる機会である．医局員は，内科認定医はもちろ
んのこと，総合内科専門医，神経専門医，脳卒中専門医，老年病専門医，頭痛専門医などの取得を目指しており，毎
年合格者を出している．
2-3．達成度

卒前教育：講義内容については学生から高い評価を得ている．また，PBL, BSL を通じて学生と密接なコンタクト
がとれた．特に BSL においては若手医局員が一対一の対応で指導ができた．
卒後教育：多数の症例を通して豊富な臨床経験が得られた．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育はほぼ満足のいく成果が挙げられたと思われる．卒後教育については，多数の救急患者を扱うという特性
から，日常臨床は非常に多忙で，若手医局員の指導は必ずしも満足のいくものではなかった．しかし，内科認定医，
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神経専門医に多数合格し，若手医局員の意欲は明らかに向上している．教育スタッフはますます充実しており，次年
度には組織的にも各専門医（脳卒中，老年医学，頭痛など）取得のための教育を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標

現在，研究面では基礎と臨床の両方を行っているが，いずれもその成果が患者に還元できるような研究課題を掲げ
て，日々活動をおこなっている．定期的にリサーチカンファを実施している．若手医局員より研究課題についての報
告を行い，スタッフ全員から助言をもらう．臨床研究は，将来開業を目指す医師にとっても患者を深く観察するとい
う意味から不可欠であり，積極的に参加を勧めている．動物実験ではグループ研究の基礎を学び，新知見発見の喜び
を分かち合う．各研究グループとも 1 回 / 年以上の国際学会発表，2 回 / 年以上の国内学会発表を目標に研究を行っ
ている．

研究結果は論文にまとめ，若手医局員は学位取得を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）錐体外路系疾患に関する臨床研究
2）頭痛疾患に関する臨床研究
3）発汗障害に関する臨床研究
4）各種疾患における自律神経機能の検討
5）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究
3-3．研究内容と達成度
1）錐体外路系疾患に関する臨床研究

錐体外路系疾患の臨床的特徴について注目し，症例報告を中心に発表を行っている．国内の多施設の共同研究を行
い，パーキンソン病と疲労，睡眠障害，頭痛に関する研究結果を報告してきた．現在，大田を中心にパーキンソン病
の四肢随意運動に及ぼす dual task の影響を解析している．社会人大学院生の瀬尾はパーキンソン病をはじめとする
錐体外路症状を呈する変性疾患の脳機能画像解析を行っている．高橋はパーキンソン病の診療ガイドラインの委員に
任命されるとともに 2019 年 2 月に MDSJ の PD ナース研修会のオーガナイザーをつとめた．
2）頭痛疾患に関する臨床研究

伊藤は群発頭痛に対するナラトリプタンが有効であることを報告した．また，荒木を研究代表者に当科を含む全
国 7 施設において，薬剤使用過多による頭痛に対する抑肝散の有効性に関しての多施設共同研究を 2018 年度まで
AMED の委託研究として実施した．脳脊髄液減少症の病態解明に関しては，2016 年度より 3 ヵ年にわたり AMED
の委託研究として脳脊髄液減少症における自律神経機能の関与に関して検討を行った．体位性頻脈症候群の起立性頭
痛を訴える患者群において低髄液圧の傾向があること，ならびにこれらの患者群では髄液産生の指標である脳型トラ
ンスフェリンが健常コントロールと差がないことを明らかにした． 
3）発汗障害に関する臨床研究

特に特発性後天性全身性無汗症の病態解明に関する臨床研究を，中里を中心に行っている．特発性後天性全身性無
汗症は国の指定難病となり，全国から患者さんを紹介いただいており，ステロイドパルス療法を中心とする治療を行っ
ている．中里は 2017 年度に日本発汗学会の会長を務めるなど学会活動も行っている．
4）各種疾患における自律神経機能の検討

非観血的心拍・血圧連続測定装置，心拍変動のスペクトル解析，血漿カテコール測定，定量的軸索反射性発汗検査
を用いて各種疾患の自律神経機能検査を行ってきたが，現在は片頭痛患者における発作中の自律神経機能を中心に検
討を行っている．2018 年に第 71 回日本自律神経学会（荒木会長，山元副会長）が盛大に開催された．
5）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究

新たな脳保護作用のある薬の開発に向けて，伊藤，川崎を中心にマウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の脳内一酸
化窒素とヒドロキシラジカル代謝の検討を行っている．近年では田中，北林の 2 名が学位を取得した．田中はメマ
ンチンに，北林は漢方薬の抑肝散にそれぞれ脳保護作用が期待されることを見出した．川崎はエダラボンの脳保護作
用について検討を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
　若手医局員の増加に伴い，各研究課題においても活発に研究がなされている．その成果をもとに医局員には海外留
学を経験してもらい，各研究分野の最前線にいる世界の研究者と親交を持ち，帰局後もこの経験を活かして世界的に
通用する研究者になってくれることを期待している．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
年間 600 例弱の入院患者と 1 日あたり 60 人弱の外来患者の診療にあたった．入院患者の約半数は脳卒中であり，

地域連携パスなどのツールを用いて地域医経機関との連携を図った．
特発性後天性全身性無汗症や脳脊髄液減少症などの特殊疾患に対しても積極的な診療を行った．今後は変性疾患に

おいての地域医療機関の連携体制の構築を図っていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

さいたま地方裁判所専門委員，埼玉県公安委員会指定医師，埼玉県難病協議会委員など
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　荒木は，慢性頭痛の診療ガイドラインの編集員長や日本頭痛学会の学会誌「日本頭痛学会誌」の編集委員長，
Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease の編集委員，日本神経学会の学会誌「臨床神経学」の編集委員として
多くの論文の査読を行っている．その他，日本内科学会，日本自律神経学会などの査読，プログラム委員などを行っ
ている．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　荒木は 2019 年 2 月参議院議員会館にて国会議員・官僚・一般市民を対象に脳脊髄液減少症の治療最前線というテー
マで講演を行った．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

・論文
① Kitabayashi C, Ito Y, Kawasaki H, Tanaka A, Nishioka R, Yamazato M, Ishizawa K, Nagai T, Hirayama M, 

Takahashi K, Yamamoto T, Araki N. Effect of Yokukansan on Nitric Oxide Production and Hydroxyl Radical 
Metabolism During Cerebral Ischemia and Reperfusion in Mice. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28:1151-1159.

② Tanaka A, Ito Y, Kawasaki H, Kitabayashi C, Nishioka R, Yamazato M, Ishizawa K, Nagai T, Hirayama M, 
Takahashi K, Yamamoto T, Araki N. Effects of Memantine on Nitric Oxide Production and Hydroxyl Radical 
Metabolism during Cerebral Ischemia and Reperfusion in Mice. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018;27:1609-1615.

③ Ishizawa K, Mitsufuji T, Shioda K, Kobayashi A, Komori T, Nakazato Y, Kitamoto T, Araki N, Yamamoto T, Sasaki 
A. An autopsy report of three kindred in a Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease P105L family with a special 
reference to prion protein, tau, and beta-amyloid. Brain Behav. 2018;8:e01117.

④ Fukuoka T, Nakazato Y, Yamamoto M, Miyake A, Mitsufuji T, Yamamoto T. Fatal Familial Insomnia Initially 
Developing Parkinsonism Mimicking Dementia with Lewy Bodies. Intern Med. 2018;57:2719-2722.

⑤ Kawasaki H, Fukuoka T, Nakazato Y, Tamura N, Araki N, Yamamoto T. Isolated dysphagia due to dysfunction of 
central pattern generator in lateral medullary infarction. J Neurol. 2018;265:2445-2447.

⑥溝井令一，田中耕一郎，植田真一郎 , 礒部秀之 , 奈良和彦 , 千葉浩輝，荒木信夫，山元敏正．症候性急性期脳梗
塞患者を対象とした気血水スコアを用いた証の特徴　他の神経疾患患者と比較して．日本東洋医学雑誌 ;69:321-
327.

⑦光藤　尚．脳脊髄液減少症と体位性頻脈症候群．日本頭痛学会誌；45：34-35．
⑧山元敏正．Parkinson 病の薬物療法の薬物療法の新しい展開．神経内科；89：263-269．
⑨福岡卓也，中里良彦，田村直俊，山元敏正．発汗誘発後に全身性血管性浮腫とショックを呈した特発性後天性全

身性無汗症の 1 例．発汗学；25：51-52．
⑩大田一路，中里良彦，池田　桂，田村直俊，山元敏正．内包後脚病変による右下肢に限局した pure sensory 

stroke の 1 例．神経内科；89．545-547.
【総数：論文 13 件，学会発表 23 件，講演 33 件】
6-2．獲得研究費

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業「特発性後天性全身性無汗症の横断的発症因子，治療法，予後の追
跡研究」（中里）

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）補助金「薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討」研究代
表者 : 荒木信夫，分担研究者：伊藤，光藤，三宅
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）補助金「脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関与の検討」
研究代表者：荒木信夫，分担研究者：山元，田村，光藤

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）補助金「脳脊髄液減少症の非典型例及び小児例の診断・治療法
開拓に関する研究」分担研究者：光藤

6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 71 回日本自律神経学会（会長：荒木信夫，副会長：山元敏正）
　第 10 回 MDSJ PD ナース研修会（オーガナイザー：高橋一司）

7．自己点検・評価
　神経疾患全般について症例検討を中心に臨床研究が活発に行われた．また，脳循環代謝に関する基礎的研究も成果
が多数報告された．次年度はさらに，若手医局員を中心に臨床・研究・教育と一層励んでいきたい．
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1．8）リウマチ膠原病科

1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　リウマチ・膠原病学，臨床免疫学，臓器障害を有するリウマチ・膠原病の治療：
　　　　　　　　　　　　　　博士

舟久保ゆう（FUNAKUBO, Yu）：准教授：専門医員（外来医長）：教育主任：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・
　　　　　　　　　　　　　膠原病学，動脈硬化症：博士

佐藤浩二郎（SATO, Kojiro）：准教授：専門医員（病棟医長）：教育員：研究副主任：指導教員（大学院）：リウマチ・
　　　　　　　　　　　   膠原病学，臨床免疫学，免疫学：博士

梶山　浩（KAJIYAMA, Hiroshi）：講師：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原病学，　
　　　　　　　　　　　　　　腎臓病，臨床免疫学：博士

荒木靖人（ARAKI, Yasuto）：講師：専門医員（医局長）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原病
　　　　　　　　　　　　学，免疫学：博士

横田和浩（YOKOTA, Kazuhiro）：講師：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原病学，　
　　　　　　　　　　　　　　臨床免疫学：博士

　吉田佳弘（YOSHIDA, Yoshihiro）：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
　和田　琢（WADA, Takuma）：助教：専門医員：博士
　丸山　崇（MARUYAMA, Takashi）：助教：医員
　松田真弓（MATSUDA, Mayumi） ： 助教：医員
　三宅高史（MIYAKE, Takahumi） ： 助教：医員

秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）：客員教授：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ性疾患，膠原病の治療，
　　　　　　　　　　　　 臨床免疫学：博士

　秋葉春彦（AKIBA, Haruhiko）：非常勤医師
　高松真裕子（TAKAMATSU, Mayuko）：非常勤医師
　立花秀介（TACHIBANA, Hideyuki）： 非常勤医師
　柳澤麻依子（YANAGISAWA, Maiko）：非常勤医師
　大野修嗣（OHNO, Shuji）：非常勤講師
　神津教倫（KOUDU, Noritune）：非常勤講師
　村島温子（MURASHIMA, Atsuko）：非常勤講師
　野間久史（NOMA, Hisashi）：非常勤講師
　横川直人（YOKOGAWA, Naoto） ：非常勤講師
　相崎良美（AIZAKI, Yoshimi）：助手：修士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　埼玉医科大学の建学の理念にあるような実社会で実力を発揮出来る良医を育てることが目標である．具体的には，
臨床医の育成と研究マインドを有する専門医の養成を目的とする．患者を前にして十分な情報を取得し，自力で病態
の考察が行える臨床医であり，患者および家族から信頼される知識と人間性を有し，社会全体から期待される医師の
育成を目指す．
＜卒前教育＞
　以下の点を目的とする；1）解剖学，生理学，生化学，免疫学などの基礎知識に立脚した病態生理の考察が出来る，2）
個々の疾病の理解と記憶，および周辺疾患との関係などを説明できる知識を有する，3）科学的，批判的な考察力を
有する，4）自分の考える理論を言葉でまたは文章で他人に説明できる論理性を有する，5）医学における研究心の
重要性を理解する，6）他者とのコミュニケーション能力を有すること．
＜卒後教育＞
　以下の点を目的とする；1）医療面接，全身の診察，検査結果などの情報を基により高度な病態生理の考察が出来る，
2）自分の症例に関した文献的検索および考察が出来る，3）患者・患者家族および医療従事者たちとの良好なコミュ
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ニケーション力を有する，4）医療安全を意識した注意力と謙虚さを有する．
＜大学院教育＞
　以下の点を目的とする；1）生命科学領域の十分な基礎学力を有する，2）臨床的なまたは基礎的な領域における
問題点や疑問点を抽出し，解決のための方策を検討する能力を有する，3）科学的，批判的な高度な考察能力を有する，
4）実験技術や知識を有し，実験結果を科学的に評価することが出来る，5）実験結果をまとめ，その意味を考察し，
論文化するとともに発表することが出来る，6）国際的な場での発表とともに人間的にも交流を図るための英語力を
有する．
2-2．教育内容（担当者）
＜卒前教育＞
　3 年生：ヒトの病気―1 内分泌・代謝ユニット 31 講義のうち 1 枠でアミロイドーシスを当科作成のプリントおよ
びスライドにて講義した（三村）
　臨床推論：当科の疾患は何一つ学んでいない状態であることから，当科の疾患を背景としてより一般的な病態（貧
血，炎症，浮腫など）に関して調べさせ，ある程度の知識の基に臨床的推論を行わせた．また，ディスカッションを
通して，臨床医学における臨床的推論の重要性を理解させるように努力した．
　4 年生：ヒトの病気 -2　免疫 30 講義のうち当科分 15 枠にて基礎免疫学に基づくアレルギー膠原病の病態の理解
から臨床各論まで，当科作成のプリントを使用して講義した．プリントは講義と同様の内容で講義中のノートを取る
必要を減少させることで講義中にスライドなど画像を見ることに集中できるようにした（三村，秋山，舟久保，佐藤，
荒木，横田，梶山，村島，横川）．また，試験問題は出来る限り記述式問題を増やし，学生に広まっている 1 対 1 対
応式の丸暗記学習で良いと考える思考を変えさせるように努力した．
　5 年生 BSL：各自が患者 1 人の模擬主治医になって，POMR に従ったレポートを作成した．クルズスやディスカッ
ションの時間を十分に確保した．プロブレムリストを作成することを主眼に，医療面接や理学的所見，検査データか
ら多くの情報を得るように指導した．特に病態生理の考察に重点を置き，受け持ち患者においてどのような病態があ
るのか，自分の力で考えるように指導した．口頭試問による評価と指導，画像スライドでセミナーを行なった（全員）．
　CC：4 週間に渡り主治医グループに所属し，2 － 3 人の患者を担当し，受け持ち医と同様に，入院時から，診察，
検査計画，検査の評価，病態の解析，治療方針の決定などを行える様に指導した（全員）．外来初診患者の医療面接
や診察を行い，その後指導医とともに再度その症例を診察することで，初診患者に対する対応，病態生理に基づく診
療計画などを示した（梶山，舟久保）．
　5 年生特別演習において実践的な症例検討と知識の整理が行えるような講義をおこなった（三村）．
　6 年生：免疫・膠原病・アレルギー 6 講義のうち，5 枠を担当，総論および各論において知識の理解と整理を進め
るように講義を行った．特に，講義冒頭に講義範囲を網羅するキーワードを中心とした問題を作成し，それに解答す
ることで各人の弱点を見つけ，モティベーションを高めることが出来るような構成にした（三村，秋山，舟久保）．
医師国家試験に向けての臨床推論を 2 枠担当した（舟久保，横田）．
卒業試験問題の作成をおこなった（三村，秋山，舟久保，佐藤，荒木，横田，梶山）．
＜卒後教育＞
　初期臨床研修医に対しては以下の通り；当科の入院患者の受け持ち医の一員となり，入院から退院に至る一連の
流れや医師の病棟業務に関して習得できるようにした（全員）．リウマチ膠原病領域の疾患を通して内科全般の診察
技術の習得や病態の考察が行えるように指導した．各自の受け持ち患者を通して，文献的検索と考察，ディスカッ
ションが出来るように指導した．症例のまとめと発表が出来るように指導した．（以上全員）New England Journal 
of Medicine の症例カンファレンスの抄読会を週に 1 回行い，上級医の指導の下，初期臨床研修医およびシニアレジ
デント（後期臨床研修医）に発表の機会を与えた（佐藤）．
　シニアレジデント達が，座学とともに診療手技などを積極的に学べるようにした．
＜大学院教育＞
　各人の問題意識とそれに対する解決方法開発能力を高めるように，各人が自分で考える習慣を付けるように指導し
た．指導教官とのコミュニケーションを図るように指導した．月に 1 回のリサーチミーティングを行い順番にそれ
ぞれの研究の進捗状況などを発表する機会を作った（以上，三村，秋山，舟久保，佐藤，荒木，横田，梶山）．週に
1 回，基礎系研究グループの情報交換のリサーチミーティングを開催した（佐藤）．
2-3．達成度
＜卒前教育＞
　80％程度は達成出来たと考える．講義は，学生からの feed back を参考にスライド・資料などの充実を図るように
努力した．また，BSL の学生達からは，2 週間の実習期間を希望する声が多く伝えられた．
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＜卒後教育＞
　構成員の絶対的な人数不足から指導医や上級医が日常業務に追われている面があり，季節によっては研修医たちの
指導に十分な時間をかけることが出来ない時期もあったが，概ね上級医たちと研修医たちの関係は良好で，実臨床で
の診察，考察，検査，治療計画などを指導することが出来た．資格を満たすシニアレジデント達は，内科学会認定内
科医やリウマチ学会専門医を取得することが出来た．
＜大学院教育＞
　指導教官の指導の下，2 年生以上の大学院生たちは集中して研究を行い，自ら考案することにも慣れてきた．研究
結果が期待したものではない場合に行き詰まりを感じている者もいたが，コミュニケーションを密にすることで回復
を図った．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞
　4 年生：単に記憶するだけではなく，より病態生理を深く考えるような講義を行う様努力したが，更に学生にその
意義を理解させる工夫を継続する．定期試験においても筆記試験を継続し，思考力，大局的に物事を考察してまとめ
る力を涵養するように努める．
　BSL：本年度も教授回診では各患者の診察に時間をかけ，医療面接の重要性を示すと共に，同行する学生が特徴的
な所見を積極的に確認出来るようにした．学生には病態生理を考えるという習慣が不足しており，引き続き意識改革
を進める．
　5 年生特別演習において実践的な症例検討とクリッカーでの解答で興味深く授業を進めることが出来た．
　CC：BSL の学びを活かして，より臨床医に近い学習が行えるように努力した．学生達は熱心に学んでいた．とか
く試験目的の知識修得のみに偏らないように指導した．
　6 年生：知識のまとめ，弱点の認識が出来るような講義を引き続き行った．演習的な要素も含んで講義内容の改善
に努めた．
＜卒後教育＞
　臨床的な考察がより深く出来るように更なる指導を行っていく．より多くの研修医たちがローテートを希望するよ
うに指導体制を整えたい．
＜大学院教育＞
　一般大学院生は，病棟業務は免除として当直のみの臨床義務を継続している．そのために，その他の病棟医達の負
担が増しているがそれぞれの役割で頑張っている．最終学年の大学院生たちは学位を取得すべく研究のまとめを行っ
た．それ以外の一般大学院生は引き続き研究に没頭することが出来た．今後も大学院生に応じてよりきめの細かい対
応を継続する．

3．研究
3-1．目的・目標
　当科の研究における大きな目標は，リウマチ膠原病，アレルギー，臨床免疫，基礎免疫の領域において，臨床での
問題意識を研究面に展開し，基礎と臨床の融合を目指すことである．この大きな目標を達成する為に，具体的には以
下のプロジェクトが進んでいる．
　1. 全身性エリテマトーデス患者の新規バイオマーカー同定について検討
　2. T 細胞，特に Th17 細胞に関した基礎的検討
　3. 生物学的製剤を用いた RA 治療に関した臨床的検討
　4. 関節リウマチにおける炎症と動脈硬化についての臨床的検討
　5. 関節リウマチ患者由来滑膜細胞におけるエピジェネティクス異常の解析
　6. 腎障害患者におけるポドサイト傷害の関与に関する研究
　7．末梢血Ｔ細胞サイトカイン産生能と関節リウマチの病態に関する検討
　8. 新規破骨細胞様細胞の同定と臨床的意議に関する研究
　9. 膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス異常の解析
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化
舟久保：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化
舟久保：関節リウマチにおける血清 Pentraxin-3 測定の臨床的意義についての検討
佐藤：Th17 分化メカニズムの研究
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佐藤：破骨細胞分化誘導に関する基礎研究
佐藤：臨床検体を用いた Th 応答の解析
梶山：糸球体疾患とポドサイト障害の解析
荒木，三村：関節リウマチにおけるエピジェネティクス（ヒストン修飾を中心に）
横田：破骨細胞分化と関節リウマチの病態に関する検討
相崎，三村：膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス
3-3．研究内容と達成度
　豊富な患者リソースを用いて臨床的および基礎的検討を行うことができた．それらを基にしていくつかの論文報告
が出来た．欧州リウマチ学会，アメリカリウマチ学会，日本リウマチ学会，日本臨床免疫学会などで発表をおこなった．
3-4．自己評価と次年度計画
　今年度もマンパワーの少なさで，スタッフは研究に当てる時間が少ない．その中で，各自の頑張りによって論文報
告が可能となった．また，ゲノム医学研究センターにおけるプロジェクト研究は黒川理樹教授のご協力により順調に
進んでいたが，大学の方針変更により今年度で終了となった．研究のペースが遅ちないように今後の研究スペースに
関して検討している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　地域連携の重要性を認識し，病診連携の会を行い，地域医療の活性化を目指した．外来患者数および紹介率が上昇
した．高度で難治性の病態を有するより多くの患者が紹介されて受診するようになった．総合的に質の高い医療を目
指す必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1. 三村俊英：埼玉県難病対策協議会委員
2. 三村俊英：埼玉県難病審査委員会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　三村俊英：編集委員；Modern Rheumatology, 査読；Modern Rheumatology, 
　J. Rheumatology, Internal Medicine
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

1. 三村俊英：日本内科学会総務委員会委員
2. 三村俊英：日本リウマチ学会教育施設認定委員
3. 三村俊英：埼玉県難病指定医教育研修講演会講師
4. 三村俊英：第 115 回日本内科学会総会・講演会　ポスターセッション座長　「アレルギー・膠原病②」　京都市

勧業館　2018.4.14
5. 舟久保ゆう：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　ワークショップ W5　関節リウマチの関節外病変　座

長　東京国際フォーラム　2018.4.26　
6. 佐藤浩二郎：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　ワークショップ W13　多発性筋炎・皮膚筋炎 2　座

長　東京国際フォーラム　2018.4.26　
7. 三村俊英：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　教育研修講演 EL10　膠原病関連の腎病変－腎病理の基

本と最近の知見－　座長　東京国際フォーラム　2018.4.27
8. 三村俊英：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　ランチョンセミナー LS19　 TNF 阻害薬の実力－ RA の

病態を考慮した関節破壊抑制と新たな治療オプション－　座長　東京国際フォーラム　2018.4.27
9.Kojiro Sato：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　International Concurrent Workshop　ICW12　Bone　

Chair　東京国際フォーラム　2018.4.27
10. 三村俊英：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　教育研修講演 EL26　シェーグレン症候群の診断と治療

の最前線 :2018 Up Date ～診療ガイドラインを踏まえたベストプラクティスを考える～　座長　東京国際フォー
ラム　2018.4.28

11. 秋山雄次：第 62 回日本リウマチ学会総会・学術集会　ワークショップ W81　IgG4 関連疾患　座長　東京国
際フォーラム　2018.4.28

12. 佐藤浩二郎：乾癬性関節炎合同勉強会　「サイトカインネットワークからみた乾癬性関節炎」　獨協医科大学　
2018.5.24
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13. 舟久保ゆう：第 5 回女性医師　Seminar 「高齢関節リウマチの治療と管理～これからの高齢化社会を見据えて」
庭のホテル　2018.5.25

14. 三村俊英：第 6 回毛呂山薬薬連携研修会　「関節リウマチ・膠原病の診断と治療について」ウィズもろやま毛
呂山町福祉会館　2018.5.28

15. 矢澤宏晃：Rheumatology Conference 2018　「ヒト滑膜線維芽細胞による破骨細胞分化誘導能の解析」　べル
サール八重洲　2018.6.2

16. 佐藤浩二郎：第 1 回乾癬性関節炎の診療科連携を考える会　「乾癬性関節炎とサイトカインネットワーク」　聖
マリアンナ医科大学　2018.6.5

17. 舟久保ゆう：Enbrel Young Expert Seminar 「関節リウマチの積極的治療と妊娠の両立」シェラトン都ホテル東
京　2018.6.30

18. 舟久保ゆう：RA Seminar in OKAYAMA 2018　「高齢関節リウマチの治療と管理－これからの高齢化社会を見
据えて－」アークホテル岡山　2018.7.4

19. 梶山　浩：坂鶴 RA 治療を考える会　「当院における関節リウマチの現状と課題」　坂戸グランドホテル WIN　
2018.7.12

20. 横田和浩：関節リウマチ治療における薬物療法と今後の課題　講師　ウエスタ川越　2108.7.20
21. 佐藤浩二郎：SpA Academiy 2018-Part2- 「Pathogenesis of PsA, from the standpoint of cytokine network」　ス

テーションコンファレンス東京　2018.7.21
22. 吉田佳弘：RVT　肺動脈性肺高血圧症　社内勉強会プログラム　「膠原病性 PAH の病態・診断・治療」　ファイ

ザー埼玉営業所　2018.8.22
23. 梶山　浩：臨床セミナー　講師　アステラス製薬埼玉支店　2018.8.22
24. 三村俊英：リウマチワークショップ IN くまがや　「関節リウマチにおけるチーム医療の重要性」ホテルガーデ

ンパレス　2018.9.2
25. 横田和浩：埼玉 TSS　Seminar ～スコアリングの実態～　「RA における最新の診断と治療」エーザイ株式会社

大宮コミュニケーションオフィス　2018.9.8
26. 和田　琢：熊谷リウマチセミナー　「関節リウマチ診療の正しい考え方と医療連携の重要性～基礎知識から最

新医療まで～」ホテルガーデンパレス　2018.10.11
27. 梶山　浩：社内レクチャー　「全身性エリテマトーデスと腎障害 - 診断と治療 -」サノフィ株式会社川越事業所

　2018.10.18
28. 舟久保ゆう：上尾地区リウマチ研究会　「高齢関節リウマチの治療とマネジメント」東武バンケットホール上

尾　2018.11.2
29. 三村俊英：北陸 JIA･AOSD セミナー 「成人スティル病の最新の話題」TKP 金沢カンファレンスセンター　

2018.11.17
30. 和田　琢：膠原病と肺循環疾患の連携を考える - セレキシパグ　使用経験を交えて　「大腸癌手術時にエポプロ

ステノールを導入し，術後にセレキシパグへスイッチした重症肺動脈性肺高血圧症合併全身硬化症の一例」　ラ・
ボア・ラクテ　2018.11.28

31. 三村俊英：第 4 回ねぎ・リウマチカンファレンス　「関節リウマチの最新薬物治療～高齢者医療を中心として」
埼玉グランドホテル深谷　2018.11.29

32. 松田真弓：第 2 回 Uveitis Forum ～失明させないための治療戦略・診療連携を考える～　「悪性関節リウマチ疑
い　ぶどう膜炎合併症例」埼玉医科大学　丸木記念館　2018.11.30

33. 横田和浩：第 10 回彩の国骨フォーラム世話人会　「関節リウマチと骨破壊」　丸木記念館　2018.12.7
34. 三村俊英：第 29 回日本リウマチ学会　関東支部学術集会　スイーツセミナー 4　座長赤坂インターシティコ

ンファレンス　2018.12.8
35. 舟久保ゆう：第 29 回日本リウマチ学会　関東支部学術集会　SLE　座長　赤坂インターシティコンファレン

ス　2018.12.8
36. 梶山　浩：Lupus Erythematosus Expert Meeting　「SLE にどのように HCQ を投与するか」　初台オペラシティ

　2018.12.15
37. 三村俊英：第 4 回郡山自己免疫セミナー～ still 病～　太田西ノ内病院　2019.1.24
38. 和田　琢：第 34 回埼玉膠原病肺研究会　「大腸癌手術時にエポプロステノールを一時的に導入し　術後に内服

薬にスイッチし得た重症肺動脈性肺高血圧症合併全身性硬化症の一例」　坂戸グランドホテル WIN　2019.2.13
39. 舟久保ゆう：リウマチ WEB セミナー　「高齢関節リウマチ患者の治療戦略とチーム医療の重要性」　小野薬品
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工業株式会社　東京本社　2019.2.20
40. 和田　琢：羽生市薬剤師会　「関節リウマチ治療薬の使い分けと注意点」羽生市民プラザ　2019.2.26
41. 三村俊英：難病講演会　「全身エリテマトーデス～病気の理解と上手に付き合うポイント～」坂戸保健所　

2019.3.4
42. 梶山　浩：埼北リウマチセミナー　「関節リウマチと腎障害」行田総合病院　2019.3.8
43. 三村俊英：第 4 回難病フォーラム　「成人発症スチル病の診断と治療」　川越東武ホテル　2019.3.13
44. 和田　琢：オレンシアエリア WEB セミナー「地域特性を踏まえた高齢者関節リウマチの治療戦略」　ラ・ボア・

ラクテ川越　2019.3.14

6．業績　　　
6-1．論文・学会発表　　

① Willis WL, Wang L, Wada TT, Gardner M, Abdouni O, Hampton J, Valiente G, Young N, Ardoin S, Agarwal S, 
Freitas MA, Wu LC, Jarjour WN.

　The proinflammatory protein HMGB1 is a substrate of transglutaminase-2 and forms high-molecular weight 
complexes with autoantigens.

　J Biol Chem.2018 Apr 4. pii: jbc.RA117.001078. doi: 10.1074/jbc.RA117.001078. [Epub ahead of print]
② Toshihide Mimura, Yuya Kondo, Akihide Ohta, Masahiro Iwamoto, Akiko Ota, Nami Okamoto, Yasushi 

Kawaguchi, Hajime Kono, Yoshinari Takasaki, Shuji Takei, Norihiro Nishimoto, Manabu Fujimoto, Yu Funakubo 
Asanuma, Akio Mimori, Naoko Okiyama, Shunta Kaneko, Hiroyuki Takahashi, Masahiro Yokosawa & Takayuki 
Sumida． 

　Evidence-based clinical practice guideline for adult Still’ s disease.
　Modern Rheumatology． 2018 Apr 13:1-53. doi: 10.1080/14397595.2018.1465633. [Epub ahead of print]
③Kitagawa A, Tsuboi N, Yokoe Y, Katsuno T, Ikeuchi H, Kajiyama H, Endo N, Sawa Y, Suwa J, Sugiyama Y, Hachiya A, 

Mimura T, Hiromura K, Maruyama S.
　Urinary levels of the leukocyte surface molecule CD11b associate with glomerular inflammation in lupus 

nephritis.
　Kidney Int. 2019 Mar;95（3）:680-692. doi: 10.1016/j.kint.2018.10.025. Epub 2019 Jan 31.
④ Araki Y, Mimura T. Chapter 12: Epigenetic Basis of Autoimmune Disorders in Humans. Epigenetics in Human 

Disease, 2nd edition. Elsevier. p353-386. 18 May 2018.
⑤三村俊英：成人 Still 病の診断と治療．教育講演　第 115 回日本内科学会総会・講演会　京都市勧業館　2018

年 4 月 14 日
⑥ Kazuhiro Yokota, Shinya Tanaka, Kojiro Sato, Yoshimi Aizaki, Hiromi Oda, Toshihide Mimura,” Presence of 

RANK¯Osteoclast-like Cells in the Bone of Patients with Rheumatoid Arthritis” 第 62 回日本リウマチ学会総会・
学術集会　東京国際フォーラム　2018 年 4 月 28 日

⑦ Mayumi Matsuda, Yu Funakubo Asanuma, Yoshinobu Nakao, Hiroaki Yazawa, Takuma Tsuzuki Wada, 
Noritsune Kouzu and Toshihide Mimura, "The Comparative Observational Study about Efficacy, Safety and 
Adherence between Tocilizumab and Infliximab in Patients with Rheumatoid Arthritis" 2018 ACR/ARHP Annual 
Meeting,October 21, 2018（Chicago, USA）

⑧ Kojiro Sato, Yoshimi Aizaki, Hiroaki Yazawa and Toshihide Mimura, "In the Presence of IL-18, IL-10 but Not 
IL-6 Induces IFN- γ Production and the Surface Expression of TRAIL on NK Cells" 2018 ACR/ARHP Annual 
Meeting,October 22, 2018（Chicago, USA）

⑨ Kazuhiro Yokota, Shinya Tanaka, Miyoko Sekikawa, Yoshimi Aizaki, Kojiro Sato, Hiromi Oda and Toshihide 
Mimura, "Detection of Precursors of RANK- Osteoclast-like Cells （Olcs） in Peripheral Blood and Olcs in Bone 
Tissue from Rheumatoid Arthritis Patients" 2018 ACR/ARHP Annual Meeting,October 22, 2018（Chicago, USA）

⑩ Takuma Tsuzuki Wada, Yu Funakubo Asanuma, Mayumi Matsuda, Hiroaki Yazawa, Yoshinobu Nakao, Noritsune 
Kozu and Toshihide Mimura, "The Efficacy, Safety and Adherence of Biologicbiological Disease-Modifying Anti 
Rheumatic Drugs, Infliximab, Tocilizumab and Abatacept, in Elderly Patients with Rheumatoid Arthritis" 2018 
ACR/ARHP Annual Meeting,October 22, 2018（Chicago, USA）

【総数：論文 3 件，学会発表 24 件，著書 49 件，講演 76 件】
6-2．獲得研究費
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1. 厚生労働省科学研究費補助金：
三村俊英（研究分担者）：
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）
自己免疫疾患に関する調査研究
500,000 円 

2. 日本医療研究開発機構委託業務（AMED）：
三村俊英（研究分担者）： 
免疫アレルギー疾患等実用化研究事業
遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別化と個別化医療基盤の確立
310,000 円（直接経費） 

3. 文部科学省科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）三村俊英（代表）

「成人スティル病末梢血のエピゲノム異常の検討と病態解明」
500,000 円（直接経費）, 150,000（間接経費）

（平成 28 年度から 3 年間：3 年目）
4. 文部科学省科科学研究費補助金

基盤研究（Ｃ）佐藤浩二郎（代表）
「破骨細胞分化における転写因子 Nfatc1 アイソフォームの機能解析」
1,400,000 円（直接経費）, 420,000 円（間接経費）

（平成 30 年度から 3 年間：1 年目）
5. 文部科学省科学研究費補助金

基盤研究（Ｃ）荒木靖人（代表）
「関節リウマチ滑膜細胞におけるクロマチンの立体的構造に基づく転写制御異常機構
の解明」700,000 円（直接経費）, 210,000（間接経費）

（平成 28 年度から 3 年間：3 年目）文部科学省科科学研究費補助金
6.2018 年　若手研究者育成研究費

横田和浩
「関節リウマチ患者骨組織における新規破骨細胞様細胞の同定」
800,000 円

7. 2018 年　若手研究者育成研究費
和田　琢

「リウマチ性疾患におけるエクソソーム内在マイクロ RNA の解析」
700,000 円　 

8. 2018 年　若手研究者育成研究費
丸山　崇 

「CRP の発現制御機構の解明」
480,000 円 

9. 2018 年　若手研究者育成研究費
松田真弓

「高齢発症関節リウマチ患者におけるサイトカインプロファイルの解析と治療戦略の
検討」
 640,000 円

10. 2018 年　若手研究者育成研究費
相崎良美

「ベーチェット病および成人スティル病患者の末梢血白血球におけるヒストン修飾と機能解析」
650,000 円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1. 第 11 回　埼玉 Biologics 研究会　世話人・幹事：三村俊英
2. 第 59 回　関東リウマチ研究会　当番幹事：三村俊英
3. 第 71 回　埼玉リウマチ研究会　事務局：三村俊英
4. 第 33 回埼玉膠原病肺研究会　世話人会　代表世話人：三村俊英
5. 第 33 回埼玉膠原病肺研究会　世話人会　世話人：佐藤浩二郎
6. 第 33 回埼玉膠原病肺研究会　世話人会　世話人：横田和浩
7. 第 17 回北関東 Biologics Forum・世話人会　世話人：三村俊英
8. 第 9 回埼玉抗 IL-6 療法研究会　代表世話人：三村俊英
9. 第 12 回埼玉リウマチ・膠原病フォーラム　代表世話人：三村俊英

7．自己点検・評価
　学部：学部教育に関しては，引き続き 4 年生の試験問題では記述して解答できる力を育てるように記述問題を増
やしている．BSL でクルズス，ディスカッションを増やし，病態生理を深く考察できるように指導した．CC におい
ては，より深く一人の患者を診療出来る様にした．研究に関しては，十分なマンパワーを割くことが出来ずにいたが，
今後十分な成果が現れるように臨床と基礎的研究の融合を目指していく．基礎的研究のさらなる深化を目指す．その
点では，ゲノム医学研究センターにおけるプロジェクト研究が終了するのは残念である．
　大学院：大学院において研究マインドを持った臨床医を育てるべく，指導を行ってきた．今後もより多くの当科医
師に研究マインドが育つように指導を行っていく．基本は 2 年目から一般大学院生として研究に専念する環境を作
るが，社会人大学院生としても研究が行えるような支援体制も確立していく予定である．全体的には，85 点程度に
は該当すると考える．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．9）腎臓内科

1．構成員
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：総合診療内科兼担：教授 , 診療部長：代表指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：
　　　　　　　　　　　　　　博士
井上　勉（INOUE, Tsutomu）：国際医療センター臓器移植センター兼担：准教授 , 副診療部長 , 外来医長：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　学院）：腎臓病学，透析療法：博士
友利浩司（TOMORI, Koji）：講師：大学院教員：腎臓病学，透析療法：博士
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）：国際医療センター血液浄化部兼担 : 講師：指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
井上秀二（INOUE, Shuji）：：講師：大学院教員：腎臓病学，透析療法：博士
小野　淳（ONO, Atsushi）: 助教 : 腎臓病学，透析療法
瀬戸　建（SETO, Takeru）: 助教 , 病棟医長 : 腎臓病学，透析療法
伊藤悠人（ITO, Yuto） : 助教 : 腎臓病学，透析療法
佐々木正道（SASAKI, Masamichi）：助教 : 腎臓病学，透析療法
田村郁恵（TAMURA, Ikue）：助教 : 腎臓病学，透析療法
深谷大地（FUKAYA, Daichi）：助教 : 腎臓病学，透析療法
川﨑大記（KAWASAKI, Daiki）：助教 : 腎臓病学，透析療法
萩原龍太（HAGIHARA, Ryuta）：助教 : 腎臓病学，透析療法
横田順奈（YOKOTA, Junna）：助教 : 腎臓病学，透析療法
小山紗耶佳（KOYAMA, Sayaka）：助教 : 腎臓病学，透析療法
樽澤太一（Tarusawa, Taichi）：助教 : 腎臓病学，透析療法
大野洋一（OHNO, Yoichi）：地域医学医療センター兼担：准教授：腎臓病学，高血圧：博士
＜大学院生＞
　天野博明（AMANO, Hiroaki） : 助教 : 腎臓病学，透析療法
　杉山　圭（SUGIYAMA, Kei）: 助教 : 腎臓病学，透析療法
＜出向中＞
　近藤立雄（KONDO, Tatsuo）：助教 : 腎臓病学，透析療法
＜客員教授＞
　菅原壮一
＜客員講師＞
　高根裕史
＜非常勤講師＞
　青木宏明，小林竜也 , 小島智亜里 , 中村元信

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
①卒前教育：
　学生の到達目標としては , カンファレンス時に的確なプレゼンテーションが出来ることを目標にしている．そのた
め①正確で必要十分な病歴の聴取ができること②網羅的かつ目的をもった身体診察が行えること③十分な医学知識を
背景にした理論的な推論ができることが必要であるとの考えから，講義およびベッドサイドでの教育を行っている．
②卒後教育：
1）Total Nephrology の確立 -Total nephrology とは , 腎疾患のリスク管理から専門的治療 , そして末期腎不全に

到達した後の腎代替療法 , さらに患者の全人的ケアまでを含む包括的な腎臓病学という意味である．この Total 
nephrology を実践するためには , Generalist かつ Specialist となる必要がある．当教室は , 連携する埼玉医科大学
病院群に様々な分野の専門家・指導医が揃っており , また埼玉西部地域の基幹病院として多彩な症例を経験できる
ことから , Total Nephrology を率先する腎臓専門医を育てる研修環境としてたいへん恵まれた環境にある．なお，
当科では臨床における最低限の目標として , 入局した医局員全員に①総合内科専門医 , ②腎臓内科専門医 , ③透析
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学会専門医の資格を取得させている．
2）Evidence based medicine（EBM）と Narrative-based medicine の両立 - 昨今，医療現場において EBM の実践が

求められている．しかし , 当教室では , 単にガイドラインに沿って” 標準治療” を実践する医師ではなく , patient-
oriented な総合的臨床能力を有し , 増え続ける disease-oriented な医学情報を適切に取り込み , 自分の担当患者に
責任感を持ってトータルケアを実践できる医師を育成することを目標としている．

3）Specialty の確立 -Total Nephrology を実践に加えて , 自分の興味をもった分野については , 「一芸に秀でる」べく , 
主体性と自己学習能力をもって研鑽していくことが望まれる．このような医師を本教室から輩出していきたいと考
えている．
2-2．教育内容
①卒前教育：

腎臓内科学講座で行の卒前教育は , 医師が腎臓学を学ぶ意義について , 岡田教授の総論的な講義から開始される．3, 
4 年生では腎臓学全般の講義を行う．「生体で腎臓の果たしている役割を理解する」事を目標として最高学府として
の大学らしい「腎臓学」の講義行われる．

5 年生では BSL（Bed Side Learning）として , 患者に直に接した 1 週間の病棟実習を行っている．病棟では指導医
とともに患者の診療を行い , 日本内科学会認定用サマリーの形式を踏襲した症例のレポートを作成する．また各重要
分野に対して 1 時間程度のレクチャーを行っている．

6 年生では再度腎臓疾患全般についての系統講義を行っている．各スタッフは医師国家試験の既出問題を十分に分
析し , 最近の動向を踏まえて今後の問題を予測した上で , 国家試験対策としての講義および実臨床で必要な知識を効
率よく指導している．
②卒後教育：

当科での卒後教育は総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶことになる．また , 維持透析患者をはじめとした
病診連携も当科の診療には欠かせないため , 地域医療機関や在宅医療スタッフ , 公的支援システムなどとの連携やコ
メディカルとの共同作業も重要な教育項目となる．

当科では週 5 日 , 教授以下全教室員で入院患者カンファレンスおよび回診を行っており , さらに週 1 回 , 透析カン
ファレンスとして , 医療スタッフを交えて , 入院中の透析患者および当院維持透析中の患者カンファレンスを行って
いる．また , 腎生検カンファレンス , 抄読会 , レジデントセミナー , 腎臓・膠原病合同カンファレンスなどを定期的に
開催している．また , 当科では臨床診療能力を身につけるのと同時に , 臨床研究能力を身につける事も重要と考えて
おり , 研修医に対して最低一例の症例報告を義務づけ , 積極的に学会へ参加するよう指導している．
③大学院教育

当科は大学院教育を重視する．「科学的思考を身につけること」が大学院教育の目的であり，臨床医にも必須の素
養である．研究課題の選択や問題解決の為の研究手段について，大学院生の自主性を重んじ，指導教官と共に試行錯
誤する．臨床系大学院で問題となる「身分は院生だが仕事内容は臨床のレジデントと同じ」という状況を避け，必ず
研究に専念する期間を設ける．腎臓専門医への素養を身に付けるために，腎臓病学，腎病理学，血液浄化法について，
背景にある学術的理論から最新の知見におよぶ高度な専門知識の教育を行う．卒業時の具体的な目標は，①英語で原
著を作成し国際誌に受理されるまでの過程を自力で遂行できること，②国内外の雑誌のすべての記事を理解できるこ
と，③国内外の学会のすべての演題の座長が務められること，以上とする．
2-3．達成度
　卒前，卒後教育ともに 90％程度は達成できていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育：
　学生のアンケート調査結果を常に意識して , クルズスの内容 , 時間割 , 系統講義の内容 , 講義資料を毎年見直して改
善している．臨床実習は改変によりベッドサイド，クルズス時間等がバランス良く配置され本年は学生から好評が得
られた．
②卒後教育：
　これまでのベットサイドでの on the job training に加えて , レジデント向けの教育的カンファレンスを充実させた．
そのため当科での臨床研修は , 研修医から高く評価されており , 毎年 , 当科の医局員が院内の優秀指導医として表彰
されている．また , 医局員に対しては , 日本内科学会認定内科医資格 , 同総合内科専門医資格 , 日本腎臓学会認定専門
医資格 , 日本透析学会認定専門医資格の認定試験の受験を推奨しており , 毎年合格者を出している．臨床研究指導に
ついては症例報告の他 , 研究室のテーマにのっとり各人に対して長期的な課題が与えられ , 各自が取り組んでいる．
研究内容の中間報各も兼ね , 本年度も日本腎臓学会 , 日本透析医学会などで多数の発表を行った．最終的には英語論
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文を作成し , これをもとに博士号を取得するよう指導が行われている．

3．研究　
3-1．目的・目標
　腎疾患の臨床における疑問点・問題点の検証と解決こそが当科の研究目的であると考え，テーマは常に臨床応用を
最終目標とする．研究費は公的資金であり，すべての成果を社会に還元する必要があるので，学会・論文発表は積極
的に行う．現在進行中の研究テーマは多数あるが，重点領域は①高齢者慢性腎臓病（CKD），②血管炎症候群と難治
性ネフローゼ症候群に対する生物製剤を用いた治療，③ CCN2 に注目した慢性腎臓病，急性腎障害の治療法に関す
る基礎的検討，④機能的核磁気共鳴画像（fMRI）をもちいた慢性腎臓病の評価，以上の 4 つである．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　4 つの主要課題については，卒後 10 年目前後の助教と大学院生が各プロジェクトリーダーを務めている（高齢者
CKD：小野，生物製剤：瀨戸，CCN2：天野，fMRI：杉山）．既に数年以上の研究期間を経ており，適宜，成果を発
表している．その他，単年度の研究テーマを複数設定し，学会・論文発表を目標に各医局員が取り組んでいる．
3-3．研究内容と達成度
① 高齢者 CKD
　高齢者医療が益々重要になることは CKD 領域でも他と同様である．非高齢者を対象に体系づけられた evidence を
重視した治療選択は，本人の QOL や医療経済を勘案した際，必ずしも最良とは言えない．本研究テーマの目的は，
高齢者にとって真に必要な医療を提供するための基礎資料を作成することである．複数医療機関で連携した前向き研
究の実施を予定しているが，その為の準備として当施設で後ろ向きの観察研究を開始した．昨年度の研究内容をさら
に発展させ，透析導入に至るまでの 1-2 年間におけるアルブミンの変動係数が，導入後の生命予後に関連することを
明らかにした．

・小野　淳 , 他 . 血液透析を導入した 75 歳以上の高齢者の生命予後と導入前の血清アルブミン変動の検討 . 日本腎
臓学会誌 60 巻 3 号 P427（会議録 2018.04）.

②　血管炎症候群と難治性ネフローゼ症候群に対する生物製剤を用いた治療
　ネフローゼ症候群や血管炎症候群に短期的な効果が確認されている抗体製剤について，長期的な安全性および有効
性の検証を行うことが目的である．長期，中等量以上のステロイド投与が継続されており，生物製剤の導入が患者に
とって有益であると考えられる症例を対象としている．前向き観察研究として開始した本研究の登録期間が終了し，
論文作成を開始した．
③ CCN2 に注目した慢性腎臓病，急性腎障害の治療法に関する基礎的検討
　遺伝子改変マウスを用いて，これまで不明とされていた CCN2 の細胞内経路（受容体から細胞内シグナル伝達経
路を経て転写因子に至るカスケード）の全容を明らかにした．ヒト培養細胞株を用いた同経路の再検証と，治療応用
を目指した小分子化合物による阻害実験を開始した．本研究成果は全国規模の基礎研究報告会で優秀演題賞を受賞し
た．

・Amano, Hiroaki, et.al., CCN2 Module-IV Promotes Renal Fibrosis Through Activation of the FAK Pathway in the 
Tubular Epithelium. Annual Meeting of American Society of Nephrology 2018（会議録）

・天野博明，他．初代皮膚線維芽細胞における CCN2 module-IV の作用機序について．日本腎臓学会誌 60 巻 3 号 
P464（会議録 2018.04）

④ fMRI をもちいた慢性腎臓病の評価
　放射線科，保健医療学部臨床工学科との共同研究で，機能的核磁気共鳴画像（fMRI）を用いた，非侵襲的な腎評
価法を研究している．患者さんの経済的・身体的負担を増やすこと無く，既存の MRI から最大限の情報を得て，実
臨床に役立てることが本研究の目的である．本研究成果は日本腎臓学会総会の優秀演題賞を受賞，その後，原著論文
とした．

・Sugiyama K, et al., Reduced oxygenation but not fibrosis defined by functional magnetic resonance imaging 
predicts the long-term progression of chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2018 Nov 12.（英文原著 
Epub ahead of print）

・Sugiyama, Kei, et.al., Functional MRI Defined-Renal Cortex Hypoxia Is a Proteinuria-Independent Predictor for 
Progression of CKD. Annual Meeting of American Society of Nephrology 2018（会議録）

・杉山　圭，他．腎皮質の低酸素状態は慢性腎臓病を進行させる．日本腎臓学会誌 60 巻 3 号 P338（会議録 
2018.04）

・井上　勉 , 他．Magnetic Resonance Imaging を用いた腎機能の評価．日本透析医学会雑誌 51 巻 Suppl.1 P320（会
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議録 2018.05）
・杉山　圭，他．腎線維化の画像診断の可能性．腎臓内科・泌尿器科 7 巻 4 号 P419-423（総説 2018.04）

⑤単年度の研究課題：
・Amano，Hiroaki, et al., Regional prescription surveillance of phosphate binders in the western Saitama area: 

the substantial role of ferric citrate hydrate in improving serum phosphorus levels and erythropoiesis. Clin Exp 
Nephrol. 2019 Jun;23（6）:841-851.（英文原著）

　埼玉北西部の全透析施設を対象にしたリン吸着薬の使用に関する大規模調査．実臨床における併用薬剤の実態を
明らかにした貴重な報告として各方面で引用されている．

・Sueyoshi, Keita, et al., Predictors of long-term prognosis in acute kidney injury survivors who require continuous 
renal replacement therapy after cardiovascular surgery. PLoS One. 2019 Jan 31;14（1）:e0211429.（英文原著）

　術後血液浄化法を必要とした急性腎障害症例の長期予後調査．高齢者や術前に中等度以上の腎機能低下がある場
合，生命・腎機能予後が不良となることを競合リスクに配慮した精密な統計学的手法で明らかにした．

・近藤　立雄 , 他．薬物中毒に対する血液浄化療法．中毒研究 31 巻 3 号 P276-280（総説 2018.09）
　当院中毒センターとの診療連携での経験も踏まえ，同領域の主要機関誌に総説を発表した．
その他，症例報告は多数．単年度目標は概ねすべて達成している．複数年度に及ぶ研究も，ほぼ計画通りに進んで

いる．
3-4．自己評価と次年度計画
　開始後 3-5 年を経過した主要 4 テーマについて，今年度も一定の進捗を認めた．単年度の研究も複数を完遂し，
主要学会で報告できた．今年度の目標は達成されたと自己評価している．来年度も主要 4 テーマを進めるとともに
複数の短期的研究課題を掲げ，学会・論文での発表を継続する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　埼玉西部地区での腎疾患・透析診療の拠点施設として , 断らない診療を原則とし , あらゆる腎疾患患者の診療を行っ
た．患者数は例年並みであったが , 多くの重症患者を受け入れ，質の高い医療を提供できたと考えている．今後も地
域のニーズに応えられるよう精進したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県身体障害者福祉法指定医師
日本医療安全調査機構　埼玉県個別調査部会専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本腎臓学会：Clin Exp Nephrol ＆ CEN Case Report Associate Editor，日腎会誌　編集委員 , 日本透析医学会：日
透医会誌 編集委員 , 日本医師会：学術企画委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本腎臓学会　学術委員会 CKD 診療ガイドライン 2018 改訂委員会委員長
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業　慢性腎臓病 CKD の診療体制構築と普及・啓発による医療の向上に関する

研究　研究分担者
厚生労働省難治性疾患政策研究事業　難治性腎疾患に関する調査研究　研究分担者
厚生労働省循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業　今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための

研究　研究分担者
厚生労働省政策科学総合研究事業　臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業　腎臓病データベースの拡

充・連携強化と包括的データベースの構築　研究分担者
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　腎疾患実用化研究事業　診療連携・国際連携をも視野にいれた，生活習

慣病，CKD の診療の質向上に直結する多施設長期コホート研究　研究分担者
国立研究開発法人日本医療研究開発機構　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業・腎疾患実用化研

究事業　ICT を活用した Diabetic Kidney Disease の成員分類と糖尿病腎症重症化抑制法の構築　研究分担者

6．業績	
6-1．論文・学会発表

論文 



387

腎臓内科

① Amano H, Ohno Y, Inoue T, Tomori K, Ohama K, Okada H. Regional prescription surveillance of phosphate
binders in the western Saitama area: the substantial role of ferric citrate hydrate in improving serum phosphorus
levels and erythropoiesis. Clin Exp Nephrol. 2019;23（6）:841-851.

② Sueyoshi K, Watanabe Y, Inoue T, Ohno Y, Nakajima H, Okada H. Predictors of long-term prognosis in acute
kidney injury survivors who require continuous renal replacement therapy after cardiovascular surgery. PLoS
One. 2019;14（1）:e0211429.

③ Sugiyama K, Inoue T, Kozawa E, Ishikawa M, Shimada A, Kobayashi N, Tanaka J, Okada H. Reduced oxygenation
but not fibrosis defined by functional magnetic resonance imaging predicts the long-term progression of chronic
kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2018 Nov 12. doi: 10.1093/ndt/gfy324.

④ Okada H; Research Team for a Grant-in-Aid for Research on Advanced Chronic Kidney Disease （REACH-J）;
Practical Research Project for Renal Diseases from Japan Agency for Medical Research and Development, AMED.
Essentials from clinical practice guidelines for CKD stage G3b-5 2017. Clin Exp Nephrol. 2018 Apr;22（2）:245-
248.

⑤ Watanabe Y, Okada H. Effect of Combined Peritoneal Dialysis and Hemodialysis on Health-Related Quality of
Life. Contrib Nephrol. 2018;196:135-140.

⑥ Tomori K, Okada H. Home Hemodialysis: Benefits, Risks, and Barriers. Contrib Nephrol. 2018;196:178-183.
学会発表
⑦小野　淳，友利浩司，井上　勉，岡田　浩一：血液透析を導入した 75 歳以上の高齢者の生命予後と導入前の血

清アルブミン変動の検討 . 第 61 回日本腎臓学会学術集会総会
⑧天野博明 , 井上　勉 , 草野　武 , 岡田浩一：初代皮膚線維芽細胞における CCN2 module-IV の作用機序について .

第 61 回日本腎臓学会学術集会総会
⑨杉山　圭 , 井上　勉 , 小澤栄人 , 石川雅浩 , 小林直樹 , 田中淳司 , 岡田浩一：腎皮質の低酸素状態は慢性腎臓病を

進行させる . 第 61 回日本腎臓学会学術集会総会
【総数　論文 18 件　学会発表　約 100 件】
6-2．獲得研究費

研究課題：CCN2 機能制御による慢性腎臓病の新規治療法の開発
研究種目：基盤研究（C）
研究代表者：井上 勉
研究期間 （年度）2016-04-01 - 2019-03-31
研究課題：急性腎障害後の尿細管細胞を介した慢性腎臓病重症化機序の解明とその抑制療法の開発
研究種目：基盤研究（C）
研究代表者：岡田 浩一
研究期間 （年度）2016-04-01 - 2019-03-31
研究課題：厚生労働科学研究費・厚生労働行政推進調査事業費補助金難治性疾患等政策研究事業「慢性腎臓病
CKD の診療体制構築と普及・啓発による医療の向上
研究代表者：柏原　直樹（学校法人川崎学園　川崎医科大学　医学部）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2018（平成 30 年度） 
研究課題：厚生労働省循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業　今後の糖尿病対策と医療提供体制の整
備のための研究
研究代表者：門脇　孝　（東京大学　医学部付属病院）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2017（平成 29 年度） -2019（平成 31 年度）
研究課題：厚生労働省難治性疾患政策研究事業　難治性腎疾患に関する調査研究
研究代表者：成田 一衛（新潟大学）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2017（平成 29 年度） -2019（平成 31 年度）
研究課題：AMED 事業・ICT を活用した Diabetic Kidney Disease の成因分類と糖尿病腎症重症化抑制法の構築
研究代表者：柏原　直樹（学校法人川崎学園　川崎医科大学　医学部）
研究分担者：岡田　浩一
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研究期間（年度）2017（平成 29 年度） -2019（平成 31 年度）
研究課題：AMED 事業・診療連携・国際連携をも視野にいれた，生活習慣病，CKD の診療の質向上に直結する 多
施設長期コホート研究
研究代表者：山縣 邦弘（筑波大学　医学部）
研究分担者：岡田　浩一
研究期間（年度）2018（平成 30 年度） -2020（令和 2 年度）
6-3．受賞　

杉山　圭　「腎皮質の低酸素状態は慢性腎臓病を進行させる」　第 61 回日本腎臓学会学術集会総会優秀演題賞　
深谷大地　「上腕動脈表在化の創部に陰圧閉鎖療法を行い良好な経過が得られた腹膜透析患者の一例」　第 9 回埼

玉アクセス研究会優秀演題賞
天野博明　「CCN2 module-IV は FAK のリン酸化を介して腎線維化を促進する」第 9 回分子腎臓フォーラム優秀演

題賞
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 4 回 SMU 透析連携施設研究会（特別講演 1：菊池　勘先生 , 特別講演 2：門田智香子先生）

7．自己点検・評価
　卒前教育に関しては , 学生のアンケート調査結果から病棟実習 , レクチャーの内容 , 時間割 , 系統講義の内容 , 講義
資料を毎年見直して改善している．卒後教育では 3 年目までの研修医に対する教育だけではなく , 医局員となってか
らも具体的目標として各種資格試験の受験を掲げることで卒後 10 年目 , あるいはそれ以上に渡る生涯教育にも積極
的に取り組んでいる．研究面では大学院の充実を図り , 積極的に大学院生の教室への所属に力を入れていき基礎研究
も継続していく必要がある．診療面においては引き続き , 近隣の医療機関と連携をはかり地域医療に貢献していく所
存である．
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1．10）感染症科・感染制御科

1．構成員
前崎繁文（MAESAKI, Shigefumi）：教授　運営責任者　診療科長　代表指導教員（大学院）感染症学，感染制御，

　　　　　　　　　　　　　　   呼吸器病学
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）：講師：教育主任　指導教員（大学院）　耐性菌感染症，HIV 感染症，感染制

　　　　　　　　　　　　　　　　御学
樽本憲人（TARUMOTO, Norihito）：講師：感染症学，感染制御，真菌感染症学
酒井　純（SAKAI, Jun）助教：内科学，感染症学

2．教育
［卒前教育］
2-1．目的・目標
　感染症学は各臓器に発症する疾病を対象とするため，全身の諸臓器を縦断的に理解する必要がある．そのため系統
的な感染症学の教育が求められる．さらに感染症学は基礎医学との関わりが大きく，なかでも微生物学および免疫学
の理解が不可欠である．そのため，4 年生における「感染症総論」のユニットでは小児科学と協力し，系統的な感染
症学の教育および評価を行っている．また，院内感染の教育に関しては他の医科大学では実施されていない院内感染
対策の病室実習を 5 年生で行っている．その目的としては実践の医療従事者として現場で仕事をする以前に院内感
染対策の基本的な事項を実習から習得することにあり，院内感染対策の教育としては極めてユニークなものと考える．
2-2．教育内容
　3 年生
　　【ヒトの病気】消化器　1 時間
　4 年生
　　【感染症総論】感染症　18 時間
　5 年生
　　【院内感染対策実習】火曜日（14 時～ 17 時）
　6 年生
　　【内科総論】　8 時間
　　【外科総論】　1 時間
　　【血液】　　　1 時間
2-3．達成度
　4 年生：微生物学，免疫学および小児科学のそれぞれの分担と重複なくより効果的な教育計画を作成した．また，
評価方法についてもそれぞれの分担から偏りなく評価する工夫をした．
　5 年生：診療行為として行っている院内感染対策における病棟ラウンドを実際に学生にも体験させることによって，
現場での院内感染対策を理解し，臨床にすぐ役に立つ実習内容とした．
　6 年生：国家試験に役立つ講義を目指した．
2-4．自己評価と次年度計画
　4 年次に感染症学の総論および各論講義を行った．臨床的な理解がやや不十分である学年であるため，臨床的な内
容に関してはより判りやすい講義を行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目指したが，模擬
試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．次年度もこの方針でやって
いきたい．
［卒後教育］
2-1．目的・目標
　感染症科・感染制御科は，感染症に対する治療を中心とした感染症科と，病院感染に対するインフェクション・コ
ントロールを中心とした感染制御科の双方を標榜している．感染症の専門医として感染性疾患の治療のみならず，感
染制御に関しても的確な判断ができるだけの経験が積めることが可能である．また感染症は広く内科全般に関する知
識が必要であることから，総合内科専門医の取得を推奨し，その後，感染症専門医のための臨床研修を実践する．
2-2．教育内容
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　他の専門内科ローテーションにおいて，感染症入院患者の主治医として，主として入院患者の感染症の診断および
治療の習得を行う．また，中央検査部の微生物検査室にてグラム染色をはじめとする臨床微生物学的な検査手法を習
得するとともに，臨床微生物検査の結果の適切な判断ができることを目標とする．
2-3．達成度
　初期臨床研修医が 12 名研修を修了した．
2-4．自己評価と次年度計画
　初期臨床研修医のさらなる参加のためのプログラムを次年度の目標とし，後期臨床研修医に関しては専門医獲得の
ための症例の集積を図る．
［大学院教育］
2-1．到達目標
　感染症の正確な診断およびその治療ができること，さらに各診療科の各種感染症の診断・治療に関する正確なコン
サルテーションができることを目標とした指導を行います．
2-2．教育内容
　・難治性感染症，耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症の研究
　・感染制御に関する十分な知識を習得し，実際の活動に参加
　・難治性感染症，耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症に対して診断と治療
2-3．達成度
　大学院の実験結果はほぼ終了し，今後は論文作成とする．さらに臨床研究および症例報告も一部論文化し，発表した．
2-4．自己評価と次年度計画
　今年度で現在在籍の大学院生の，学位論文の作成および公表が終了した，さらに新たな大学院生の獲得を図る．

3．研究
3-1．目的・目標
　薬剤耐性緑膿菌，深在性真菌症に関する研究
3-2．研究プロジェクト
　①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
　②深在性真菌症の診断と治療
3-3．研究内容と達成度
①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究

薬剤耐性緑膿菌は院内感染の主要な原因微生物として臨床的に重要な微生物である．しかし，これまで薬剤耐性緑
膿菌の分離頻度が少なく，また十分な疫学的調査も実施されていない．我々の教室では薬剤耐性緑膿菌の基礎的研究
として各種抗菌薬における薬剤感受性成績，各種抗菌薬の併用効果による抗菌活性，薬剤耐性機序の研究を行ってき
た．さらに臨床的な研究として感染疫学，分子生物学的疫学，薬剤耐性緑膿菌感染症患者の治療などを行ってきた．
②深在性真菌症の診断と治療

深在性真菌症は日和見感染症の一つとしてその診断および治療が困難な感染症である．その深在性真菌症の診断と
して新しい血清診断法の臨床的な有用性について血液悪性腫瘍患者を対象に行った．また，近年新たに開発された抗
真菌薬と既存の抗真菌薬の臨床分離真菌に対する薬剤感受性を測定し，比較検討するとともに新規の抗真菌薬の臨床
的有用性を検討した．
3-4．自己評価と次年度計画
　研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている．しかし，1 名の大学院生のもと，より
基礎的な研究成果の期待がされる．そのため，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課
題に取り組む必要がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　感染症科・感染制御科は大学病院の全入院患者を対象として，横断的に感染症の診療にあたる診療科である．その
大きな責務は①院内感染対策によって患者を院内感染から守り，また院内感染の事例は発生した際には速やかにその
蔓延を防ぐための適切な対応を図る．②外来診療において感染症の診断・治療に関する専門的な診療を行うとともに，
他の診療科の感染症の診断・治療に対するコンサルテーションに応じる．③第 1 種感染症指定医療機関として，1 類
感染症の診療に携わる．④埼玉県内の HIV 診療拠点病院の一つとして，HIV 診療の中止的な役割を担うなどがある．
まだ，スタッフは限られているが，わが国において感染症診療を標榜する診療科は極めて限られており，その存在意
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義を考えて研究・診療にあたっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働省薬事審議会　医薬品第 2 部会委員（前崎）
　厚生労働省薬事審議会　再評価部会委員（前崎）
　厚生労働省生物由来製剤安全対策部委員（前崎）
　国民健康保険中央審査会　特別審査員（前﨑）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本感染症学会評議員・理事・東日本支部長（前崎）
　日本内科学会　評議員・関東支部幹事（前崎）
　日本感染症学会評議員（樽本）
　日本化学療法学会評議員（前﨑，樽本）
　日本臨床微生物学会評議員・理事（前﨑，樽本）
　日本医真菌学会評議員（前﨑）
　抗生物質学術協会評議員（前﨑）
　Internal Medicine 編集委員（前﨑）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 篇以内を記載）
　論文総数　　　18 篇
　学会発表総数　23 篇

① Imai K, Tamura K, Tanigaki T, Takizawa M, Nakayama E, Taniguchi T, Okamoto M, Nishiyama Y, Tarumoto N, 
Mitsutake K, Murakami T, Maesaki S, Maeda T. Whole Genome Sequencing of Influenza A and B Viruses With the 
MinION Sequencer in the Clinical Setting: A Pilot Study. Front Microbiol 2018;9:2748. 

② Ashikawa S, Tarumoto N, Imai K, Sakai J, Kodana M, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake K, Maesaki 
S, Maeda T. Rapid identification of pathogens from positive blood culture bottles with the MinION nanopore 
sequencer. Journal of Medical Microbiology 2018;67:1589-1595. 

③ Imai K, Tarumoto N, Runtuwene LR, Sakai J, Hayashida K, Eshita Y, Maeda R, Tuda J, Ohno H, Murakami T, 
Maesaki S, Suzuki Y, Yamagishi J, Maeda T. An innovative diagnostic technology for the codon mutation C580Y 
in kelch13 of Plasmodium falciparum with MinION nanopore sequencer. Malaria Journal 2018;17（1）:217. 

④ Misawa K, Tarumoto N, Tamura S, Osa M, Hamamoto T, Yuki A, Kouzaki Y, Imai K, Ronald RL, Yamaguchi T, 
Murakami T, Maesaki S, Suzuki Y, Kawana A, Maeda T. Single nucleotide polymorphisms in genes encoding 
penicillin-binding proteins in β-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae in Japan. BMC 
Research Notes 2018;11（1）:53. 

⑤ Imai K, Tarumoto N, Amo K, Takahashi M, Sakamoto N, Kosaka A, Kato Y, Mikita K, Sakai J, Murakami T, Suzuki 
Y, Maesaki S, Maeda T. Non-invasive diagnosis of cutaneous leishmaniasis by the direct boil loop-mediated 
isothermal amplification methodand MinION nanopore sequencing. Parasitology International 2018;67（1）:34-7. 

⑥ Tarumoto N, Kodana M, Watanabe N, Sakai J, Imai K, Yamaguchi T, Taji Y, Ebihara Y, Murakami T, Maeda T, 
Mitsutake K, Maesaki S. First report of the isolation of blaIMI-1-producing colistin-heteroresistant Enterobacter 
cloacae in Japan, September 2016. Journal of Infection and Chemotherapy 2018;24:941-943.

⑦ Maeda T. Evaluation of MinION sequencer for identification of pathogens from positive blood cultures in 
bloodstream infections. 3rd Technology Seminar on the MinION sequencing. （Manado, Indonesia） 2018.

⑧小棚雅寛 . 敗血症診断に対するナノポア型シーケンサー MinION の有効性 . 第 67 回日本感染症学会東日本地方
会学術集会第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会 （東京） 2018. 

⑨横山　立 . K2 serotype ST25 型 Hypermucoviscosity K. pneumoniae による気腫性椎体炎の一例 . 第 67 回日本感
染症学会東日本地方会学術集会第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会 （東京） 2018. 

⑩酒井純 . 血液培養陽性検体におけるナノポア型ポータブルシーケンサー MinION の病原微生物同定能の検討 . 第
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67 回日本感染症学会東日本地方会学術集会第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会 （東京） 2018.
6-2．獲得研究費
　樽本憲人 . 2018 年度 -2020 年度 . 科学研究費補助金 . 基盤研究 C. PNA を用いた LAMP 法によるマクロライド耐性
梅毒トレポネーマの検出系の開発 . （代表）
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　4 年次に感染症学の講義を独立して行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目指したが，模
擬試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．臨床面では外来患者数は
着実に増加傾向を示し，さらに院内のコンサルテーション数も増加傾向である．今後はより感染症の診療に専門性を
持たせることが課題と考えられる．研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている．今後，
臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある．
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1．11）総合診療内科

1．構成員
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）診療部長，代表指導教員（大学院），教授，腎臓・透析，博士
山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）心臓内科診療部長，指導教員（大学院），教授，循環器，博士
今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）消化管内科診療部長，指導教員（大学院），教授，消化器，博士
宮川義隆（MIYAKAWA, Yoshitaka）副診療部長，指導教員（大学院），教授，血液，博士
橋本正良（HASHIMOTO, Masayoshi）教授，老人内科，博士
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）外来医長，准教授，循環器，博士
廣岡伸隆（HIROOKA, Nobutaka）准教授，総合診療，博士
都築義和（TSUZUKI, Yoshikazu）准教授，消化器，博士
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）講師，内分泌・糖尿病，博士
大庫秀樹（OOGO, Hideki）講師，大学院教員，消化器，博士
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）外来医長，講師，内分泌・糖尿病，博士
小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）病棟医長，講師，呼吸器，博士
木下俊介（KINOSHITA, Shunsuke）医局長，大学院教員，助教，神経
野口　哲（NOGUCHI, Toru）助教，大学院生，呼吸器
菅野　龍（KANNO, Ryu）助教，循環器
山岡　稔（YAMAOKA, Minoru）助教，消化器（丸木記念福祉メディカルセンターへ出向）
山田悠史（YAMADA, Yuji）助教（平成 30 年 7 月より）
芦谷啓吾（ASHITANI, Keigo）助教
白崎文隆（SHIRASAKI, Fumitaka）助教
草野　武（KUSANO, Takeru）助教，大学院生
大崎篤史（OOSAKI, Atsushi）助教
中山智博（NAKAYAMA, Tomohiro）助教
青柳龍太郎（AOYAGI, Ryuutarou）助教
塩味里恵（SHIOMI, Rie）助教
横山　央（YOKOYAMA, Madoka）助教
金子　修（KANEKO, Osamu）助教
宮口和也（MIYAGUCHI, Kazuya）助教
齊藤航平（SAITOU, Kohei）助教
熊川友子（KUMAKAWA, Tomoko）助教
松本　悠（MATSUMOTO, Hisashi）助教
日々紀文（HIBI, Norifumi）客員教授，消化器，博士
原　晋（HARA, Susumu）客員教授
中嶋美智子（NAKAJIMA, Michiko）非常勤講師，超音波，博士
竜崎崇和（RYUUZAKI, Tunekazu）非常勤講師，腎臓・透析，博士
内藤真礼生（NAITOH, Mareo）非常勤講師，腎臓・透析，博士
天谷礼子（AMEYA, Reiko）非常勤講師，超音波
佐々木秀悟（SASAKI, Shugo）非常勤医師
本年度は「総合診療内科」開設後 13 年目の年であり，平成 28 年 3 月に東館開設という大きなイベントがあった

後の 2 年目であった．この一年間の間に岩瀬哲教授は緩和医療科として独立し，4 月より山岡稔助教は丸木記念福祉
メデイカルセンターへ出向した．また新入局員として熊川友子助教（新入局，総合診療プログラム），松本悠助教（新
入局，総合内科プログラム）の 2 人が加わり，さらに山田悠史助教（米国留学より帰国）が新たなメンバーとなった．
現在青山学院大学陸上競技部監督の原晋も客員教授として加わった．　今後の共同研究，研修期ならびに学生教育に
関わって頂くことになった．
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2．教育
2-1．目的
　2018 年（H30 年）4 月より中立的な立場の第三者機構である「（社）日本専門医制度評価・認定機構」が認定す
る新しい専門医制度がスタートした．総合診療内科は，「総合診療プログラム」，「総合内科プログラム」の何れかを
選択することが可能な診療科として，新たなプログラムをスタートした．今回新たに入局した 2 名の新医局員は熊
川友子助教が（新入局，総合診療プログラム），松本悠助教が（新入局，総合内科プログラム）で新制度のもとの専
門医研修を開始した．
　新制度の最も大きな変化として 19 番目の新しい基本診療科として「総合診療医」が認められることにある．「（社）
日本専門医制度評価・認定機構」により「総合診療科」の立ち位置が明確化される事は，「総合診療医」を目指す若
い医師達にとって大きな福音となる．
　埼玉医科大学も国のそのような動きに先駆けて，我々は中元診療部長のもと，平成 18 年度正式に「総合診療内科」
を開設した．「総合診療内科」の目指すものは，「専門性にとらわれず，患者を単一臓器ではなく全身から診療できる
こと．（総合診療専門医）」の育成，さらにもっと広い観点から「地域医療を十分に担いうる診療能力を有する総合診
療医（総合診療専門医）」の育成を目指す診療科である．さらに総合診療内科として「内科全般を診療でき，全身管
理ができること（総合内科専門医）」，このような医師を目指している．これらの二つの専門医（総合診療専門医と総
合内科専門医）は広く重なり合う専門医像であるが，専門医の目指す方向性は若干異なっている．したがって，我々
の「埼玉医科大学総合診療内科」では，いずれの専門医を目指すかによって「総合内科専門医コース」と「総合診療
専門医コース」の二つの後期研修プログラムを設定した．
　我々が運営している「総合診療内科」の教育の目的は，まさに患者さんを全身的な観点からとらえ，総合的に診断
し判断する能力を持ち，的確な診断と治療を行うことのできる医師を育成することにある．以前より掲げている「総
合医」としての臨床能力を基本に，個々が得意とする分野を「専門性」として追求する事の重要性も認識し，各自の
目指す方向性の「専門医」を取得する事，さらに科学的な考察力を身につけるため，積極的に研究・発表を行う事を
新たな目標として科の運営を行った．さらに具体的な目標として 2017 年より始まる新たな専門医制度を見据えて，

「総合内科医」の専門医，さらに「総合診療医」の専門医，いずれにも対応できる総合的な判断のできる医師の育成
を目標として掲げた．そのために「内科学会専門医」，さらに「プライマリケア専門医」を取得する事を医局員の直
近の目標とした．
　また卒前教育の目的として，医師としての基本的な心構え，態度，さらに礼儀から始まる基本的診療能力の習得を
目指す．さらに医療面接，バイタルサインを含めた身体診察能力の習得，そしてそれをカルテとしてきちんと記載し，
皆の前でプレゼンテーションできる事，ここまでの基本的診療能力の習得を第一目標として掲げた．当然これらの能
力は，その後の鑑別診断，検査計画に繋がる重要な過程であり，総合医として最も重要な基本的能力のポイント考え
ているからである．
2-2．教育主任：中元秀友
卒後教育：
　総合診療内科発足 13 年目の本年度は，前年度より継続して大学卒業後 1，2 年目の初期研修医，さらに卒業後 3
年目以後の後期研修医師の卒後教育を行った．患者への初期診療として診断能力，鑑別診断，さらに適切なトリアー
ジを勉強する場として埼玉医科大学内科の初診患者の初期診療を中心に研修医師の外来診療指導を行った．また ER
の救急診療に対しても，積極的に関わった．臨床研修医への教育目標として昨年度と同様以下のような目標設定を決
め，研修医教育を行った．さらに鑑別診断から全身管理，治療を中心に学ぶ場として中央棟 2 階の入院患者を中心
に入院診療研修を行った．本年度は特に入院患者の充実に力を注いだ．これは「総合診療内科」が全身管理は内科診
療の基本と考え，全身管理がしっかりできる医師の育成を目指していることによるものである．
　総合診療内科が初期研修医に強く求めることは，医師としてきちんとした初期対応ができることであり，これも極
めて重要なポイントとした．この点に関しては以前より強調していたが具体的には 1）問診および診察：きちんとし
た患者対応ができること，患者の問診がとれること，臨床所見を取ることができること，きちんとしたカルテの記載
ができること，以上を基本課題とした．さらに可能であれば 2）診療計画：（初期診療の基本的な問診，診察所見から）
適切な検査計画を立てられること，さらに 3）鑑別診断：個々の検査から鑑別診断を列記できること，4）検査計画：個々
の検査を判断できること，個別には X 線写真が読影できること，心電図が判読できること，CT，MRI を読影できる
こと，外来での緊急検査（血液型判定，グラム染色など），さらに超音波検査ができること，5）情報の提供と共有（ホ
ウレンソウ）；以上の結果を適切に患者，ならびに家族，さらに我々上級医に説明できること（プレゼンテーション），
そして 6）トリアージ：以上の診断から適切なトリアージができること，7）治療計画：適切な治療計画を立案でき
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ること，以上の項目が出来る事を目標課題とした．これらの内容に関してはカルテの定期的なチェック，さらにカン
ファレンスで確認した．重要事例，症例検討界ではケーススタデイーを基本とし，診療計画の作成，それに基づいた
鑑別診断，治療計画の作成，他科との連携の判断ができるよう教育計画をたて，実行した．さらに定期的に行う専門
医による勉強会，ここでは診療に直結する話題を各専門医にお願いした．また各診療科の協力のもと，多くの先生に
定期的な講義をお願いした．その他にも週一回行う英文論文を中心とした抄読会によって，研修医たちの知識の把握
に努めた．
卒前教育；
　今年度も引き続き 5 年生の BSL（Bed Side Learning）の中心として，学生の受け入れを行った．各グループ 1 週
間の臨床実習を行った．卒前教育では，BSL 学生さんへの教育方針としてしっかりした問診，診察ができ，それを記
録に残せること，そのために「できるだけ多くの患者さんの診療を見学し，積極的に診療参加してもらうこと」とした．
具体的な教育目標として BSL 学生が，1）医療面接：きちんと問診がとれること，2）身体診察：確実な診察技術を
身につけること，3）カルテ記載：診察所見をカルテとして記載できること，そして 4）プレゼンテーション：その
所見を皆の前で発表できること，この 4 点を到達目標として BSL 実習を展開した．講師以上の先生には，各自クル
ズスを行うようにし，さらに外来実習でも教育に参加して頂いた．
　また 5 年，6 年のクリニカルクラークシップの学生受け入れを積極的に行った．
　その他これまで通り，4 年生の臨床入門を中心とした医療面接，問診，診察の講義，実習は総合診療内科が中心に
行った．5 年生の Bed Side Learning に向けた臨床実習教育を中心に，卒前教育を行った．その他に，個々の医局員
の専門分野に関する講義を，専門各課と協同して行った．医学教育，特に卒前教育における「総合診療」の重要性は
確実に高まっている．今後の教育において「総合診療」は教育の中心となり，益々その重要性を高めて行く事は間違
いのない方向性であろう．
2-3．達成度
　総合診療内科開設 13 年目の教育の分野では，昨年に引き続き学生の臨床実習教育（BSL）に積極的に参加した．
また例年とおり，臨床入門，臨床推論等で積極的に卒前教育に関わった．また卒後教育でも積極的に初期ならびに後
期の研修医教育を行った．クリニカルクラークシップでの評判は良好であり，かなりの人気を得ているものと確信し
ている．
　現在なお少ない医局構成員の状況下にあって，可能な限りの学生ならびに研修医の教育を行うよう努力してきた．
また卒後教育でも積極的に研修医教育を行い，研修医達からの評判も確実に改善している．
　自己評価としては 90％の達成度と評価したい．
2-4．自己評価と次年度計画
　達成度としては目標の 90％と考えている．総合診療内科に平成 22 年より循環器を専門とする山本教授，平成 23
年から消化器を専門とする今枝教授に赴任して頂いたことから，極めて高いレベルの教育体制が構築された．その他
宮川教授は血液疾患を担当し，血栓施設センターのセンター長に就任して，研修医達の教育を積極的に行っている．
　当科の特徴として「総合診療」を標榜し，診療能力を養い，十分な鑑別能力を持つ医師の育成を第一目標としてい
る．そのためには我々医局員は常に研鑽を積み，総合医としての能力を高めるよう努力して行く必要がある．特に大
学病院で行う最も重要な事は「総合診療」の「教育」である．如何に「総合診療」の教育体制を確立し，着実に行っ
て行くのか，今後の大きな課題である．
　また，総合医の重要な役割に他の診療科との連携があげられる．的確な診断を下し，治療を行っていくためには内
科専門各科との協力体制の維持が必須である．そのためにも，今後も埼玉医科大学の全診療科で総合診療内科をバッ
クアップできる体制に持って行く必要がある．この点も含めて，全診療科と連携できる教育システムを構築して行き
たい．
　そのために重要なことはこれまで以上に優秀な指導医スタッフの獲得，そして育成である．そのためにも，しっか
りとした教育システムの構築と運営は必須であると考えている．

3．研究
3-1．目的・目的
研究主任；宮川義隆
臨床研究
　総合診療内科の研究課題として，前年度より引き続き生活習慣病に関する臨床研究を継続して行った．高血圧，糖
尿病，肥満，さらに慢性腎疾患などの心血管合併症の発症誘因となる疾患を中心に，その疫学調査，さらに生活状況
の影響，さらに治療の状況，介入試験などの臨床研究を行った．さらに透析医療に関して，貧血の治療状況，CKD-
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MBD に関する研究，腹膜透析（PD）の管理方法に関する研究を行った．また Telemedicine（遠隔診療）に関する臨
床研究を行った．特に病診連携の中心となるべき臨床科として，周囲の開業医や関連病院と連携をし，この地域に根
付いた臨床研究として Telemedicine を利用した患者管理に関する研究，PD の貧血治療に関する他施設共同研究を開
始した．
　また，心臓内科山本教授，消化管内科今枝教授，腎臓内科岡田准教授が中心となり，心臓内科，消化管内科，さら
に腎臓内科に関する臨床研究を前年より継続して行った．
基礎研究：腎疾患進展の機序に関して，その発症進展機序，治療に関する基礎研究を継続して行った．また，慢性腎
不全の在宅療法として広く普及している PD の腹膜障害進展機序，さらにその保護療法に関する基礎研究を継続して
行った．また PD 感染症に関する疫学調査を臨床研究とともに行った．
3-2．研究グループ
研究プロジェクト
　これまでに行って来た個々の研究を継続して行った．個々の研究プロジェクトを以下に示す．
生活習慣病研究グループ
Telemedicine を用いた在宅医療の検討（中元秀友，小林威仁）
　これまで行っていた遠隔医療監視システム（Telemedicine）を用いた家庭血圧，血糖，体重の監視システムを用い
た各種大規模臨床研究を継続して行った．家庭血圧での降圧効果を比較検討する I 手帳研究，家庭血圧の測定方法等
の研究成果を各学会において発表した．さらに各種配合剤の家庭血圧へ及ぼす影響の検討，さたに糖尿病性腎症に対
する影響の研究等も糖尿病内科との共同研究として行った．平成 29 年より腕時計式の IoT を用いた新しいタイプの
Telemedicine 装置を開発し，その有用性と開発経過を学会等で発表した．また新たな臨床研究もスタートさせている．
在宅診療研究グループ
PD ネットワークの運営（中元秀友，小林威仁）
　PD は末期腎不全患者に対する重要な在宅医療として広く認識されている．PD 患者等在宅患者のバックアップシ
ステムの構築を行い，広く一般開業医においても在宅患者の診療とモニタリングが可能となるシステムの構築を行っ
ている．
　その臨床実績の一つとして，インターネット上に埼玉腹膜透析ネットワークというサイトをオープンしている．こ
れは埼玉県内全域を対象としたインターネット上のネットワークであり，総合診療内科が中心となってサイトの運営
を行っている．現在埼玉医科大学，所沢腎クリニック，防衛医科大学，さくら記念病院，武蔵嵐山病院，埼玉中央病
院など多数の透析関連施設がこのネットワークに参加しており，医療施設，医師，看護師，栄養士，患者，さらにメー
カーなどと一体となった埼玉県中心の地域ネットワークシステムを構築している．このネットワークの事務局は埼玉
医科大学総合診療内科にある．この腹膜透析ネットワークを利用した，病診連携による在宅透析患者の管理システム
の構築，さらに展開を行った．特に腕時計式の IoT を用いた新しいタイプの Telemedicine 装置を開発し，その有用
性と開発経過を学会等で発表した．ネットワークの名称：埼玉腹膜透析ネットワーク
　http://www.saitama-capd.ne./index.html
慢性腎臓病対策プロジェクト（中元秀友，岡田浩一）
　慢性腎臓病（CKD）は末期腎不全（ESRD）の原因として広く知られているが，さらに心臓血管合併症の重要な危
険因子であることが認識されるようになってきた．CKD に関しては腎臓専門医ばかりでなく，広く総合医や開業医
との連携が重要であることが近年強調されている．総合診療内科では，CKD 撲滅のために幾つかの臨床研究を近隣
の開業医と連携を組み行っていく研究を中心とした病診連携をすでに開始しており，今後さらに医療連携を含めて展
開全国規模で展開している．
　また大学院生の草野　武助教は，岡田浩一教授の指導のもと，間質性腎炎の発症機序と進展予防に関する基礎的研
究を腎臓内科と共に共同研究を行っており，その成果を腎臓学会等で報告している．
消化管内科プロジェクト（今枝博之）
　これまで，早期消化管癌の内視鏡診断・治療の開発をテーマとした研究を行ってきた．内視鏡診断に関しては，特
に自家蛍光観察を用いた早期胃癌の検討や早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の異所性再発病変の
サーベイランスに関して報告してきた．また，治療に関しては ESD をより簡便に施行が可能となるべく，把持鉗子
による counter traction を併用した ESD の手技を開発し，早期胃癌および早期大腸癌に対して継続して報告した．ま
た，内視鏡的止血術の工夫やカプセル内視鏡やバルーン内視鏡を用いた小腸内視鏡診断・治療，経皮内視鏡的胃瘻造
設術後に極細径内視鏡を用いた経胃瘻的な内視鏡観察の有用性に関しても報告した．新たな内視鏡機器の開発や内視
鏡手技の開発を継続して行っている．詳細な内要については消化管内科の年報参照．
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循環器内科プロジェクト（山本啓二）
　心臓内科の年報参照
漢方薬の臨床応用に関する検討（中元秀友，小林威仁）
　臨床症状に対する漢方薬の有用性を検討している．さらにコンピュータを用いた新しい診断装置，さらに薬剤選択
の仕組みを構築している．小林威仁は臨床現場で西洋医学と東洋医学の連携を目指して新たなプロジェクトを開始し
ており，大野クリニックの大野修嗣医師と共に臨床現場で使い安いマニュアルの作成をスタートさせている．
アレルギー診療プロジェクト（小林威仁）
　呼吸器内科アレルギーの永田教授と共にアレルギー疾患の研究プロジェクトをスタートしている．特に好酸球のア
レルギー発症における役割に関する検討を積極的に行った．現在大学院生の野口　哲助教，指導医として小林威仁を
中心として基礎研究ならびに臨床研究を活発に行いその成果を各種学会で報告している．
血栓止血センタープロジェクト（宮川義隆）
　血小板減少疾患の「血栓性血小板減少性紫斑病 （thrombotic thrombocytopenic purpura : TTP）」，「溶血性尿毒症症
候群（hemolytic uremic syndrome： HUS）」等の稀少疾患の臨床研究を積極的に行っている．医師主導治験なども中
心的な立場で行い，日本における血栓止血に関する中心的な研究を積極的に行っている．
3-3．研究内容と達成度
　今年度の目標であった年間 10 編以上の英文論文の発表を達成することはできなかった．基礎研究に関しては，独
自のプロジェクトをスタートしている．また呼吸器内科，腎臓内科との共同研究を引き続き行っている．また企業と
の共同研究をスタートしている．現在少ない医局構成員で，可能な限りの研究業績を上げるよう努力をしている．こ
のような状況下それなりの成果は達成できたものと考えている．
　総合診療内科は主として診療を目的で立ち上がった診療科であり，研究を積極的に行いうる体制にはなっていな
かった．現在はスタッフの増員に伴い，幾つかの研究グループを立ち上げ，臨床研究を中心に研究をスタートしてい
る．今後は，現在行っている研究を継続して行って行く事，さらにそれを論文としてまとめて行く事を目標としたい．
今年度の達成率は 80％と考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
　現在の総合診療内科開設後人員の増員に努力し，乏しい人材と資金力で可能な限りの基礎ならびに臨床研究を行っ
ている．本年度は大学院生の入学もあり，新たな研究プロジェクトもスタートしている．
　反省点として成果としての十分な英文論文を発表する事はできなかった．来年度は最低でも 10 編以上の英文論文
の発表を目標とする．また邦文論文では原著，著書をあわせて20編以　上の学会発表ならびに論文発表を行っている．
しかしながら，十分な英文論文の掲載目標は達成できていなかった事を含め 80％の達成率と評価したい．
　次年度目標として，科学研究費をしっかり取得し基礎研究をスタートさせること，さらに臨床研究は全国規模の大
規模臨床研究を幾つかスタートさせたい．具体的な目標として，きちんと成果をまとめて行く事，特に英文雑誌に
10 編の論文を掲載することと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成 30 年度は「総合診療内科」として新しい東館を中心に活動し，病棟運営に力を入れた一年であった．さらに
東館 G フロアの初診ならびに再診患者の外来診療，さらに東館 4F 病棟を中心に病棟運営を積極的展開した．急患セ
ンター（ER）における時間外診療体制も 12 年目となり順調に経過した．「総合診療内科」の特徴として，しっかり
した外来診療のできる医師を育成し，臨床の現場で「総合診療」を実践して行くことにある．本年度はまだまだ十分
なスタッフの確保が困難な状況下総合診療内科の医師が中心となり，問題なく外来診療を運営することができた．そ
の意味では本年度の目標達成は 90％と評価した．
　この数年の大きな変化は心臓内科山本教授と消化器内科今枝教授，さらに血液内科の宮川教授，老年内科の橋本教
授の参加に伴う，循環器，消化器，さらに血液チームの充実である．このように総合診療内科自体の体制が刻一刻大
きく変化している．このような激動の中，さらなる診療部門の拡張と充実にむけ，努力をして行きたい．
　最後に今後の課題を考える．当科の新しい外来診療の特徴として，すべての初診患者を「総合診療内科」で診察し，
必要とあれば専門性の高い「専門医」へ紹介する．そして大学病院の総合診療科の重要な役割は，「総合診療」がで
きる優秀な「総合医」を育成することにある．そのためにきちんとした教育体制の確立，そしてそれを支えるスタッ
フの充実が急務である．そのためにも次年度も引き続き優秀な専属スタッフの拡充と，入院ベッドの活性化と拡充，
スムーズな他科との連携の確立を第一目標としてゆきたい．
今後も皆様のご協力をお願いして最後としたい．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連役員の有無
　中元秀友：　厚生労働省腎疾患対策検討会委員（平成 29 年 10 月 1 日より），中元秀友：　国立研究開発法人日
本医療研究開発機構（AMED）ゲノム医療推進プラットフォーム課題評価委員（平成 30 年 2 月 1 日より）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

学術誌編集委員長，編集委員
中元秀友：Renal Replacement Therapy Associate Editor
中元秀友：Ther. Apher. Dial.  AEditor
中元秀友：日本腹膜透析学会学術誌編集委員長
中元秀友：日本急性血液浄化学会雑誌編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特になし．

6．業績
総合診療内科平成 30 年度（2019 年）業績記
① Masakane I, Taniguchi M, Nakai S, Tsuchida K, Goto S, Wada A, Ogata S, Hasegawa T, Hamano T, Hanafusa N, 

Hoshino J, Minakuchi J and Nakamoto H: Annual Dialysis Data Report 2015, JSDT Renal Data Registry. Renal 
Replacement Therapy 4 （41）: 2-99, 2018.

② Mineshima M, Kawanishi H, Ase T, Kawasaki T, Tomo T and Nakamoto H: 2016 update Japanese Society for 
Dialysis Therapy Standard of fluids for hemodialysis and related therapies. Renal Replacement Therapy 4: 15-29, 
2018.

③ Kobayashi T, Noguchi T, Saito K, Shirasaki F, Kita H, Nagata M, Okada H, Nakamoto H: Eosinophilic Inflammation 
in Peritoneal Fibrosis Patients Undergoing Peritoneal Dialysis. Contrib. Nephrol. 196:1-4, 2018. 

④ Noguchi T, Nakagome K, Kobayashi T, Ueda Y, Soma T, Nakamoto H, Nagata M: Effects of β2-adrenergic 
agonists on periostin-induced adhesion, superoxide anion generation, and degranulation of human eosinophils. 
Allergol Int. 2018 May 15. pii: S1323-8930（18）30050-9. doi: 10.1016/j.alit.2018.04.007. [Epub ahead of 
print]

⑤ Yoshifuji A, Ryuzaki M, Ito Y, Ohmagari N, Kanno Y, Shinoda T, Takano Y, Tsukamoto I, Hora K, Nakazawa 
Y, Hasegawa N, Yoshida T, Wakino S, Takemoto Y and Nakamoto H: Acceptance situation of HIV patients in 
Japanese dialysis facilities - questionnaire survey by the Infection Survey Subcomittee. Renal Replacement 
Therapy 2018 4:41 Published on: 24 October 2018.

⑥ 162. Miyaguchi K, Yamaoka M, Tsuzuki Y, Ashitani K, Ohgo H, Miyagawa Y, Ishizawa K, Kayano H, Nakamoto 
H, Imaeda H: Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic syndrome in a patient with ulcerative colitis during 
treatment with azathioprine: A case report and review of literature. World J Clin Cases November 26; 6（14）: 
1-5, 2018.

⑦ Masakane I, Taniguchi T, Nakai S, Tsuchida K, Wada A, Ogata S, Hasegawa T, Hamano T, Hanafusa N, Hoshino 
J, Goto S, Yamamoto K, Minakuchi J and Nakamoto H: Nakamoto: Annual Dialysis Data Report 2016, JSDT Renal 
Data Registry. Renal Replacement Therapy 4（45）: 2-45, 2018.

⑧政金生人，谷口正智，中井　滋，土田健司，和田篤志，尾形　聡，長谷川殻，濱野高行，花房規男，星野純一，
後藤俊介，水口　潤，山本景一，中元秀友 （日本透析医学会計調査委員会 :）：　わが国の慢性透析療法の現況 

（2016 年 12 月 31 日現在）（解説） 日本透析医学会雑誌　51 巻 1 号： Page1-51，2018.
⑨中元秀友：V 生活指導と心理的問題への対応・看護ケアの実際　2　精神・心理的問題とその対応　In. 実践！腎

臓リハビリテーション入門　編著：上月正博　pp157-166, 2018. 医歯薬出版株式会社（東京）
⑩中元秀友，M.Marshall，S.Deenitchina，大西宏幸：　腹膜透析医療のグランドデザインを描く 現在の収益性か

ら PD の未来を予測する　In: 監修　水口潤　編集　日本腹膜透析医学会　編集代表　田村雅仁　腹膜透析 2018 
pp37-39,　2018 東京医学社（東京）　

その他国際学会発表ならびに国内学会での招請講演，学会発表を多数行っている．
6-2．獲得研究費

平成 30 年度 （2018 年度） 基盤研究（C）（一般）
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「2025 年問題打破に向けて，テレメディスンと IoT を用いた最新システムの確立」
研究代表者：中元秀友
研究分担者：小林威仁，野口　哲，飯田慎一郎，廣岡伸隆，青柳龍太郎，中山智博，齊藤航平
6-3.受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

第 1 回 ISN Frontier 国際学会　副会長中元秀友　（平成 30 年 2 月 22-25 日，東京で開催）
スキルアップセミナーを 6 回開催
第 16 回スキルアップセミナー　2018/5/11（木）　  18：50 ～　東上パールビルヂング B1「会議室 1」
第 17 回スキルアップセミナー　2018/7/19（木）　 18：50 ～　紫雲閣（東松山）
第 18 回スキルアップセミナー　2018/8/2（木）　18：50 ～　ウエスタ川越 1F「多目的ホール D」第 19 回スキルアッ
プセミナー　2018/11/1（木）　18：50 ～　ホテルガーデンパレス　2 階　鶴
第 20 回スキルアップセミナー　2019/1/31（木）　18：50 ～　坂戸グランドホテル WIN（坂戸）
第 21 回スキルアップセミナー　2018/3/28（木）　18：50 ～　川越東武ホテル 3F「瑞光」（川越）

7．自己点検・評価
　教育：90 点
　研究：80 点
　診療：90 点
　本年度は「総合診療内科」開設後 13 年目の年であり，平成 28 年 3 月に東館開設という大きなイベントがあった
後の 2 年目であった．東館の着実な運営を最大目標として，患者数の増加，業績の増加を着実に実行した一年であっ
た．H30 年 4 月より山岡稔助教は丸木記念福祉メデイカルセンターへ出向した．この移動は，今後丸木記念福祉メ
デイカルセンターとの連携を深め，地域包括ケアに準拠した診療体制構築のための重要な一歩である．今後の高齢化
社会を前提として，丸木記念福祉メデイカルセンター等の他の介護医療施設との連携をしっかり構築して行きたい．
　また新入局員として熊川友子助教（新入局，総合診療プログラム），松本悠助教（新入局，総合内科プログラム）
の 2 人が加わり，さらに山田悠史助教（米国留学より帰国）が新たなメンバーとなった．現在青山学院大学陸上競
技部監督の原晋も客員教授として加わった．　原晋監督との連携は，今後の共同研究，研修期ならびに学生教育に関
わって頂くための第一歩と考えている．総合診療内科は教育面で重要な診療科であり，研修医や学生教育にも積極的
に関わっていくことが必須と考えている．
　来年度はさらなる診療の充実を最大の目標とし，「総合診療内科」専任のさらなる医師の確保と，総合診療内容診
療体制の充実（診療ベッドの拡大を含む），そして研究体制の充実に向けて医局員一同頑張って行く所存である．
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1．12）消化器・一般外科

1．構成員
篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）: 教授：運営責任者：診療部長：教育主任：消化器一般外科：博士
淺野　博（ASANO, Hiroshi）准教授：病棟医長：消化器一般外科：博士
小川展二（OGAWA, Nobuji）客員教授：消化器一般外科
助教：深野敬之（FUKANO, Hiroyuki），荻野直己（OGINO, Naomi），伏島雄輔（HUSEJIMA, Yusuke），髙山哲
嘉（TAKAYAMA, Tetsuyoshi）， 森 岡 真 吾（MORIOKA, Shingo）， 矢 島 沙 織（YAJIMA, Saori）， 宇 治 亮 佑（UJI, 
Ryosuke），細井良枝（HOSOI, Yoshie），鈴木将臣（SUZUKI, Masaomi）
後期研修： 

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　30 年の年間の年間手術件数は 901 例であった．様々の症例を経験することにより一般外科および消化器外科分野
において幅広い知識と治療を経験することが可能となる．特に緊急手術が約 3 割を占めていることから primary care
を含めた優れた臨床医の育成を行うことが我々の目標である．
2-2．教育内容（担当者）
　当科の卒後教育システムは，数人のスタッフおよびシニアレジデント（卒後 3 ～ 6 年目）とジュニアレジデント
によってチームとなり受け持ち体制をとっている．教授，准教授や講師の意見や指導の下に臨床経験を積んでいく．
年間約 1300 人の入院患者に対応し専門性にこだわらず様々な症例を担当し，典型的な症例だけでなく合併症を持つ
患者に対しても処置や治療，術前術後管理を経験する．毎朝，前日の手術症例と入院患者，術前症例に関するカンファ
レンスを行っている．
　また，手術手技の教育及び技術向上のため模型を使った皮膚縫合と腸管吻合や外科系希望医師を対象として腹腔鏡
下手術トレーニング施設でのブタによる腹腔鏡下手術の体験と開腹・閉腹や腸管吻合操作を実体験し臨床においての
デモンストレーションを行っている．　　医学生の卒前教育としてはベッドサイドラーニングに重点を置き，毎朝行
われる症例検討カンファレンスと朝晩の患者回診，そして多数の手術に助手として参加し，実習中に研修医と同等の
指導を受けることにより，臨床医として必要な姿勢を養うことが出来る．学生講義では 3 ～ 6 年生を対象に外科学
総論，消化器外科・一般外科（上下部消化管，肝臓，胆道系，膵臓，甲状腺・内分泌系，急性腹症，腹壁・横隔膜疾
患など）を担当している．
2-3．達成度
　胃癌，大腸癌，肝胆道系疾患などの数多くの症例を経験することにより，定型的な症例だけでなく様々な合併症を
持つ患者についても術前術後の適切な管理が行なわれ，また，手術を必要とするような急患に対する対応も数多く経
験できた．外科専門医ならびに消化器外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは十分可能である． BSL として
当科で行う実習は研修医やレジデントとともに患者回診や症例検討会，定期だけでなく緊急手術を助手として介助す
る事により数多くの症例を経験する事ができる．研修医を対象とした外科トレーニングは初めから患者を対象とす
るのではなく，創傷治癒の仕組みや外科において使用する器械の説明を講義した後に皮膚や腸管の模型を用いた Dry 
training を行い，ついで step up として Wet training を行っている．これは全身麻酔下でのブタを用いた実習であり，
開腹・閉腹操作，腸管縫合，脾臓摘出や腹腔鏡下手術を実践することによって患者への安全な治療の導入が可能となっ
ている．
2-4．自己評価と次年度計画

自己評価としては，卒後教育では数多くの症例を経験している．また，研修医を対象とした講義と Dry training，
Wet training は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けとなっている．学生教育では，
特にＢＳＬの実習中に外科に興味持ってもらう事をモットーに一人一人の学生を指導している．手術の助手として実
際に手術介助を行いながら医師として必要な解剖学や癌病巣などの病変部を視覚的に確認するだけでなく直接触るこ
とにより興味と理解を促すことが出来たと思われる．次年度は更に，初期研修医に多くの症例を経験してもらい外科
学の全般的な知識の理解を促す．さらに，外科後期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者
治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実させることである．
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3．研究
3-1．目的・目標
　当教室では常に臨床応用可能な研究テーマを考案している．そして，外科治療の進歩に貢献出来る結果を出すこと
が目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①大腸癌患者における尿中プロスタグランディン測定の意義
②消化器外科手術における SSI 発生の予防と対策
③敗血症治療における栄養管理
3-3．研究内容と達成度

①大腸癌患者における術後再発の予測因子の検索
② SSI はひとたび発症すると入院期間の延長や医療費の増加など医療に及ぼす影響は大きく，その予防のためさま

ざまな対策が講じられている．術前のリスクごとの SSI 発生率やその対策を明確にする．
③消化器外科領域の敗血症患者は術後感染が遷延することが多く，栄養管理は難渋する．消化器の術後であるため

経腸栄養は敬遠される傾向にあったが近年は積極的に経腸栄養を導入している．経腸栄養管理の優越性について
検討する．

3-4．自己評価と次年度計画
　研究の成果は，外科学会をはじめいくつかの学会にて報告し評価を受けている．更に，膨大な臨床データをもとに
研究テーマを広げてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　埼玉県西部をはじめ近接する地域に対し地域医療に貢献する為に，24 時間体制で患者を受け入れ，適切な治療を
行う体制をとることを目標としている．平成 29 年度の手術総数 901 件であった．
　当教室の特徴は，教授，准教授，講師と共にスタッフとレジデント全員が一丸となり患者の治療を行っている．多
数の臨床経験をもとに，エビデンスに基づいた治療を行い，さらに新しい技術を導入により学会活動においても数多
くの報告を行っている．新研修医制度においては，2 ヶ月間の外科研修により，定型的な症例以外にも様々な合併症
を持つ患者や複雑な病態を持つ患者を経験する事により，臨床医としての幅の広い医師の育成に大きく貢献すること
が目標である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当無し
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①大原泰宏，細井良枝，淺野博，篠塚望 . 若手外科医の Kugel 法の治療成績 . 日本ヘルニア学会誌 2018; 4: 3-9
② Hiroshi Asano, Hiroyuki Fukano, Yasuhiro Ohara, Nozomi Shinozuka:  Suitability of Primary Anastomosis for 

Colorectal Perforation. SN Comprehensive Clinical Medicine. 2018; DOI: 10.1007/s42399-018-0030-7
【総数：論文 2 件，学会発表 18 件】
6-2．獲得研究費
　該当無し
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案
　該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　該当無し

7．自己点検・評価
診療，研究，教育の各領域において目標はおおむね達成されているものと考えている．近年外科志望者が減少して

いるといわれている．外科に興味を持つような学生教育が将来外科研修希望者や将来外科医を目指す若者が増加する
要因の一つ考え，今後は学生教育の充実によって研修医の増加や外科の発展につなげていきたい．
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1．13）乳腺腫瘍科

1．構成員
　大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）*：教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：代表指導教員（国際医療センター）：乳癌：
　　　　　　　　　　　　　　   博士
　淺野　彩（ASANO, Aya）：助教：乳癌：博士
　* 国際医療センター兼担

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対する正確な画像診断能力
と穿刺吸引細胞診，針生検，吸引式針生検などの診断技術を習得する．治療面では short stay surgery （SSS）を行う
ことで外科的基本手技の習得をする．全身麻酔下の乳癌手術は日高キャンパスにおいて修練し，技術を習得する．最
終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である．大学院教育においては乳腺外科
学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的研究が行
える人材の育成を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる．画像診断は，
存在診断と質的診断の違いを理解し，乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの読影技能を身につけさせる．
そのうえで CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる．毎週行
われるカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し，要点を人に伝え
る技術も習得させる．術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決めるプロセスや転移・再発乳癌の薬物療法の治
療アルゴリズムの理解を目指す．
　医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常識
として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した画像診
断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象としたクリニカル・クラークシップではケース・プレ
ゼンテーションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる．大学院教育においては，
乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．こう
してバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラーメイド治療につながる遺伝子解析について
の研究を行う．
2-3．達成度
　前期研修のローテーターにはクルズスを組み，①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画
像診断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法
＆ホルモン療法）の内容で講義を行った．個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い，基本的なマンモグラフィ
とエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基本的な外科手技である縫合，糸結びを
単独で施行可能になるまで指導できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで
外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，興味が持てるように指導したい．研修医，
特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治療面での当科の魅力をアピールしていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　① Diffuse optical spectroscopy imaging（DOSI）による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの 有用性の検討②
効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義③アロマターゼ阻害剤投与時の骨密度，骨強度および骨
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代謝マーカーの変化④ ER 関連蛋白とホルモン耐性の基礎的研究⑤ SPECT-CT を用いたセンチネルリンパ節の同定と
転移リンパ節同定のための体外診断システム⑥乳癌診療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑦乳癌における
マウス移植モデルを用いた治療効果に関する研究⑦治療効果の画像診断および病理診断⑧高齢者乳癌の生物学的特徴
と予後に関する研究⑨併存疾患を有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑩乳癌間質の組織形態像および生物学的性
状に基づく癌悪性度に関する研究⑪若年性乳癌と家族性腫瘍に関する研究
3-3．研究内容と達成度
　新規研究プロジェクトとして薬物療法における早期効果予測として functional imaging を取り入れ，promising な
臨床データが蓄積されている（Breast Cancer Res. 2018 Jul 27;20（1）:78.）．ホルモン抵抗性乳癌に対する遺伝子
学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い，新たな因子の臨床的意義について研究を進
めている（乳癌における化学療法ならびにホルモン療法耐性に関与する因子の発現に関する臨床病理学的研究）．
3-4．自己評価と次年度計画
　化学療法に対する効果予測因子として光イメージンングを用いた効果予測の研究とホルモン療法耐性にかかわる
ER 関連蛋白の研究を柱にしてさらに研究を推し進め，症例を蓄積している．最近注目されている家族性乳癌卵巣癌
症候群（Hereditary Breast Ovarian Cancer: HBOC）に関する取り組みを 2015 年 4 月より始め，院内の婦人科腫瘍科，
看護部，中央検査部，医事課を含む多職種でのミーティング（家族性乳癌卵巣癌カンファレンス）を月 1 回のペー
スで行っている．2 名の遺伝カウンセラーも加わり遺伝外来もスタートした．臨床データを解析するためのデータベー
スの構築はほぼでき，次年度は，癌登録や NCD 登録にリンク可能な患者の予後調査も含めた充実したデーターベー
スの構築を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術はほ
とんどが国際医療センターで行っているが，乳房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な治療
を行うことで入院日数短縮に貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　大崎昭彦：日本乳癌検診学会理事・評議員，日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会評議員，日本がんサ
ポーティブケア学会理事・評議員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　大崎昭彦：Breast Cancer 査読委員，日本乳癌検診学会誌編集委員長
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　自治体マンモグラフィ検診の読影も行っており，地域の乳癌検診に一部参画．近隣の医師会や薬剤師会への学術的
講演の依頼もあり，社会的貢献も行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Asano A, Ueda S, Kuji I, Yamane T, Takeuchi H, Hirokawa E, Sugitani I, Shimada H, Hasebe T, Osaki A, Saeki T. 
Intracellular hypoxia measured by 18F-fluoromisonidazole positron emission tomography has prognostic impact 
in patients with estrogen receptor-positive breast cancer. Breast Cancer Res. 2018 Jul 27;20（1）:78.

② Osaki A, Inoue K, Sakai H, Yamada K, Minato K, Ohyanagi F, Tokuda Y, Ikeda N, Kagamu H, Kubota K, Tamura T, 
Saeki T. A dose-finding randomized Phase II study of oral netupitant in combination with palonosetron .75 mg 
intravenous for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in Japanese patients receiving 
highly emetogenic chemotherapy. Jpn J Clin Oncol. 2019 Feb 1;49（2）:121-129.

③貫井麻未，上田重人，杉谷郁子，大崎昭彦，佐伯俊昭，長谷部孝裕 . ジェムシタビン＋パクリタキセルが奏効し
た乳腺血管肉腫再発の 1 例 . 日本臨床外科学会雑誌 . 2018 Apr; 79（4）:21-31.

④大崎昭彦 . 乳頭乳輪温存乳房全切除術 . Oncoplastic Breast Surgery. 2018 Aug;3（3-4）:40-50.
⑤井原規公，廣川詠子，淺野　彩，島田浩子，杉谷郁子，佐野　弘，上田重人，大崎昭彦，佐伯俊昭：乳癌および

婦人科悪性腫瘍を含む 3 臓器の重複癌 10 例の報告：第 26 回日本乳癌学会学術総会：2018/5/18：京都 .
⑥上田重人，島田浩子，杉谷郁子，一瀬友紀，杉山迪子，大崎昭彦，高橋孝郎，佐伯俊昭：初回導入ホルモン療法

による治療層別化への機能イメージングの臨床応用：2018/5/18：京都 .
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⑦佐野　弘，上田重人，杉谷郁子，島田浩子，大崎昭彦，佐伯俊昭：当科における G-CSF の有用性の検討：
2018/5/17：京都 .

⑧上田重人，高橋孝郎，藤堂真紀，小島美奈子，玉木秀子，大崎昭彦，佐伯俊昭：活動量計とタブレット端末アプ
リを用いた化学療法中の乳癌患者 HRQOL の定量測定：第 12 回 IT ヘルスケア学会学術大会：2018/6/2：川崎 .

⑨廣川詠子，大崎昭彦，島田浩子，杉谷郁子，佐野　弘，上田重人，佐伯俊昭，中塚貴志，高橋孝郎，藤内伸子　：
DIEP による一次乳房再建術後に経腟分娩で出産した一例　：第 26 回日本乳癌学会学術総会　：2018/5/18：
京都 .

⑩上田重人，高橋孝郎，藤堂真紀，杉谷郁子，島田浩子，淺野　彩，近藤奈美，佐野　弘，小島真奈美，大崎昭彦，
佐伯俊昭：スマートファンアプリを用いた乳癌薬療法中の ePRO とプロアクティブ・モニタ - リングシステム構
築：第 15 回日本乳癌学会関東地方会： 2018/12/1：さいたま市 .

【総数：論文　4 件，学会発表　8 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
　診療面では，超音波ガイド下の乳腺吸引式針生検術（バコラ）に加え，ステレオガイド下乳腫吸引式針生検術もコ
ンスタントに行えるようになった．
　研究面ではスタッフ数が少ないために臨床に時間を費やされることが多く，決して十分とはいえないが，学会発表
や論文の業績は昨年並みにできた．基礎と臨床の溝をうめ，橋渡しとなるべくユニークな立場をとり，この点におい
てさらに特色を鮮明にし，貢献したいと考えている．今後は，国際医療センターとのさらなる協力体制を築きたいと
考えている．
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1．14）小児外科

1．構成員
　古村　眞（KOMURA, Makoto） ：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：教育副主任：大学院教員（大学院）：
   小児外科，再生医療：博士
　尾花和子 （OBANA, Kazuko） ：教授：診療副科長：研究副主任：教育主任：代表指導教員（大学院）小児外科：
   博士
　合原　巧　（GOHARA, Takumi） ：助教：研究員
　花田　学（HANADA, Manabu） ：助教：研究員
　宮國憲昭（MIYAGUNI, Kazunori） ：助教：研究員
　高橋茂樹　（TAKAHASHI, Sigeki） ：客員教授：博士
　小室広昭　（KOMURO, Hiroaki） ：客員教授：博士
　佐竹亮介　（SATAKE, Ryousuke） ：客員講師：研究員：小児外科：博士
　鈴木啓介　（SUZUKI, Keisuke） ：客員講師：研究員：小児外科：修士
　池袋賢一（IKEBUKURO, Kenichi） ：非常勤講師：研究員：博士
　中野美和子（NAKANO, Miwako） ：非常勤講師：博士
　米川浩伸　（YONEKAWA, Hironobu） ：非常勤講師：博士
　多田　実　（TADA, Minoru） ：非常勤講師：博士
　川嶋　寛　（KAWASHIMA, Hiroshi） ：非常勤講師：修士
　田中裕次郎（TANAKA, Yujirou） ：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育：小児外科の基本的な疾患について，知識を習得する．BSL では，受け持ち患者の病態・治療方針が理解
できるようにする．また，外科基本手技について学び実施できるようにする．
　卒後教育：初期研修医は，小児外科疾患について広く学び，カンファレンスで受け持ち患者のプレゼンを行い，上
級医との討議に参加できるようにする．また，術前・術後管理が実践できるようにする．さらに，基本的な外科手技
を一人で行えるようにする．小児外科を専攻する後期研修では，外科専門医ならびに小児外科専門医を習得すべく，
術者・助手として手術を行い，学会発表，論文発表を行う．
　大学院教育：研究を行う上で必要な文献検索，文献の読み方，問題点の把握，仮説の立て方を指導する．研究の基
本手技を学び，実践できるようにする．また，仮説を実証するための研究法について，院生が考え，それを組み立て
ることができるようにする．また，研究費獲得の為の基本的な考え方，研究費応募法について学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育：小児外科の授業は，古村　眞，寺脇　幹，小高哲郎，佐竹亮介，中野美和子が担当した．BSL の学生は，
担当する患者を受け持ち，病態・治療方針を理解し，カンファレンスにてプレゼンテーションを行った．また，受け
持ちの患者の手術には手洗いして手術に参加した．病態・治療方針については，患者の受け持ち医が，学生を直接指
導した．また，手術の際の指導は，古村　眞と術者となった医師によって行った．
　卒後教育：初期研修医の指導は，古村　眞，寺脇　幹，小高哲郎，佐竹亮介，高見向平が担当した．後期研修医に
対する指導も同様の体制で行った．　　
2-3．達成度
　卒前教育に関する授業は，以前当科で作成されたテキストブックに準拠して授業を行い，医師国家試験を正答でき
るレベルの授業を行った．
　初期研修医の教育では，外科基本手技の習得の為に，移動性精巣，臍ヘルニア，急性虫垂炎の手術を術者とした担
当させた．小児外科で研修を行った研修医は，基本手技の習得がなされたものと考えている．また，カンファレンス
では，患者のプレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるように発現をそくし意見を求めた．患者管理の為の診断
方法，治療方針について自身で組み立てさせ，その都度，上級医によってきめ細かく指導を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育のレベルは，充分である．学生が十分な知識を得たか，試験にて確認した．限られた講義時間内で効率的
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に授業を行うために，授業内容をさらに吟味し，知識の習得が効率的に行えるようにする．
　また，外科基本手技を学ぶための卒後教育についても十分行ったが，一人で確実に手技が行えるようにする為に，
当科で行う動物実験に参加させ，外科基本手技をマスターできるように機会を増やす予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　再生医療の研究を行い，小児の外科疾患の病態解明と臨床応用できる組織ならびに臓器を再生することが目的であ
る．また，臨床研究を行い，病態，治療法，予後について検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　気道再生プロジェクトを行っており，東京大学ティッシュエンジニアリング部と緊密な連携を取りながら，臨床応
用の為の研究を行っている．横隔膜の自律再生について研究した．
　臨床研究として，中心静脈カテーテルエタノールロック療法の他施設共同研究に参加している．
3-3．研究内容と達成度
　気道再生の前臨床研究が行われた．世界で初めて横隔膜筋肉の自律再生し，論文報告した．
3-4．自己評価と次年度計画
　ヒトへの気道再生の為に前臨床研究をさらに追加する．チューブ型気道の再生と移植長期の実験を継続する．新た
にスタートしたプロジェクトを充実させる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成 24 年度 7 月から新メンバーで小児外科診療を開始した．昨年度は 293 件の手術を施行した．小児外科にお
ける疾患の中で最も多い鼠径ヘルニアに対して，臍のみの傷となる単孔式の手術法を導入している．また，急性虫垂
炎に対して，臍から手術器械用のポートを挿入し，臍だけの傷で虫垂切除術を施行する単孔式の手術を行っている．
その他の手術も，整容性の高い術式を採用しており好評を得ている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　古村　眞
　　Regenerative therapy Section Editor
　　BMC surger 査読委員
　　Journal of Artificial Organs 査読委員
　　Regenerative Medicine 査読委員
　　Andrologia 査読委員
　　Journal of Pediatric Surgery 査読委員
　　小児救急医学会雑誌 査読委員
　　Regenerative Therapy 査読委員
　　日本小児外科学会雑誌 査読委員
　　日本小児血液・がん学会雑誌 査読委員
　　Surgery Today 査読委員
　　Pediatric International 査読委員
　　J Biomedical Materials Research Part B 査読委員
　尾花和子
　　小児救急医学会雑誌 査読委員
　　日本小児外科学会雑誌 査読委員
　　日本静脈経腸栄養学会雑誌  査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　学会
　（古村　眞）
　　日本外科学会　　　試験問題検討委員会　委員長
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　　日本小児外科学会　日本小児外科学会専門医制度委員会　庶務委員長
　　日本小児外科学会　データベース委員会顧問
　　日本小児外科学会　NCD 委員会顧問
　　日本小児血液・がん学会　評議員
　　日本再生医療学会　　　　評議委員
　　日本人工臓器学会　　　　評議委員
　（尾花和子）
　　日本小児外科学会　　　　評議員
　　日本小児外科学会　日本小児外科学会専門医認定委員会　委員
　　日本小児外科学会　利益相反委員会　　　　　　　　　　委員
　　日本周産期・新生児医学会　広報委員会　　　　　　　　委員
　講演
　古村　眞
　　気管軟化（虚脱）症に対する治療薬開発研究と今後の展開
　　第 4 回犬・猫の呼吸器症例検討会　　2018 年 6 月 12 日　相模大野

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Komura M, Komura H, Komuro H, Konishi K, Obana K, Ikebukuro K, Hikita A, Hoshi K, Takato T.
Long-term follow-up of tracheal cartilage growth promotion by intratracheal injection of basic fibroblast growth 
factor.
J Pediatr Surg. 2018 Dec;53（12）:2394-2398.

②臼井規朗 , 岡本晋弥 , 上原秀一郎 , 小笠原有紀 , 古賀寛之 , 佐々木隆士 , 寺脇　幹 , 照井慶太 , 藤代　準 , 藤野明浩 , 
文野誠久 , 古村　眞 , 平原憲道 , 岡本竜弥 , 富田紘史 , 藤雄木亨真 , 渡辺栄一郎 , 米倉竹夫 , 家入里志 , 伊勢一哉 , 
佐々木英之 , 下野隆一 , 高安　肇 , 尾藤祐子 , 宮田裕章 , 江角元史郎 , National Clinical Database（小児外科領域）
Annual Report 2013-2014 日本小児外科学会 NCD 連絡委員会
日本小児外科学会雑誌 54（2）, 314-335, 2018. 

③古村　眞
小児外科領域　気管再生
周産期医学 48（7）, 863-867, 2018

④古村　眞 , 尾花和子 , 花田　学 , 合原　巧 . 肥厚性幽門狭窄症の診断 , 小児外科 50（8） 781-784, 2018. 
⑤合原　巧 , 尾花和子 , 古村　眞 , 花田　学 , 宮國憲昭 , 小高哲郎 , 寺脇　幹 , 沼尻良輝 . VP シャントに伴う腹部合

併症
小児外科 51（3） 251-253, 2019. 

⑥合原　巧，佐竹亮介，小高哲郎，寺脇　幹，古村　眞
当科における単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（SILPEC）の検討 第 55 回日本小児外科学会学術集会　
2018/5/30 新潟

⑦ M Komura1, H Komura, K Konishi,Y Tabata. 
The promotion of tracheal cartilage growth by tracheal administration                         of basic fibroblast growth 
factor（b-FGF）
5thTERMIS WC2018　Kyoto　2018/9/6 

⑧古村　眞
塩基性線維芽細胞増殖因子（b-FGF）気管内局注による気管成長促進の長期経過観察の研究
第 51 回日本小児呼吸器学会　札幌　2018/9/28

⑨古村　眞　星　和人　疋田温彦　浅輪幸世　高戸　毅　
自己細胞再生気管軟骨の医師主導治験
第 29 回日本小児呼吸器外科研究会　東京　2018/10/28

⑩合原　巧，古村　眞，尾花和子，寺脇　幹，花田　学，宮國憲昭　中嶋正人，池園哲郎
先天性梨状窩瘻の手術の工夫
第 38 回日本小児内視鏡外科 ･ 手術手技研究会　東京　2018/10/25
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【総数：論文 5 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
　尾花和子
　　厚生労働科学研究費　小児期から移行期・成人期を包括する希少難治性慢性消化器疾患の医療政策に関する研究
　分担研究者
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたものと考えている．
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1．15）整形外科・脊椎外科

1．構成員
織田弘美（ODA, Hiromi）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：リウマチ関節外科：博士
門野夕峰（KADONO, Yuho）：教授：教育主任，診療副部長：指導教員（大学院）：リウマチ関節外科：博士
立花陽明（TACHIBANA, Youmei）：教授：研究主任：指導教員（大学院）：スポーツ整形外科，膝関節外科：博士
宮島　剛（MIYAJIMA, Tsuyoshi）：教授：研究副主任：指導教員（大学院）：骨粗鬆症：博士
鳥尾哲矢（TORIO, Tetsuya）：教授：教育副主任：指導教員（大学院）脊椎外科，外傷：博士
金　潤澤（KIM, Yoon-Taek）：客員教授：股関節外科：博士
田中伸哉（TANAKA, Shinya）：准教授：大学院教員（大学院）：関節外科：博士
河野慎次郎 （KONO, Shinjiro）：准教授：大学院教員（大学院）：手外科：博士
釘宮典孝（KUGIMIYA, Fumitaka）：准教授：大学院教員（大学院）：脊椎外科：博士
後藤　建（GOTO, Tatsuru）：客員准教授：スポーツ整形外科，膝関節外科
杉山聡宏（SUGIYAMA, Toshihiro）：講師：骨粗鬆症，骨代謝：博士
坂口勝信（SAKAGUCHI, Katsunobu）：講師：肩関節外科，スポーツ整形外科：博士
吉川　淳（KIKKAWA, Jun）：講師：脊椎外科，外傷：博士
渡會恵介（WATARAI, Keisuke）：講師：股関節外科：博士
西澤良雄（NISHIZAWA, Yoshio）：非常勤講師：足の外科
中田代助（NAKATA, Daisuke）：非常勤講師：小児整形：博士
種子田斎（TANEDA, Hitoshi）：非常勤講師：股関節外科：博士
宮澤知修（MIYAZAWA, Tomonobu）：非常勤講師：肩関節外科，足の外科：博士
白土　修（SHIRADO, Osamu）：非常勤講師：脊椎外科：博士
齋藤文則（SAITO, Fuminori）：非常勤講師：脊椎外科：博士
吉岡浩之（YOSHIOKA, Hiroyuki）：非常勤講師：足の外科
織田徹也（ODA, Tetsuya）：非常勤講師：股関節外科
関口浩五郎（SEKIGUCHI, Kougorou）：非常勤講師：手外科
助教：渡邊伯夫（WATANABE, Michio），木村文彦（KIMURA, Fumihiko），
　　　杉田直樹（SUGITA, Naoki），永倉大輔（NAGAKURA, Daisuke），
　　　大村泰人（OOMURA, Yasuto），鈴木景子（SUZUKI, Keiko），
　　　神成文裕（KANNARI, Humihiro），菅野温子（KANNO, Atsuko），
　　　加藤進太郎（KATO, Shintaro），中山太郎（NAKAYAMA, Taro），
　　　伊藤賢太郎（ITO, Kentaro），関根巧也（SEKINE, Takuya）
助手：関川三四子（SEKIKAWA, Miyoko）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育

医学部学生 4-6 年生に，整形外科で扱う運動器疾患や外傷の病態や症候を理解して適切に診断し，適切な治療法を
選択できる能力を備えさせ，臨床実習を通じて整形外科診療の基本を習得することを目的とした．

4 年生の講義では，病態，診断，治療について解説し，臨床推論でその能力を強化することを目標とした．与えら
れた枠組みの中で体系的に目的を達成することを目指した．　6 年生の講義では，知識の再確認を行うとともに，過
去数年の国家試験の傾向と整形外科分野のトピックから，整形外科疾患や外傷を扱うための思考能力を身につけるこ
とを目標とし，授業内容の見直しを行った．

BSL 実習はクルズスではなく，見学型実習を基本とし，症例を通して整形外科分野だけでなく，併存疾患の含めて
広く診察，診断，治療の過程を学ぶことを目標とした．クリニカル・クラークシップは臨床現場での参加型実習を基
本とし，診療チームの一員として整形外科分野の知識と技術を学び，医師としてのモチベーションを高めることを目
標とした．
卒後教育
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初期研修医に対しては，運動器の診察法を習得し，外傷に対するプライマリ・ケア，整形外科で扱う種々の疾患に
対する診断能力を身につけることを目標とした．

専修医に対しては，整形外科すべての分野の症例を幅広く担当し，適切な診断能力と治療の手技を身につけ，4 年
の専門研修後に専門医試験に合格することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育

4 年生講義
皮膚・運動器ユニット：整形外科総論（骨・関節の構造と機能，診断）（織田弘美），
スポーツ整形（立花陽明），退行性関節疾患（1）総論，膝関節（田中伸哉），
退行性関節疾患（2）股関節（渡曾恵介），外傷（1）総論，肩関節（坂口勝信），
外傷（2）上肢（河野慎次郎），外傷（3）下肢（立花陽明），外傷（4）神経（門野夕峰），
手の外科（河野慎次郎），骨系統疾患（織田弘美），脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（釘宮典孝），
脊椎疾患（2）腰椎（税田和夫），脊椎疾患（3）側弯症（鳥尾哲矢）
骨・軟部腫瘍（1）総論（矢澤康男），骨・軟部腫瘍（2）各論（鳥越知明），
感染性疾患（田中伸哉），小児整形外科疾患（渡曾恵介），
炎症性疾患（関節リウマチ，強直性脊椎炎）（門野夕峰），
代謝性骨疾患（骨粗鬆症，骨軟化症）（宮島　剛）
免疫ユニット：リウマチ疾患の外科治療（門野夕峰）
症候の鑑別：関節痛・関節腫脹（門野夕峰）

4 年生臨床推論
課題症例について，画像や検査データ，診察所見を提示し，考えられる疾患やその治療法について検討させた後，
その結果について議論し，講師が解説を加えた．

（田中伸哉，河野慎次郎，釘宮典孝，坂口勝信，渡曾恵介，渡邉伯夫，木村文彦，杉田直樹，永倉大輔，大村泰人，
鈴木景子，中山太郎）

5 年生講義
特別演習：関節穿刺（織田弘美）

6 年生講義：骨・軟部組織・運動器疾患：
上肢の運動器疾患（立花陽明），下肢の運動器疾患（立花陽明），
末梢神経障害（河野慎次郎），脊髄障害，末梢神経障害のレベル診断（鳥尾哲矢），
骨系統・代謝疾患，特発性骨壊死（織田弘美），脊椎疾患，頚肩腕症候群（鳥尾哲矢），
C ユニット：整形外科的高齢者の医療 1（門野夕峰），整形外科的高齢者の医療 2（門野夕峰），

BSL 実習
個々に与えられた症例の手術に手洗いをして入り，診療チームの一員として手術に参加することを義務づけ，そ
の症例について担当医の指導のもとにレポートを作成させた（病棟医長，病棟担当医）．月曜日夕方の抄読会，
火曜日朝のカンファランスに参加し（全スタッフ），木曜日午前はかわごえクリニックの骨粗鬆症外来に参加し，
午後は運動器リハビリのクルズスに参加した（宮島　剛，森　芳久）．金曜日にレポートを元に試問を行い，理
解の程度をチェックした（門野夕峰）．
クリニカル・クラークシップ
診療チームに配属し，入院患者の診察，検査，処置，手術，包帯交換などの日常診療に参加させた（病棟担当医）．
カンファランスでは受け持ち医としてプレゼンゼンテーションを行い（全スタッフ），手術では糸結びなどの基
本的外科手術手技を学んだ（病棟担当医）．

卒後教育
月曜日の午後 7 時から各回 2 名の担当医が新しい文献を抄読し，新たな情報を提供した（全スタッフ）．月一回，

月曜日の午後 7 時から放射線科，国際医療センター骨軟部腫瘍科と合同の画像カンファを行った（全スタッフ）．
毎週火曜日朝，全員参加のカンファランスを行い，外来からの入院予約患者，新入院患者，手術患者，相談症例に

ついて報告と検討を行った（全スタッフ）．
専門医試験受験者に対して，過去問を元にした解説，口頭試験対策，病理組織の見方についてクルズスを行った（織

田弘美）
2-3．達成度
卒前教育



整形外科・脊椎外科

412

4 年生の講義では前年度に講義時間数の減少に応じて講義内容の再構成を行ったが，学生の授業評価ならびに筆記
試験による理解度は例年と同程度であり，目標通りの成果が達成できたと考えている．

6 年生の講義は少ないコマ数の中で国家試験も視野に入れたポイントを絞った講義を行うように努めた．Ｃユニッ
トでは過去問の解説を中心の講義を行い，目標通りの成果が上がったと考えている．

BSL，クリニカル・クラークシップに対する学生の評価は良好であった．臨床推論についてはすべてのスタッフが
参加してその内容は担当者に任せたが，共通問題を準備して共通認識を持って指導したため総じて良好な評価を得る
ことができた．
卒後教育

初期研修医には，整形外科的診察を習得し，適切な検査を行い，手術をはじめとする様々な治療手段を駆使して治
療を行うという当科の診療の流れを理解させた．可能な限り手術参加を求めたので，基本的な外科手術手技は全員取
得できたと考えている．

今年度は新専攻医の入局は 1 名であったため，マンツーマン指導とした．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育

少ない講義時間を有効活用するように，従来の内容を踏襲しつつ学習内容量を削減したが知識不足になるという意
見はなかった．

BSL の評価は他の診療科と比較すると高い方であり，臨床推論についても総じて高い評価を得ていると考えられた．
次年度は，講義は同様の形式を維持しつつも，臨床推論がなくなる部分を臨床実習で補う予定である．

卒後教育
初期研修医に対してはスタッフ全員が教育にあたり，処置や手術においては外科系の基本手技が身に付くように指

導した．次年度の専攻医は複数名であるため，チーム制を導入してオーベンとのマンツーマン指導を維持しつつ，ロー
テーション研修を導入する予定．

3．研究
3-1．目的・目標

臨床成績の向上を目指す研究を行うことを目的とし，日本整形外科学会学術集会や各関連領域学会での発表や学会
誌，専門誌への論文投稿を目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

リウマチ・股関節グループ：リウマチ性疾患，股関節疾患の病態解明と治療成績改善
脊椎グループ：脊椎・脊髄疾患の病態解明と治療成績改善
スポーツ整形外科グループ：スポーツ障害・外傷，膝・肩疾患の病態解明と成績改善
外傷グループ：骨折や外傷の治療成績改善と周術期管理の問題点解明
骨代謝グループ：骨代謝研究，代謝性骨疾患の病態解明と治療成績改善
手外科グループ：手の疾患や外傷の治療法の開発と治療成績改善
3-3．研究内容と達成度
リウマチ・股関節グループ

・乾癬性関節炎の診断と治療について学会発表
・強直性脊椎炎の診断と治療について学会発表
・関節リウマチ診療における骨のケアについて学会発表
・骨免疫と関節破壊との関連について学会発表
・寛骨臼縁の全周性骨化について学会発表
・人工股関節全置換術後の静脈血栓塞栓症に対する抗凝固療法について学会発表
・大腿骨頸部骨折に対する梨状筋温存人工骨頭置換術の成績について学会発表

スポーツ整形外科グループ
・難治性上腕骨外側上顆炎に対する対外衝撃波療法の治療効果について学会発表，論文発表
・内側半月後根断裂に対する pull-out 縫合法の MRI による術後早期の評価について学会発表
・難治性足底腱膜炎に対する対外衝撃波療法の治療効果について学会発表，論文発表
・高齢者腱板断裂に対する鏡視下 surface-holding 法について学会発表
・化膿性膝関節炎治療における持続灌流使用例と非使用例の臨床成績について論文発表
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脊椎グループ
・開創器の違いによる手術部位感染の比較検討について学会発表
・非骨傷性頸髄損傷に対する後方除圧術の治療成績について学会発表
・中下位頚椎脱臼骨折に対する除圧的椎弓切除術について学会発表

外傷グループ
・高齢者の骨盤骨折について学会発表
・足関節後果骨折の後外側アプローチによる手術について学会発表

骨代謝グループ
・発声習慣と腰椎骨密度の関連性について学会発表

手外科グループ
・肘関節受動術後の後療法時の低濃度腕神経叢ブロック法の有用性について学会発表
・重度手根管症候群に対する一期的母指対立再建術について学会発表
・Loudon 病期分類で 3 期以上の化膿性腱鞘炎の治療について学会発表，論文発表
・術中自動運動を可能とする低濃度腕神経叢ブロック法を用いた手術について論文発表
3-4．自己評価と次年度計画

例年通りの研究を行い，学会発表を行った．和文での原著論文発表はできたが，英文での原著論文発表はできなかっ
た．

次年度は進行中のプロジェクトをまとめて英文での学会発表，論文発表を行いたい．また実績をあげることによっ
て獲得研究費を増やしたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
昨年度に引き続き，連携施設からの紹介患者を積極的に受け入れた．国際医療センターの救急救命センターにスタッ

フ 4 名を派遣し高度外傷に対応した．急患センター（ER）に助教一名を兼担として配置し，救急患者の積極的な受
け入れを行った．

本年度も専攻医がわずか 1 名だったが，外来患者数は減少したものの，入院患者数は増加したと同時に在院日数
を短縮できた．スタッフの健闘によって入院診療のレベルを維持できたと考えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

医薬品機構専門委員（織田弘美）
大学評価・学位授与機構学位審査会専門委員（織田弘美）
埼玉県健康スポーツ医会理事（立花陽明）
埼玉県体育協会スポーツ科学委員会スポーツ医学専門部会会員（立花陽明）
関東ラグビーフットボール協会メディカル委員（立花陽明）
埼玉県ラグビーフットボール協会メディカルソサエティ委員（立花陽明）
埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会理事（立花陽明）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

編集委員
Modern Rheumatology Case Report，Associated Editor（門野夕峰）
International Journal of Rheumatic Disease，Associated Editor（門野夕峰）
脊椎関節炎学会誌（門野夕峰）

査読委員
Arthritis Research Therapy（門野夕峰）
Rheumatology（門野夕峰）
Rheumatology International（門野夕峰）
Modern Rheumatology（門野夕峰，田中伸哉）
Journal of Bone Mineral Metabolism（門野夕峰，田中伸哉）
東日本整形災害外科学会雑誌（織田弘美，門野夕峰）
関東整形災害外科学会雑誌（織田弘美，門野夕峰）
日本整形外科スポーツ医学会雑誌（立花陽明）
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プログラム査読委員
日本リウマチ学会（織田弘美，門野夕峰）
日本整形外科学会学術総会（織田弘美，門野夕峰）
日本整形外科学会基礎学術集会（織田弘美，門野夕峰）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本整形外科学会：代議員（織田弘美），スポーツ医学会社会保険委員会委員（立花陽明），
日本リウマチ学会：監事（織田弘美），評議員（門野夕峰），関東支部運営委員（門野夕峰）
東日本整形災害外科学会：評議員（織田弘美，立花陽明，門野夕峰）
関東整形災害外科学会：幹事（織田弘美），
日本臨床リウマチ学会：理事（織田弘美），
日本関節病学会：理事（織田弘美）
日本脊椎関節炎学会：理事（織田弘美）
日本股関節学会：評議員（織田弘美），
日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明），
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明），
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明），
日本リウマチ財団：学術助成委員会委員（門野夕峰）

6．業績
6-1．論文・学会発表
【論文発表 51 編：原著 10 編，症例報告 5 編，総説他 7 編（英文 17 編，和文 34 編）】
代表的論文
①大村泰人，河野慎次郎，中山太郎，川邊保隆，関口浩五郎，織田弘美 . 術中自動運動を可能とする低濃度腕神経

叢ブロック法を用いた手外科手術の試み . 日本手外科学会雑誌 34（4）：672 － 677, 2018
②大村泰人，河野慎次郎，中山太郎，織田弘美 . Loudon 病期分類で 3 期以上の手指化膿性腱鞘炎の治療成績 . 日

本手外科学会雑誌 35（3）：430 － 433, 2018
③杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美 . 化膿性膝関節炎に対する持続灌流使用例と非使用例の検討 . JOSKAS 

43：502 － 503, 2018
④杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美 . 難治性上腕骨外側上顆炎に対する対外衝撃波治療の経験 . 別冊整形

外科 73：63 － 66, 2018
⑤杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美 . 腱付着部障害に対する対外衝撃波治療の経験 . 整形外科　69：125-

129, 2018
⑥杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美 . テニス愛好家の上腕骨外側上顆炎に対する対外衝撃波治療の経験 . 

埼玉県医学会雑誌 53：450-453，2018
【学会発表：国外 1 件，国内 68：計 69 件】
代表的な発表
⑦中山太郎，河野　慎次郎，大村泰人，川邊保隆，織田弘美 . 肘関節授動術後の後療法時に低濃度持続腕神経叢ブロッ

ク併用の有効性 . 第 30 回日本肘関節学会学術集会，2018.2
⑧梅香路英正，鳥尾哲矢，釘宮典孝，永倉大輔，鈴木景子，織田弘美 . 開創器の違いによる手術部位感染の比較検討 . 

第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会，2018.4
⑨渡會恵介，木村文彦，渡邊伯夫，金　潤澤，門野夕峰，織田弘美 . 3T MRI における寛骨臼関節唇骨化の頻度と

局在に関する検討 . 第 91 回日本整形外科学会学術総会，2018.5
⑩杉田直樹，立花陽明，坂口勝信，織田弘美 . 内側半月後根断裂に対する pull-out 縫合法の MRI による術後早期の

評価 － centralization 法の併用有無での比較－ . 第 10 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会，2018.6
【総数：論文 51 件，学会発表 69 件，講演 62 件】
6-2．獲得研究費

1）門野夕峰：平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金　「脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診断ガイドライ
ン策定を目指した大規模多施設研究」

2）門野夕峰：平成 28 年度医療機器開発推進研究事業補助金（継続）　「三大合併症を阻止する先端的な多機能人
工膝関節の実用化に関する橋渡し研究」
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3）宮島　剛：日本運動器科学会ロコモ推進助成金　「声量と腰椎骨密度の推進活動内容」
6-3．受賞 
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1）第 36 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会　2018.6.2
2）第 15 回彩の国骨フォーラム　2018.6.21
3）第 15 回埼玉オルソペディクスセミナー　2018.8.4
4）第 19 回 Ortho Seminar in Saitama　2018.8.23
5）第 16 回埼玉股関節を語る会　2018.11.1
6）第 17 回埼玉骨折治療研究会　2018.12.6
7）第 16 回彩の国骨フォーラム　2018.12.7
8）第 20 回 Ortho Seminar in Saitama　2019.1.31
9）第 13 回毛呂山リウマチセミナー　2019.2.7
10）第 3 回 SpA 診療連携フォーラム　2019.3.29

7．自己点検・評価
教育：カリキュラム変更に伴い講義数が 4 年生，6 年生で減少したが，講義内容を再編して必要分野をカバーした

　　ため，試験結果からみた達成度はほぼ満足できるものであった．BSL，クリニカル・クラークシップでは，
　　整形外科分野に限らず物事を考える動機付けを行った影響もあってか，学生の評価は概ね良好であった．全
　　体的に例年同様満足できるものと考える．

研究：論文発表は 51 編，学会発表（講演以外）は 69 件で，昨年度と比較すると論文はほぼ横ばい，学会発表は
　　減少した．研究費も継続して 3 件獲得できた．

診療：専攻医の入局は 1 名であった．外来患者数は減少したものの，特定機能病院として重要な入院患者数と手
　　術件数は昨年を上回った．救急患者の受け入れも積極的に行った．人数を勘案すると，かなり健闘したと評
　　価している．治験は 3 件実施できた．
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1．16）脳神経外科

1．構成員
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：教授： 診療部長： 代表指導教員（大学院）：脳腫瘍の診断と治療 , 三叉神経痛 ,
　　　　　　　　　　　　　　　　顔面痙攣の診断と治療：医学博士
小林正人（KOBAYASHI, Masahito）：教授：診療副部長： 指導教員（大学院）：機能的脳疾患の診断と治療 , 定位脳手術：
　　　　　　　　　　　　　　　  医学博士，脇谷健司（WAKIYA, Kenji）：講師：脳腫瘍の治療と分子生物学，一
　　　　　　　　　　　　　　　　般脳神経外科： 医学博士
寺野成彦（TERANO, Naruhiko）：助教：一般脳神経外科，平田幸子（HIRATA, Sachiko）：助教（2018.10 月着任）：
　　　　　　　　　　　　　　   てんかんの内科的，外科的治療，一般脳神経外科，

2．教育
2-1．目的・目標
　脳神経外科疾患を , その疾患が発生する脳および脊髄の解剖学的特徴と共に総合的に修得させることを目的として
いる . カリキュラム統合教育 4 年生「ヒトの病気 2」の神経の講義を三病院の脳神経外科 , 神経内科 , 解剖 , 生理の教
員と分担して担当している . 疾患の成り立ち , 病態生理 , 画像診断さらに国家試験問題を理解するために必要な内容
を系統的に講義している . 6 年生の講義も一部を担当している . 新カリキュラムでは 3 年生に旧カリキュラムの 4 年
生への内容と同様の内容での講義を行っており，さらに 3 年生の薬理学の講義の 1 コマを担当した．5 年生の BSL
においては , 脳神経外科の実習は 2 グループに別れ , その半分の学生 1 グループが 1 週間国際医療センターと大学病
院において実習する .　大学病院での具体的な実習内容として水曜日に手術見学，手洗い実習，創部の外科的処置の
指導，カンファランス出席および病棟回診への参加を通しての教育・指導を行なっている . 国際医療センターとの合
同カンファランス（火曜日午後）での指導も併せ行なう . また , 木曜日午前の脳脊髄腫瘍科でのカンファランスおよ
びでの指導も一部教員が兼担で担当している．
　卒後教育としては後期研修医（脳神経外科専攻）を国際医療センター脳神経外科とともに教育を担当している．具
体的には通常 3 ヶ月のローテーションで，機能的脳神経外科分野の基礎を指導している．また初期臨床研修医を希
望に応じて受け入れ，外科的基本処置の習得，頭部外傷患者の初期診断と治療，脳神経外科患者の周術期管理の習熟
を目標として指導を行っている．今年度は，他学（信州大学）からの初期研修医を受け入れた．
2-2．教育内容（担当者）
　講義は 4 年生および新カリキュラムの 3 年生の「ヒトの病気 -2」コースの “ 神経 ” ユニットおよび 6 年生の講義，
さらに今年度から 2 年生の薬理学でそれぞれ分担部を担当している . 講義は主として教授が , 実習指導は助教も含む
教員が担当した . また埼玉医科大学短期大学の講義および同一法人下の毛呂病院附属看護専門学校第一学科，第二学
科の講義も教員が分担して担当した．
　卒後教育では後期研修医および研修医に対しては各教員が一般外来，救急外来，手術，術後管理などについて随時
指導を行っている．また，藤巻が大学院の演習「総合医学特論」を通年開講で担当しており，大学院生に対する教育
を担当している．
2-3．達成度
　講義は教員側の目的は果たしたと考えている . また , 学生の講義評価も高い . 初期臨床研修医の教育については，
創傷処置などの外科的処置を習得し，頭部外傷患者の神経学的所見と放射線診断，脳神経外科患者の術後管理の基本
を習熟することは達成できている．藤巻は 4 年生の講義でベストティーチャーを受賞した．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育に関しては，教員はよく努力し目的を果たした．次年度もこれを継続したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　脳神経外科の臨床はおおきく脳腫瘍，脳血管障害，頭部外傷，機能的脳神経疾患，脊椎脊髄疾患，小児・先天奇形
にわけて考えられるが，当科は，機能的脳神経疾患の治療を主に行っている．このため，機能的脳神経疾患の診断，
治療の改善，進歩を目標とした臨床研究を行っている．また，脳腫瘍については , 藤巻が国際医療センターで脳脊髄
腫瘍の診療を，小林が定位放射線治療（サイバーナイフ）による脳疾患の診療を兼担で行なっており，それぞれより
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良い治療法を目標とした治療効果や予後に関する臨床研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　機能的脳神経外科臨床研究グループ（責任者 : 藤巻高光）
3-3．研究内容と達成度
　機能的脳神経外科臨床においては , 埼玉医科大学病院で多く行われている脳神経減圧術の臨床データの解析を行
なった . 術中の神経機能モニタリングから得られたデータの解析，術前画像および手術所見より神経圧迫症候群の病
態発生に関する研究，および神経内視鏡併用の有用性について検討した．特異な病態について症例報告を行った．ま
た深部脳刺激治療データの解析より病態，至適な治療に関する臨床検討を行った．これらの結果は論文や第 77 回日
本脳神経外科学会総会をはじめとする諸学会において発表した . また国際医療センターで当科医師が兼担で治療して
いるサイバーナイフ治療の結果についても報告を行った．いずれも質の高い臨床研究と考える．これからの論文化が
課題である．
3-4．自己評価と次年度計画
　構成員が病気療養しているなかで，論文化できた研究が少ないのが反省的であるが，学術的内容はその領域では国
際的にも優れたものを行っていると考える．次年度はこれを継続しつつ，論文化にとりくみたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　神経減圧術は，大学病院としては日本一の症例数を手術しており確実な手術が行われた．不随意運動症・パーキン
ソン病に対する定位的機能脳手術も着実に行われ学会より認定施設として認められている．疼痛に対する刺激療法，
小児先天奇形といった高度医療機関ならではの診療も施行している．一般脳神経外科臨床も，昨年度同様，確実な診
療を行う事が出来た．今後もいままで以上に着実で安全な，患者の満足度の高い診療を行う所存である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

藤巻高光：厚生労働省　副作用・感染等被害判定第一部会委員
小林正人：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　藤巻高光（編集委員および査読委員）
　　Neuro-oncology
　　Journal of Neuro-oncology 
　　Neurologia Medico Chirurgica
　　Japanese Journal of Clinical Oncology
　　Clinical & Experimental Metastasis
　小林正人（査読委員）
　　Neurologia Medico Chirurgica
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　藤巻高光　日本医師会男女共同参画委員会委員，埼玉県医師会女性医師支援検討委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①藤巻高光　Li Fraumeni 症候群と脳腫瘍　Clinical Neuroscience, 2018. 5.1  中外医学社　　pp 605-607,
② 小 林 正 人．Parkinson 病 の ニ ュ ー ロ モ ジ ュ レ ー シ ョ ン（ 脳 深 部 刺 激 療 法， 脊 髄 刺 激 療 法 ）． 神 経 内 科．

2018;89:270-275
③ Hirata S, Kobayashi M, Kamamoto D, Kosugi K, Yoshida K, Fujimaki T. Trigeminal Neuralgia Due to Petrosal Bone 

Deformity.  World Neurosurg. Epub 2019 Mar 1.
④小林正人．Intraoperative test simulation versus stereotactic accuracy and surgical endpoint. （Journal club）  脳

神経外科速報．2018;28:205
⑤ Fujimaki T, Kobayashi M, Micorovascular decompression （MVD） for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. 

Based on 1000 MVD surgeries. The 3rd International Neurosurgery Resident Course, Amsterdam （教育講演）
2018.4.18

⑥ Kobayashi M, Tomio R, Ohira T, Mihara B, Fujimaki T. Relationship between body mass index and efforts for 
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optimal conditioning of STN-DBS. Asian-Australian Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery. Sun-
moon-lake, Taiwan 2018.4.20

⑦ Fujimaki T, Kobayashi M. Lessons learned from 1005 microvascular decompression （MVD） surgery for 
trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. Third Triangle Scientific Meeting of the Japan-Hungary-Poland 
Surgical Society Stefania Palace, Budapest, Hungary 2018.6.4 

⑧藤巻高光　同時通訳を通して学んだこと，同時通訳のために学んだこと　第 33 回 日本脳神経外科国際学会
フォーラム　東京（教育講演）2018.7.21

⑨ Fujimaki T, Nishikawa R. 　Role of surgery in the treatment of intracranial germ cell tumors. 50th Congress of 
the International Society of Paediatric Oncology （SIOP） Kyoto Japan　（シンポジウム，招待講演）2018.11.18

⑩ Terano N, Wakiya K, Kobayashi M, Fujimaki T. Analysis of the conflicting vessels in hemifacial spasm. 2nd Asian 
conference of microvascular decompression surgery Kawagoe, Japan, 2018.9.3

【総数：論文 8 件，学会発表 21 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 2 回アジア脳神経減圧術学会主催（会長　藤巻高光）　川越市　2019.9.2-3

7．自己点検・評価
　少ないメンバーのなかで，今年度はアジア脳神経減圧術学会を開催することができた．関係各位の努力を多とする
ところである．また，神経減圧術についても，特定機能病院のなかで本邦第一位の手術件数を維持している．全国的
に評価も高い．4 名（10 月より 5 名）の少ない人数での臨床はなかなかきびしいが，「機能的脳神経外科なら埼玉医
科大学病院」の一般の評価を維持することができた一年であると総括できる．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．17）形成外科・美容外科

1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）：教授：代表指導教員（大学院）：組織移植，頭頚部再建，微小血管外科：博士
市岡　滋（ICHIOKA, Shigeru）：教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）：皮膚微小循環，血管新生の機

　　　　　　　　　　　　　  序，再生医学：博士
時岡一幸（TOKIOKA, Kazuyuki）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：先天異常，顔面外傷：博士
佐藤智也（SATO, Tomoya）：助教：教育主任：修士
石川昌一（ISHIKAWA, Shoichi） ：助教：修士
栗原　健（KURIHARA, Takeshi） ：助教：修士
宮﨑春野（MIYAZAKI, Haruno） ：助教：修士
新海千裕（SHINKAI, Chihiro） ：助教：修士
吉田有希（YOSHIDA, Yuki）：助教：修士
齋藤順平（SAITO, Junpei） ：助教：修士
佐藤弘樹（SATO, Hiroki） ：助教：修士
渡邉美佳（WATANABE, Mika）：助教：修士
石川洋平（ISHIKAWA, Yohei） ：助教：修士
川口辰巳（KAWAGUCHI, Tatsumi）：助教：修士
橋本直美（HASIMOTO, Naomi）：助手
新井清仁（ARAI, Kiyohito） ：客員講師：博士
髙岡聡美（TAKAOKA, Satomi） ：非常勤医師（Ⅰ類）：修士　→ 4 月～ 12 月
滝本磨理香（TAKIMOTO, Marika） ：非常勤医師（Ⅰ類）：修士
森石華子（MORIISHI, Hanako） ：非常勤医師（Ⅰ類）：修士
簗由一郎（YANA, Yuichiro）：非常勤医師（Ⅱ類）：修士
河内沙織（KAWAUCHI, Saori） ：非常勤医師（Ⅱ類）：修士

2．教育
2-1．目的・目標

｢ 卒前教育 ｣　4 年生において形成外科領域に関する基礎的知識を習得させる．5 年生でその知識の実践的臨床応
用を学ぶ．特に BSL では国家試験に頻出する熱傷，外傷の知識をさらに深める．また縫合，糸結びなど外科領域の
基本的手技を修得する．

｢ 卒後教育 ｣　初期研修においては研修医に必要な熱傷，外傷の知識，治療法を中心に形成外科領域の疾患につい
て学ぶ．後期研修においては形成外科領域に関するより広い臨床知識を修得する．また形成外科専門医取得を目指し，
幅広い症例を通じ技能を高める．

｢ 大学院教育 ｣　大学院生において，微小循環・創傷治癒・再生医療・アンチエイジングなどの形成外科関連の研
究を幅広く指導する．また研究倫理，統計処理など研究者に必須な知識の修得を目指す．
2-2．教育内容（担当者）

｢ 卒前教育 ｣　｢ 卒後教育 ｣　｢ 大学院教育 ｣　中塚貴志（再建外科），市岡滋（創傷治癒，難治性潰瘍），時岡一幸（先
天異常），他
2-3．達成度

｢ 卒前教育 ｣　4 年生の試験では全員が合格し，5 年生の実習においても全員及第点を与えることができ，ほぼ目
標は達成できたと思われる．

｢ 卒後教育 ｣　初期研修医に対しては基本的手技の指導を十分に行った．また後期研修医 1 名（吉田）が形成外科
専門医を新たに取得しており，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得したと思われる

｢ 大学院教育 ｣　大学院生において研究がほぼ完了し，現在学位の取得を目指して論文作成の指導中である．
2-4．自己評価と次年度計画

｢ 卒前教育 ｣　医学部 4 年生には講義を，5 年生には BSL を整形外科と共同で実施．前者の講義は「形成外科学総論」，
「創傷治癒と難治性創傷」，「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」，「美容外科，アンチエイジング」，「形成外科で扱う
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小児先天疾患」，「再建外科」の 6 つに分かれ，総合医療センター・国際医療センターと分担し共同で行った．また，
医学部 1 年生に対し解剖学「人体の構造と機能 1」の講義を 1 コマ担当している．講義は学生が興味を持てるよう
画像を利用し，視覚に訴えたより理解しやすい授業を心がけた．形成外科領域で国家試験に頻出する部分は授業中に
も強調し講義している．また過去問の演習を行い知識の定着に努めている．BSL は限られた時間数でも成果を挙げら
れるよう，形成外科領域で求められる基本的知識の講義，並びに縫合や糸結び等の手技の練習，手術見学などを行なっ
た．その成果もあり，4 年生での筆記試験は全体的に良く理解されていた．また BSL も自らの手を動かして実習する
縫合練習は評判がよく，手術見学も含め，形成に興味が持てたという学生が多く見られた．来年度も講義，BSL はも
ちろんのこと，夏期実習等の学生の自発的な教育の希望にも，積極的に対応していきたいと考えている．

｢ 卒後教育 ｣　形成外科研修を行った者に対しては，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得するための指導
が適切に実施された．今後は形成外科研修を行った者だけでなく，広く研修医に対して形成外科領域に関する基礎的
臨床知識を指導する機会をもちたいと考えている

｢ 大学院教育 ｣　これまでの研究成果を論文，学会で発表していく一方，次の課題に向け研究計画を立てていく予
定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床に直結した形で微小循環・創傷治癒・再生医療などの基礎研究を行うとともに，難治性創傷の豊富な臨床経験
とデータを活用した臨床研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

これまで以下の研究プロジェクトを実行した．
I 基礎研究

I -1）難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
I -2）術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発

II 臨床研究
II-1）難治性創傷に対する手術手技の開発・考案
II-2）難治性創傷のデータベースの統計学的解析
II-3）超音波デブリードマン装置の有効性の検証
II-4）ベッドサイドでのバイオフィルム検出に基づいた創傷感染予防ケアバンドルの開発
II-5）慢性創傷の集学的管理に寄与する栄養ならびに酸化ストレス関連因子を用いた評価指標の検索

3-3．研究内容と達成度
　上記プロジェクトは学術論文，学会発表，メディアなどで公表されている．
3-4．自己評価と次年度計画
I 基礎研究
I -1）難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
　ナノテクノロジーを活用した高性能 scaffold に抗菌性や酸素供給能を付加した次世代生体材料の実用化を目指し，
in vivo における生体材料の機能比較を行っている．
I -2）術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発
　術後感染の原因となる細菌を定量的に評価できる装置の開発を行っている．
II 臨床研究
II-1）難治性創傷に対する手術手技の開発
　褥瘡や糖尿病性足病変など難治性創傷に対する新しい再建術式および潰瘍発生に対する予防的手術を考案し実践し
ている．潰瘍に対する皮弁手術や糖尿病性足病変や重症虚血肢に対する遊離皮弁移植などについては新たな再建術式
を学会や論文で発表した．
II-2）難治性創傷のデータベースの統計学的解析
　臨床データに統計解析を施し，足潰瘍に対する遊離皮弁移植が歩行機能維持との関係を論文発表した．
II-3）超音波デブリードマン装置の有効性の検証
　新たなデブリードマンデバイスである超音波デブリードマン装置の有効性について検証を行い，論文発表した．
II-4）バイオフィルム検出に基づいた創傷感染予防ケアバンドルの開発
　バイオフィルム検出技術を提案するとともに，感染制御のためのケアバンドル確立を目的としたもので，学会や論
文で発表した．
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II-5）慢性創傷の集学的管理に寄与する栄養ならびに酸化ストレス関連因子を用いた評価指標の検索
　栄養状態が治療応答性に及ぼす指標を客観的策定する取り組みで，女子栄養大学生物有機化学研究室との共同研究
である．現在，データ集積中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の治療は難治性創傷（褥瘡，糖尿病性足潰瘍）を中心に，先天奇形から外傷（熱傷や顔面骨骨折など），美容
外科に至るまで幅広い分野に及ぶ．平成 30 年度の新患数 1134 人，入院患者数 543 人，延入院患者数（1 日平均）
18726 人（51.3 人），外来患者数（1 日平均）8201 人（27.3 人）といずれの項目も昨年度より増加していた．褥瘡
や糖尿病性足病変などの難治性創傷，口唇口蓋裂や多合指症などの先天異常，熱傷や顔面外傷，顔面骨骨折などの外
傷など幅広い分野の疾患に対して，大学病院として高度な治療を行い，良好な治療成績が得られた．次年度も近隣の
医療機関と連携し地域への貢献度をより高めるとともに，診療内容をさらに充実させていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

・中塚貴志
日本学術会議連携会員

・市岡　滋
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）専門委員 

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
・中塚貴志

国際形成外科学会 （ICOPLAST） 理事
アメリカ形成外科学会（ASPS）国際会員
日本形成外科学会理事長
日本マイクロサージャリー学会理事
日本頭頸部癌学会理事
日本創傷外科学会理事
日本形成外科手術手技学会理事
日本頭蓋顎顔面外科学会評議員
日本美容外科学会評議員
日本乳房ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｬﾘｰ学会評議員
日本創傷治癒学会評議員
日本外科系連合学会評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本頭蓋底外科学会評議員
International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor
Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board
雑誌「形成外科」編集委員
日本頭頸部癌学会学会誌編集委員会（担当理事）

・市岡　滋
日本褥瘡学会理事
日本褥瘡学会渉外・保険委員委員長
日本下肢救済・足病学会理事
日本下肢救済・足病学会社会保険委員長
日本フットケア学会理事
日本創傷・オストミー・失禁管理学会理事 
日本形成外科学会評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本創傷治癒学会評議員
日本創傷治癒学会理事
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・佐藤智也
日本フットケア学会評議員
日本褥瘡学会評議員
日本フットケア学会雑誌編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・市岡　滋
　NPO 法人創傷治癒センター理事　　　　　

6．業績
6-1．論文，学会発表，著書
（論文：原著）
① Sato T, Abe T, Ichioka S. Factors impairing cell proliferation in the granulation tissue of pressure ulcers: Impact 

of bacterial burden. Wound Repair Regen. 2018;26（3）:284-292. 
② Sato T, Arai K, Ichioka S. Hyperbaric oxygen therapy for digital ulcers due to Raynaud's disease. Case Reports 

Plast Surg Hand Surg. 2018;5（1）:72-74. 
③ Minoru Hayashi, Kotaro Yoshitake, Ryohei Tokinaka, Yuki,Yoshida, Mikiko Oshima, Sayo Tatsuta, Taishi Hamada, 

Ayako Kamitomo, Akito Hamajima. Combination of mesheddermis graft and cultured epitherial autograft for 
massive burns. Medicine. 2018:97（48）:1-4

④ Hirokawa E, Sato T*, Ichioka S. Hydrosurgical Debridement allows Efficient Procedure and Wound Healing in a 
Thermal Burn Model. J Wound Care. 2019;28（5）:304-311.

⑤ Shoichi Ishikawa, Hideki Yokogawa, Tomoya Sato, Eiko Hirokawa, Shigeru Ichioka, Takashi Nakatsuka. Gluteal 
fold flap for pelvic and perineal reconstruction following total pelvic exenteration：JPRAS Open. 2019;19:45-49.

⑥吉田有希，林　稔，徳中亮平：顔面骨骨折における生体内吸収性骨接合プレートの比較 日本頭蓋顎顔面外科学
会誌 34（3）:110-115: 2018

（論文：総説）
⑦市岡滋：特殊なデブリードマン（2） 超音波機器を用いたデブリードマン：形成外科 61（6）: 662-668, 2018
⑧中塚貴志：英語を正しく楽しく学ぼう：形成外科 62（2）:127-131, 2019
⑨石川昌一，市岡　滋：遊離皮弁移植による創閉鎖：形成外科 62（1）:49 ～ 58, 2019
⑩石川昌一，市岡　滋：褥瘡の外科的治療：日本褥瘡学会誌 21（1）:18 ～ 23, 2019

【総数：論文 22 件（英文 5 件，和文 17 件）学会発表・講演 42 件（海外 1 件，国内 41 件）】
6-2．獲得研究費
・文部科学省　科学研究費補助金　

1）基盤研究（C）　 
研究期間 （年度）：2017-04-01 - 2020-03-31
課題名：難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
研究代表者：市岡　滋　
研究経費：2017 年度 : 1,300 千円 （直接経費 : 1,000 千円，間接経費 : 300 千円）

2）基盤研究（C）　 
研究期間 （年度）：2017-04-01 - 2020-03-31
課題名：術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発
研究代表者：佐藤智也　
研究経費：2017 年度 : 1,690 千円 （直接経費 : 1,300 千円，間接経費 : 390 千円）

3）挑戦的萌芽研究　 
研究期間 （年度）：2015-04-01 - 2018-03-31
課題名：臍帯血幹細胞を用いた再生医学的アプローチによる早期顎裂閉鎖に向けて
研究代表者：須田直人
研究分担者：時岡一幸　
研究経費：2017 年度 : 1,170 千円 （直接経費 : 900 千円，間接経費 : 270 千円）

6-3．受賞
　該当なし
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6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 20 回日本褥瘡学会学術集会（2018 年 9 月 28 ～ 29 日，パシフィコ横浜，市岡滋会長）

7．自己点検，評価
　教育においては，卒前，卒後教育ともに指導体制が充実しており，より満足度の高い教育が行えるようにしている．
研究においては，臨床に直結した基礎研究を行うともに，難治性創傷における豊富な臨床経験とデータを活用し臨床
研究を行い，多くの業績を残している．診療においては，難治性創傷を中心に，先天奇形から外傷，美容外科など幅
広い分野の充実した診療を行い，地域医療に貢献している．以上より，教育，研究，診療においてそれぞれの目標は
概ね達成されたと考える．
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1．18）小児科（小児科・新生児科）

1．構成員
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi） ：教授： 運営責任者：小児科診療部長：指導教員（大学院）
 ：小児科学，小児アレルギー学，小児呼吸器学：博士
大竹　明（OHTAKE, Akira） ：教授：代表指導教員（大学院） 研究主任：
 ：小児科学，代謝・遺伝病学，分子生物学：博士
山内秀雄（YAMANOUCHI, Hideo） ：教授：教育主任：指導教員（大学院）：小児科学，小児神経学：博士
國方徹也 （KUNIKATA, Tetsuya） ：教授：新生児科診療部長，：指導教員（大学院）：小児科学，新生児学：博士
菊池　透（KIKUCHI, Toru） ：教授：教育副主任，指導教員（大学院）
 ：小児科学，内分泌・代謝学（小児）・糖尿病学：博士
秋岡祐子（AKIOKA, Yuko） ：准教授；診療副部長，小児科学，小児腎臓病学；博士
本多正和（HONDA, Masakazu） ：講師：病棟医長（新生児）：研究員：小児科学，新生児学：博士　
植田　穣 （UEDA, Yutaka） ：講師：病棟医長（小児科）：小児科学，小児アレルギー学：博士
石井佐織（ISHII, Saori） ：助教：外来医長：小児科学
盛田英司（MORITA, Eiji） ：助教：小児科学，小児アレルギー学：博士
筧　紘子 （KAKEI, Hiroko） ：助教：小児科学，新生児学：博士　
古賀健史 （KOGA, Takeshi） ：助教：小児科学，小児アレルギー学：博士
武者育麻 （MUSHA, Ikuma） ：助教：小児科学，糖尿病学：博士
荒尾正人（ARAO, Masato） ：助教；小児科学
颯佐かおり（SASSA, Kaori） ：助教：小児科学
櫻井隼人 （SAKURAI, Hayato） ：助教：小児科学
小川俊一（OGAWA, Shunichi） ：助教：小児科学
森田佳代（MORITA, Kayo） ：助教：小児科学
味原さや香（AJIHARA, Sayaka） ：助教：小児科学
川名　宏（KAWANA, Hiroshi） ：助教：小児科学
飛田和えりか（HIDAWA, Erika） ：助教：小児科学
堀田奈緒美（HOTTA, Naomi） ：助教：小児科学
清水優輝（SHIMIZU, Yuki） ：助教：小児科学
岡田慶介（OKADA, Keisuke） ：助教：小児科学
清水貴寛（SHIMIZU, Takahiro） ：助教：小児科学
寺西宏美（TERANISI, Hiromi） ：助教：小児科学
藤野美里（HUJINO, Misato） ：助教：小児科学
松﨑正樹（MATSUZAKI, Masaki） ：助教：小児科学
遠藤琢也（ENDO, Takuya） ：助教：小児科学
田端克彦（TABATA, Katsuhiko） ：助教：小児科学
野々宮瑞紀（NONOMIYA, Mizuki） ：助教：小児科学
原嶋宏子（HARASHIMA, Hiroko） ：助手：臨床検査技師
住友直方（SUMITOMO, Naokata） ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki） ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
田中竜平 （TANAKA, Ryuhei） ：教授：小児腫瘍・血液学：博士（国際医療センターとの兼担）

【客員】
佐々木望（SASAKI, Nozomu） ：名誉教授：内分泌・糖尿病学：博士
宮路　太（MIYAJI, Tooru） ：名誉教授：小児科学，新生児学：博士
雨宮　伸（AMEMIYA, Shin） ：客員教授：小児科学，内分泌・代謝学（小児）・糖尿病学：博士
森野正明（MORINO, Masaaki） ：客員教授：小児腎臓病学：博士
高柳正樹（TAKAYANAGI, Masaki） ：客員教授：小児消化器病学，代謝病学：博士
三浦信之（MIURA, Nobuyuki） ：客員准教授：小児血液学：博士
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小柴満美子（KOSHIBA, Mamiko） ：客員准教授：行動神経科学：博士（工学）
【非常勤講師】
上原すゞ子（UEHARA, Suzuko） 新美仁男（NIIMI, Hiroo） 佐藤浩一（SATO, Hirokazu）
中里明彦（NAKAZATO, Akihiko） 岡田文寿（OKADA, Fumihisa） 新井克巳（ARAI, Katsumi） 　　
岡田邦之 （OKADA, Kuniyuki） 大鹿栄樹（OHSHIKA, Eiki） 橋本和美（HASHIMOTO, Kazumi）
松永　保（MATSUNAGA, Tamotsu） 望月美恵（MOCHIZUKI, Mie） 中野裕史 （NAKANO, Hiroshi）   
星野正也 （HOSHINO, Masaya） 皆川孝子（MINAGAWA, Takako） 赤塚淳弥 （AKATSUKA, Jyunya）
山崎太郎（YAMAZAKI, Taro） 堀越裕歩（HORIKOSHI, Yuho） 溝口史剛 （MIZOGUCHI, Humitake）

【非常勤医師】
木村明美（KIMURA, Akemi）　　保母鑑三（HOBO, Kanzo）　               

【新生児科常勤心理士】
田中順子（TANAKA, Junko）

【非常勤講師：臨床心理士】
松嵜くみ子（MATSUZAKI, Kumiko）　石井裕美（ISHII, Hiromi）　　戸田尭裕（TODA, Takahiro）

【専攻生】
なし

2．教育
2-1．目的・目標

【卒前教育】
　講義では，4 年生までは，正常小児の成長発達および小児疾患の病態生理を中心に，小児科学の基本的知識の習得
を目標にしている．6 年生では，医師国家試験での小児科関連の問題に対応および研修医に必要な小児科学の知識の
習得を目標にしている．

【卒後教育】
　卒後 2 年間の臨床研修については滞りなく充実した研修ができ，一般小児科のプライマリケアと基本的な臨床的
考察の仕方を習得することを目標とする．小児科診療における基礎能力を集中的に養い，同時に一般初期研修必須科
目を効率よく習得することを目標とする．後期小児科研修では各専門領域や地域連携小児医療などの幅広い選択を行
い，卒後 5 年で小児科専門医の取得．さらに専門領域の選択により規定年数後に各々の専門医の取得を目標とする．
これまでの埼玉医科大学国際医療センターでの研修に加え，さらに新研修制度またがり型研修方式を採用し埼玉医科
大学総合医療センター小児科における研修も可能とし，結果的にオール埼玉医科大学小児科での研修が可能となるよ
うなプログラムを構築し実行する．

【大学院教育】
櫻井助教・・fMRI の新生児における意義を確立する，新生児において，MRI の DTI における正常のパターンを作成する．

（指導；國方小柴客員准教授）
2-2．教育内容

【卒前教育】
　系統講義は 3 年生，4 年生，6 年生が中心であるが一部の教官は 1 年生，2 年生も担当し，小児科の幅広さ，奥深
さが少しでも学生に分かるように工夫している．講義は，原則として教授，講師が担当している．ただし，小児科学
の広範囲な講義領域のうち在任教官の専門分野を超える領域については，より充実した講義を提供することを目的と
して，他科の学内教官，非常勤教官にも担当していただいている．
　5 年生の臨床実習（BSL）では，小児センター病棟（南館 4 階），新生児センター NICU・GCU（南館 3 階）の病棟
での実習を各 1 週間行い，問題解決のアプローチ方法の習得を目的にそれぞれ受け持ち患者を POMR によるカルテ
記載（紙カルテ）を指導医のもとに行っている．病棟実習では取得しづらい予防注射，新生児発達，神経発達につい
ては外来実習を行っている．また，小児科領域の知識の整理のために教授・准教授・講師による対話式少人数講義を
10 領域において行っている．またさらに，国際医療センター小児心臓科と小児腫瘍科での実習も行っている．カンファ
レンスには積極的に参加してもらい，チーム医療を行う一員としての自覚を促すように指導している．5，6 年生の
クリニカルクラークシップ（CC）は，原則として初期・後期研修医とともに行動し，いわゆる屋根瓦方式の実習を行い，
チーム医療の一員として活躍することの重要性と喜びを体験してもらい，単なる知識・技術のみならずメディカルス
タッフとのコミュニケーションの重要性を体得することを図っている．

【卒後教育】
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　小児科を 1 か月ないし 2 か月ローテーションする初期研修医に対して，定められた研修目標を達成することがで
きるように定められた，週間予定表にしたがって指導医が 1 対 1 の指導を行っている．入院患者に対する問診，診
察の基本，鑑別診断の仕方と最終診断や治療方針の決定とその実行について，きめの細かな指導が行なわれている．
後期研修医に対しては，大学病院では小児科，新生児科での研修に加え，国際医療センター小児腫瘍科，小児心臓科
における各 3 か月間の研修を行っている．さらに後期研修 2 年目以降では総合医療センター小児科において 6 か月
以内を原則とする選択研修を行い後期研修のさらなる充実を図っている．大学病院小児科は総合診療小児科としての
役割に加えて，各専門領域として内分泌・代謝，神経，腎・膠原病，呼吸器・アレルギー，遺伝，感染症専門などの
診療研究の役割を担うと考えられるが，教育領域においてもそれは同様である．大学病院小児科における研修週間計
画としては教授回診のある火曜日を除く月曜日から土曜日までの朝 8 時より早朝カンファレンスにおいて 24 時間以
内に入院となった患者（月曜日については 48 時間以内）の研修医によるプレゼンテーションの指導を主に診療部長，
診療副部長，研修担当医長，病棟医長らを中心に行っている．小児科総合回診は火曜日に開催され，診療部長をはじ
めとする研修指導医が研修医に対して症例提示指導，診療指導を行っている．またこれとは別途に新生児病棟回診は
毎日夕刻に開催され，初期研修医，シニアレジデントの指導が行われている．小児科において 2 人の医長をトップ
とする 2 グループが分けられ，それぞれにおいて毎日夕刻に行われる回診時に研修の成果のチェックなどの指導が
おこなわれている．大学病院小児科において更なる意欲的な研修を行われるためにはより踏み込んだエビデンスに基
づく診療指導，学術的指導とそのための環境整備が必要であると考えられる．

【大学院教育】
櫻井助教・・fMRI の新生児における意義を確立する，新生児において，MRI の DTI における正常のパターンを作成し，
論文化する．（指導；國方，小柴客員准教授）
2-3．達成度

【卒前教育】
　小児科は毎年ベストティーチャー賞を輩出しており，小児科領域の講義に対する学生の評価は概ね高いと考えられ
るが，さらなる改善をおこなってゆく必要がある．また系統講義の評価法の一つと考えられる試験については，適切
な問題が偏りなく網羅される必要があり，令和元年度からの課題と考える．5 年生 BSL，CC に対する学生の評価も
おおむね高く，ほぼ満足のできる実習が行われた．（達成度 80％）

【卒後教育】
　上記の目標と内容をほぼ実行することができた．結果として初期研修において大学病院小児科の研修を希望する初
期研修医は少なくなかった．後期研修として小児科を選択する医師は 3 名であった．後期研修についてはそれぞれ
の専門領域の専門医・指導医からの充実した指導が行われ，総合小児科医としての知識技能が習得されていると考え
られる．（達成度 80％）

【大学院教育】
櫻井助教・・，新生児において，MRI の DTI における正常のパターンを作成し，論文化中．（達成度 90％，指導医；

國方，小柴客員准教授）
2-4．自己評価と次年度計画

【卒前教育】
講義，実習とも上記のようにある程度の達成されたものがあるものの，さらなる向上を図る必要がある．特に講義

の評価としての試験問題について偏りのない，国家試験を念頭においた良問を作成することは，重要な点の一つであ
る．臨床実習については対話式少人数講義を BSL にとどめ，CC では診察方法や問題解決能力の取得と共に医療チー
ムの一人として活躍することの大切さを認識させ，医療安全に配慮した医療のあり方，医師のみでなく職種の違う医
療スタッフに対するコミュニケーション能力の取得などを目標とし，患者の気持ちに配慮する人格的にすぐれた良医
を育成できるように指導してゆきたい．

【卒後教育】
　毎朝行われているカンファレンスは受け持ちの症例を端的にまとめる練習を行いながら研修医全体で共有できると
いうメリットは大きく，その教育的効果は高いと考えられる．毎日朝夕 2 回行われる医長回診時の研修医への指導
により十分な前期後期とも適切な研修ができていると考えられる．今後は主体的でアカデミックな議論が指導側と研
修医の間でより行われることで，研究業績に結び付いてゆくことが期待される．

【大学院教育】
櫻井助教・・DTI に関して，データを解析して，論文作成の準備中．（指導医；國方，小柴客員准教授）
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3．研究
3-1．目的・目標　
　小児科の専門分野は多岐にわたる．各種疾患の病態，診断および治療で解決すべき事項を挙げ，新しい診断法，治
療法を開発して小児医療に貢献する．科研費等競争的研究資金の取得は重要であり，講師以上は必須義務，専門医を
取得した助教以上は努力義務とし，申請と獲得を目指す．研究結果として論文の出版を最重要課題の一つと考え年間
10 本以上の英語論文を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
●内分泌・代謝　

A. 小児期発症糖尿病に関する新規発症例についての病型と追跡に関する多施設共同研究．
B. 1 型糖尿病の発症および合併症に関する遺伝要因の解明．
C. 1 型糖尿病における効率的療養指導法の確立．
D. 2 型糖尿病におけるインスリン分泌と抵抗性に関する 2 大発症要因に基づいた治療法の検討．
E. SGA 低身長における成長ホルモン大量投与における代謝・内分泌学的継時的変化に関する検討
G. 先天性高乳酸血症・ミトコンドリア病の診断と病因および病態解明に関する次世代シークエンス法を用いた研

究．
H. ミトコンドリア病に対する 5- アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムの有効性及び安全性に

関する研究
I. 濾紙血酵素活性測定法によるファブリー病の診断と治療に関する研究．
J. 進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎 （Fibrodysplasia Ossificans Progressiva; FOP） の遺伝子診断と新

薬の開発についての研究．
K. 小児肥満症の病態の解明および効果的な治療方法の確立
L，胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習慣病への先制医療の確立
M. 新生児オプショナルスクリーニング法の確立

●腎臓，膠原病　
A. 小児期発症慢性腎臓病の移行に関する検討
B. 小児急性病態における急性血液浄化療法の有効性と安全性に関する検討
C. 当院における小児尿路感染症の臨床調査
D. 低出生体重児が超長期腎機能の予後に与える影響

●アレルギー　
A. 思春期喘息児における気道可逆性試験及び呼気 NO 測定の意義
B. 食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果たす神経原性炎症の役割（科研費基盤研究 C）
C. 屋内塵ダニアレルゲンによる好酸球活性化機構についての研究
D. 希少食物アレルゲンの IgE immunoblotting による解析
E. 毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．
F. 細気管支炎に対する BCV と NPPV の効果のランダム化比較試験
G．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究
H. アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討

●神経　
A．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究（DKI, fcMRI を含む）
B. ハイリスク新生児の発達行動学的研究（情育環境学）
C. サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究
D. サルを用いた低酸素性虚血性脳障害の成因と治療に関する研究
E. 薬剤関連性急性脳症の臨床的研究

●新生児　
A. 新生児 ･ 未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究 
B. 新生児血糖測定方法の検討
C. 新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討
D. 新生児の CoQ の動態に関する検討
E. 新生児黄疸の HPLC を用いた基礎的な分析方法の確立
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F. 先天奇形児に対する在宅管理導入の検討
G. 新生児仮死における aEEG の検討
3-3．研究内容と達成度
●内分泌・代謝　

A. 多施設共同研究で疾患感受性遺伝子として HLA 多型の解析，および多型解析の遂行，国際小児思春期糖尿病学
会（ISPAD）で発表，今後日本糖尿病学会で報告予定（達成度 90%）．従来小児インスリン治療研究会として 10
年余に亘る HbA1 標準化に基づいたコホート研究にグリコアルブミンの検討を加える（達成度 90%）．

B. 新たな血糖管理指標の確立（達成度 70％）．
C. 今年までに日本全国およびアジアの一部の国から合計 2500 例近くの検体を受け付け，1000 例余りをミトコン

ドリア病と酵素診断した．診断された症例のうち 450 例で次世代シークエンス法を用いた遺伝子解析が終了し，
うち 250 例で既報告の遺伝子異常を，200 例で新規候補遺伝子異常を発見している（達成度 30%）．

D. 5- アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムを用いた医師主導治験（探索試験）を終了し，
2019 年 6 月から対象を拡大した検証試験を開始した（達成度 50％）．

E. 心臓内科，神経内科・脳卒中内科との共同で原因不明の心室肥大，不整脈，若年性脳梗塞例を中心に診断を進め，
今年は神経内科で新患 1 人を発見し，これまでに 15 例を診断しうち 12 例に酵素補充療法を開始した（達成度
30％）．

F. ゲノム医学研究センター，整形外科，中央検査部との共同で，検査を開始し，14 人の来院患者と他に 36 人の
患者検体を得て解析した．今後，治療法の開発にも取り組む（30％）．

G. 小児肥満症の外来患者に対して，体組成検査と代謝異常の関連を検討中，また，オリジナルの体重，日常生活
の記録用紙を用いた行動療法の有効性を検討中である．（30％）．

H. 主にライソソーム病と中心とする治療法の確立された病気を対象に 2018 年 2 月から開始した新生児オプショ
ナルスクリーニングは，徐々に参加病院と対象疾患を増やし，既に Fabry 病の確定例を発見できている（10％）．

I. 小児肥満症の病態の解明および効果的な治療方法の確立（70％）．
J. 胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習慣病への先制医療の確立（30％）．

●腎臓，膠原病　　
A. 小児慢性腎臓病の移行に関する検討：思春期・青年期に至った小児期発症ネフローゼ症候群の移行調査を行い，

その要旨を平成 30 年日本腎臓学会東部学術集会ワークショップで発表した．（達成度 80％）．
B. 小児急性病態における急性血液浄化療法の有効性と安全性に関する検討：持続腹膜潅流の安全性と有効性につ

いて症例を増して解析した．令和元年に成果発表を予定している（達成度 60％）．
C. 当院における小児尿路感染症の臨床調査：発熱性尿路感染症に対する当院の膀胱尿管逆流スクリーニングの成

績について平成 30 年日本小児科学会で発表した．サブ解析として巣状細菌性腎炎および腎膿瘍　　の臨床像を
検討し論文化の準備をしている（達成度 70％）．

D. 低出生体重児が超長期腎機能の予後に与える影響：埼玉医科大学総合医療センター小児科との共同研究で極
低出生体重児の急性腎障害の予後について後ろ向き研究を実施し平成 30 年日本腎臓学会で発表した（達成度
30％）

●アレルギー　
A. 思春期喘息児における気道可逆性試験及び呼気 NO 測定の意義：データ解析を終了し英文投稿中である（達成

度 100％）．
B. 食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果たす神経原性炎症の役割（科研費基盤研究 C）：負荷試験で

アナフィラキシー発現例の血中神経ペプタイドを測定中（達成度 10％）．
C. 屋内塵ダニアレルゲンによる好酸球活性化機構についての研究：英文が受理され発行された（達成度 100％）．
D. 希少食物アレルゲンの IgE immunoblotting による解析：希少食物アレルギーの原因抗原分子量の分析を実施（達

成度 10％）．
E．毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．解析終了し

英文作成中（達成度 100％）．
F. 細気管支炎に対する BCV と NPPV の効果のランダム化比較試験 : 多施設研究が終了し結果解析中（達成度

100％）．
G．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究：サマースクール前後の変化のパラメータを検討

している（達成度 50％）．
H. アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討：負荷陽性例の特徴を検討（達成度



429

小児科

30％）．
●神　経　

A. ハイリスク新生児の神経放射線学的研究：新生児 fcMRI，DKI ついての検討を行っている（達成度　65％）　
B. ハイリスク新生児の発達行動学的研究：24 時間クベース内新生児行動観察によるデータ収集を開始した（達成

度 65％）
C. サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：環境が行動生理に与える影響をマーモセットを用いて研究する
（達成度 60％）

D. サルを用いた低酸素性虚血性脳障害の成因と治療に関する研究；低酸素性脳症モデルを作成中（達成度 45％）
●新生児　

A. リハビリテーションと連携し，哺乳から 運動獲得までの達成度を比較する（達成度 30%）
B. 様々な簡易血糖測定器での新生児血糖の値を比較検討する （達成度 60%）
C. 新生児を自然睡眠に導く様々な装置の工夫 （達成度 70%）
D. 検体を収集中 （達成度 10%）
E. 次のステップは，抱合体の測定　（達成度 60%）
F. 様々な状況下での外来でのフォローの検討 （達成度 50%）
G. 新生児仮死や超低出生体重児における aEEG の検討 （達成度 50%）
3-4．自己評価と次年度計画　
　各グループの研究達成度は 10% ～ 100% である．多忙な臨床の中で，今後も精進を続け研究成果の上積みを図る
ためには一層の努力を続ける必要があり，そのためには各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する必要がある．
　小児科は，1） 内分泌・代謝，2） 腎臓・膠原病，3） アレルギー，4） 神経　5） 新生児の研究グループに分かれ，そ
れぞれ新しい診断法・治療法開発のための研究を行っている．多忙な臨床の中で研究成果の上積みを図るために一層
の努力を続ける必要があり，今後も各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する所存である．是非科研費の採択
に努力してゆきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　小児科では新生児部門を含め総合小児科診療を基本とした診療体制を構築している．これらには外来，病棟および
地域連携小児夜間休日診療が含まれる．また，サブ・スペシャルティー分野としてアレルギー・呼吸器（徳山），小
児内分泌・糖尿病（菊池），先天代謝異常・遺伝病（大竹），小児神経（山内），腎臓（秋岡），新生児（國方）の分野
を各教授・准教授が主導している．小児心疾患，小児腫瘍・血液分野については国際医療センターと連携して行って
いる．さらに，各研究とともに，臨床治験に積極的に参加している．

5．その他　　
5-1．自治体，政府関連委員の有無　

自治体；埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会委員：徳山研一
自治体；埼玉県指定難病審査専門委員：大竹　明
自治体；埼玉県マス・スクリーニング運営協議会専門委員：大竹　明
自治体；埼玉県母子保健運営協議会　乳児マス・スクリーニング検査事業検討専門部会委員：大竹　明
自治体；さいたま市先天性代謝異常等検査事業顧問医師：大竹　明
自治体；埼玉周産期協議会運営委員：國方徹也 
自治体：埼玉県学校保健会　常任理事：菊池　透　
自治体：埼玉県学校糖尿病検診委員会委員：菊池　透
自治体：埼玉県てんかん治療医療連携協議会委員：山内秀雄
厚労省：厚生労働省疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会委員：山内秀雄
厚労省：重篤副作用総合対策検討会参考人：山内秀雄
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　

徳山研一：“Cough” （Online Journal） Editorial Board
　　　　　日本小児呼吸器学会 “小児の咳嗽診療ガイドライン” 委員
　　　　　"Frontiers in Pediatric Pulmonology" : Review Editor　
大竹　明：日本小児科学会雑誌編集委員会担当理事
査読；Mitochondrion, Annals of Neurology, Biochim Biopys Acta, Journal of Human Genetics，



小児科

430

　　　Pediatrics International，Clinical Pediatric Endocrinology，Brain & Development，日本小児科学会雑誌，
　　　日本マス・スクリーニング学会雑誌等
山内秀雄：Brain & Development 編集委員
　　　　　Pediatrics International 編集委員
　　　　　Journal of Pediatric Epilepsy 編集委員
　　　　　日本小児神経学会小児急性脳症診療ガイドライン作成委員
　　　　　日本小児神経学会小児けいれん重積状態診療ガイドラインアドバイザー
査読：Neuropediatrics, Brain & Development, Pediatric International，日本小児神経学会雑誌「脳と発達」，
　　　日本小児科学会雑誌等
菊池　透：糖尿病・妊娠学会学術誌「糖尿病と妊娠」編集委員
　　　　　日本高血圧学会　“高血圧治療ガイドライン “　執筆委員
　　　　　日本肥満学会　“小児肥満症ガイドライン “　作成委員
査読：Hypertension Research, Endocrine Journal, , Pediatrics International,  Clinical Pediatric Endocrinology, 
國方徹也：査読 Pediatric international,  日本成育新生児学会，日本周産期新生児医学会
秋岡祐子：査読：日本小児科学会雑誌，Pediatric international，日本小児腎不全学会誌，日本臨床腎移植学会雑誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　
　徳山研一：ニューロペプタイド研究会・会長
　徳山研一：日本アレルギー学会・代議員・医療問題検討委員
　徳山研一：国際喘息学会北アジア・日本支部幹事
　徳山研一：日本小児科学会・代議員
　徳山研一：日本小児アレルギー学会・評議員
　徳山研一：日本小児耳鼻科学会・評議員
　徳山研一：日本小児科学会埼玉地方会・常務理事
　徳山研一：埼玉喘息・アレルギー研究会世話人
　徳山研一：埼玉小児アレルギー疾患懇話会・代表世話人
　徳山研一：埼玉小児呼吸器疾患研究会・代表世話人
　山内秀雄：日本小児神経学会理事
　山内秀雄：日本小児科学会代議員
　山内秀雄：日本小児科学会埼玉地方会理事
　山内秀雄：日本てんかん学会理事・てんかん専門医療施設（センター）検討委員会委員長
　山内秀雄：乳幼児けいれん研究会世話人代表
　山内秀雄：小児神経筋疾患懇話会世話人
　山内秀雄：かわごえクリニック脳波てんかん研究会世話人，事務局長
　山内秀雄：埼玉ニューロサイエンスフォーラム世話人代表（臨床）
　大竹　明：日本小児科学会理事　小児慢性疾病委員会主担当，和文誌編集員会＆移行支援医療委員会副担当）
　大竹　明：日本先天代謝異常学会理事　診断基準・診療ガイドライン委員会委員長，患者登録委員会副委員長
　大竹　明：日本マス・スクリーニング学会理事　財務委員長，患者登録・支援委員会委員長
　大竹　明：日本ミトコンドリア学会理事
　大竹　明：全国遺伝子医療部門連絡会議監事
　大竹　明：日本小児科学会埼玉地方会理事　常務委員
　大竹　明：北関東遺伝診療フォーラム代表世話人・事務局
　大竹　明：埼玉酵素補充療法研究会代表世話人・事務局
　國方徹也：日本新生児・周産期医学会評議員，施設認定委員，COI 委員，
　國方徹也：日本新生児成育医学会評議員
　國方徹也：日本新生児黄疸管理研究会幹事
　國方徹也：日本ハイリスクフォローアップ研究会評議員
　國方徹也：日本医療機能評価機構，産科医療保障制度，原因分析委員会委員
　國方徹也：日本小児科学会代議員，埼玉地方会学術委員副委員長
　國方徹也：さいたま地方裁判所鑑定人候補者
　菊池　透：日本小児科学会，代議員，薬事委員，栄養委員
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　菊池　透：日本小児内分泌学会，理事，薬事委員長，糖代謝委員
　菊池　透：日本小児保健協会，学校保健委員
　菊池　透：日本糖尿病学会，学術評議員，専門医試験員
　菊池　透：日本内分泌学会，評議員
　菊池　透：日本肥満学会，評議員，小児肥満症ガイドライン委員，専門医委員
　菊池　透：日本高血圧学会，高血圧治療ガイドライン委員
　菊池　透：日本糖尿病・妊娠学会　理事
　菊池　透：日本小児・思春期糖尿病学会　理事
　菊池　透：日本成長学会　理事
　菊池　透：日本小児脂質研究会　運営委員
　菊池　透：日本小児高血圧研究会　世話人
　菊池　透：日本 DOHaD 学会　幹事　　
　菊池　透：小児インスリン治療研究会　世話人代表
　菊池　透：埼玉糖尿病協会小児糖尿病対策委員長
　秋岡祐子：日本小児腎臓病学会　理事，男女共同参画委員会委員長
　秋岡祐子：日本腎臓病学会　評議員，男女共同参画委員会委員
　秋岡祐子：厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患等克服事業「腎・泌尿器稀少・難治性疾患群に関する診断基準・
　　　　　　診療ガイドラインの確立」ガイドライン作成グループ
　秋岡祐子：厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患等克服事業「難治性腎疾患に関する調査研究」研究，診療ガイ
　　　　　　ドライン分科会トランジションワーキンググループガイドライン作成委員
　秋岡祐子：日本小児科学会埼玉地方会学術委員
　秋岡祐子：関東小児腎臓研究会運営委員

6．業績　　　　　　　
6-1．論文・学会発表　

① Shimura M, Nozawa N, Ogawa-Tominaga M, Fushimi T, Tajika M, Ichimoto K, Matsunaga A,Tsuruoka T, Kishita Y, 
Ishii T, Takahashi K, Tanaka T, Nakajima M, Okazaki Y, Ohtake A, Murayama　K: Effects of 5-aminolevulinic acid 
and sodium ferrous citrate on fibroblasts from individuals with　mitochondrial diseases. Sci Rep. 2019 Jul 22;9

（1）:10549.
② Murayama K, Shimura M, Liu Z, Okazaki Y, Ohtake A: Recent topics: the diagnosis, molecular　genesis, and 

treatment of mitochondrial diseases. J Hum Genet 64（2）: 113-125, 2019. Epub 2018　Nov 21.
③ Ueda Y, Nakagome K, Kobayashi T, Noguchi T, Soma T, Ohashi-Doi K, Tokuyama K, Nagata M.　

Dermatophagoides farinae Upregulates the Effector Functions of Eosinophils through αMβ2-Integrinand 
Protease-Activated Receptor-2. Int Arch Allergy Immunol. 2019 Jan 10:1-12.

④古賀健史．知っておきたい最新のアレルギー・免疫用語集．DJ-1, Sirtuin 1. 日本小児アレルギー学会誌　32（4） 
737-738, 2018

⑤清水 優輝 , 颯佐 かおり , 阿部 裕一 , 盛田 英司 , 大竹 明 , 山内 秀雄 .　Cefteram Pivoxil による二次性カルニチン
欠損に伴う急性脳症の一例 . 日本小児放射線学会雑誌　2019;35（1）:56-60

⑥山内 秀雄 . 小児の治療指針 神経・筋　急性脳炎・脳症 . 小児科診療 2018;81:809-813.
⑦ Musha I, Mochizuki M, Kikuchi T, Akatsuka J, Ohtake A, Kobayashi K, Kikuchi N, Kawamura T, Yokota I,Urakami 

T, Sugihara S, Amemiya S; Japanese Study Group of Insulin Therapy for Childhood and Adolescent　Diabetes. 
Estimation of glycaemic control in the past month using ratio of glycated albumin to HbA1c. Diabet

　Med 35（7）:855-61,2018
⑧ Yamamoto Y, Kikuchi T, Urakami T, Goto M, Tsubouchi K, Sasaki G, Mizuno H, Abe Y, Kitsuda K, AmemiyaS, 

Sugihara S.　Status and trends in the use of insulin analogs, insulin delivery systems and their associationwith 
glycemic control: comparison of the two consecutive recent cohorts of Japanese children and　adolescents with 
type 1 diabetes mellitus.　J Pediatr Endocrinol Metab 2018 Dec 5. pii: /j/jpem.ahead-of-print/jpem-2018-0329/
jpem-2018-0329.xml. doi: 10.1515/jpem-2018　-0329.

⑨ Wataru Kubota, Masataka Honda, Hirokazu Okada, Motoshi Hattori, Masayuki Iwano, Yuko Akioka, Akira Ashida, 
Yukihiko Kawasaki, Hideyasu Kiyomoto, Mayumi Sako, Yoshio Terada,　Daishi Hirano, Mikiya Fujieda, Shouichi 
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Fujimoto, Takao Masaki. A consensus statement on health-care transition of patients with childhood-onset 
chronic kidney diseases: providing adequate medicalcare in adolescence and young adulthood. Clin Exp Nephrol 
22743-751

⑩ Kanai T, Akioka Y, Miura K, Hisana M, Koike J, Yamaguchi Y, Hattori M. Predominant but silent　C1q deposits 
in mesangium on transplanted kidneys - long-term observational study. BMC Nephrol.2018 ;19（1）:82. doi: 
10.1186/s12882-018-0874-9

【総数：論文 英文　29 件，和文　22 件，学会発表海外　18 件，国内　174 件，講演　33 件】　
6-2．獲得研究費　

●平成 30 年－令和 2 年文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｃ「食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発
現に果たす神経原性炎症の役割」研究代表者　徳山研一　3,400 千円

●平成 27- 日本医療研究開発機構 （AMED） 研究費（難治性疾患実用化研究事業）研究代表者：古賀靖敏，研究分
担者：大竹　明，村山　圭，森　雅人，戸川雅美，石崎義人，内藤悦雄，斎藤伸治，藤井克則，但馬　剛，藤井
達哉，田中雅嗣，佐伯武頼，角間辰之，山口清次，新田敦美．　研究課題：ミトコンドリア病に合併する高乳
酸血症に対するピルビン酸ナトリウム治療法の開発研究－試薬からの希少疾病治療薬開発の試み－（認識番号
15ek0109088h0001）・分担研究費 H29, 5000 千円

●難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～ 31 年厚生労働省科学研究費補助金）：
ミトコンドリア病の調査研究（代表者：後藤雄一） 分担研究費 H29, 240 千円

●難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～ 31 年厚生労働省科学研究費補助金）：
先天代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目指したガイドラインの作成・改訂および診療体制の整備に向けた調
査研究（代表者：中村公俊）分担研究費 H29, 480 千円

●難治性疾患実用化研究事業（H29-H31,AMED）: ミトコンドリア病診療マニュアルの改定を見据えた診療に直結
させるミトコンドリア病・各臨床病型のエビデンス創出研究 （代表者：村山　圭） 分担研究費 H29, 200 千円

●平成 28- 日本医療研究開発機構 （AMED） 研究費（難治性疾患実用化研究事業）研究代表者：村山　圭，研究分
担者：大竹明他：創薬を見据えた，ミトコンドリア病の新規病因遺伝子の発見とその病態解明 分担研究費 H29, 
500 千円

●平成 28 年 - 度厚生労働推進調査事業費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））：小児
慢性特定疾病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけた研究」（代表者：賀藤　均）分担研究費 H29, 0 千
円

●平成 30 年度厚生労働省科学科学研究費「小児急性脳症・けいれん重積状態の診療指針の確立」分担研究者　山
内秀雄（300 千円）

●平成 30 年度日本学術振興会科学研究費助成事業挑戦的研究（萌芽）「ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・
光・熱のクロスモダル療育空間」分担研究者　山内秀雄（300 千円）

●平成 30 年度日本学術振興会科学研究費助成事業挑戦的研究（萌芽）「ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・
光・熱のクロスモダル療育空間」主任研究者　小柴満美子（2000 千円）

●平成 29-31 日本医療研究開発機構 （AMED） 研究費（難治性疾患実用化研究事業）研究代表者：奥村彰久，研究
分担者：國方徹也，他：早産児核黄疸の包括的ガイドライン作成　課題 ID 12824886 　8,320,000 円

●平成 29 年－平成 31 年文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｃ「胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とし
た生活習慣病への先制医療の確立」研究者代表　菊池　透　3,700 千円

●平成 30 年厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）（H29- 循環器等 -
一般 -004）．今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究，研究代表者，門脇　孝．分担研究者，菊池
　透．糖尿病に対する適切な医療提供体制・医療の質指標に関する研究，1 型糖尿病に関する検証．研究分担者
　1,000 千円．

6-3．受賞　　　
　日本先天代謝異常学会学会賞：大竹　明
6-4．特許，実用新案　
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　　　

第 12 回埼玉小児アレルギー疾患懇話会（事務局，代表世話人：徳山研一）
日　時：2018 年 7 月 21 日（土）17：00 ～ 19：00
場　所：川越プリンスホテル（川越市）
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第 13 回埼玉小児アレルギー疾患懇話会（事務局，代表世話人：徳山研一）
日　時：2019 年 3 月 9 日（土）17：00 ～ 19：00
場　所：大宮ソニックシティー（さいたま市）

第 13 回埼玉小児呼吸器疾患研究会（事務局，代表世話人：徳山研一）
日　時：2019 年 1 月 30 日（水）18：40 ～ 21：00
場　所：パレスホテル大宮（さいたま市）

第 45 回日本マススクリーニング学会学術集会（大会長：大竹　明）　
日時：2018 年 8 月 17 日 -18 日　
場所：ラフレさいたま（さいたま市）

第 14 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局，代表世話人：大竹　明）
日　時：2018 年 11 月 26 日（月）18：30 ～ 20：40
場　所：大宮パレスホテル（さいたま市）

第 13 回埼玉酵素補充療法研究会（事務局，代表世話人：大竹　明）
日　時：2018 年 2 月 21 日（木）18:30 ～ 20:50
場　所：パレスホテル大宮（さいたま市）

埼玉西北部小児科症例検討会　
　第 34 回 2018 年  7 月 4 日（当番幹事：大竹　明）
　第 35 回 2018 年 11 月 14 日（当番幹事：徳山研一）
　第 36 回 2019 年　3 月 20 日（当番幹事：國方徹也）　
第 85 回関東小児腎臓研修会（大会長：秋岡祐子）

日時：2018 年 3 月 2 日
場所：東京大学医学部 2 号館大講堂

7．自己点検・評価　
　教育，診療，研究の業務を，徳山を含む 6 人の教授・准教授で役割を分担し（徳山運営責任者・小児科診療部長，
秋岡同診療副部長，國方新生児科診療部長，大竹研究主任，山内教育主任，菊池研修医長），安全で良質の医療の提
供につとめた．学生，研修医教育により多く関わり，今後も教育効果を高めていく努力が必要である．研究について
は研究指向の強い医師が十分な研究ができるような職場の環境整備を今後も配慮していきたい．今年度，後期研修
医が 3 名新たに加わったが，教室のレベルを更に向上させ，地域医療貢献のためのマンパワーを維持するためにも，
今後も人材育成に努めていきたい．
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1．19）皮膚科

1．構成員
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）：膠原病，皮膚腫瘍：博士．
倉持　朗（KURAMOCHI, Akira）：教授：副部長，教育主任，外来医長：指導教員（大学院）：母斑・母斑症，血管腫・

　　　　　　　　　　　　　　 脈管形成異常，腫瘍，画像診断：博士．
中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichirou）：教授：副部長，研究主任：代表指導教員（大学院）：皮膚免疫，皮膚アレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ルギー性疾患，乾癬：博士．
緒方　大（OGATA, Dai）：講師：指導教員（大学院）：皮膚腫瘍，皮膚外科：博士 .
宮野恭平（MIYANO, Kyohei） ：講師：教育主任，外来医長：指導教員（大学院）：皮膚アレルギー，乾癬：博士 .
鈴木　正（SUZUKI, Tadashi）, 清原祥夫（KIYOHARA, Yoshio）, 大林寛人（OHBAYASHI, Hiroto），田口理史（TAGUCHI, 
Masahito）, 濱中すみ子（HAMANAKA, Sumiko）, 中山佳代子（NAKAYAMA, Kayoko），長島陽子（NAGASHIMA, 
Yoko） 馬場由佳里（BABA, Yukari）,  非常勤講師
村山喬之（MURAYAMA, Takayuki）, 柳澤宏人（YANAGISAWA, Hiroto）,　村上拓生（MURAKAMI, Takuo）, 竹治
真明（TAKEJI, Masaaki）, 岡部正和（OKABE, Masakazu）,　土橋隼人（TSUCHIHASHI, Hayato）, 佐藤詩穂里（SATO, 
Shihori）,　椎名雄樹（SHIINA, Yuki）, 東郷朋佳（TOGO, Tomoka）, 鈴木（伊藤）唯（SUZUKI（ITOH）, Yui）, 上
村杏奈（KAMIMURA, Anna）助教．
横田亜樹子（YOKOTA, Akiko）, 非常勤医師Ⅰ類
難波純英（NAMBA, Junei）, 大野志保（OHONO, Shiho）, 町野哲（MACHINO, Satoshi）
高林彩子（TAKABAYASHI, Ayako）, 非常勤医師Ⅱ類
根内厚子（NEUCHI, Atsuko），実験助手
藤野典子（FUJINO, Noriko），島崎京子（SHIMAZAKI ,Kyoko）, 秘書

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：
≪卒前教育≫
　医学部学生が履修すべき皮膚科の基礎を学ぶ．皮膚の構造と機能，症候学，病理組織学にはじまり，代表的な疾患
について学ぶ．
≪卒後教育≫
　外来診療・病棟診療において，炎症性皮膚疾患，膠原病，皮膚腫瘍などの各疾患の診断，問診，治療などに関して
正しい知識を習得し，診療に役立てる．診療において患者へのインフォームドコンセントを十分に行うことを身につ
ける．
≪大学院教育≫
　大学院授業において，皮膚免疫学，皮膚生理学，皮膚形態学などに関する概念を把握し，さらに手技について学ぶ．
2-2．教育内容
　平成 30 年度授業は，4 年生の講義として，「免疫ユニット」2 時限，「皮膚・運動器ユニット」12 時限を担当した．
5 年生の BSL は各グル－プ 1 週間行った．6 年生の講義数は皮膚科学 5 時限，外科総論 1 時限，総合学習Ｃユニット（卒
後試験後）1 限であった．また，保健医療学部の講義も，看護学科，臨床検査学科，理学療法学科において各 2 時限
を担当した．
≪卒前教育≫

講義：主にプリントを配布し，スライドを使用して行なわれた．
3 年生＜内分泌・代謝ユニット＞

1. その他の代謝疾患（皮膚の代謝異常症・形成異常症）－福田知雄 
4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞

1. オリエンテーション，皮膚の構造と機能－中村晃一郎
2. 皮膚科診断学・症候学－土田哲也
3. 全身と皮膚―大林寛人
4. 湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
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5. 皮膚真菌症―中山佳代子
6. 光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―平原和久
7. 薬疹―中村晃一郎
8. 水疱症・膿疱症－福田知雄
9. 角化症―倉持　朗
10. 母斑・母斑症―倉持　朗
11. 色素異常症－中村泰大
12. 皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）－清原祥夫
13. 皮膚腫瘍：間葉系，メラノサイト系－山本明史
14. 皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
15. ウイルス性皮膚疾患－寺木祐一
16. 細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）－土田哲也
17. 紅斑症・紫斑病－人見勝博
18. 性感染症，動物性皮膚疾患―鈴木　正
19. 物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―寺本由紀子
20.〈病　理〉皮膚－新井栄一

4 年生＜免疫ユニット＞
1. 膠原病の皮膚病変－土田哲也
2. 皮膚のアレルギー －中村晃一郎

6 年生＜皮膚疾患＞
1. 皮膚感染症（ウイルス性発疹症を除く）―宮野恭平
2. 角化症，母斑・母斑症―宮野恭平
3. 湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―土田哲也
4. 紅斑症・紫斑病，水疱症・膿疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎
5. 皮膚腫瘍―中村晃一郎
6. 光線性皮膚疾患，色素異常症，代謝異常，全身と皮膚－福田知雄

6 年生＜外科総論＞
1, 外科総論　熱傷―田口理史

6 年生＜総合学習Ｃユニット＞
1. 高齢者 / 要介護者に多い皮膚の病気－土田哲也

BSL：外来では学生各自が新来患者を毎日 1 名以上担当し，皮疹の見方，病歴の記載法，検査法，診断学および治
療について指導を受けた．病棟では担当医の指導の許で患者診療を行った．また，皮疹のみかた，病理組織，入院症
例について，検査法，治療法などについてのクルズスが 10 単位おこなわれ，小人数討論をおこなった．その他，週
2 回の病棟総廻診へ参加し，中央手術室では，実際に手洗いをして手術の助手として手術に加わった．また，週に 2
回行われる臨床カンファランスと組織カンファランスに出席した．
≪卒後教育≫
　初期研修医，シニアレジデントを対象とした卒後教育では，外来診療，病棟診療において，重症感染症，熱傷，壊
疽，悪性腫瘍，などに対して行う debridment，切除，植皮，皮弁形成などの外科手術にも緊急手術を含めて参加し，
皮膚科の診療に不可欠な技術の習得に努めた．
≪大学院教育≫
　大学院では週 1 回の勉強会を通して専門的な知識の習得に努めた．また，蛍光免疫染色，細胞培養，電子顕微鏡
学的手法，分子生物学的実験，タンパク質の定量実験などを行い，アレルギー疾患や色素性疾患の病態解明のための
手技を獲得した．
2-3．達成度
≪卒前教育≫
　教育評価：4 年生はユニット別試験を行いユニットとして学習成果の総括的評価をおこなった．臨床実習（BSL, 
CC）の評価は，出欠，観察記録，レポ－トおよび口頭試問を総合して判定し，不合格者はいなかった．6 年生は実
力試験，および卒業試験が行なわれ，卒業の合否は卒業試験の成績において全科的に総合して判定された．
≪卒後教育≫
　研修医・シニアレジデントの評価は，外来・病棟研修における診療，手術，病理実習，カンファランス発表，論文
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などを総合して判定した．
≪大学院教育≫
　大学院生の評価は大学院授業への出欠，勉強会への出席状況，実験への参加によって評価を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育について，BSL 指導，講義を中心に施行した．来年度は更に，理解度を深める工夫を加えると共に，皮膚疾患
の概念，とらえ方を身につけ，おのおのの相違についてみずから考えられるようにサポートしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　当科では，様々な皮膚疾患に於ける皮疹と全身症状の関連性についての臨床的・病理組織学的検討，ならびに全身
性皮膚疾患の病態と治療，および研究を行なっている．基礎研究として免疫組織化学および超微形態学などの皮膚病
理組織学的研究の他，生化学的研究，腫瘍免疫学的研究を行い臨床応用を目指している．臨床的研究としては，色素
性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピ－を用いた診断，腫瘍性病変に対する超音波・CT・MRI 等を用いた総
合的画像診断，皮膚悪性腫瘍におけるセンチネルリンパ節生検の成績を含めた外科的治療成績，および悪性腫瘍に対
する化学・免疫療法の治療成果などについて詳細に検討している．また，母斑症患者の詳細な臨床症状の解析，再検
討と，種々の症状に対する治療法の確立をめざしている．乾癬などの炎症性皮膚疾患の病態，治療に対する研究を行っ
ている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）助成金による研究班活動
（1）厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する

標準治療確立のための多施設共同研究　
（2）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：神経皮膚症候群に関する調査研究班
（3）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班
（4）厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎

ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班
（5）埼玉医科大学病院若手研究者育成事業：進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解

析
3-3．研究内容と達成度
（1）がん研究開発費
　無色素性悪性黒色腫の dermoscopy 所見では，linear-irregular vessels，dotted vessels が認められた．血管拡張
性肉芽腫 , 基底細胞癌，エクリン汗孔腫の血管拡張パターンとは異なっており，今後有棘細胞癌や，肉芽腫性病変
との比較検討がさらに必要であるが，dermoscopy における血管の評価が，無色素性悪性黒色腫の診断に役立つこ
とが期待できる．

（2）神経皮膚症候群に関する調査研究班
　本年度も，多数の神経皮膚症候群の，その各々の臨床像に対する解析・検討を進めた．従来知られていなかった
本疾患の病態を明らかにしたり，新たな治療法の開発に結び付くようなヒントが得られる可能性があるものと考え
ている．分子生物学，病理学，脳神経外科，小児神経科，神経内科，外科，整形外科，放射線医学の，国内の幾つ
かの大学・研究所と，協力しながら，これらの仕事を進めている．神経線維腫症 1 型の神経原性腫瘍に対する対応，
結節性硬化症複合の皮膚病変への対応，色素性乾皮症の皮膚悪性腫瘍への対応については，さらに種々の工夫をし
ながら外科療法，その他の実践を継続している．　

（3）ベーチェット病研究班
　ベーチェット病の治療指針に関わるガイドライン作成を中心に標準治療の確立に向けて検討し報告している．今
年度はベーチェット病の皮膚粘膜病変に関するガイドラインを完成させることができた．

（4）肝炎等克服緊急対策研究事業
　皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を行った．

（5）埼玉医科大学病院若手研究者育成事業
　本学の若手研究者育成事業にて，進行期有棘細胞癌に対して分子標的薬や免疫療法が適応となる可能性について
研究を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
（1）Dermoscopy は元来色素病変に対して診察価値が高いとされるが，dermoscopy 上の詳細な血管評価が，早期

に無色素悪性黒色腫を診断することに役立つと考えられた．
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（2）神経皮膚症候群では，神経線維腫症 1 型の臨床像の解析とともに，患者の最大の問題である神経原性腫瘍へ
の対応について，未解決の部分に様々な考察を加えながら，実践的な診療を続けていくつもりである．日本レッ
クリングハウゼン病学会の活動が軌道に乗り，全国の大学の基礎医学，臨床科との協力も極めて良好であること
から，さらに協力を推し進めながら，この難治性の疾患に，医療が行き届くようにしたい．結節性硬化症，色素
性乾皮症についても皮膚病変を中心に治療の方法を，さらに探究する予定である．神経線維腫症 1 型の新診療
ガイドラインについては，今後改定する必要性も生じてくるものと考えている．

（3）ベーチェット病の治療ガイドラインの作成に向けてさらにエビデンス情報を収集し検討する．
（4）皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を継続して行う．
（5）進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解析を継続して行う．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　膠原病，母斑・母斑症，皮膚悪性腫瘍，皮膚アレルギー疾患などを中心に，専門的診療を行っている．これら諸疾
患は皮膚科独特の見地から，注意深く診療をすすめるものであるが，それと同時に，皮膚に症状を生じる疾患は，全
身的な視野から，内科的，外科的に総合的な診療をしていくことが必要で，そのように努めている．したがって，他
科とも十分協力しあって診療にあたっている．
　臨床上の有用性をめざして，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断，また腫瘍性病変に
対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断を行い，悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについて，
詳細に検討している．また，膠原病の皮疹と全身症状との関連性については，充分注意深く，種々の観点から検討を
加えており，また母斑・母斑症，血管腫・脈管形成異常では詳細な臨床症状の解析，再検討を行い，種々の症状に対
する治療法の確立をめざしている．アレルギー性疾患の治療に関しては患者 QOL の向上を考えながら治療の遂行に
あたっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉地方裁判所専門委員（土田哲也）
　埼玉県指定難病専門審査委員（土田哲也，倉持　朗）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　皮膚科の臨床　編集委員（土田哲也）
　日本レックリングハウゼン病学会雑誌　編集委員（倉持　朗）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　土田哲也：日本皮膚科学会代議員，日本皮膚悪性腫瘍学会理事，
　　　　　　日本皮膚病理組織学会理事，皮膚かたち研究会理事，
　　　　　　日本乾癬学会評議員
　倉持　朗：日本レックリングハウゼン病学会評議員
　中村晃一郎：日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会評議員，日本乾癬学会評議員，日本研究皮膚科学会評議員，
　　　　　　　日本小児皮膚科学会世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ogata D, Takeji M, Murakami T, Yanagisawa H, Kuramochi A, Tsuchida T: Comparison of ultorasonographic 
findings of schwannomas and angioleiomyomas.  J Dermatol. 2018; 45（7）: 837-843. 

② Ito Y, Ogata D, Shimizu A, Arai E, Tsuchida T: Detection of human papillomavirus type 52 in a case of gluteal 
squamous cell carcinoma.  J Dermatol. 2018; 45（6）: e154-155.

③ Ogata D, Takeuchi H, Shiomi Y, Arai E, Tsuchida T: Metastatic cutaneous apocrine carcinoma: a multidisciplinary 
approach incorporating endocrine therapy.  Eur J Dermatol. 2018; 28（3）: 415-417.

④ Ogata D, Arai E, Goto Y, Tsuchida T：Pilot study on the correlation between dermoscopic patterns and 
fluorescence in situ hybridization findings using whole-slide digital imaging for acral volar melanocytic lesions．
J Dermatol. 2018；45（7）：830-836

⑤ Shiomi T, Ogata O ,Iwata M, Arai E, Tsuchida T：Pigmented mammary Paget's disease without underlying 
carcinomas．J Dermatol．2018; 45（11）: e321-322
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⑥ Ogata D, Tsuchida T: Systemic immunotherapy for advanced cutaneous squamous cell carcinoma.  Curr Treat 
Options Oncol  2019; 20（4） :30. 

⑦ Kiyohara Y, Uhara H, Ito Y, Matsumoto N, Tsuchida T, Yamazaki N: Safety and efficacy of nivolmab in Japan 
patients with malignant melanoma: An interim analysis of a postmarketing surveillance. J Dermatol. 2018:; 45（4）; 
408-415.

⑧中村晃一郎：アトピー性皮膚炎に対する分子標的薬　生物学的製剤を中心に．臨床皮膚科．2018；72（5）： 
94-98

⑨佐藤詩穂里：温熱性紅斑．Visual Dermatology．2018；17（6）：566-567
⑩塩味達也，緒方　大，倉持　朗，中村晃一郎，土田哲也，新井栄一：腋窩アポクリン腺癌．皮膚病診療．

2018；40（5）：505-508
【総数：論文 17 編，著書 7 編，学会発表 43 回】
6-2．獲得研究費
（1）厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する

標準治療確立のための多施設共同研究：研究協力者　土田哲也
（2）厚生労働科学研究補助金：神経皮膚症候群に関する調査研究班：分担研究者　倉持　朗
（3）厚生労働科学研究難治性疾患等政策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究：分担研究者　中村晃一郎
（4）厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎

ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班：研究協力者　土田哲也
（5）埼玉医科大学病院若手研究者育成事業：進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解

析：研究協力者　村上拓生，緒方　大，土田哲也
6-3．受賞　「該当なし」
6-4．特許，実用新案　「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　（1）症例検討会の開催：
　　（a） 病理診断部門と合同で行っている症例検討会　1 ヶ月に 2 回
　　（b） 院外紹介元医師を対象とした症例検討会（報告会）　3 ヶ月に 1 回

7．自己点検・評価
　診療面では，外来，病棟とも多数の患者があり，重症例に対しても優れた治療成績が得られた．手術件数，入院症
例が多く，来年度も診療面での治療成績の向上に対する充実をはかりたい．教育については BSL 指導，講義を中心
に充分に時間をかけて行っている．理解力や実践力をさらに深める教育を行いたい．研究面では，膠原病，母斑症，
血管腫，および悪性腫瘍に関し臨床研究が行なわれ，充分な成果が得られたが，来年度に向けて更に研究を進めていく．



439

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．20）泌尿器科

1．構成員
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　 排尿障害：尿路結石：女性泌尿器：博士
矢内原仁（YANAIHARA, Hitoshi）：教授：診療副科長：指導教員（大学院）：前立腺肥大症：尿道狭窄：レーザー

　　　　　　　　　　　　　　　TUR：腹腔鏡手術：院内感染：博士
中平洋子（NAKAHIRA, Yoko）：講師：教育副主任：医長：女性泌尿器：過活動膀胱：排尿障害：博士
海老根崇（EBINE, Takashi）：助教：泌尿器科全般
林　泰樹（HAYASHI, Taiki）：助教：泌尿器科全般
馬場優人（BABA, Youto）: 助教：泌尿器科全般
渡邊佳太郎（WATANABE, Keitarou）：助教：泌尿器科全般
岩佐　俊（IWASA, Shun） ：助教：泌尿器科全般
松田　香   （MATSUDA, Kaori）：非常勤医師
坂本博史（SAKAMOTO, Hiroshi）: 非常勤医師
飯田正弘（IIDA, Masahiro）：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
　医学部学生が履修すべき泌尿器科学の基礎を教える．医師国家試験合格を念頭に指導する．
2-2．教育内容（担当者）
　系統講義：臨床に沿った講義を行う．
　BSL：期間は 1 週間で，担当医師が指導する．病棟回診で患者の訴えを聴取し問題を提起する．担当患者の状態を
カルテから収集し，検査内容や診断に至る手順を修得する．手術や検査を見学し，臨床の現場を経験する．担当患者
についてレポートを作成する．
2-3．達成度
　実習では手術見学が中心である．担当症例を割り当て，内容の充実に努めている．大学病院の特質上，良性疾患の
占める割合が比較的多いが，泌尿器科領域の悪性腫瘍もカバーするようにクルズスを行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
　高齢化社会に伴い内視鏡手術や低侵襲手術が今後も普及する傾向にある．臨床全般の標準的な内容に加え，新しい
知見も適時教育できるように努める必要がある．後継者の育成につながるように，熱意をもって学生教育の現場で臨
床の魅力を伝えるように努力する．近年国家試験の合格が難しくなっており，受験指導を徹底する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床に役立つ基礎研究と，新たな evidence を示す臨床研究を行う．
3-2．研究プロジェクト

A：結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫（TSC-AML:tuberous sclerosis complex -angiomyolipoma）に対するエベ
ロリムスの有用性

B：過活動膀胱 
　過活動膀胱患者に対する磁気療法
C：排尿機能
　排尿障害患者に対する尿流動態検査（特に低活動膀胱患者について）
D：尿路結石症
　1）Dual Energy CT の有用性
　2）尿路結石と尿路感染症
3-3．研究内容と達成度

A：結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫（TSC-AML:tuberous sclerosis complex -angiomyolipoma）
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　TSC-AML に対するエベロリムスの有用性は証明されている．現在，長期投与症例について経過観察中である．
エベロリムス投与 2 年以上の症例では，副作用と医療費の関係で 8 割以上の症例で減量している．しかし，エ
ベロリムス減量により AML が再増大傾向を示す症例があるため，増量している症例もある．今後も経過観察を
継続する．

B：過活動膀胱に対する磁気療法：難治性過活動膀胱女性患者に限り，磁気療法を行っている．副作用のために薬
物療法を継続できなかった症例では磁気療法はやや有効性を示しているが，薬物療法無効症例では，磁気療法は
無効なことが多い．しかし，有害事象を発症することはなく，少なくともその点は評価できる．

C：排尿機能：下部尿路症状を呈した排尿障害患者に尿流動態検査を行っており，最近では低活動膀胱患者の診断
方法について検討している．主に，projected isovolumetric pressure や watt factor を用いて排尿筋収縮力を検討
しており，測定法の問題点や臨床的背景との関連について検討している．

D：尿路結石症
1）DECT は，尿路結石の成分（カルシウム含有結石や尿酸結石）が確認できることが有効であり，特に，単純

Ｘ線写真では確認できない尿酸結石の同定には有効である．引き続きデータ収集を継続している．
2）尿路結石症はしばしば重症尿路感染症を合併することがある．現在，尿路結石患者の尿と尿路結石患者より

細菌検出を試みており，その因果関係と臨床症状との関連について検討している．
3-4．自己評価・次年度計画
　将来われわれの研究が臨床応用され，患者に貢献できることを目標にする Clinical Basic Research が中心である．
今後さらなる尽力を進めていかなればならないと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　一般的な泌尿器科疾患を扱う通常外来に加え専門外来（排尿機能外来，前立腺精査外来，女性ヘルスケセンター）
を開いており，埼玉西部地区における泌尿器科拠点病院として，地域医療へ貢献している．腎臓病センターと連携し
慢性腎不全に対する関連手術を担当している．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

朝倉：排尿機能学会評議委員
　　　International Journal of Urology
　　　LUTS 
矢内原：International Journal of Urology
　　　　Internal Medicine
　　　　日本泌尿器科学会雑誌査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　特になし

6．業績
6-1．著書・論文・学術発表

著書：欧文 0 編，和文 0 編，計 0 編
論文数：欧文 0 編，和文 6 編，計 6 編
学会発表数：国際 3，国内 11，計 14 回
①【もっと身近に !　Female Urology を学ぶ】診断　女性下部尿路症状に対する尿流動態検査の有用性．朝倉博孝：

臨床泌尿器科 73 巻 2 号 Page106-113（2019.02）
②【内分泌症候群（第 3 版）- その他の内分泌疾患を含めて -】男性性機能　その他　薬剤性造精機能障害．朝倉博孝：

日本臨床別冊内分泌症候群 III Page118-123 （2019.01）
③【まるごと　排尿自立指導の最前線 - 治療 & ケア・指導料算定】排尿自立指導をスムーズに進める工夫　医師と

して排尿自立指導を継続するための方策と工夫．朝倉博孝：Uro-Lo 泌尿器 Care & Cure23 巻 6 号 Page722-725
（2018.12）

④【必読 ! 尿失禁マネジメントの極意】< 尿失禁に対する非薬物療法 > 尿失禁に対する神経変調療法．朝倉博孝：
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臨床泌尿器科 72 巻 8 号 Page627-632（2018.07）
⑤ JUA 会員の保険関連知識の共有化．高橋　悟 , 朝倉博孝 , 田中正利 , 大野芳正 , 宮崎良春 , 中平洋子：日本泌尿器

科学会雑誌 109 巻 Suppl. Page S90-S91（2018.11）
⑥タムスロシン治療によっても OAB 症状が残存する BPH 患者に対する，タムスロシン + デュタステリド + イミダ

フェナシンの 3 剤併用（DIrecT Study）の夜間頻尿に対するサブ解析．山西友典 , 朝倉博孝 , 関　成人 , 布施美樹 , 
加賀勘家 , 加賀麻祐子：日本排尿機能学会誌 28 巻 2 号 Page338-344（2018.05）

⑦尿流動態検査における air charged catheter と water filled catheter の使用比較．林　泰樹 , 朝倉博孝 , 岩佐　俊 , 
渡邊佳太郎 , 海老根崇 , 中平洋子 , 矢内原仁：第 83 回日本泌尿器科学会東部総会（2018 年 10 月 12 日，東京）

⑧爪楊枝の誤飲により S 状結腸穿孔を来たし，膀胱頂部外側に膿瘍形成を認めた一例．中平洋子 , 岩佐　俊 , 渡邊
佳太郎 , 林　泰樹 , 海老根崇 , 矢内原仁 , 朝倉博孝 , 伏島雄輔：第 83 回日本泌尿器科学会東部総会（2018 年 10
月 12 日，東京）

⑨当院における骨盤臓器脱患者の尿流動態検査の検討．林　泰樹 , 朝倉博孝 , 中平洋子 , 矢内原仁：第 25 回日本排
尿機能学会（2018 年 9 月 27 日，名古屋）

⑩ Air charge catheter における圧測定の基礎的検討．桝田　司 , 朝倉博孝 , 伊藤一義：第 106 回 日本泌尿器科学
会総会（2018 年 4 月 19 日，京都）

6-2．獲得研究費
　特になし
6-3．受賞
　特になし
6-4．特許・実用新案
　特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
　第 76-78 回日本泌尿器科学会埼玉地方会

7．自己点検・評価
　教育においては目標レベルに達していると思われる．次年度は，講義担当者の適正配置と，BSL 実習における教育
システムの改善により，より高い成果を上げられるように努力する必要がある．より多くの医学生が泌尿器科への興
味を高めるよう，熱意をもって泌尿器科学の魅力を学生に教育していきたい．
　研究において，限られた泌尿器科スタッフ数に比して臨床業務が多く，研究を追求する時間が不足しがちである．
次年度も努力が必要である．
　臨床において，外来，入院における患者数，手術症例数ともほぼ目標を達成できたものと考えている．西埼玉地区
地域医療への貢献を今後も継続する．次年度は，低侵襲手術の導入や新しい治療法にも積極的に取り組むことが必要
である．
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1．21）眼科

1．構成員
篠田　啓（SHINODA, Kei）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：網膜硝子体疾患，視覚生理学：

　　　　　　　　　　　  博士
堀江公仁子 （HORIE, Kuniko）：教授：ゲノム医学研究センター：博士
庄司拓平（SHOJI, Takuhei）：講師 : 指導教員（大学院）：研究主任：緑内障，網膜硝子体疾患：博士
渋谷雅之（SHIBUYA, Masayuki）：助教：網膜硝子体疾患
勝本武志（KATSUMOTO, Takeshi）：助教：教育主任：網膜硝子体疾患，斜視・弱視
市川良和（ICHIKAWA, Yoshikazu）: 助教：網膜硝子体疾患，緑内障
石川　聖（ISHIKAWA, Sho）：助教：研修担当医長：涙道，涙液，ドライアイ，前眼部疾患
秋山　淳（AKIYAMA, Tadashi）：助教：緑内障，斜視弱視
榮木　悠（SAKAKI, Yuu）：助教
長島崇充（NAGASHIMA, Takamitsu）：助教
佐々木貴優（SASAKI, Takanori）：助教
花房　彩（HANABUSA, Aya）：助教
吉川祐司（YOSHIKAWA, Yuji）：助教：博士
石井宏和（ISHII, Hirokazu）：助教
菊地俊介（KIKUCHI, Shunsuke）：助教
熊谷知幸（KUMAGAI, Tomoyuki）：助教
尾﨑公威（OZAKI, Kimitake）：助教
宮坂洋輔（MIYASAKA, Yousuke）：助教
伊波　航（INAMI, Wataru）: 助教
西山友理（NISHIYAMA, Yuri）: 助教
丸山貴史（MARUYAMA, Takafumi）: 助教
藤本太一（HUJIMOTO, Taichi）: 助教
小島孚允（KOJIMA, Takayoshi）：客員教授：眼腫瘍：博士
石川　弘（ISHIKAWA, Hiroshi）：客員教授：神経眼科：博士
米谷　新（YONEYA, Shin）：客員教授：博士
新家　眞（ARAIE, Makoto）：客員教授：博士
板谷正紀（HANGAI, Masanori）：客員教授 : 網膜硝子体疾患，緑内障，眼底イメージング：博士
村山耕一郎（MURAYAMA, Koichiro）：客員教授：緑内障：博士
松本惣一（MATSUMOTO, Souichi）：客員教授：網膜硝子体疾患，屈折矯正，視覚生理学，眼瞼疾患：博士
木村　至（KIMURA, Itaru）：客員教授： 緑内障，眼循環：博士
加藤直子（KATO, Naoko）：客員准教授：指導教員（大学院）：前眼部疾患，円錐角膜，重症アレルギー疾患，屈折

　　　　　　　　　　　  矯正：博士
樺澤　昌（KABASAWA, Sho）：客員准教授：網膜硝子体疾患，眼科疾患全般
山田教弘（YAMADA, Norihiro）：客員准教授：網膜硝子体疾患，角膜疾患，遺伝子疾患：博士
野寄　忍 （NOYORI, Shinobu）：非常勤講師：眼科疾患全般
大木隆太郎（OOKI, Ryutaro）：非常勤講師：糖尿病網膜症，ぶどう膜炎，涙道疾患：博士
眞鍋洋一（MANABE, Youichi） : 非常勤講師：屈折矯正，白内障：博士
魵澤伸介 （EBISAWA, Nobusuke）：非常勤講師：網膜硝子体疾患，網脈絡膜微小循環
土橋尊志 （TSUCHIHASHI, Takashi）：非常勤講師：加齢黄斑変性：博士
今井大介（IMAI, Daisuke）：非常勤講師：網膜硝子体疾患：博士
小島照夫（KOJIMA, Teruo）：非常勤講師
福本光樹 （FUKUMOTO, Teruki） : 非常勤講師：特殊コンタクトレンズ 
林　孝彦 （HAYASHI, Takahiko） ：非常勤講師：角膜移植：博士
上山数弘（UEYAMA, Kazuhiro）：非常勤講師：斜視弱視：博士
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奥田晴美（OKUDA, Harumi）：非常勤医師：博士
袖山丈男 （SODEYAMA, Takeo） : 非常勤医師：眼科疾患全般

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために，眼科の主要な疾患の病態，症候，診断に関
する基礎的な知識を習得する．
　具体的な目標：
（1）眼器官局所解剖が具体的にイメージすることができ，生理機能について説明ができる．
（2）眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ，その病態を説明できる．
（3）主要疾患の原因，病態別の分類が列挙できる
（4）主要疾患の病態生理を理解し，説明できる．
（5）主要疾患の診断の手順，検査法の理解と診断における必要性を理解し，説明できる．
（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
　眼科学（感覚器）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義を担当
した．4 年生に対しては基礎的必要知識や治療についてだけではなく，最新の治療，検査を講義に取り入れ，眼科学
の魅力をわかりやすく講義を行い，幅広い知識を習得出来るように努めた．6 年生講義では，国家試験対策として画
像をより有効に利用し，眼底写真や蛍光眼底造影，手術ビデオを利用して判りやすく講義を行った．
　5 年生の BSL では，各自入院して手術を受ける患者さんを担当し，問診から手術前の検査とその持つ意味について，
指導医から説明を受け，実際の手術場にも立会い，眼科手術について見学した．また白内障手術の体験として豚眼を
使用した実習を行った．BSL では自己評価目標に到達したか自己評価を行なうと同時に，レポート提出が義務づけら
れ，指導医との試問が行われた．

（4 年生講義内容）
　篠田　　　視機能（視力 , 屈折と調節 , 視野 , 色覚），眼科医療の進歩
　加藤　　　眼の解剖と機能，角膜疾患
　庄司　　　緑内障の診断，緑内障の治療
　渋谷　　　網膜疾患（1）
　勝本　　　眼の発生とその異常・外眼部疾患
　市川　　　網膜疾患（2）
　石川　　　眼科薬理学
　村山　　　視機能の異常，視神経障害
　大木　　　ぶどう膜疾患
　眞鍋　　　水晶体と白内障
　小島（照）　全身疾患と眼
　小幡　　　眼部の腫瘍
　河井　　　未熟児
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（5 年生）
　眼科臨床実習

午前 午後

月

9:30 ～ Orientation
手術患振り分け，Report 説明
10：00 ～自分の眼について
本館 9F 病棟・月曜病棟班

13:30 ～蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
本部棟 6F 医局・野寄

火
9:30 ～緑内障（クルズス）
本部棟 6F 医局・奥田

13：00 ～手術見学・白内障助手，
担当患者診察・ムンテラ
本館 9 階アイセンター手術室，診察室・各担当

水
9:30 ～診断学・担当患者・疾患の説明
本部棟 6F 医局・大木，加藤

13:00 ～担当患者の疾患につ
いて自習（レポート準備）

16：00 ～屈折・視野検査説明
東館 2F 外来・新藤

木
手術見学・助手（実習）
9：00 ～本館 9F アイセンター手術室・
各担当医師の指導を受ける

14:00 ～　ウェットラボ　第二研究室
集合場所：本部棟 6 階眼科医局・各担当医

金
10：00 ～総回診見学
本館 9F 病棟・篠田

14：30 ～試問・総括
本部棟 6F 医局・勝本

（6 年生講義内容）
篠田　　網膜硝子体・視神経疾患と水晶体疾患
加藤　　前眼部疾患
市川　　緑内障・視神経疾患
樺澤　　眼底疾患，白内障
魵澤　　眼外傷・ぶどう膜疾患
今井　　全身疾患と眼病変
卒後教育
　5 年間の眼科研修を行う事により，眼科医としての基礎的臨床力を身につけ，日本眼科学会専門医制度の眼科専門
医試験受験資格を得ることが可能である．当科は日本眼科学会専門医制度による眼科研修プログラム施行施設（認定
第 1032 号）として承認されており，本プログラムにより，眼科臨床医として基礎をしっかり身につけることができ
るとともに，キャリア形成の方向性が見いだし，それに応じて大学院，海外留学，国内留学など幅広い選択肢の中か
ら選んで自分に合ったキャリア形成を開始することができる．基礎として，幅広い症例を経験していただくことで診
断力と治療と周術期管理を身につけられるようにした．特にプログラム初年度から上級医の指導の下，白内障手術の
執刀完投を目指した．
大学院教育
＜カリキュラム＞
　シニアレジデントカリキュラムに準じ，最初の 2 年間は，まず一般眼科医の基礎をして必要な，解剖，生理，病
理などについて講義を受ける．同時に臨床医として外来，病棟で診療にあたり，眼科の内科的側面，外科的側面につ
いて学ぶ．とくに手術学理論を学ぶとともに，あらゆる眼科手術の介助を実践して手術手技を学ぶ．1 年目より白内
障手術の模擬手術トレーニングを経て，実際の白内障手術の執刀を開始し完投を目指す．
　後半の 2 年間では，前半の 2 年間を基に，指導教官と相談の上，興味のある点を研究テーマとして構想する．研
究グループに属して行われ，実験およびデータ採取，整理と管理，論文のまとめ方など一貫した丁寧な指導をする．
2-3．達成度
卒前教育
　4 年生，5 年生，6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された．
5 年生では，BSL で予定された内容のほぼ習熟ができたと考える．
卒後教育，大学院教育
　従来のシステムより数段，臨床での経験値を積むことができた．また，大学院としてのテーマにそって早くもデー
タ採取，整理，学会発表ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　以前に増して講義内容より，多くの画像や具体的な症例を提示することで，学生に理解しやすく興味を持てるよう
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に講義することができた．眼疾患では救急での対応や全身疾患に伴う眼疾患については，その重要性と眼科疾患の理
解が全身疾患の窓口になるように説明した．指導を受けたレジデント医師による，実際の臨床，救急外来の場面でも
その結果が反映できていると実感できる機会があった．
　次年度の教育の計画は本年度のプログラムを基本にして構成する．BSL 期間では十分に眼科学の習得することは難
しいが，検査の意味や結果の解釈ができるように指導したい．また，学生の希望するクルズスをより多くとりいれな
がら，実際の臨床をより多く触れる機会として豚眼を用いた白内障手術実習は学生に好評だった．
卒後教育
　指導医の増加や専門分野が以前より多岐にわたるようになったことから，幅広い眼科知識に触れるようになったが，
まだ十分な教育プログラムとはいえないため十分習熟できるように専門外来を検討していきたい．
大学院教育
　入局してから大学院に入学を希望する者が増えているので，サポートしながら研究や
学会発表にも繋げていく．

3．研究
3-1．目的・目標
　目標は，教室の研究テーマに沿って，個々それぞれのグループで着実に成果をあげることとした．論文や発表の数
を競うのではなく，将来的な眼科医療の発展に寄与することを目的とした研究計画を立て，その上で，きちんとした
データを積み重ねることを目標とした．その具体案は，以下の研究内容の項に記載する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）眼科疾患における DNA，RNA，タンパク質，細胞の網羅的解析　～オミックス解析を通じて希少難治性疾患

の医療に貢献する基盤研究～：研究代表者　篠田　啓
　国立病院機構  日本学術振興会

（2）広帯域広角光干渉断層計を用いた緑内障特異的脆弱部位の網羅的探索：研究代表者　庄司拓平
3-3．研究内容と達成度
（1）現在遺伝性網膜視神経疾患のうち遺伝子及び変異が特定されている疾患は全体の 40% 程度といわれており，

のこりの 60％についてはわが国固有の変異を含め未知の遺伝子や変異があると考えられる．現在，東京医療セ
ンターを中心とする眼疾患の網羅的遺伝子解析および機能解析が行われており，当科でも大学倫理委員会に承認
されており共同研究に参加している．

（2）本研究では当科オリジナルの測定方法と解析方法を用いて，日本人における緑内障特異的な初期構造変化部
位を同定することを目指している．広帯域 OCT と長波長 OCT アンギオグラフィー（OCTA）を組み合わせ，眼
底の詳細な 3 次元情報を非侵襲的に取得する．広帯域 OCT の開発は申請者らの施設で以前より行っており，応
用物理学者と臨床医が連携して研究を継続してきた．また研究代表者がアメリカのカリフォルニア大学サンディ
エゴ校に留学し，その先端技術を学んできた技術を埼玉医科大学でも応用している．

3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれのテーマが既に方法論が確立しており，データを蓄積し，解析する作業に大きな困難はないものと考えら
れる．次年度も各研究テーマを粛々と進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当教室では地域医療の中核としての役割を担うべく，難治性あるいは重症の眼疾患症例に対して，最先端技術を駆
使した診療を数多く行った．重症症例が多いことを反映し，本年度も硝子体手術や緊急手術の占める割合が高かった．
このような状況の中で，充分なインフォームドコンセントとしっかりとした理論に基づいた診療を行なうことによっ
て，最終的には患者様に満足度の高い医療を提供することを診療の目標とした．今後は個々の診療内容の充実に加え，
地域の医療従事者との適切な医療連携をはかり，より体系的な地域医療社会を確立することが必要であると考えてい
る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　日本眼科学会評議員（篠田　啓）
　日本眼科学会専門医認定試験試問委員（篠田　啓）
　日本眼科学会総集会プログラム委員（篠田　啓）
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　日本眼科学会戦略企画会議第一委員会「人材育成・専門医制度」委員（篠田　啓）
　日本視野学会評議員（篠田　啓）
　日本臨床視覚電気生理学会理事（篠田　啓）
　日本臨床視覚電気生理学会プログラム委員（篠田　啓）
　埼玉県眼科手術談話会世話人（篠田　啓）
　埼玉県眼科医会学術担当理事（篠田　啓）
　（公財）埼玉県腎・アイバンク協会理事（篠田　啓）
　日本緑内障学会評議員（板谷正紀）
　日本眼循環学会理事（木村　至）
　日本眼科手術学会プログラム委員（加藤直子）
　日本レーザー医学会評議員（庄司拓平）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本眼科学会編集委員（篠田　啓）
　Investigative Ophthalmology & Visual Science（庄司拓平）
　Journal of Cataract & Refractive Surgery（庄司拓平）
　British Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
　Translational Vision Science & Technology（庄司拓平）
　Optometry and Vision Science（庄司拓平）
　Japanese Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　さいたま医事関係事件鑑定人（篠田　啓）
　医療事故調査制度における院内医療事故調査への院外専門委員（篠田　啓）
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（篠田　啓）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Shoji T, Yoshikawa Y,i Kanno J, Ishii H, Ibuki H, Ozaki K, Kimura I, Shinoda K
Reproducibility of  Macular Vessel Density Calculations via Imaging with Two 
Different Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography Systems
Trans Vis Sci Tech. 2018;7:31

② Ishikawa S, Kato N, Takeuchi M  Quantitative evaluation of corneal 
epithelial edema after cataract surgery using corneal densitometry: a prospective study 
BMC Ophthalmologyvolume 18, Article number: 334 （2018） 

③ Yoshikawa Y, Shoji T, Kanno J, Ibuki H, Ozaki K, Ishii H, Ichikawa Y, Kimura I, 
Shinod K　Evaluation of microvascular changes in the macular area of eyes with 
rhegmatogenous retinal detachment without macular involvement using swept-source 
optical coherence tomography angiography　Clinical Ophthalmology　2018:12 2059-2067

④ Yoshikawa Y, Shoji T, Kanno J, Kimura I, Hangai M, Shinoda K.
Optic disc vessel density in nonglaucomatous and glaucomatous eyes: an enhanced-depth 
imaging optical coherence tomography angiography study.　
Clin Ophthalmol. 2018 Jun 19;12:1113-1119

⑤石川　聖 , 河西雅之 , 篠田　啓　繰り返す網膜動脈分枝閉塞症を契機に発見された
大腸癌の 1 例　あたらしい眼科 35（12）:1696-1699 2018

⑥吉川祐司 , 庄司拓平 , 菅野順二 , 尾崎公威 , 石井宏和 , 伊吹寿士 , 木村　至 , 篠田　啓
Swept-source 光干渉断層計 angiography を用いた乳頭周囲血管密度の定量化と再現性の検討
日本眼科学会雑誌 122（9）: 685-692, 2018.

⑦吉川祐司 , 庄司拓平 , 菅野順二 , 伊吹寿士 , 尾崎公威 , 石井宏和 , 宮坂洋輔 , 
木村　至 , 篠田　啓 スウェプトソース光干渉断層計アンギオグラフィーを用いた緑内障患者
における網膜血管密度，中心窩無血管帯の変化
眼科臨床紀要 （1882-5176）11 巻 12 号 890-895（2018.12）
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⑧ Ozaki Kimitake　 Reproducibility of the macular vessel density measurement 
with binarization image processing methods on the swept-source optical coherence 
tomographic angiography image　ARVO 2018.4.28 

⑨ Kumagai T, Kimura T, Shoji T, Yoshikawa Y, Shinoda K
The investigation of the difference of central visual field sensitivity between 
monocular and binocular measurement by head-mounted perimeter　
第 23 回 IPS（国際視野画像学会）

⑩ Shoji T, Kumagai T , Yoshikawa Y , Ishii H , Mine I , Kimura I , Shinoda K　 
Comparison of central visual sensitivity under monocular and binocular conditions 
in glaucoma patients using new statistical perimetry　 
8th World GLAUCOMA CONGRESS　 MELBOURNE<AUSTRALIA　 2019.3.29　

【総数 : 論文 27 件（英文 19 件，日本語 8 件），学会発表 30 件（国内 19 件，海外 11 件），講演 18 件】
6-2．獲得研究費

・篠田　啓　科研費 基盤研究（C）
　「術中黄斑機能評価システムの確立」
・庄司拓平　埼玉医大若手研究者育成研究費
　「緑内障と高度近視眼における早期発症機序の解明」
・石川　聖　埼玉医大若手研究者育成研究費
　「角膜移植時における生体染色剤のドナー角膜に対する安全性の研究」
・吉川祐司　埼玉医大若手研究者育成研究費
　「光干渉断層計アンギオグラフィーを用いた緑内障における黄斑部深層血管の変化」
・石井宏和　埼玉医大若手研究者育成研究費
　「光干渉断層計アンギオグラフィーを用いた中心窩網膜無血管域自動測定法の研究」
・庄司拓平　学内グラント
　「緑内障と高度近視眼における早期特異的構造変化の可視化と発症機序の解明」
6-3．受賞
　熊谷知幸　第 29 回日本緑内障学会優秀演題賞受賞
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉眼科講習会開催 2018 年 7 月　川越プリンスホテル
　埼玉眼科講習会開催 2019 年 1 月　川越プリンスホテル
　若葉の会開催 2018 年 6 月　丸木記念館
　若葉の会開催 2018 年 9 月　丸木記念館

7．自己点検・評価
※学部
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標に達した．昨年からの継続で，網膜疾患以外の，角膜，腫瘍，神

経眼科，涙道疾患の診療はより専門性の高いものになった．専門班ごとの研究，教育も充実していた．
※大学院
　大学院生も，診療にも十分携わりながら，研究面での OCT アンギオグラフィーを用いた画像解析を順調にすすめ，

データ構築は順調であった．
　次年度には，専門外来の設置などを目標とし，より外来待ち時間の短縮や，より良い質の高い診療，教育，研究

をできるように努めたい．
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1．22）（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）

1．構成員
池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）：教授：教育員：診療科長：副教育主任：指導教員（大学院）：中耳炎，人工内耳，

　　　　　　　　　　　　　 外リンパ漏，遺伝カウンセリング：博士
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）：教授：教育員：研究主任：副診療科長：指導教員（大学院）：頭頸部外科学，鼻腔生

　　　　　　　　　　　 　理学，鼻副鼻腔手術：博士
上條　篤（KAMIJYO, Atsushi）：准教授：教育員：専門医員：研究員，大学院教員（大学院）：アレルギー性鼻炎，

　　　　　　　　　　　　　  慢性副鼻腔炎：博士
中嶋正人（NAKASHIMA, Masato）：講師：教育員：専門医員：研究員：大学院教員（大学院）鼻副鼻腔手術，鼻腔

　　　　　　　　　　　　　　　生理学，口腔咽頭科学
新藤　晋（SHINDOU, Susumu）：講師：教育員：専門医員：研究員，大学院教員（大学院）：内耳疾患，めまい：

　　　　　　　　　　　　　　博士
和田伊佐雄（WADA, Isao）：助教：教育員：専門医員：研究員：博士
松田　帆（MATSUDA, Han）： 助教：教育員：専門医員：研究員
井上智恵（INOUE, Tomoe）：助教：教育員：専門医員：研究員
小松赳彦（KOMATSU, Takehiko）：助教：教育員：専門医員：研究員
関根達郎（SEKINE, Taturou）：助教：教育員：専門医員：研究員
沼倉　茜（NUMAKURA, Akane）：助教：教育員：専門医員：研究員
非常勤医師：吉川沙耶花（KIKKAWA, Sayaka）：一般耳鼻咽喉科
客員教授：善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）：耳鼻咽喉科手術：博士
非常勤講師：杉崎一樹（SUGIZAKI, Kazuki）： 一般耳鼻咽喉科：博士，中島正己（NAKAJIMA, Masami）： 一般耳鼻
咽喉科：博士，久保田修（KUBOTA, Osamu）：一般耳鼻咽喉科：博士，仲田拡人（NAKADA, Hiroto）：一般耳鼻咽
喉科：博士 , 小渕千恵（OBUCHI, Chie）：言語聴覚士：博士 , 畠山未来（HATAKEYAMA, Miki）：臨床遺伝カウンセ
ラー , 滋賀秀壮（SHIGA, Hidetake）：一般耳鼻咽喉科 , 依田　勝（YODA, Masaru）：一般耳鼻咽喉科：博士，乃美和
夫（NOMI, Kazuo）：一般耳鼻咽喉科：博士，藤岡むつみ（FUJIOKA, Mutsumi）：一般耳鼻咽喉科：博士，吉野　尚

（YOSHINO, Takashi）：一般耳鼻咽喉科：博士，里和一仁（SATOWA, Kazuhito）：一般耳鼻咽喉科，畑　邦彦（HATA, 
Kunihiko），飛田　正（HIDA, Tadashi）一般耳鼻咽喉科：博士
非常勤医員：吉川沙耶花（KIKKAWA, Sayaka）：博士，田島正紀（TAJIMA, Masaki）：博士，岡坂吉記（OKASAKA, 
Yoshiki），高橋壽彦（TAKAHASHI, Toshihiko），本間利生（HONMA, Toshio）：博士 , 畑　仁美（HATA, Hitomi）， 
中川　渉（NAKAGAWA, Wataru）, 金子研吾（KANEKO, Kengo）：博士，岡本　孝（OKAMOTO, Takashi），飯田　
孝（IIDA, Takashi），福田　哲（HUKUDA, Satoshi）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　耳鼻咽喉科，頭頸部外科の専門教育を行い，将来の医師としての十分な臨床的基礎知識ならびに深い洞察力を身に
つけることを達成目標とする．
2-2．教育内容
　埼玉医科大学耳鼻咽喉科学教室，埼玉医科大学国際医療センターおよび埼玉医科大学総合医療センターの教授，准
教授，講師陣が，各自の専門分野を分担して，教育にあたる．2 年生から 4 年生の系統講義は，感覚器，呼吸器，免疫，
救急，症候鑑別のユニットに分かれ，27 時限を使用して，耳科学，神経耳科学，鼻科学，口腔咽頭科学，喉頭科学，
音声言語医学，頭頸部外科学の各分野に関する講義を行う．まずは，基本的な解剖，生理，疾患の診断，治療を十分
に理解することに重点がおかれる．これに若干の国内外の高度先進医療についての紹介を加え，将来の医師としての
向上心を刺激するように心がけている．また，特に 4 年生については，平行して耳鼻咽喉科領域の診察の基本実習
が行われる．5 年生の教育は，積極的な臨床参加型の BSL 実技実習を主体とする．実習生は，各自小グループごと
に，埼玉医科大学病院（耳鼻咽喉科および神経耳科部門），または国際医療センターにおいて，臨床実地の現場を訪
れ，指導医のもとでチーム医療の一員として診療に立会い，常に厳しい小口頭試験により，学生は自己到達度，教員
は教育効果を互いに細かく評価しあいながら，実習が行われる．外来，病棟，手術室において，耳鼻咽喉科領域の診
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断，治療のみならず，インフォームドコンセントなど患者，家族との接遇の実際についても学ぶ．分野ごとの節目の
レビュークルズス，担当症例のレポート作成と最終面接によるその内容の合同検討会では，基本的な耳鼻咽喉科の診
療過程が理解できたかを評価検討する．6 年生には，11 時限を使用して，3 年生から 4 年生の学習内容を復習しな
がら，さらに総合強化し，同時に医師国家試験に準じた問題の演習とその解説を行う．以上の学生教育の評価は大学
の共通評価基準による．教育方法の改善と自己評価は学生教育への積極的参加を促す方策の検討，一貫教育における
当科の役割の評価による．
　卒後教育については，診療の項目とも一部重複するが，救急医療をはじめ，当科が扱う症例は極めて豊富であり，
臨床実地医家としての臨床研修施設としても恵まれた環境にある．チーム医療の一員として，研鑚を重ねながら，6 
年目には日本耳鼻咽喉科学会認定専門医の取得を目指す．同時に，こうした成果は，積極的に国内外の学会に報告を
行いながら，基礎的あるいは臨床的な研究課題を選んで，学位取得を目指す．
　大学院教育については外リンパ漏の新しい診断法の確立と普及に向けた研究，中耳炎手術の新しい術式の開発，新
しいめまいの検査法の開発，睡眠時無呼吸症と鼻呼吸の生理学的関係の解明について研究を推進している．
2-3．達成度
　本年度の講義では，大部分が IT を駆使して講義がなされたことにより，学生の評判は良好で，授業中の態度の改
善や試験成績の向上を認めた．5 年次の BSL では教授を中心としたスタッフ全員で，密着した指導を行い，学生に
臨床実習への意欲的な取り組みを引き出せた． 
2-4．自己評価と次年度計画
　以上の如く，教育には十分努力し，目標を達成したと自己評価している．

3．研究
3-1．目的・目標
　本学学生，卒業生のほとんどは実地臨床家を希望していることと，鼻科学については伝統的な背景があるので，鼻
科学を題材とした，臨床と密接に関連したテーマを中心に基礎研究と，当大学病院の特性である豊富な臨床例を題材
にした臨床研究を継続している．また近年はめまい，難聴，アレルギーをテーマとした研究にも重点が置かれている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　音響鼻腔計測法の臨床応用に関する研究，深頸部感染症治療予後の臨床的研究に加え，眼窩壁骨折の術式，予後の
研究，従来からのテーマである，頭頚部画像診断，頭頚部の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科治療，急性感染
症に対する抗菌薬治療についても継続している．また , アレルギーセンターなどと協力して，気管支喘息合併好酸球
性副鼻腔炎に対する分子標的製剤の有効性の研究，鼻・副鼻腔疾患による 2 次性頭痛，飛行機頭痛の外科的治療な
どの検討も行っている．また，耳科学に関して外耳道に対する新しい局所治療法の開発，中耳炎術式の改良の研究に
取り組んでいる．内耳の研究では，新しい半規管機能検査 video Head Impulse Test （vHIT），および人工内耳の臨床
研究，非症候性遺伝性難聴，症候性遺伝性難聴（アッシャー症候群）の臨床研究ならびに遺伝子診断，難聴遺伝子と
その蛋白産物に関する基礎研究を行っている．
3-3．研究内容と達成度
　音響鼻腔計測法による鼻腔生理学の研究では，国際的にも先駆的な役割を担っているが，さらに一般診療への普及
を図るべく，鼻腔通気度委員会を通じ，保険診療審査などで必要とされる基礎データの収集解析を行っている．これ
に関連し，睡眠障害における鼻閉の関連の研究も行って，学会シンポジウムで講演を行っている．
　眼窩壁骨折については，手術適応や術式について研究がなされており，その成果は学会の特別講演にて報告してい
る． 
　その他，頭頚部画像診断，頭頚部領域の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科的治療についても継続して臨床研
究がなされており，学会，研究会，講演などでその成果を発表している．
　耳科学研究では，中耳炎術式の改良の研究は順調にすすみ，症例数も増え，その成果を学会，研究会にて報告して
高い評価を得た．外リンパ瘻診断技術の開発研究では，新たに開発した CTP 蛋白検査法が外リンパ瘻診断基準に正
式に採用された．診断技術の開発研究を行いモノクローナル抗体 ELISA キット試薬の薬事申請を行った．本検査は
SRL の受託検査となり全国の 180 病院で検査が可能となっている．
3-4．自己評価と次年度計画
　鼻腔生理学の分野においては，音響鼻腔測定装置を用いた鼻副鼻腔手術の客観的効果判定，疾患が鼻腔生理に及ぼ
す影響などを検討し，国内外に先駆け報告しているので，本研究は，教室の代表的な研究課題として，地道に継続され，
発展し続けていくと思われる．これらの成果は，鼻科学会鼻腔通気度委員会でも取り上げられている．さらに，耳鼻
咽喉科領域の異物症での学位をはじめ，顔面外傷，アレルギー性鼻炎と喘息の関連，気管支喘息合併難治性好酸球性
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副鼻腔炎に対する分子標的製剤の有効性，深頸部感染症および鼻副鼻腔腫瘍の画像診断に関する研究などが行われて
いる．これらの研究成果は，常に国内外の学会へ積極的に報告が行われていて，次年度もそれを継続することになる
と思われる．外リンパ瘻診断技術をひろく臨床的に活用するため先進医療新規申請へむけて準備を進めている．また
国際的な外リンパ瘻診療ガイドラインの作成にも取り組みたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている． 
　当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍
などにおける呼吸困難，重篤なる感染症に対する入院治療，気管切開などの手術であり，学生教育，研修医教育，専
門医教育にとっても臨床的な環境が充実している．学生教育，卒後教育，並びに患者へのインフォームドコンセント
については，特に重点をおいて，各種内視鏡装置を充実させ，診療記録の供覧と保管のために，ビデオモニター，ビ
デオプリンタおよびビデオ記録などを活用している．また，ＰＣを用いた情報処理装置も，臨床研究ならびに学生実
習に活用している．新しい治療法としては，鼻腔疾患用レーザー，外来手術用の鼻茸切除機器（パワーシェーバー），
コブレーター装置を導入し，社会的なニーズに応え，日帰り手術なども安全に行なえるようになった．さらにナビゲー
ションシステムとハイビジョンモードの導入により，鼻，副鼻腔，耳の危険部位への操作，病変の正確な固定が容易
になり，内視鏡や顕微鏡と併せて使用することにより，以前と比較すると手術操作のトレーニングが画期的にしやす
くなった．
　先駆的な役割を果たしている音響鼻腔計測法による鼻腔開存性の客観的評価法は，国内外より高い評価を得ており，
質の高い医療の提供に貢献している．中耳炎における鼓膜穿孔閉鎖率はほぼ 100% に達し，また真珠腫性中耳炎の治
療成績も良好で，特に再手術を要する例は少なく，他専門施設と比較しても優れた手術成績である．顔面外傷，特に
眼窩壁骨折における複視の治療成績は 90％以上で治癒が達成され，良好な成績を誇る．さらに，深頸部感染症の症
例数は全国有数であり，豊富な治療経験を有するのみならず，従来致死率が高いとされる本疾患に対して，救命率は
ほぼ 100％に達している．他の頭頚部領域の外科的治療についても豊富な手術件数があり，県内外より多数例の紹
介患者を受けている．耳科学においては新たに人工内耳手術，アブミ骨手術，難聴遺伝子相談，補聴器外来を開始した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　さいたま地方裁判所専門委員
　埼玉県耳鼻咽喉科医会会長
　日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会会長
　（以上，加瀬康弘）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本耳鼻咽喉科学会　幹事　調査委員会委員長
日本めまい平衡医学会理事・査読委員・評議員
日本耳科学会理事・査読委員　トランスレーショナル委員会　国際学術委員会
日本聴覚医学会 ガイドライン委員会
日本喉頭科学会評議員
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本耳科学会誌，日本めまい平衡医学会雑誌，ANL （Auris Nasus Larynx）
Editorial Board: The Open Otorhinolaryngology Journal
埼玉県耳鼻咽喉科地方部会理事

（以上，池園哲郎）
　日本耳鼻咽喉科学会代議員
　日本鼻学会代議員
　日本頭頚部外科学会評議委員
　日本口腔咽頭科学会評議委員
　日本喉頭科学会評議委員
　日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会評議委員
　日本エアロゾル研究会運営委員
　日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会会長
　鼻腔通気度標準化委員会委員
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　耳鼻咽喉科臨床学会運営委員
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本鼻科学会誌，耳鼻咽喉科臨床学会誌，頭頚部外科学会誌，日本口腔咽頭

　　　　学会誌，ANL （Auris Nasus Larynx）
（以上，加瀬康弘）
日本アレルギー学会会員・代議員　アレルギー学会専門医・指導医　
日本鼻科学会会員・代議員
日本耳鼻咽喉科学会会員　日本耳鼻咽喉科学会専門研修指導医
アレルギー学会　広報委員
耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会　鼻アレルギーガイドライン　作成委員
日本鼻科学会　アレルゲン免疫療法ガイドライン　作成委員
山梨県アレルギー協議会委員

（以上，上條　篤）
日本めまい平衡医学会　疫学委員
日本めまい平衡医学会　代議員
論文査読　ANL （Auris Nasus Larynx）

（以上　新藤　晋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　2018 年 11 月 3 日 （土曜日）　千葉県難聴者協会　人工内耳講演会

6．業績
6-1．論文・学会発表（合計 10 個まで）

① Ikezono T, Matsumura T, Matsuda H, Shikaze S, Saitoh S, Shindo S, Hasegawa S, Seung Ha Oh, Hagiwara Y, 
Ogawa Y, Ogawa H, Sato H, Tono T, Araki1 R, Maeda Y, Usami S , Kase Y. The diagnostic performance of a novel 
ELISA for human CTP （Cochlin-tomoprotein） to detect perilymph leakage，Plos one 13（1）,2018

② Fujita T, Kobayashi T, Saito K, Seo T, Ikezono T, Doi K. Vestibule-Middle Ear Dehiscence Tested With Perilymph-
Specific Protein Cochlin-Tomoprotein （CTP） Detection Test. Front Neurol. 2019 30;10:47

③ Kikkawa S, Nakagome K, Kobayashi T, Soma T, Kamijo A, Nagata M. Sublingual Immunotherapy for Japanese 
Cedar Pollinosis Attenuates Asthma Exacerbation

　Allergy Asthma Immunol Res11（3） 438-440，2019　
④ Deveze A, Matsuda H, Elziere M, Ikezono T. Diagnosis and Treatment of perilymphatic fistula.  Advances in 

Hearing rehabilitation. （S.K.W.Loyd, :Editors），133-145,KARGER,2018
⑤ Yamamoto T, Kamijo A, Nakazawa T, Nakajima K, Kirito K, Komatsu N, Masuyama K.　A Very Rare Case of 

Hypereosinophilic Syndrome Secondary to Natural Killer/T-Cell Lymphoma.　Case Rep Otolaryngol. 2018 
26;2018

⑥ Masuyama K, Matsuoka T, Kamijo A.　Current status of sublingual immunotherapy for allergic rhinitis in Japan.
　Allergol Int. 2018;67（3）:320-325.

⑦［symposium］ Ikezono T　Vestibular Evaluation and Tests Perilymphatic fistura （PLF）: Diagnosis and 
treatment.6th East Asian Symposium on Otology （EASO 2018） （Seoul Korea）, 2018/5/24-26

⑧［instruction course］ Tetsuo Ikezono  Perilymphatic Fistula （PLF）. The European Academy of Otology and 
Neurotology （EAONO） 2018, 20th-23rd June 2018, Copenhagen

⑨ Kamijo A, Masuyama K.  Cough associated with spring pollinosis. European Rhinologic Symposium（ERS 2018） 
（London,England）,2018/4/22-26

⑩新藤　晋
　SHIMP による前庭機能評価
　Equilibrium Research 77（3）, 177-179，2018/6

【総数：論文 25 件，学会発表 32 件，講演 16 件】
6-2．獲得研究費
　池園哲郎

平成 30 年度厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）難治性聴覚
障害に関する調査研究 分担研究者
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6-3．受賞　該当なし
6-4．特許・実用新案
（特許取得）
1.【日本】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法

特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森　彬
特許番号：特許第 4172777 号（2008 年 8 月 22 日）
公開番号：特開 2004-85552（2004 年 3 月 18 日）
出願番号：特願 2003-182860（2003 年 6 月 26 日）

2.【外国  中国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森　彬
特許番号：ZL03815172.3　（2007 年 9 月 5 日）
公告番号：CN100335502-C（2007 年 9 月 5 日）
出願番号：03815172.3  （2003 年 6 月 26 日）

3.【外国  オーストラリア】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　Saitama Medical University
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森　彬
出願番号：2003243985（2003 年 6 月 26 日）
特許番号：2003243985（2009 年 7 月 3 日）

4.【外国　米国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　Saitama Medical University
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森　彬
特許番号：US 7,863,005 B2　（2011 年 1 月 4 日）
公開番号：US 2006/246516  A1（2006 年 11 月 2 日）
出願番号：10/517,778　（2003 年 6 月 26 日）

5.【外国　欧州　EP/IT（イタリア），EP/GB（イギリス）】
発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学　Saitama Medical University
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森　彬
特許番号：EP 1533319　B1　（2011 年 1 月 12 日）
公開番号：EP 1533319　Ａ 1　（2005 年 5 月 25 日）
出願番号：03736265.4　 （2003 年 6 月 26 日）

（特許査定）
　【米国】発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLIN-TOMOPROTEIN （CTP） AND METHOD FOR 

MEASURING CTP USING SAME
　出願人：Saitama Medical University
　発明者：IKEZONO, Tetsuo，SHIKAZE, Satomi
　特許番号：無し
　公開番号：US2014030742 （A1） （2014 年 1 月 30 日）
　出願番号：US 14/008,677（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
　【日本】発明の名称：未変性Ｃｏｃｈｌｉｎ－ｔｏｍｏｐｒｏｔｅｉｎ（ＣＴＰ）に反応する抗体及びそれを用

いたＣＴＰの測定方法
　出願人：学校法人埼玉医科大学
　発明者：池園哲郎，志風沙登美
　特許番号：無し
　公開番号：再公表 2012-133898（2014 年 7 月 28 日）
　出願番号：特願 2013-507843（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）

（特許申請中）
　【欧州】発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLIN-TOMOPROTEIN （CTP） AND METHOD FOR 
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MEASURING CTP USING SAME
　出願人：Saitama Medical University
　発明者：IKEZONO, Tetsuo，SHIKAZE, Satomi
　特許番号：無し
　公開番号：EP2692735A1（2014 年 2 月 5 日）
　出願番号：2012-763119（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉県北部耳鼻科医の集い学術講演会（埼玉県熊谷市）2019/1/29

7．自己点検・評価
　卒前教育については特に BSL，CC において，充実した内容を提供でき，学生には好評であった．研究については
鼻腔通気性関連，鼻アレルギー，難聴・めまいの診断治療のテーマで継続している．診療については，地域の需要に
応えるのみならず，一層高度な診療レベルをめざしていきたい .
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1．22）（2）耳鼻咽喉科（神経耳科）

1．構成員
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：教授：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：神経耳科学：博士
新藤　晋（SHINDOH, Susumu）：講師（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士
林　智恵（HAYASHI, Tomoe）：助教（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：修士
北原智康（KITAHARA, Tomoyasu）：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：修士
丹沢泰彦（TANZAWA, Yasuhiko）：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：修士
吉村美歩（YOSHIMURA, Miho）：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：修士
水野正浩（MIZUNO, Masahiro）：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
柴崎　修（SHIBAZAKI, Osamu）：非常勤講師：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士
三島陽人（MISHIMA, Haruto）：非常勤講師：博士
加藤晴弘（KATO, Haruhiro） ：非常勤講師：修士
金子研吾（KANEKO, Kengo）：非常勤講師：博士
島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko） ：非常勤医員：修士
杉﨑一樹（SUGIZAKI, Kazuki）：非常勤医員：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

卒前教育：耳鼻咽喉科学のうち神経耳科に関する医学部学生教育を行う．最終的には医師国家試験及び将来の医師
として必要な神経耳科学についての知識を十分に理解させる．

卒後教育：後期研修医については，症状としての，めまい・平衡障害，耳鳴・難聴，顔面神経麻痺，についての基
本的な診療が出来るように研修させることを目的とする．めまいに関しては，めまいの救急患者に対する対応も習得
する．

大学院教育：現在該当者はいないが，前庭代償に関する研究をテーマとし，前庭眼反射と，速度蓄積機構の検討を
介して，眼振および眼球運動の解析を行う．さらに，その応用として，頭位性めまい，ひいては機能的な頭位眼振の
解発メカニズムにも迫る．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：
　今年度の授業については以下の通りであり．今後も授業内容の充実を図る．

日時 担当学年 講義名 担当者
5 月 8 日 4 学年 聴覚・平衡機能（1） 伊藤彰紀

5 月 21 日 4 学年 聴覚・平衡機能（2） 伊藤彰紀
5 月 22 日 4 学年 聴覚・平衡機能（3） 伊藤彰紀
5 月 22 日 4 学年 臨床推論，めまい 新藤　晋
5 月 29 日 4 学年 耳疾患（1）（外耳・中耳疾患） 新藤　晋
9 月 09 日 6 学年 耳鳴・難聴 伊藤彰紀
9 月 18 日 4 学年 臨床推論，めまい 新藤　晋

　BSL について：
曜日 担当学年 講義名 担当者

月曜日午後 5 学年 めまいの検査・診断法実習 伊藤彰紀

卒後教育：後期研修医に対する教育が中心となる．特に全科にわたり関連する，めまい症状に対する研修を重点的
に行った．今後も救急対応を含めて研修医教育に力を注ぐ予定である．
　大学院教育：現在該当なし
2-3．達成度

卒前教育：講義および BSL においては十分な資料（プリント）も与えるとともに実地を観察させて学生の理解を
深めるよう努力し，十分な成果を得たと考えている．聴力検査，平衡機能検査を体験し，その意義を理解することが
出来た．

卒後教育：後期研修医に対する，めまいの研修について，救急対応，良性発作性頭位めまい症の病態の理解，理学
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療法の理解など，十分達成できたものと考えている．
大学院教育：現在該当なし
2-4．自己評価と次年度計画

当科のスタッフ数を考慮すると教育には十分な努力をし，教育目標を十分に達成したと自己評価している．
卒前教育：4 年生の授業を 6 時間，6 年生の授業を 1 時間担当した．授業内容について，毎年修正・更新し，出

来るだけ学生の理解を深めるための努力を行った．5 年生の BSL についても，5 年生全員を対象とし，耳鼻咽喉科の
BSL の一環として，月曜日の午後に神経耳科領域を担当し，指導を行った．

卒後教育：神経耳科において，特にめまいの臨床についての研修を希望した，前期および後期研修医について，そ
れぞれ個別の指導を行った．臨床において，めまいは頭痛と共に頻繁に遭遇する臨床症状のひとつであり，研修医に
とってめまいの研修は不可欠なものと考えられ，従って当科での研修は今後の実地臨床に必ず役立つものと確信して
いる．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床的研究によりめまい，難聴，顔面神経障害などにおける診断，検査，治療法の開発・改善を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

研究グループ（研究プロジェクト）：特に固定の研究グループ，研究プロジェクトは定めていないが，神経耳科部
門を含めた耳鼻咽喉科教室が一体となって臨床資料を収集し，各自が研究目的に沿って解析している．
3-3．研究内容と達成度

研究内容と達成度：診断面での研究は 1）前庭誘発頚筋電位 VEMP 検査を用いての，末梢前庭性疾患の病態の解
明や中枢前庭疾患の診断法の改善，2）ABR と DPOAE を用いた後迷路性難聴の診断に関する研究，3）VEMP，温度
検査を組み合わせた前庭神経炎の病巣診断と臨床経過の研究，4）SR ならびに ENoG 検査による顔面神経麻痺の予後
判定，5）第 7 脳神経の神経血管圧迫症候群による顔面痙攣症例について，脳神経外科において微少血管減圧術（MVD）
施行前後の神経耳科学的所見について，6）第 8 脳神経の神経血管圧迫症候群によるめまい難聴に関する神経耳科学
的検討，7）vHIT（video head impulse test）の臨床応用などであり，治療面での研究は 1）鼓室内 GM 注入による
内耳性めまいの治療成績の改善，2）理学療法による良性発作性頭位眩暈症の治療成績の改善，3）突発性難聴の治
療結果の検討に基づく治療成績の改善，4）顔面神経麻痺の治療結果の検討に基づく治療成績の改善，5）耳鳴に対
する TRT の成績の解析，6）第 8 脳神経の神経血管圧迫症候群によるめまい，耳鳴りに対する薬物療法などが主体で
ある．上記各研究項目は順調に進行中で，一定程度達成された．特に理学療法による良性発作性頭位眩暈症の治療，
突発性難聴と顔面神経麻痺の治療成績の改善は画期的である．耳鳴に対する TRT 療法の成績の解析についても，初
期成績を報告出来た．
3-4．自己評価と次年度計画

これまでに得られた研究成果は直ちに患者の診療に反映され，QOL に寄与している．次年度も引き続き研究を進
める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
我が国の大学病院では神経耳科を標榜している施設は二箇所のみであり，当科では耳に関する神経学的疾患として，

めまい・平衡障害，感音難聴・耳鳴・顔面神経疾患（麻痺）などに特化した診療と研究に従事している．平成 30 年
度の診療実績は以下の通りである．外来新来患者数 2,203 名，再来患者数 3,220 名，入院患者 101 名．外来新来患
者のうち，めまい疾患 936 名，聴覚疾患 882 名，顔面神経疾患 140 名，その他 16 名であった（重複あり）．入院
患者の内訳はめまい疾患 11 名，聴覚疾患 49 名，顔面神経疾患 41 名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，
重度の顔面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県公安委員会指定医師（耳鼻咽喉科）（伊藤彰紀）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　医学の歩み誌　　　　編集協力者（水野正浩）
　日本めまい・平衡医学会 ER 誌 査読委員（伊藤彰紀）
　日本耳鼻咽喉科学会　査読委員（伊藤彰紀）
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会常任理事（伊藤彰紀）
　日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会学術委員長（伊藤彰紀）
　日本耳鼻咽喉科学会代議員（伊藤彰紀）
　日本めまい平衡医学会代議員（伊藤彰紀）
　学校法人埼玉医科大学評議員（伊藤彰紀）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①新藤　晋：SHIMP による前庭機能評価 . Equilibrium Res 77（3）:177-179,2018
② Ikezono T, Matsumura T, Matsuda H, Shikaze S, Saitoh S, Shindo S, Hasegawa S, Seung Ha Oh, Hagiwara Y, 

Ogawa Y, Ogawa H, Sato H, Tono T, Araki1 R, Maeda Y, Usami S , Kase Y：The diagnostic performance of a novel 
ELISA for human CTP （Cochlin-tomoprotein） to detect perilymph leakage，Plos one 13（1）,2018/1

③松田　帆，新藤　晋，星野文隆，伊藤彰紀，加瀬康弘，荒木隆一郎，宇佐見真一，池園哲郎：圧外傷を契機に発
症した外リンパ瘻症例の検討 . 第 119 回日本耳鼻咽喉科学会 . 2018.5,30-6-2，横浜市

④新藤　晋，松田　帆，関根達朗，沼倉　茜，星野文隆，井上智恵，伊藤彰紀，池園哲郎 : vHIT を用いた耳科手
術後の半規管機能評価 . 第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会 . 2018/5/30-6/2. 横浜市

⑤伊藤彰紀，新藤　晋，三島陽人，杉崎一樹，柴﨑　修，池園哲郎，水野正浩：神経耳科外来における OKN ハン
ドドラムの有効性 . 第 40 回東京・埼玉神経耳科研究会 . 2018,7,14，東京

⑥吉村美步，新藤　晋，関根達朗，松田　帆，伊藤彰紀，水野正浩，池園哲郎：Dynamic visual acuity test に関す
る検討 . 第 77 回日本めまい平衡医学会総会 . 2018,11,28-30. 山口市

⑦関根達朗，新藤　晋，伊藤彰紀，水野正浩，吉村美歩，池園哲郎：JINS MEME を用いた携帯型 ENG の開発 . 第
77 回日本めまい平衡医学会総会 . 2018.11.29 山口市

⑧伊藤彰紀：特別講演：めまい検査の新たな展開―vHIT を中心に―. 第 47 回富山県耳鼻咽喉科疾患研究会，
2018,12,2, 富山市

⑨伊藤彰紀，新藤　晋，杉崎一樹，柴﨑　修，三島陽人，池園哲郎，水野正浩：めまいを伴う突発性難聴と診断し
た内耳出血疑い例 . 第 41 回　東京・埼玉神経耳科研究会 .  2019,2,9，東京

⑩伊藤彰紀：特別講演：大学病院における神経耳科の診療と大学の現状についてーめまい症，不眠症の診療も含め
てー不眠症学術講演会（2019）. 2019,3,7, 甲府市

【総数：論文 2 件，総説 6 件，学会発表 7 件，講演 4 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 41 回東京埼玉神経耳科研究会，2019,2,9，東京（主催）

7．自己点検・評価
神経耳科という特徴のある診療内容を担当し，診断・治療に関する研究を進めることについては，少数の教室員で

可能な限りの努力を行い，一定の成果を達成したと考える．
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1．23）産科・婦人科

1．構成員
石原　理（ISHIHARA, Osamu）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：不妊症治療学：

　　　　　　　　　　　　　生殖内分泌学：博士
亀井良政（KAMEI, Yoshimasa）：教授：診療部長：研究主任：指導教員（大学院）：周産期医学：遺伝医学：超音

　　　　　　　　　　　　　　波医学：博士
岡垣竜吾（OKAGAKI, Ryugo）：教授：診療副部長：教育副主任：指導教員（大学院）：生殖内分泌学：婦人科内視

　　　　　　　　　　　　　鏡学：不妊症治療学：博士
梶原　健（KAJIHARA, Takeshi）：教授：研究副主任：指導教員（大学院）：生殖内分泌学：不妊症治療学：博士
永田一郎（NAGATA, Ichiro）：客員教授：婦人科腫瘍学：婦人科手術学：博士
板倉敦夫（ITAKURA, Atsuo）：客員教授：周産期医学：合併症妊娠：胎児異常：博士
難波　聡（NAMBA, Akira）：講師：外来医長：指導教員（大学院）：遺伝医学：生殖内分泌学：不妊症治療学：ス

　　　　　　　　　　　　ポーツ医学：博士
田丸俊輔（TAMARU, Shunsuke）：講師：病棟医長：指導教員（大学院）：周産期医学：遺伝医学：超音波医学：博士
左　勝則（JWA Seung Chik）：講師：研修医長：指導教員（大学院）：遺伝医学：生殖内分泌学：不妊症治療学：

　　　　　　　　　　　　　臨床疫学：生物統計学：博士
宮﨑加寿子（MIYAZAKI, Kazuko）：助教：教育員・専門医員・研究員
鈴木裕之（SUZUKI, Hiroyuki）：助教：教育員・専門医員・研究員：博士
瀬戸さち恵（SETO, Sachie）：助教：教育員・専門医員・研究員：博士
鷹野夏子（TAKANO, Natsuko）：助教：教育員・専門医員・研究員
市川大介（ICHIKAWA, Daisuke）：助教：専門医員・専門医員・研究員
霞澤　匠（KASUMIZAWA, Takumi）：助教：教育員・医員・研究員
風間朝子（KAZAMA, Asako）：助教：教育員・専門医員・研究員
松田尚子（MATSUDA, Naoko）：助教：教育員・専門医員・研究員
山口　哲（YAMAGUCHI, Tetsu）：助教：シニアレジデント
齋藤良平（SAITO, Ryohei）：助教：専攻医
霞澤　亘（KASUMIZAWA, Wataru）：助教：専攻医
府藤　藍（FUDO, Ai）：胚培養士
佐藤麻弥（SATO, Maya）：胚培養士
水野由美（MIZUNO, Yumi）：客員講師：指導教員（大学院）：博士
堀越嗣博（HORIKOSHI, Tsuguhiro）：客員講師：博士
相馬廣明（SOMA, Hiroaki）：非常勤講師：博士
小黒辰夫（OGURO, Tatsuo）：非常勤講師
小川博和（OGAWA, Hirokazu）：非常勤講師：博士
三木明徳（MIKI, Akinori）：非常勤講師：博士
大澤洋之（OSAWA, Hiroyuki）：非常勤講師：博士
西林　学（NISHIBAYASHI, Manabu）：非常勤講師：博士
鈴木元晴（SUZUKI, Motoharu）：非常勤講師：博士
保母順造（HOBO, Junzo）：非常勤講師：博士
海老根真由美（EBINE, Mayumi）：非常勤講師：博士
木村真智子（KIMURA, Machiko）：非常勤講師：博士
山下真理子（YAMASHITA, Mariko）：非常勤講師
栗崎智美（KURISAKI, Tomomi）：非常勤講師：博士
栃木秀乃（TOCHIGI, Hideno）：非常勤医師 1 類：博士
水上順智（MIZUGAMI, Yoshinori）：非常勤医師 2 類
岡島多希（OKAJIMA, Taki）：非常勤医師 2 類
左　淳奈（JWA, Junna）：非常勤医師 2 類
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上村のぞみ（UEMURA, Nozomi）：非常勤医師 3 類
吉田智昭（YOSHIDA, Tomoaki）：大学院生
串田未央（KUSHIDA, Mio）：非常勤臨床心理士
吉越和江（YOSHIKOSHI, Kazue）：非常勤臨床検査技師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
「卒前教育」生殖医学 , 周産期医学 , 婦人科腫瘍学 , 女性骨盤底医学から構成される産科婦人科学は , 生物学・生理

学としての「生殖のしくみの解明」から癌 , 不妊症など高度な集学的治療を要する「疾患治療医学」に至る幅広い守
備範囲を持つ . 卒前教育では , これら広範な学問的基盤に基づき , 学生の興味と関心を引く多彩な基礎的および臨床
的な知識と技術を紹介教授するとともに , 臨床現場における実務体験と経験により , 創造力溢れる人間性と国際性の
豊かな医師を養成することを目標とする .
「卒後教育」研修医・専門医教育では , 産科婦人科学の特性を活かし , 産婦人科専門医資格取得に十分な臨床的経験

と知識を積むとともに , サブスペシャリティ資格取得を見据えて , 分野を超えた最先端の知識と技術を幅広く習得し
た研究マインドに溢れる産婦人科医師を養成することを目標とする .
「大学院教育」大学院教育では , 研究テーマを徹底的に解明するための方法論と技術論を取得し , 自ら研究計画を立

案することができる自主独立の研究者を養成するために , 部門・分野を超えた学際的交流と支援を進め , 臨床マイン
ドに溢れる産婦人科研究者を養成することを目標とする .
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」医学部 3 年生：ヒトの病気 I（生殖器）（岡垣ら）講義 . ユニット試験による評価 . 医学部 4 年生：ヒ

トの病気 II（母体胎児・新生児）（亀井ら）講義 . ユニット試験および総合試験による評価 . 医学部 5 年生：BSL およ
び CC（石原ら）. 総合試験による評価 . 医学部 6 年生：産婦人科疾患（石原ら）. 総合試験および卒業試験による評価 . 全
学年を対象：通年実習プログラムなど .
「卒後教育」初期研修医産婦人科研修（臨床研修指導医ら）, 産婦人科専攻医研修（産婦人科専門医）, 産婦人科専

門医取得後の各種サブスペシャリティ資格取得のためのトレーニング（各分野専門医）
「大学院教育」医学博士取得のための研究指導および論文執筆指導（大学院指導教員）
2-3．達成度
「卒前教育」,「卒後教育」,「大学院教育」講義 , 実習 , その他について , 予定通り達成された .
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」各分野の専門家による講義および実習を行ない , 学生の満足度の高い学生教育を提供できた . 初期研修

医教育さらに後期研修教育と連続的に構成された教育を推進する .
「卒後教育」臨床研修指導医 , 産婦人科専門医 , 各分野専門医による丁寧な指導が行われ , 臨床トレーニングと臨床

研究の融合された十分な成果をあげた . 引き続き教育体制の整備を進める .
「大学院教育」各研究テーマに適合した環境を整備し基礎研究に専念する時間を確保できた . 今後の発展が期待で

きる .

3．研究
3-1．目的・目標
「臨床マインドを持った基礎研究」あるいは「研究マインドを持った臨床研究」を研究の基本方針とする .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

a）子宮内膜細胞転写因子に関する国際共同研究プロジェクト（梶原 ,Warwick University, Prof.Brosens との共同研
究）

b）子宮脱・排尿障害における超音波診断の検討（西林 , 永田 , 埼玉医大泌尿器科との共同研究）
c）SCARA5 expression in the human endometrium in the context of reproductive
Failure（田丸 , Warwick University, Prof.Brosens との共同研究）
d）子宮内膜症病巣形成過程における microRNA の役割と機能解析（シャミマスルタナ , 梶原）
e）新生児低酸素性虚血性脳症の予防に向けた胎児治療戦略に関する基礎的研究（亀井 , 日本学術振興会科研費基

盤研究（C））
f）妊娠初期コンバインド検査に関する妊婦の意識調査の研究（亀井 , 多施設研究者による共同研究 , 主任研究者）
g）子宮内膜脱落膜化過程で産生される中鎖脂肪酸の同定とその役割の解析（梶原 , 水野 , 日本学術振興会科研費基
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盤研究（C））
3-3．研究内容と達成度

a）子宮内膜細胞の脱落膜化に重要な microRNA を同定した .
b）経会陰超音波断層法の臨床応用と研究を継続した .
c）SCARA5 の発現は , 子宮内膜間質細胞において , 脱落膜化に伴い上昇し , 不育症の患者では有意に低下すること

を明らかにした . また , 同遺伝子は , 子宮内膜間質細胞からの炎症性サイトカイン分泌にも関与し , 着床期子宮内
膜における炎症の調節を行っていることを明らかとした . また ,single cell RNA-seq 解析において , 子宮内膜間質
細胞における SCARA5 の発現が , 月経周期に伴い変化することを明らかにした .

d）産婦人科の大学院生の研究では , 子宮内膜症病巣形成過程に microRNA542-3p が重要な役割を果たしているこ
とを明らかとし , その発現低下は EMT を介して子宮内膜症発症に関与していることを明らかとした .

e）ラット PVL モデルにおいて , 低酸素虚血負荷中に低温にすることにより , オリゴデンドロサイトの細胞死を抑
制し ,MBP （myelin basic protein） の発現が維持されることが確認され , 特に MBP exon2 を含む isoform が低酸
素虚血負荷により減少し , 低温により維持されることが新たに解明された．また , オリゴデンドロサイトと DRG 

（dorsal root ganglion） neuron の共培養系を用いて ,in vitro で両者が接触を開始する際に ,MBP exon2 を含む
21.5kDa リン酸化 isoform が最初に発現することが示唆され , この isoform は低酸素無糖負荷により減少し , 低
温により維持されることが明らかとなった．さらに ,ERK1/2 は , 低温によるオリゴデンドロサイト保護効果に関
与していることを明らかとした．

g）子宮内膜脱落膜化過程で産生が上昇する中鎖脂肪酸を網羅的解析で明らかとした .
3-4．自己評価と次年度計画
　各プロジェクトに関して , ほぼ予定通りの遂行が行われた .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
産婦人科各分野における高度医療と救急疾患のプライマリーケアを含む治療を提供し , 良好な成績を上げるととも

に地域医療に貢献した .

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無

文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会委員（生殖補助医療研究専門委員会主査および特定胚及びヒ
ト ES 細胞等研究専門委員会委員）, 厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会専門委員（ヒト胚研究に関する審査専門
委員会委員）, 内閣府生命倫理調査会タスクフォース構成員 , 医薬品医療機器総合機構専門委員 , 最高裁判所専門委員

（さいたま地方裁判所所属）, 埼玉県母子保健運営協議会委員長 , 埼玉県特定不妊治療費助成事業実施医療機関指定調
査会副会長 , ：以上石原
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無

編集委員 
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員長：以上亀井
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員
Associate Editor Journal of Obstetrics & Gynecology Research
Associate Editor Medical Molecular Morphology：以上梶原
臨床スポーツ医学会誌編集委員：以上難波
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員：以上田丸

査読委員
Human Reproduction, Lancet, Endocrine Journal, Journal of Obstetrics, Gynecology & Research, Am J Obstet 
Gynecol, Reproductive Biomedicine Online：以上石原
Journal of Obstetrics, Gynecology & Research, Journal of Medical Ultrasonics：以上亀井
International Journal of Molecular Medicine：以上田丸

5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本産科婦人科学会代議員 , 同倫理委員会委員および登録・調査小委員会委員 , 埼玉産科婦人科学会会長，日本生

殖医学会常任理事および同倫理委員会委員長 , 日本受精着床学会常任理事 , 日本哺乳動物卵子学会常任理事 , 日本内
分泌学会評議員 , 日本医事法学会理事 ,GID 学会理事 , 日本生殖内分泌学会評議員 , 日本胎盤学会評議員 , 埼玉県産婦
人科医会理事 , 埼玉県医師会母体保護法指定医審査委員会委員 , 同母子保健委員会委員 , 同周産期医療運営委員会委
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員：埼玉県母性衛生学会理事 ,Executive Board Member,International Committee for Monitoring ART, WHO, Executive 
Board Member,International Federation of Fertility Societies：以上石原

科学研究費委員会専門委員 , 日本産科婦人科学会代議員，同ガイドライン―産科編集員会委員，日本周産期・新生
児医学会評議員 , 幹事および周産期認定医検討ワーキンググループ委員 , 日本超音波医学会編集員会査読委員及び菊
池賞・伊藤賞（論文賞）審査委員 , 日本胎児心臓病学会理事 , 日本産科麻酔科学会幹事，日本分娩監視研究会幹事 ,
埼玉県母性衛生学会理事 , 埼玉県産婦人科医会幹事 , 埼玉産科婦人科学会雑誌編集長 , 日本医療機能評価機構産科医
療補償制度原因分析委員会委員 , 埼玉県医師会子育て相談窓口運営委員会委員：以上亀井

日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会「本邦の一般不妊治療における排卵誘発による多胎発生の実態調査に関す
る小委員会」委員 , 日本骨盤底医学会幹事 ,TVM 研究会幹事：以上岡垣

日本臨床分子形態学会理事 , 日本生殖医学会幹事および同代議員 , 日本受精着床学会評議員 , 日本内分泌学会評議員：
以上梶原

日本人類遺伝学会評議員 , 日本臨床スポーツ医学会評議員：以上難波
埼玉県産婦人科医会超音波研究会幹事：以上田丸

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A, Ishikawa T, Kugu K, Sawa R, Banno K, Irahara M, Saito H :Assisted reproductive 
technology in Japan: a summary report for 2016 by the Ethics committee of the Japan Society of Obstetrics and 
Gynecology. 

　Reprod Med Biol. 18（1）:7-16, 2018
② Kimura M, Kajihara T, Mizuno Y, Sato T, Ishihara O:Loss of high-mobility group N5 contributes to the promotion 

of human endometrial stromal cell decidualization. 
　Reprod Med Biol. 17（4）:493-9, 2018  
③ Soma H:IFFP Senior Award 受賞記念論文発刊 

Problematic Placental Pathology － viewed from electronmicroscopic studies － 
p1-63 Isshinsha 2018 

④亀井良政 :【今さら聞けない産婦人科診療のコツとトラブル対処法】吸引・鉗子分娩 急速遂娩のコツと合併症対
策 産婦人科の実際 67（12）: 1593-9, 2018

⑤岡垣竜吾 :【骨盤臓器脱の治療法 up to date】総論 分類と診断 
　産婦人科の実際 67（2）: 127-34, 2018
⑥梶原　健 :【産婦人科外来パーフェクトガイド－いまのトレンドを逃さずチェック！】症状編 代表的な症状から

の疾患鑑別《婦人科外来》 不正性器出血 / 過多月経／希発月経 
　臨床婦人科産科 72（4）: 11-5, 2018
⑦難波　聡 :【産婦人科医も知っておきたい 女性アスリートのヘルスケア - 基礎知識から治療指針まで】妊娠中・

産褥期の適切なトレーニングとは 
　産科と婦人科 85（4）: 454-8, 2018
⑧永田一郎 : 産婦人科手術を学ぶ若い医師へのメッセージ ―産婦人科手術の基本― 
　第 136 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会基調講演（東京） 2018.11.24-25
⑨市川大介 , 左　勝則 , 霞澤　亘 , 松田尚子 , 風間朝子 , 鈴木裕之 , 仲神宏子 , 田丸俊輔 , 岡垣竜吾 , 亀井良政 : 劇症

分娩型 A 群連鎖球菌感染症に対して経皮的心肺補助を含む集学的治療を行い母体救命し得た 1 例 
　第 136 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（東京） 2018.11.24-25
⑩山口　哲 , 鷹野夏子 , 仲神宏子 , 宮崎加寿子 , 難波　聡 , 石原　理 , 亀井良政 : 当院に HDP にて母体搬送となった

患者の予後調査 
　第 54 回日本周産期・新生児医学会学術集会（東京） 2018.7.8-10

（平成 30 年 1 月～ 12 月の件数）
【総数：論文・著書 51 件 , 学会発表 35 件 , 講演 49 件】
6-2．獲得研究費

平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究（平成 30-32 年度） 
研究代表者 秋田大学講師 前田恵理 
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研究分担者 埼玉医科大学教授 石原　理
研究分担者 埼玉医科大学講師 左　勝則

平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
配偶子凍結および胚凍結を利用する生殖医療技術の安全性と情報提供体制の拡充に関する研究（平成30-32年度）
研究代表者　徳島大学教授　苛原　稔
研究分担者　埼玉医科大学教授　石原　理
研究協力者　埼玉医科大学講師 左　勝則

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
新生児低酸素性虚血性脳症におけるマイクログリアの機能解析と臨床応用への基礎的研究（平成 28-30 年度）
研究代表者　埼玉医科大学教授　亀井良政

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
子宮内膜脱落膜化細胞でのオクタン酸産生機構と着床現象における役割の解明（平成 29-31 年度）
研究代表者　埼玉医科大学教授　梶原　健
研究分担者　埼玉医科大学教授　石原　理

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）） 
価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解析（平成 30-32 年度） 
研究代表者 埼玉医科大学准教授 淡路健雄 
研究分担者 埼玉医科大学教授 梶原　健 

平成 30 年度川野小児医学奨学財団研究助成
エクソソームを介した母体－胎児間相互作用の解明 
研究代表者 埼玉医科大学教授 梶原　健

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））
子宮内膜機能とマイクロ RNA に関する基礎的研究（平成 28-30 年度）
研究者　埼玉医科大学非常勤医師Ⅰ類　栃木秀乃

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質代謝機能の解析と臨床応用への展開（平成 29-31 年度）
研究者　埼玉医科大学客員講師　水野由美

平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
妊娠時抗うつ剤服用における胎児脳発生のリスク評価のための研究基盤の確立（平成 30-32 年度） 
研究者 埼玉医科大学非常勤講師 佐藤智美

6-3．受賞
相馬廣明 

第 24 回国際胎盤学会シニア賞（東京） 2018.9.21-24
6-4．特許 , 実用新案
　該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績

第 6 回埼玉県女性医療フォーラム　2018.4.19　川越東武ホテル　代表世話人　石原　理
第 59 回日本卵子学会　2018.5.26.27　ソニックシティ

テーマ「希望のタマゴ，真理のタマゴ，未来のタマゴ」　学会長　石原　理
第 24 回ゆずの木周産期病診連携セミナー　2018.7.10　グランドホテル WIN  

テーマ「母子感染を考える　代表世話人　亀井良政
第 7 回埼玉県女性医療フォーラム　2018.7.19　ホテルブリランテ　代表世話人　石原　理
第 60 回記念大会埼玉県産婦人科医会ホルモンと生殖医学研究会　2018.7.21　埼玉県県民健康センター　代表世
話人　石原　理
第 12 回日本早産学会学術集会　2018.10.20　ウェスタ川越 

テーマ「preterm PROM の取り扱いを考える」　学会長　亀井良政
第 13 回埼玉西部産婦人科臨床研究会　2019.2.21　グランドホテル WIN　代表世話人　石原　理

7．自己点検・評価
「医学部」学生と研修医 , 専攻医の教育システムがさらに充実し , 高い教員の意識を反映し , ほとんどの学生と研修医 ,
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専攻医が満足度の高い教育と研修を受けることができた .
研究は内外各機関 , 教室との共同研究を継続し , 研究成果は順調に公刊されつつある . 研究の目標を達成し , 臨床教

室としてその研究の質と効率を維持するために , 現在の方針を次年度も堅持する予定である .
「大学院」大学院入学者が新たなコラボレーションのもとに新規研究を開始し , 今後の成果が期待される .
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．24）歯科・口腔外科

1．構成員
　佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：准教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）：歯
　　　　　　　　　　　　　　  周病：博士
　依田哲也（YODA, Tetsuya）：客員教授：指導教員：顎関節疾患：博士
　福島洋介（FUKUSHIMA, Yosuke）：助教
　嶋村由美子（SHIMAMURA, Yumiko）：助教
　北村智久（KITAMURA, Tomohisa） ：助教
　湯本愛実（YUMOTO, Megumi）：助教
　遠藤真央（ENDO, Mao） ：助教
　礒崎祐太（ISOZAKI, Yuta） ：助教
［非常勤講師］坂田康彰（SAKATA, Yasuaki），大河原勉（OGAWARA, Tsutomu），葛西ひとみ（KASAI, Hitomi），
坂本一郎（SAKAMOTO, Ichiro），伊藤大輔（ITO, Daisuke），今井謙一郎（IMAI, Kenichiro），茂木世紀（MOGI, 
Seiki），野島淳也（NOJIMA, Junya）

［ 非 常 勤 医 員 ］ 田 口 茂 和（TAGUCHI, Shigekazu）， 古 株 彰 一 郎（KOKABU, Syoichiro） ， 榎 木 祐 一 郎（ENOKI, 
Yuichiro），大久保正彦（OKUBO, Masahiko），林　直樹（HAYASHI, Naoki），伊神英治（IKAMI, Eiji），塘田健人（TOMODA, 
Taketo）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
　医学部教育における歯科医学，特に口腔外科学の知識修得をめざす．
卒後教育
　歯科臨床研修医への歯科研修教育に従事し，その習得をめざす．
大学院教育
　学位論文作成を可能とする基礎および臨床研究を行う．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育

・都丸泰寿　咀嚼と嚥下の解剖と生理　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　 
・今井謙一郎　口腔・顎部の炎症性疾患（1）　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　
・今井謙一郎　口腔・顎部の炎症性疾患（2）　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　
・依田哲也　顎骨の外傷　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義
・佐藤　毅　顎骨骨折　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義　
・佐藤　毅　歯周病と全身への影響　埼玉医科大学医学部 5 年生特別演習　
・坂田康彰　顎変形症　埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義
・依田哲也　顎関節の特徴と顎関節症　広島大学歯学部 4 年生　学生講義
・依田哲也　顎関節の解剖と顎関節症，顎関節疾患　長崎大学　学生講義
・福島洋介　病態と治療Ⅲ（口腔外科）　埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 1 年生学生講義　
・福島洋介　病態と治療Ⅳ（口腔疾患）　埼玉医療福祉会看護専門学校第二学科 1 年生学生講義

卒後教育
・佐藤毅　歯科口腔外科疾患　研修医ランチョンセミナー　2018 年 10 月
・歯科医師臨床研修指導（依田，坂田，佐藤，福島）

大学院教育
・該当なし
2-3．達成度
卒前教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．



歯科・口腔外科

464

卒後教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．
大学院教育
　概ね予定の教育内容を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ち将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授業
を工夫する．
卒後教育
　研修期間の 2 年間で基礎的な口腔外科分野および一般歯科診療の知識と手技の習得ができるよう，指導内容を工
夫する．麻酔科・救命救急センター・呼吸器内科研修においては，今後の口腔外科手術や病棟管理における全身管理
の重要性や手技の習得ができるようバックアップする．
大学院教育
　前年度と同様に，大学院生指導教員を中心に学位取得のみならず，生涯の研究テーマとなれるような研究ができる
よう指導する．

3．研究
3-1．目的・目標　
　代表的な口腔外科疾患をテーマとして各スタッフが分担することにより，学術的な観点から臨床研究を推し進める．
また，基礎医学的観点から病態メカニズムの解明を図る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・顎関節疾患
・咀嚼筋腱腱膜過形成症
・骨再生に関する臨床的・基礎的研究
・骨芽細胞に関する基礎的研究
・顎部炎症による重症感染症
・口腔心身症，ドライマウス
・睡眠時無呼吸症候群
・口腔ケア
3-3．研究内容と達成度
　研究室の実験設備も充実しており，各スタッフが上記疾患に関する専門性を高め研究を遂行している．学会発表・
論文執筆で成果を公表している．
3-4．自己評価と次年度計画
　本年度は昨年度に採択された科学研究費の研究を行っている．新たに学内グラントも獲得し，複数の先進的研究が
同時進行する形となった．ゲノム医学研究センターゲノム科学部門で研究している大学院生の研究成果も学会発表な
どで成果を上げている．東京医科歯科大学細胞生理学分野，日本大学歯学部口腔生理学講座，東京女子医科大学先端
生命医科学研究所，九州歯科大学歯学部歯周病学講座との共同研究も進行している．今後さらに，顎関節，咀嚼筋腱
腱膜過形成症，睡眠時無呼吸症候群，口腔心身症等の臨床前向き研究の推進を図る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　外来において 1 日来院患者数は前年と比較し減少傾向であったが，紹介率 40％以上を維持できており，地域医療
との連携が構築できつつある．今後さらなる紹介率のアップを目指して連携を遂行していく．専門外来（顎関節症，
口腔腫瘍，口腔インプラント，有病者歯科，不快症状）を設置して，より専門的で高度な外来診療の提供を心がけて
いる．口腔ケア訪問外来では全病棟への展開を実現した．新患患者に対しては一貫して毎日症例検討会を開き，治療
方針の徹底を図り，全ての患者に満足して頂けるように努力している．
　入院診療においても前年と大きな変動はないが，今後はインプラントを中心とした先進医療のさらなる充実と専門
領域の特化について継続的に努力していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無



465

歯科・口腔外科

依田哲也：埼玉地方裁判所専門委員（非常勤国家公務員），外保連処置委員会委員，社会保険委員会副委員長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

依田哲也：口腔病学会評議員，日本顎関節学会評議員，日本口腔外科学会評議員，日本顎関節外傷学会評議員，日
本口腔粘膜学会評議員，日本顎顔面インプラント学会評議員，国際口腔外科学会雑誌専門査読委員（Int.Ass.OMS）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

・佐藤　毅　セッションその他　座長　第 205 回日本口腔外科学会関東支部学術集会　山梨
・福島洋介　特別講演②（PSD）座長　第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会 / 第 23 回日本口腔顔面痛学会学

術大会 / 第 33 回日本歯科心身医学会総会・学術大会合同大会　北九州
・遠藤眞央　演者　第 13 回埼玉血友病地域連携ネットワーク　シャイアー・ジャパン株式会社　さいたま市
・福島洋介　明日から役立つ口腔外科アドバイス　平成 30 年度高知県仁淀歯科医師会学術講演会　高知
・福島洋介　ポスター 3「埋伏歯・過剰歯」座長　第 30 回日本小児口腔外科学会総会・学術大会　川越

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Sato T, Okubo M, Hayashi N, Yumoto M, Fukushima Y, Yoda T. Osteonecrosis of the jaw with pancytopenia in a 
patient receiving methotrexate for rheumatoid arthritis without antiresorptive or antiangiogenic agents: Report 
of a case. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 2018; 30（5）:418-421.

② Yosuke Fukushima, Yoshie Sano, Yuta Isozaki, Mao Endo, Taketo Tomoda, Tomohisa Kitamura, Tsuyoshi Sato, 
Yoshito Kamijo, Yoshiyuki Haga, Tetsuya Yoda. A pilot clinical evaluation of oral mucosal dryness in dehydrated 
patients using a moisture-checking device. Clinical and Experimental Dental Research. 2018; 1-5

③ Hayashi N, Sato T, Kokabu S, Usui M, Yumoto M, Ikami E, Sakamoto Y, Nifuji A, Hayata T, Noda M, Yoda T. 
Possible association of estrogen and Cryba4 with masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia. Oral Dis 
2018 Apr 23

④林　直樹　依田哲也　塘田健人　湯本愛実　北村智久　大久保正彦　岩崎良恵　榎木祐一郎　佐藤　毅　若年
者における咀嚼筋腱・腱膜過形成症疑い者に関する横断的疫学調査　日本顎関節学会雑誌 2018 年 30 巻 2 号　
187-194

⑤礒﨑祐太 福島洋介 北村智久 林　直樹 佐藤　毅 依田哲也 顎下部に発症した節性辺縁帯リンパ腫の 1 例　日本口
腔外科学会雑誌　65 巻 2 号 83-86

⑥岩崎良恵　福島洋介　礒﨑祐太　遠藤眞央　塘田健人　伊神英治　湯本愛実　林　直樹　佐藤　毅 依田哲也　脱
水症における口腔粘膜乾燥状態の評価に関する検討　第 72 回日本口腔科学会学術集会　名古屋　2018 年 5 月

⑦南雲拓海　福島洋介　金澤義弘　礒﨑祐太　遠藤眞央　塘田健人　北村智久　川田由美子 佐藤　毅　依田哲也　
頬粘膜部にみられた静脈性血管瘤の 1 例　第 205 回日本口腔外科学会関東支部学術集会　山梨　2018 年 5 月

⑧ Yumoto M, Sato T, Mizuno Y, Endo M, Kawata Y, Yoda T. An analysis of differential gene expression in temporal 
tendons of patients with masticatory muscle tendon-aponeurodsis hyperplasia by using next generation 
sequencing 14th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine Sep 2018

⑨ FukushimaYosuke, Isozaki Yuta, Endo Mao, Kitamura Tomohisa, Kawata Yumiko, Sato Tsuyoshi. A Case of 
Sjögren's Syndrome Complicated with Cognitive Impairment Caused by Autoimmune Encephalitis 14th Biennial 
Congress of the European Association of Oral Medicine Sep 2018

⑩仲山奈見　川田由美子　湯本愛実　福島洋介　佐藤　毅　歯石除去を施行した直後呼吸不全を呈し，人工呼吸器
管理に至ったパーキンソン病患者の 1 例　第 28 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　千葉　2019 年 3
月

【総数：論文 5 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費
【2016 ～ 2020 年度】
○依田哲也（代表）　科学研究費　基盤研究（C）「咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明に向けた遺伝的および環境

的要因の解析」
【2017 ～ 2021 年度】
○佐藤　毅（代表）　科学研究費　基盤研究（B）「運動器疾患治療のための中枢・末梢機能の活性化を担う分子基

盤の解明と治療法の開発」
【2018 ～ 2020 年度】
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○榎木祐一郎（代表）　科学研究費　基盤研究（C）「25（OH）D3 は神経系を介して平衡感覚機能を向上させるか」
【2019 ～ 2021 年度】
〇野島淳也（代表）　科学研究費　基盤研究（C）「口腔癌の進展・転移を抑制する分子メカニズムの解明」
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

第 33 回日本歯科心身医学会総会・学術大会（第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会 / 第 23 回日本口腔顔面痛
学会学術大会と合同開催）　北九州

7．自己点検・自己評価
　今年度は現在の体制となって 9 年目であり，診療，教育，研究面においてさらなる充実が求め
られた．外来において 1 日来院患者数はやや減少傾向であったものの，それぞれの専門性を生かした診療体制を構
築することができた．また，病診連携を推進することで，前年度と同様の高い紹介率を達成することができた．入院
診療においても，入院患者数に大きな増減はなかったが，医局会で行っている術前ミーティングおよび診療後に毎日
行っているカンファレンスにより，患者の満足度の高い医療を提供できたと考える．今後は各自の専門性や年次にあ
わせて，口腔外科専門医や指導医の取得をふくめたスキルアップに努力する．教育面でも前年度と同様に，充実した
学生，研修医および大学院生教育を行うことができた．次年度も引き続き具体的でわかりやすい教育を行っていく予
定である．研究面では顎関節疾患，咀嚼筋腱腱膜過形成症，口腔心身症，ドライマウス，睡眠時無呼吸症候群，専門
口腔ケアなどの各分野の臨床研究は着実に成果を上げている．また生化学・分子生物学的実験設備の研究基盤が概ね
整い，ゲノム医学研究センターゲノム科学部門，東京医科歯科大学細胞生理学分野，日本大学歯学部口腔生理学講座，
東京女子医科大学先端生命医科学研究所，九州歯科大学歯学部歯周病学講座との連携も順調に進んだ．
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1．25）リハビリテーション科

1．構成員
　倉林　均 （KURABAYASHI, Hitoshi） 教授：運営責任者：診療部長，研究主任，教育副主任，代表指導教員：動脈硬化，
　　　　　　　　　　　　　　　　   血栓症，温泉医学：博士 
　原　元彦（HARA, Motohiko）教授：教育主任，診療副部長，研究副主任，指導教員：臨床神経生理学：博士
　山内洋子（YAMANOUCHI, Yoko）講師：リハビリテーション医学：博士
　前田恭子 （MAEDA, Kyoko） 助教：リハビリテーション医学，嚥下リハビリテーション
　間嶋　満 （MAJIMA, Mitsuru） 客員教授：リハビリテーション医学：博士
　鈴木英二 （SUZUKI, Eiji） 客員准教授：嚥下リハビリテーション：博士
　鈴木郁子 （SUZUKI, Ikuko） 非常勤医師：小児リハビリテーション
　理学療法士 26 人，作業療法士 12 人，言語聴覚士 2 人

2．教育
2-1．目的・目標
　リハビリテーションの理念の理解を講義と臨床で実践することを目的とする
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育
　3 年生に対し講義を 3 回，4 年生に対し講義を 6 回，5 年生に対しては 1 週間の BSL，6 年生に対しては講義を 3
回行った．リハビリテーション医学の講義は主に 4 年次に「皮膚・運動器」のユニットでなされた．3 年生と 4 年
生の講義の一部は，統合力リキュラムの中の「循環器」「診療の基本」「神経」の各ユニット内で講義された．BSL は
1 週間の見学型で行っている．
2-2-2．卒後教育
　初期研修医 3 名に対して 1-4 週間の期間でリハビリテーション医学の研修指導を行った（倉林，間嶋，原，山内，
前田）．
2-2-3．大学院教育
　該当なし．
2-3．達成度
　講義内容はほぼモデルコア・カリキュラムで求められている内容を網羅している．学生によるアンケート調査によ
る評価を受けた．
2-4．自己評価と次年度計画
　目的を十分に達していると判断している．次年度から BSL の形式がカリキュラム改訂で変わる．

3．研究
3-1．目的・目標
　大学病院の使命である急性期医療，高度先進医療に対し付加価値をつけること
3-2．研究グループ
3-2-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
　関連学会での発表などを予定している
3-2-2．動脈硬化における血管内皮，血小板，サイトカインの関与に関する研究（倉林）
3-2-3．温泉医学研究（倉林）
3-2-4．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（前田 , 鈴木英）
3-2-5．F 波を用いた脊髄前角細胞興奮性の電気生理学的検討（原）
3-2-6．リハビリテーション中のリスク管理（山内）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
3-3-2．動脈硬化における血管内皮，単球・血小板活性化の関与に関する研究（倉林）
　動脈硬化進展における血小板活性化，さらに運動療法における血小板・凝固線溶・血管内皮の機能の解析を行い，
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運動療法による動脈硬化抑制や脳梗塞二次予防の可能性を探求し，抗血栓作用の観点から脳梗塞に好適な運動療法プ
ログラムを開発している．本課題は平成 16-17 年度に文科省科研費，平成 18 年度は学内グラント，平成 20-22 年，
平成 23-25 年，平成 26-28 年，平成 29‐31 年度に文科省研究費を獲得して継続した研究を行っている． 
3-3-3．温泉医学研究（倉林）
　温泉の科学と医学を研究し，安全な入浴法を啓蒙している．平成 27 年度は，前年度までに行った環境省請負事業
の研究結果を解析し，温泉禁忌・適応症の見直し，飲泉・足浴の適応症・禁忌症の検討，入浴事故の解析とリスク管
理を行い，その要旨を環境省の温泉経営管理研修会で解説した．科学的証拠に基づいた温泉療法の解析については国
際温泉医学会 ISMH で報告した．日本温泉気候物理医学会総会・学術集会では，厚労省科研費（平成 15-16 年度），
環境省委託事業（平成 19-25 年度）などにより蓄積された研究成果を報告した． 
3-3-4．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（前田，鈴木英）．
　関連学会での発表などを予定している
3-3-5．F 波を用いた脊髄前角細胞興奮性の電気生理学的検討（原）
　2018 年度は前任校からの機器の移管，科研費による本学での実験環境の構築を行った．
3-3-6．リハビリテーション中のリスク管理（山内）
　2019 年度中に成果の一部を発表予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
3-4-1．成果の一部を関連学会などで発表予定である．
3-4-2，3-4-3．症例数を増やし，さらに検討を重ね，運動療法による動脈硬化抑制効果，そして脳梗塞再発予防の研
究をしていく．29 年度から科研費を受給している．科学的証拠の観点から環境省の定めた温泉禁忌・適応症の改訂
作業に提言をしていく．次年度は，温泉成分の副作用に関する研究（環境省委嘱事業）の座長として調査・解析をし
ていく．
3-4-4．次年度は更に症例数を増やすとともに，嚥下障害患者への治療介入効果についても検討する．また，嚥下圧
測定検査を継続し，嚥下障害の病態解明，治療に役立てる．
3-4-5．2018 年度は前任校からの機器の移管，科研費による本学での実験環境の構築を行った．成果の一部は学会
誌に掲載された．
3-4-6．2019 年度中に成果の一部を発表予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　1）急性期一回復期前半に特化した集中的・包括的リハビリテーション，2） 動脈硬化性疾患の一次・二次予防への
積極的介入，3）国際医療センターとの連携などを目標として診療を行い，達成度は約 80％であった． 

5．その他．
5-1．自治体，政府関連委員
　環境省からの委託事業：温泉経営者管理指導講習会講師（倉林）．埼玉県庁からの委嘱業務：温泉の禁忌症，適応
症及び入浴上の注意に係る医学的判定（倉林）．
　社会福祉士国家試験試験委員（平成 30 年度：原）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　日本温泉気候物理医学会副理事長（倉林），日本医学会連絡委員（倉林），Hypertension Research 査読員（倉林），
Dysphagia 査読員（倉林）．
　総合リハビリテーション（医学書院）・編集同人（原）
5-3．その他
　とくになし

6．業績目録
6-1．論文・学会発表

①倉林　均：温泉の医学的作用－温泉を科学する．Journal of Clinical Rehabilitation 28: 363-368, 2019.
② Kurabayashi H: Wonderful Kusatsu, hot-spring of medicine.　Journal of Balneology, Climatology and Physical 

Medicine 81: 18, 2018.
③原　元彦：F 波とは，生理学的機序と脊髄興奮性．臨床神経生理学 46 巻 4 号 p. 168-174，2018 年．DOI 

https://doi.org/10.11422/jscn.46.168 
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④ Kobayashi H, Otsuka H, Yanai M, Haketa A, Hara M, Hishiki M, Abe M, Soma M:
Adiponectin is not associated with renal function decline in community-dwelling elderly adults. Medicine 
（Baltimore）. 2018 May;97（21）:e10847. doi: 10.1097/MD.0000000000010847.

⑤ Otsuka H, Yanai M, Kobayashi H, Haketa A, Hara M, Sugama K, Kato K, Soma M. High-molecular-weight 
adiponectin levels in healthy, community-dwelling, elderly Japanese volunteers: a 5-year prospective 
observational study.

⑥三浦早織，高山絵里，名嘉寛之，備康平，間嶋　満：緊急開腹術後患者の離床・歩行開始時期と ADL 能力・在
院日数との関係．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 27；366-369，2018．

⑦松本幸大，溝口靖亮，渡會恵介：人工股関節全置換術後患者の術前栄養状態と身体組成，運動機能，転帰との関
連．Hip Joint 44 巻 2 号 Page S137-S140（2018.08）．

⑧溝口靖亮，松本幸大，渡會恵介：60 歳以上の女性人工股関節全置換術術後患者における QOL と下肢機能・歩行
能力の改善について - 退院時と術後 5 ヶ月時の比較から -．Hip Joint 44 巻 2 号 Page S295-S297（2018.08）．

【その他，学会発表など 20 件】
6-2．研究費
　科研費

倉林　均：基盤研究（C） 17K01466 運動療法がサイトカインやアポトーシスを介し脳梗塞後神経細胞死を抑制す
　　　　る機序の解析 29-31 年度

原　元彦：基盤研究（C） 17K01461 随意的筋収縮が脊髄興奮性に及ぼす機序の解明とリハビリテーションへの応
　　　　用　29-31 年度

6-3．受賞
　倉林　均：環境大臣表彰．平成 30 年 7 月 10 日，環境省．
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会開催
　なし

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても，昨年度と同程度の目標はほぼ達成された． 
　臨床面では専門医教育の観点からも病棟・外来診療を含めて時代の変化に即応した体制への変革が必要であり，当
科の大学病院の診療・教育体制を抜本的に見直す時期に来ていると思われる．
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1．26）麻酔科　

1．構成員　
長坂　浩（NAGASAKA, Hiroshi）：教授：運営責任者，診療部長，指導教員（大学院）医学博士
岩瀬良範 （IWASE, Yoshinori）： 教授：研究主任，指導教員（大学院），医学博士
中山英人（NAKAYAMA, Hideto）： 教授：指導教員（大学院），医学博士
井手康雄（IDE, Yasuo）：教授 ： 教育主任：診療副部長，指導教員（大学院）医学博士
水上　智 （MIZUKAMI, Satoshi） : 准教授：教育副主任，指導教員（大学院）医学博士
前山昭彦（MAEYAMA, Akihiko）: 准教授：研究副主任，研修医長，指導教員（大学院・短期大学），医学博士
尾崎道郎（OZAKI, Michiro）: 講師：医学博士
納谷一郎太（NAYA, Ichirota）: 講師
西澤秀哉（NISHIZAWA, Syuya）: 講師：外来医長，歯学博士
星島　宏（HOSHIJIMA, Hiroshi）：講師：歯学博士
三枝　勉（MIEDA, Tsutomu）: 講師：医学博士
堀越雄太（HORIKOSHI, Yuta）: 助教
中村智奈 （NAKAMURA, China） : 助教
野村（臣永）麻子（TOMINAGA, Asako）: 助教
岩崎洋平（IWASAKI, Youhei）: 助教
伊藤直樹（ITO, Naoki）: 助教：歯学博士
野木武洋（NOGI, Takehiro）: 助教
高橋正人 （TAKAHASHI, Masato）: 助教
相崎邦雄（AIZAKI, Kunio）: 助教：歯学博士
館野　健（TATENO, Ken）: 助教：歯学博士
中原なほみ（NAKAHARA, Nahomi）：研究助手
客員教授 9 名 , 客員准教授 3 名 , 客員講師 1 名 , 非常勤講師 15 名 , 非常勤医員 42 名
計 91 名

2．教育
2-1．教育の目的・目標

麻酔科学は臨床医学としては基礎医学に近い学問と考える . このため , 麻酔臨床上必要な事項については , より深
い基礎医学の知識を必要とする．従って麻酔科学の講義では個別の知識吸収を第一の目的とはせず , 生命機能管理学
として , 臨床生理学 , 臨床薬理学的事項の理解を主とし , 臨床実習では救急蘇生法 , 人工呼吸法 , 疼痛管理などの学習
に重点を置いている .
2-2．教育内容と分担　
卒前教育・・・医学部医学科 4,6 年生の講義 , 医学部医学科 5 年生の BSL を実施した .
　　　　　　　埼玉医科大学短期大学看護学科 1 年生の講義を実施した．

・2018 年度　埼玉医科大学医学部医学科 4 年生 講義
（1）2018,12.13 麻酔と脳循環・脳代謝・・・・・・・・・・・・・・中山英人
（2）2018.12.13 吸入麻酔法，気管挿管，麻酔器，モニター・・・・・岩瀬良範
（3）2018.12.17 局所麻酔薬，硬膜外麻酔，脊椎麻酔，神経ブロック・中山英人
（4）2018.12.18  全身麻酔と吸入麻酔薬・・・・・・・・・・・・・・風間富栄（非常勤）　
（5）2018.12.18 静脈麻酔法と静脈麻酔薬，筋弛緩薬・・・・・・・・長坂　浩
（6）2018.12.18　重篤な麻酔合併症（悪性高熱など）・・・・・・・・前山昭彦
（7）2018.12.19 循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・・・・・北村　晶（国セ）
（8）2018.12.19 呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・・・・・・・・・中山英人
（9）2018.12.19 痛みの生理と薬理，ペインクリニック・・・・・・・井出康雄
（10）2018.12.20　産科麻酔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・照井克生（総セ）
（11）2018.12.21 酸 - 塩基平衡，電解質，輸液・・・・・・・・・・・宮尾秀樹（総セ）
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（12）2018.12.21 小児麻酔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中山英人
（13）2018.12.21 術後疼痛管理とターミナルケア・・・・・・・・・・井手康雄　
・埼玉医科大学医学部医学科 5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL 5 日間のうち火 , 水 , 木曜日は大学病院と国際

医療センターに 2 名ずつに分かれて実習を行った（総合医療センターでは 2 － 3 名を別個に分担）．実習 5 日間
の内に各自数例の麻酔症例を担当し , 内 1 例についてレポートを作成させた．月・・・症例検討会，臨床麻酔実
習（担当教員：全指導医）
　　　　オリエンテーション , 麻酔科学概論，救急蘇生等（担当教員：水上 , 岩瀬 , 中村）
火・・・症例検討会，臨床麻酔実習（担当教員：全指導医）
水・・・症例検討会，臨床麻酔実習（担当：全指導医）ペインクルズス（担当教員：長坂）
木・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）レポート作成指導（担当教員：尾崎）
金・・・症例検討会，臨床麻酔実習（担当教員：全指導医）
　　　　ペインクリニック実習，レポート評価・実習総括（担当教員：尾崎・長坂）．

・2018 年度　埼玉医科大学医学部医学科 6 年生
（1）全身麻酔 / 局所麻酔 / 外来麻酔・・・中山英人
（2）麻酔と周術期管理・・・・・・・・中山英人
（3）麻酔各論 / 局所麻酔・・・・・・・ 中山英人
（4）心肺蘇生術・・・・・・・・・・・小山　薫（総セ）
・2018 年度　埼玉医科大学 短期大学 看護学科　講義

（1）2019.01,17 救急医療・・・・・・・・・・・・・・・前山昭彦
（2）2019.01.17 麻酔科学（全身麻酔）・・・・・・・・・・前山昭彦
（3）2019.01.18 麻酔科学（局所麻酔・まとめ）・・・・・・前山昭彦
卒後教育・・・臨床研修医に対する教育は , 手術室での実際の麻酔を中心に外来での術前患者診察・評価（術前回診）

　　　　　  およびペインクリニック外来の見学を行っている .
・大学院教育・・・大学院生なし .
2-3．教育評価と達成度

・埼玉医科大学医学部医学科 4 年生には診療基礎（救急・麻酔）としての試験と再試験を行った．
・埼玉医科大学医学部医学科 5 年生 BSL には実習レポートと期末および総合試験を行った．
・埼玉医科大学医学部医学科 6 年生には総合試験 , 各卒業試験試験問題を出題した．国際医療センター , 総合医療

センターと分担した．
・埼玉医科大学短期大学看護学科 1 年生には「外科総論（救急・麻酔）」として，本試験と再試験用の筆記試験問

題を作成し，試験を実施した．点数配分は外科総論 100 点満点の内，麻酔・救急は 20 点分であった． 
2-4．自己評価と次年度計画

年度を通しての常勤専門医が少ない状況の中で , 学生教育には特に可能な限り時間を割き熱心に教育 ･ 指導できた
と総括している．特に BSL では気管挿管実習，臨床麻酔実習 , 心肺脳蘇生クルズスは好評であった．次年度はスタッ
フの移動予定があり，分担の変更と学外の非常勤講師（専門領域）による講義を予定している．

3．研究
3-1．目的・目標

当麻酔科学部門では麻酔薬や鎮痛薬・鎮痛法の生体 ･ 臓器 ･ 組織に及ぼす影響を , 臨床と基礎研究で検討している．
3-2,3．研究グループと内容，達成度
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子）：悪性高熱症友の会を主催し悪性高熱症患者データベー

スの蓄積 , 患者 - 医師・患者 - 患者間の交流を通して悪性高熱の予防を図ると共に ,CICR 診断法の精度向上と白
血球を使用した侵襲度の少ないスクリーニング法の開発に向けて基礎的研究を進めている．

（2）麻酔と肝循環・肝機能（松本延幸，水上　智）: 基礎研究および臨床研究で各種麻酔薬の肝血流量，肝酸素需
給動態に及ぼす影響と術後の肝障害について検討している．

（3）麻酔と呼吸制御（中村信一，菊地博達）: 呼吸制御に及ぼす吸入麻酔薬と静脈麻酔薬の一次的な中枢作用の特
性について横隔神経と舌下神経の遠心性発射活動を指標として比較検討している．

（4）微小循環障害に対する神経ブロックの治療効果（松本延幸）：星状神経節ブロックや上頸神経節近傍レーザー
照射の突発性難聴と顔面神経麻痺治療への応用効果を臨床で検討している．

（5）ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範，竹内梨紗）：より有用性かつ安全性の高いビデオ喉頭鏡の開発に携わっ
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ており , 現在も進行中である．
（6）麻酔と血液凝固機能（東　俊晴 , 星島　宏）：麻酔薬の血液凝固に及ぼす影響を臨床と基礎研究で検討している．
（7）エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）：局所麻酔法としての神経ブロックをエコーガイド下に施

行することによって , より安全確実な方法を検討している .
（8）筋弛緩薬と筋弛緩薬拮抗剤（前山昭彦）：筋弛緩剤と筋弛緩回復剤の患者への安全な使用についてそのエビデ

ンスを求め , 研究を進めている .
3-4．自己評価と次年度計画

臨床，教育とのバランスをとりながら実行して行く上では臨床研究を主体にしているが , それぞれ基礎医学の各教
室とも連携して基礎医学的研究もよく行えた．また悪性高熱症の臨床・研究の拠点大学として独自に CICR 診断を行っ
ている . 次年度は前述のさまざまな研究内容をいっそう拡充し着実に進展させる予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
臨床麻酔部門では中央手術室および放射線室 , 内視鏡室での各科手術や検査の全身麻酔 , 硬膜外麻酔 , 脊髄くも膜

下麻酔 , 伝達麻酔を担当している．当病院では夜間緊急手術が多いので，可能な限り 2 名以上の麻酔科医（うち 1 名
は標榜医以上）による当直体制で 24 時間診療に臨んでいる．麻酔管理症例数は 30 年度 ,4,588 症例であった．外来
部門では通院の疼痛患者を中心に他科入院患者も含めて持続硬膜外ブロック , 星状神経節ブロック , 透視下ブロック
などを主体とした神経ブロック法やレーザーなどの光線治療 , 鍼灸 ･ 漢方などの東洋医学的方法を用いて治療してい
る．新患患者数は 151 名 , 年間外来患者総数 7938 名（ペイン再来患者及び麻酔科術前診察含む総数）であった．臨
床麻酔部門 , ペインクリニック部門とも総力を挙げて可能な限りの診療が出来た．次年度以降の課題は , スタッフの
増員 , 診療内容の充実と小児 , 産科 , 脊椎外科麻酔部門や集中治療部門などの専門分野の拡充を目指す． 

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員など・・・該当なし
5-2．学術誌 ,　編集委員 ,　査読委員等
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（1）菊地・・・悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）

6．業績
6-1．学会発表・論文（代表論文と発表）

論文・学会発表
論文
① Hoshijima H, Denawa Y, Tominaga A, Nakamura C, Shiga T, Nagasaka H.:Videolaryngoscope versus Macintosh 

laryngoscope for tracheal intubation in adults with obesity: A systematic review and meta-analysis.　J Clin 
Anesth. 2018 Feb; 44：69-75.

② Naoki Itoh, Hoshijima H, Takeuchi R, Nakamura C, Iwase Y, Nagasaka H, Sato T, Yoda T: Use of sugammadex in a 
patient with Charcot-Marie-Tooth disease under general anesthesia

　Stomatological Disease and Science. 2018;Feb, 2,2.
③ Hoshijima H, Mihara T, Maruyama K, Denawa Y, Takahashi M, Shiga T, Nagasaka H.:　McGrath 

videolaryngoscope versus Macintosh laryngoscope for tracheal intubation: A systematic review and meta-
analysis with trial sequential analysis. J Clin Anesth. 2018 May 46;46:25-32.

④ Hoshijima H, Maruyama K, Mihara T, Mieda T, Shiga T, Nagasaka H.: Airtraq ○ Rreduces the hemodynamic 
response to tracheal intubation using single-lumen tubes in adultscampared with the Machintosh laryngoscope:A 
systematic review and meta-analysis of randpmized control trials. J Clin Anesth. 2018 Jun;47:86-94.

学会発表
⑤前山昭彦，中村智奈，堀越雄太，岩瀬良範，長坂　浩，松本延幸「セボフルラン麻酔下，低アルブミン血症の

CKD 最重症群はスガマデクスを用いたロクロニウムからの回復が有意に延長する」日本麻酔科学会第 65 回学術
集会　2018 年 6 月　横浜

⑥尾﨑道郎・舘野　健・寺尾和久・官川　響・冨田　研・長坂　浩「全身麻酔が可能な患者搬送車の新造（手術室
以外で安全な侵襲的医療を提供するために）」日本麻酔科学会第 65 回学術集会　2018 年 6 月 横浜

⑦ Akihiko Maeyama, Hiroshi Nagasaka, Nobuyuki Matsumoto: The recovery time of muscle relaxation from 
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rocuronium using sugammadex was significantly prolonged in the most severe CKD group of hypoalbuminemia 
under sevoflurane anaesthesia. Europian Society of Anaesthesiologist , June/2018　Copenhagen, Denmark.

⑧ Hiroshi Hoshijima, Takeshi Saito，Eisuke Takahashi, Toshiya Shiga: Effect of hospital and surgeon volume 
on mortality following major operations: umbrella review of meta-analyses of observational studies.European 
Society of Anaesthesiologists, June/ 2018  Copenhagen, Denmark.

⑨岩瀬良範，長坂　浩，松本延幸「麻酔記録電子化へのラストチャンス ――パソコンさえあれば実現できます」　
ワークショップ　第 46 回日本歯科麻酔学会　2018 年 10 月　奈良

⑩岩瀬良範 , 斎藤智彦　「CT 画像からの気道レプリカ作成―逆転の発想―」第 36 回 日本麻酔・集中治療テクノロ
ジー学会　2018 年　津市

【総計：論文 9 件 , 学会発表 13 件】
6-2．獲得研究費・・該当なし
6-3．受賞・・・該当なし
6-4．特許 , 実用新案・・・該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績・・・該当なし

7．自己点検・評価
病院での臨床が多忙な中で , 教育 , 研究 , 学会発表など , 医局員皆 , 可能な限りの努力をした．今後とも教室の研究

主題を積極的に追究し , 埼玉医科大学の更なる発展に貢献できるよう , 医局員一同 , 全力で頑張る所存である .
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1．27）救急科

1．構成員
上條吉人（KAMIJO, Yoshito）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）：救急医学，中

　　　　　　　　　　　　　毒学，精神医学：博士
芳賀佳之（HAGA, Yoshiyuki）：教授：教育主任：救急医学：博士
畠中健吾（HATANAKA, Kengo）：助教：救急医学
高井美智子（TAKAI, Michiko）：客員講師：：自殺予防，臨床心理学，生物統計：臨床心理士
＜大学院生＞
花澤朋樹（HANAZAWA, Tomoki）：救急医学専攻

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①卒前教育への積極的参加．講義，問題作成，入学試験等を担当する．
②救急医療は初期臨床研修の必修科目であり，正確な診断・トリアージ，初期治療を行い専門科医師へ診療を引き

継ぐ能力の育成に力を入れる．
2-2．教育内容（上條，芳賀，畠中）

① ECPC における救急患者の鑑別診断，様々な病態に対する初期治療の修練
②救急医学一般，中毒学を中心としたセミナー，講義．
③外傷の初期診断と縫合・創処置，骨折・脱臼の初期治療．
2-3．達成度

①卒前教育については前年度と同様で，医学部 4 年生の講義も担当している． 
②患者数が多く初期臨床研修には適した環境であるといえるが，臨床研修 1 年目に 3 ケ月の救急部門ローテーショ

ンが義務付けられたため，配属される研修医数が多く，一人一人に手厚く指導できていない． 
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育は着実に貢献度を向上させている．数年前までは救急医学の卒前教育は国際医療センター，総合医療セン
ターに 100％依存していたが，次年度からは大学病院救急科の担当分野の中で中毒学をほぼ上條が担当する．
　卒後教育におけるon-the-job trainingに関しては総ての研修医に最低限の修練を積ませることができたと考えるが，
研修医数を減らすことなしにこれ以上のレベルアップを図ることは困難である．医局内のセミナー，講義など off-
the-job training はスタッフが増えているが，まだ不十分な水準と言わざるを得ない．
　次年度はさらにスタッフの増員を図り，きめ細かい教育，指導を行い，医療技術の伝達を第一に考えてゆきたい．
さらに中毒，災害医療，環境異常（熱中症など）など救急に関連した知識を研修医だけでなく，看護師，薬剤師を含
めた医療スタッフ全体に普及させることに努力する．

3．研究
3-1．目的・目標

①中毒の病態に関する臨床研究
②カフェインなど社会的に問題となる薬物使用に関する多施設共同研究
③抗認知症薬中毒に関する多施設共同調査研究
④オートプシーイメージング（Ai）のさらなる普及
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①上條吉人：カフェインの使用に関する全国調査．
②上條吉人，花澤朋樹：中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価．
③花澤朋樹：抗認知症薬中毒に関する全国調査．
④芳賀佳之：Ai の実施と結果の解析
3-3．研究内容と達成度

①カフェインの過量使用に関する全国調査
　主として自殺目的で過量服用されるカフェインの使用実態を検証するため全国の医療機関を対象にアンケート調
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査を施行した．平成 30 年度に結果を集計・解析し英語論文として発表した（業績参照）．
②中毒の臨床例における病態解析，治療法の評価
　平成 30 年度はメタノールや，ガランタミン，エペリゾン中毒症例について GC-MS および LC-MS/MS による薬

物の血中動態解析を行い，それをもとに治療法の有効性，さらに臨床的な問題点について検討し，英語論文とし
て発表した（業績参照）．

③ Ai の実施と結果の解析
　死後の解剖率が極端に低い我が国では解剖の代替策として Ai の普及が図られるべきで，死因特定が困難な急患

センター ECPC での外来死亡症例を中心に死後の CT 撮影を積極的に施行している．ECPC だけでなく臨床各科
においても Ai の重要性が認知され，ECPC での Ai 施行率は 60％以上に上昇している． 

3-4．自己評価と次年度計画
①研究成果を英語論文として着実に発表できる体制ができた．
②院内での Ai の認知度を高めることに成功していると評価でき，次年度以降も施行率を高めてゆくため Ai に関す

る死後画像読影に関する知識普及の努力を続ける．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
①卒前教育への関与を深め，より広範な教育業務を担当するよう努める．
② ER 型救急医療を実践することで軽症～重症の多彩な救急患者に対応してゆく．救急科は地域の救急医療のニー

ズにこたえることを第一に，増加する救急搬送患者に対応すべく医局のスタッフ増員を図る．
③救急診療一般に加えて中毒の診療に力を入れ，これを ECPC の特徴として業務拡大に努める方針である．近年整

備した GC-MS および LC-MS/MS を活用し，他の医療機関とも連携して中毒診療のセンターとなることを目標と
する．

④大学病院の災害拠点病院指定に伴う災害医療体制の整備もまだ道半ばであるため，資器材の整備，職員の教育，
DMAT の災害への即応体制整備を図る．BCP の策定にも積極的に関与する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

①埼玉西部第二メディカルコントロール協議会委員：芳賀佳之
②埼玉 DMA Ｔ運用協議会委員：芳賀佳之
③自殺未遂者再企図防止事業評価委員会（厚生労働省）委員：上條吉人
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

①日本救急医学会評議員：芳賀佳之，上條吉人
②日本中毒学会理事：上條吉人
③総合病院精神医学会理事：上條吉人
④埼玉県医師会救急医療体制整備委員会委員：上條吉人

6．業績
6-1．論文

原著論文
① Kamijo Y, Takai M, Fujita Y, et al. A retrospective study on the epidemiological and clinical features of emergency 

patients with large or massive consumption of caffeinated supplements or energy drinks in Japan. Intern Med 
Aug 57:2141-2146, 2018.

② Usui K, Fujita Y, Kamijo Y, et al. Identification of 5-Fluoro ADB in Human Whole Blood in Four Death Cases. J 
Anal Toxicol 2018;42:e21-e25.

③ Fujita Y, Mita T, Usui K, Kamijo Y, et al. Toxicokinetics of the Synthetic Cathinone α-Pyrrolidinohexanophenone. 
J Anal Toxicol 2018;42:e1-e5.

症例報告
④ Yoshizawa T, Kamijo Y, Fujita Y, et al. Mild manifestation of methanol poisoning half a day after massive 

ingestion of a fuel alcohol product containing 70% ethanol and 30% methanol: a case report. Acute Med Surg 
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5:289-291, 2018.
⑤ Hanazawa T, Kamijo Y, Yoshizawa T, et al. Acute cholinergic syndrome in a patient with Alzheimer's disease 

taking the prescribed dose of galantamine. Psychogeriatrics 18:434-435, 2018.
⑥ Haga Y, Kamijo Y, Yoshizawa T, et al. QTc prolongation and torsade de pointes induced by extreme eperisone 

overdose. Clin Toxicol 21:1-2,2019. 
6-2．獲得研究費

①一般医療機関における危険ドラッグ関連障害患者の病態と対応に関する研究：国立研究開発法人日本医療研究開
発機構

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

①日本救急医学会認定 ICLS コース
②日本救急医学会認定 BLS コース（隔週開催）
③埼玉医科大学卒後教育委員会後援学術集会　急性中毒と薬物分析．2016.7.15

7．自己点検・評価
東館移転後ワークステーション（ドクターカー）の運用を開始し，救急診療の幅を広げて地域の救急医療の核となっ

ている．さらに中毒診療は質，量ともに向上し，埼玉医科大学病院 ECPC の大きな特徴として認知されつつある．昨
年度飛躍的に増加した英語論文は本年度は倍増し人員数に比して高いレベルを維持している．卒後教育に加え，卒前
教育についても一層関与を深め，担当分野を広げてゆく方針である．

診療に関しては標準を上回る貢献をしており，研究では所属人数に比して多くの英語論文を出せていると評価する．
卒前・卒後教育に関しても大きな問題はないと自己評価する．
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1．28）東洋医学診療科

1．構成員
（専任職員・医師）

三村俊英（MIMURA, Toshihide）: 教授：運営責任者：リウマチ膠原病，臨床免疫学：博士
磯部秀之（ISOBE, Hideyuki）：講師，診療部長：教育主任：研究主任：漢方診療，内科疾患：博士　　　

（専任職員・鍼灸師）
山口　智（YAMAGUCHI, Satoru）：講師，教育副主任：研究副主任：鍼灸診療，内科・神経内科疾患・整形外科疾患・
　　　　　　　　　　　　　　　緩和医療：博士
小俣　浩（OMATA, Hiroshi）：鍼灸師：博士
菊池友和（KIKUCHI, Tomokazu）：鍼灸師
小内　愛（KOUCHI, Ai）：鍼灸師
堀部　豪（HORIBE, Go）：鍼灸師：修士

（非常勤職員・医師）
大野修嗣（OHNO, Shuji）：非常勤講師：大野クリニック 院長：漢方診療，リウマチ膠原病，アレルギー疾患：
　　　　　　　　　　　　 博士
石井弘子（ISHI, Hiroko）：非常勤講師：平成クリニック 院長：漢方診療，麻酔科疾患
磯部八郎（ISOBE, Hachiro）：非常勤講師：漢方診療，内科・整形外科疾患
滝沢健司（TAKISAWA, Kenji）: 非常勤講師：漢方診療，リウマチ膠原病：博士
関谷　剛（SEKIYA, Takeshi）：非常勤講師：城西大学薬学部 教授：漢方診療，アレルギー疾患：博士
田口眞寿美（TAGUCHI, Masumi）：非常勤講師：東文中醫クリニック・新橋 院長：漢方診療，内科・小児科疾患
佐藤知穂（SATO, Chiho）：非常勤医師

（非常勤職員・鍼灸師）
久保亜抄子（KUBO, Asako）：非常勤鍼灸師：日本大学歯学部生理学講座 PD Fellows：博士
小林信満（KOBAYASHI, Nobumitsu）：非常勤鍼灸師
井畑真太朗（IBATA, Shintaro）：非常勤鍼灸師：修士
池田ゆかり（IKEDA, Yukari）: 非常勤鍼灸師
津崎正法（TSUZAKI, Tadanori）：非常勤鍼灸師
金子聡一郎（KANEKO, Soichiro）：非常勤鍼灸師：東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄付講座
　　　　　　　　　　　　　　　（東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学寄附講座）助教：博士
菊池　香（KIKUCHI, Kaori）：非常勤鍼灸師：高倉鍼灸院院長：修士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　2001 年 3 月，医学教育モデルカリキュラムの「診療に必要な薬物の基本」という一般目標の中に，到達目標とし
て「和漢薬を概説できる」との一文が盛り込まれ，2011 年 3 月には，「和漢薬（漢方薬）の特徴や使用の現状につ
いて概説できる」と改訂された．その結果，医学部の講義の中に漢方医学や漢方薬に関する教育が正式に含まれるこ
とになった．
その後，さらに，2016 年 3 月には，「漢方医学の特徴や，主な和漢薬（漢方薬）の適応，薬理作用を概説できる」
と改訂され，漢方医学に対する教育の必要性は高まっている．
　埼玉医科大学では，幾つかの医学部の講義の中で，漢方医学や漢方薬の講義が含まれているが，当科では，漢方医
学全般に対する講義を行い，漢方に対する正しい認識を構築出来る医学生を育てることを目標としている．同時に鍼
灸治療に関しても講義を行っているが，漢方と鍼灸は東洋医学の「車の両輪」とも言われていて，両者を併用するこ
との重要性についても理解してもらう．
　平成 30 年度も昨年度までと同様，医学部 3 年生の医学概論の中でそのような観点から東洋医学に関する講義を行っ
た．また，低学年のうちから臨床で役立つ理論的思考力や批評力を養うため，これも昨年度までと同様，医学部 1.2
年生を対象として，医学部の選択必修講義・良医への道 1「（東洋医学）東洋医学と西洋医学の比較文化論」の講義
も担当した．また，他大学等の外部の講師も務め，本領域の啓蒙・普及に努めた．
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　さらに，日本漢方医学教育協議会の幹事（磯部・山口）として，全国医学部の漢方医学教育の統一したモデルスラ
イドおよび講義ガイドの作成に着手し，この分野の発展に貢献した．
2-2．教育内容（担当者：三村俊英（運営責任者），磯部秀之（講師），大野修嗣（非常勤講師），磯部八郎（非常勤講
師），関谷　剛（非常勤講師），山口　智（講師），小俣　浩（鍼灸師）
　3 年生の 2 コマの講義の中では，「西洋医学と漢方の比較」「漢方医学の特質」の講義を行った．また，1.2 年生の
講義では，西洋医学と比較しながら東洋医学の特徴について考察し，ディスカッションを多く取り入れた．漢方薬の
原料である生薬に実際に触れてもらい，鍼の体験も行った．1 年生も対象に含まれるため，平易な講義を心掛け，漢
方や鍼灸の特徴を理解してもらうことに重点を置いた．
　卒後教育としては，鍼灸部門の卒後教育（研修生課程，特別研修生課程，長期特別研修生課程，施設派遣研修生課
程等）を平成 24 年度より開始しているが，平成 30 年度も順調に行われた．学外においては，外部（東京医科大学，
筑波大学，明治薬科大学，東京有明医療大学等）の非常勤講師も務め，東洋医学の啓発・普及に努めた．さらに，鍼
灸部門と関係する外部教育機関（東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科，宝塚医療大学保健医療学部鍼灸学科，日
本工学院八王子専門学校鍼灸科等）からの病院見学実習も受け入れた．
2-3．達成度
　1.2 年生の講義では，受講前後での東洋医学に対する認識の変化や疑問点等をレポートで提出させ，その内容を踏
まえ，最後の講義ではディスカッションを中心とした．受講前後での東洋医学に対する認識は大きく変わり，東洋医
学に対する理解が向上した．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学部の学生に対する講義内容は，昨年度とほぼ同様であった．実習も含めて，限られたコマ数の講義時間の中で，
漢方医学や鍼灸治療についての講義を行い，学生の東洋医学に対する理解を向上させることができた．しかし，現状
では，必修の講義のコマ数が少ないし，高学年（4 年生以降）に対する東洋医学の講義が出来ていない．これも昨年
度までと同様の目標ではあるが，次年度以降も，実習等を含め，全体のコマ数の増加や高学年に対する講義等を検討
して行きたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　現代医療における漢方や鍼灸の有効性と有用性を明確にすることを目的とする．漢方や鍼灸を現代医学的観点から
検討，評価するため，他科との共同研究を積極的に推進し，現代医療における漢方や鍼灸の位置づけ，その役割を明
確にする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①公益財団法人東洋療法研修試験財団研究助成
　研究課題：医科大学（医学部）における鍼灸教育の現状と展望について　医療連携の確立に向けて
②日本温泉気候物理医学会研究助成
　鍼刺激が慢性腰痛患者の脳血流に及ぼす影響 -Arterial spin-labeled MRI を用いた検討 -
③日本温泉気候物理医学会研究助成
　鍼通電刺激が慢性腎臓病（CKD）患者の腎血流及び自律神経機能へ及ぼす影響
④学内グラント
　QOL を指標とした緩和ケアにおけるがん患者に対する鍼治療効果の無作為化比較試験
⑤国立研究開発法人　日本医療研究開発機構（AMED）研究費：研究分担者
　薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討
⑥鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－ Arterial spin-labeled MRI を用いた検討－：共同研究施設
⑦中枢性疼痛に対する鍼治療効果の検討　神経内科と共同研究
⑧当科における末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の効果　神経耳科，神経内科と共同研究
⑨薬剤で期待すべき効果の得られなかった片頭痛患者の鍼治療の有用性の検討　神経内科と共同研究
⑩整形外科・脊椎外科受診の腰痛・腰下肢痛患者に対する鍼治療効果の検討　整形外科と共同研究
3-3．研究内容と達成度

①日本漢方医学教育協議会，日本東洋医学会学術教育委員会などと共同で 82 医科大学を対象にアンケート調査を
実施し，医学部での鍼灸教育に対する調査研究を行なった．

②本学総合医療センター IRB の承認を得て，同センター整形外科税田教授らと連携し，研究を推進した．
③現在研究デザインを検討し，本学腎臓内科や臨床検査部と共同研究を推進する予定である．
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④学内グラントの研究においては，研究成果が埼玉医大雑誌に掲載された．
⑤薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性を検討するため，プラセボとの比較を行い，抑肝散の有効例の漢方医学的

な解析を行っている．
⑥本学総合医療センター IRB の承認を得て，健康成人 15 名，うつ病患者 11 名のデータを取得した．
⑦後方視的観察研究として本院 IRB の承認を得て，診療録からデータを取得中．日本神経学会に英語論文として作

成中．
⑧末梢性顔面神経麻痺の実態分析を行い，顔面神経学会をはじめ関係医学会に発表し，現在論文作成中．
⑨入院中の頭痛患者の実態分析を行い，日本頭痛学会をはじめ関係医学会に発表し，現在論文作成中．
⑩腰痛・腰下肢痛患者に JOABPEQ を用い，鍼治療効果を検討し，日本東洋医学系物理療法学会誌に原著として掲

載された．
3-4．自己評価と次年度計画
　鍼灸関連は 3 件の外部資金を獲得し，基礎・臨床研究に着手した．また，これまでの研究成果が関係医学会誌に
掲載された．英語の原著論文は総説が 1 編，共著であるが原著が 2 編掲載された．次年度は昨年の研究をさらに発
展させると共に，その成果を海外に発信していきたい．また，次年度以降は，漢方関連の研究も増やしていきたい．
鍼灸との併用による相乗効果を示せるような研究も検討中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　西洋医学的な治療で期待すべき効果の得られない患者に対し，漢方や鍼灸の併用を行い，症状の軽減と QOL の向
上が示され，患者満足度を高めることが可能であった．今後はこの特質を生かし，他科や他の医療機関とも十分連携
を行い，受診患者数の増加を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

山口：（公社）日本鍼灸師会　代議員
　　　（公社）埼玉県鍼灸師会　理事・副会長
小俣：（公社）埼玉県鍼灸師会　理事・学術委員長　
菊池：（公社）埼玉県鍼灸師会　学術委員会　副委員長，東松山鍼灸師会会長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

磯部：（一社）日本東洋医学会　　編集幹事
山口：日本東洋医学会雑誌　査読委員
　　　現代鍼灸学　　　　　編集顧問
菊池：（公社）全日本鍼灸学会　編集委員
　　　日本東洋医学会雑誌　査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

磯部：（一社）日本東洋医学会　代議員
　　　（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　副支部長
　　　（一社）日本東洋医学会　専門医制度委員会　関東甲信越支部　地区委員長
　　　（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　会長
　　　埼玉鍼灸学会　副会長
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　監事
大野：国際東洋医学会　理事
　　　（一社）日本東洋医学会　副会長
　　　（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　監事
　　　（一社） 日本リウマチ学会　評議員
山口：（一社）日本東洋医学会　代議員
　　　（一社）日本東洋医学会　学術教育委員
　　　（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　幹事
　　　（公社）全日本鍼灸学会　理事・学術研究副部長
　　　（公社）全日本鍼灸学会　関東支部長
　　　埼玉鍼灸学会　会長
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　　　日本自律神経学会　評議員
　　　（一社）日本温泉気候物理医学会　評議員・学術委員
　　　日本頭痛学会　評議員
　　　（一社）日本東洋医学系物理療法学会　理事・副会長
　　　日本疼痛心身医学会　理事
　　　日本神経治療学会　評議員
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　副会長
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会　世話人副代表
　　　医療法人和会 武蔵台病院顧問
　　　学校法人城西医療学園 評議員
小俣：（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　幹事・事務局長
　　　（公社）全日本鍼灸学会　諮問委員
　　　（公社）全日本鍼灸学会　関東支部　学術委員
　　　埼玉鍼灸学会　副会長
　　　日本自律神経学会　評議員
　　　（一社）日本温泉気候物理医学会　評議員
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　理事
　　　維持透析患者の補完・代替医療研究会　世話人・事務局長
菊池：（公社）全日本鍼灸学会　教育研修部員・診療ガイドライン委員会委員・臨床研究デザインワークショップ

　　委員
　　　（一社）日本東洋医学会　関東甲信越支部　埼玉県部会　事務局担当
　　　現代医療鍼灸臨床研究会　評議員・広報委員
　　　埼玉鍼灸学会　幹事
堀部：（公社）全日本鍼灸学会 学術研究委員
　　　埼玉鍼灸学会　幹事
金子：（公社）全日本鍼灸学会　教育研修部員・診療ガイドライン委員・臨床研究デザインワークショップ委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Asako Kubo, Satoru Yamaguchi: New finding on fascia-traditional target of acupuncture. Japanese acupuncture 
and moxibustion; 2019; 15（1）:1-8.

②山口　智：東洋医学基礎講座　現代医療における鍼灸治療の果たす役割　腰下肢痛に対する鍼灸治療の実際 理
療 48（1） 55-61. 2018

③菊池友和 , 山口　智 , 鈴木真理 , 小俣　浩 , 小内　愛 , 荒木信夫：薬剤で期待すべき効果の得られなかった片頭痛
患者の実態と鍼治療効果　頭痛専門医より診療依頼のあった患者の分析 日本頭痛学会誌 44（3） 446-450. 2018

④小林信満 , 山口　智 , 高橋啓介 . 腰部脊柱管狭窄症に対する鍼治療の効果（第 2 報）ー JOABPEQ を用いた検討ー 
日東医物療誌 43（2） 79-83. 2018

⑤小内　愛 , 菊池友和 , 山口　智 .【終末期・高齢者をみつめる緩和ケア - 現場からの提言 -】緩和ケアチームにお
ける鍼灸師の役割と鍼治療の実際 . 鍼灸 Osaka 34（3） P38-42．2019.01

⑥山口　智：医師のための鍼灸体験講座 2 －経穴（ツボ）の取り方や鍼治療の実践 - 第 83 回日本温泉気候物理医
学会総会・学術集会（鹿児島） 2018 年 5 月

⑦菊池友和 , 山口　智：痛みに克（か）つ !- 疼痛の東洋医学的治療指針（湯液と鍼灸）- 一次性頭痛に克つ . （社）
第 69 回日本東洋医学会学術総会（大阪）2018 年 6 月

⑧山口　智：自然治癒力を高める鍼灸治療の科学―自分で出来るツボ健康法―. 第 9 回日本鍼灸師会臨床スポーツ
フォーラム（埼玉） 2018 年 8 月

⑨菊池友和 , 山口　智 , 荒木信夫 : 鍼灸と自律神経，最近の進歩 - 伝統医療の科学化に向けて - 片頭痛に対する鍼
治療効果とその作用機序　ASLMRI を用いた脳血流評価を指標として . 第 71 回日本自律神経学会総会（埼玉） 
2018 年 10 月

⑩磯部秀之 : 教育講演　漢方外来における性差～なぜ，漢方外来は女性が多いのか～ . 第 12 回日本性差医学・医
療学会学術集会（埼玉）　2019 年 1 月
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【総数：論文 12 件，学会発表 28 件，講演 14 件】
6-2．獲得研究費

山口（研究代表者）：公益財団法人東洋療法研修試験財団研究助成：医科大学（医学部）における鍼灸教育の現状
と展望について　医療連携の確立に向けて

山口（研究代表者）：学内グラント：QOL を指標とした緩和ケアにおけるがん患者に対する鍼治療効果の無作為化
比較試験

菊池（研究代表者）：日本温泉気候物理医学会研究助成：鍼刺激が慢性腰痛患者の脳血流に及ぼす影響 -Arterial 
spin-labeled MRI を用いた検討 -

　（公社）全日本鍼灸学会研究助成パーキンソン病の便秘に対する鍼治療効果
小俣（研究代表者）：日本温泉気候物理医学会研究助成：鍼通電刺激が慢性腎臓病（CKD）患者の腎血流及び自律

神経機能へ及ぼす影響 
松浦（研究代表者）：東京有明医療大学グラント：鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－ Arterial spin-

labeled MRI を用いた検討－
磯部（研究分担者）：国立研究開発法人　日本医療研究開発機構（AMED）研究費：薬物乱用頭痛における抑肝散

の有効性の検討　
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1）（公社）日本鍼灸師会 第 9 回 臨床鍼灸スポーツフォーラム　in 埼玉
　平成 30 年 8 月 19 日（日）　ラフォーレ清水園
2）（公社）埼玉県鍼灸師会主催　第 1 回学術講習会
　平成 30 年 9 月 18 日（日）さいたま共済会館 504 会議室
3）（公社）埼玉県鍼灸師会　第 2 回学術講習会
　平成 30 年 11 月 20 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階・大会議室
4）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催・（公社）埼玉県鍼灸師会　第 3 回学術講習会
　平成 31 年 1 月 27 日（日）　埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階・大会議室
5）第 27 回（一社）日本東洋医学会関東甲信越支部（埼玉県部会）開催
　平成 31 年 2 月 26 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階・大会議室
6）日本東洋医学会専門医制度委員会　平成 30 年度　関東甲信越地区春季教育講演会開催　
　平成 31 年 3 月 10 日（日）東京大学鉄門記念講堂
7）第 47 回　現代医療鍼灸臨床研究会開催
　平成 30 年 4 月 29 日（日） 東京大学鉄門記念講堂
8）第 48 回　現代医療鍼灸臨床研究会開催
　平成 30 年 11 月 3 日（土） 東京大学鉄門記念講堂
9）平成 30 年度（公社）全日本鍼灸学会関東支部認定指定講座
　平成 30 年 4 月 10 日（日）東京大学構内
10）第 37 回（公社）全日本鍼灸学会関東支部学術集会
　平成 30 年 11 月 13（日）　呉竹医療学園専門学校　構内

7．自己点検・評価
　教育は，平成 29 年度と同様であり，必修講義のコマ数の増加や医学部高学年に対する講義や実習の実施等が望ま
れる．研究は，各科との共同研究を推進し，論文執筆，学会発表等を積極的に行った．公費による研究も推進されて
いるが，今後も外部資金の獲得を目指していきたい．診療は，東洋医学的な治療の特質を生かした診療を行い，西洋
医学的には難治の症例に対しても，患者の症状の軽減と QOL の向上に寄与することが出来た．今後は，より質の高
い診療をより多くの患者に提供するため，患者数の増加を目標とする．西洋医学的には難治の症例に対する診療をさ
らに推進し，患者の満足度を高めることに貢献していきたい．
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1．29）（1）放射線科（放射線科）

1．構成員
新津　守（NIITSU, Mamoru）：教授，診療部長，研究主任：放射線診断学：博士，代表指導教員（大学院）
田中淳司（TANAKA, Junji） ：教授，副診療部長，研究副主任： 放射線診断学，IVR：博士，指導教員（大学院）
小澤栄人（KOZAWA, Eito） ：准教授，教育副主任，診療専門委員： 放射線診断学，：博士
井上快児（INOUE, Kaiji）：講師，研修担当医長：放射線診断学：博士
大澤威一郎（OOSAWA, Iichiro）：助教：放射線診断学
岡野奈々美（OKANO, Nanami）：助教：放射線診断学
竹澤佳由（TAKEZAWA, Kayu） ：助教：放射線診断学
原　祐樹（HARA, Yuki）：助教：放射線診断学
高橋大雄（TAKAHASHI, Masao）：助教：放射線診断学
土橋佐紀（TSUCHIHASHI, Saki）：助教：放射線診断学
秡川真由子（HARAIKAWA, Mayuko）：助教：放射線診断学
鈴木政司（SUZUKI, Seiji）：助教：放射線診断学
渡邊　環（WATANABE, Meguru）：客員教授：放射線診断学：博士
牛見尚史（USHIMI, Takashi）：客員准教授：放射線診断学：博士
根岸　幾（NEGISHI, Chikashi）：非常勤講師：放射線診断学：博士

2．教育
｢卒前教育 ｣
2-1．目的・目標：
　卒前医学教育における放射線医学の基本方針は，放射線医学の考え方を理解し，臨床医学において正しく応用でき
るようにすることである．そのため，少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習プログラムを作成して運用して
いる．
2-2．教育内容：
　講義は原則として講師以上の教員が担当する．5 年生 BSL・CC ではプログラムに従って助教も参画する．また開
始される preCC にも対応する．BSL・CC の基本方針は自主的な画像診断への参加と能動的な学習意欲の高揚であり，
画像診断端末に直接触れることを通じて実際の症例を数多く経験することを第一義とする．また 5 年前より 5 年生
対象の CC を開始し，4 週間の画像診断の実習を計 2 回（計 4 名）行っている．
その他：保健医療学部における放射線医学概論講義を担当．
2-3．達成度：
　学生各自の画像診断の知識向上に成果が見られた．学生の講義は各教員ごとに人事考課において自己評価を行い一
定の水準を維持している．BSL と CC については出席と履修態度によって個別評価を行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
　講義で得た知識はそのままでは実践に結び付かない．BSL と CC での実習の場で，自ら考える姿勢での実地教育を
行っている．次年度はこの自立学習方式をさらに発展させる．
｢ 卒後教育 ｣
2-1．目的・目標：
　研修医教育における放射線診断学の考え方を理解し，臨床医学において正しく応用できる医師を目指す．
2-2．教育内容：
　初期研修医は 1 か月ごとのローテート中に CT,MRI などの断像画像を中心に画像診断の基本を学ぶ．後期研修医に
対しては，3 年後の放射線科専門医資格取得に向けて，放射線科業務の全体を学ぶ．
2-3．達成度：
　初期研修医は研修管理委員会の規定に従って各ローテート毎に評価を受ける．後期研修医の達成度の一つは放射線
科専門医試験の結果であるが，それにいたる日々の業務が指導医により評価される．
2-4．自己評価と次年度計画
　各研修医からのフィードバックを重要視して，次年度のプログラム改良を図る．
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｢ 大学院教育 ｣
2-1．目的・目標：
　放射線医学の研究を推進するための知識，ノウハウを学び，研究者としての素養を形成する．
2-2．教育内容：
　各授業と演習を履修する．なるべく早い段階で研究に着手し，学会発表，論文作成を行う．指導医は研究テーマ選
定から実験計画，その遂行をサポートする．国際学会での発表と英文論文作成を目指す．
2-3．達成度：
　4 年間の規定期間内での修了を目指す．可能であれば早期修了をねらう．
2-4．自己評価と次年度計画
　各院生の研究の進捗状況と本人の希望に基づき，次年度の研究計画を策定する．

3．研究
3-1．目的・目標：

1）放射線，磁気共鳴の技術と方法論を用いて形態と機能の両面からの病態の画像化をはかる研究．
2）位相コントラスト技術の活用による X 線診断精度の向上．従来とは異なる理論に基づく X 線画像撮影装置の開

発し，基礎実験に引き続き，臨床応用を開始した．
3-2．研究グループ：
　臨床各科との画像診断プロジェクトを多数立ち上げている．腎臓内科，呼吸器内科，泌尿器科，整形外科，小児科，
婦人科，脳神経外科，神経内科，耳鼻咽喉科などとの連携を密に取り，feed back を加えることで診断精度の向上を
図りつつ新知見の掘り下げを行っている．
3-3．研究内容と達成度：
　各教室員はそれぞれの専門分野に応じたプロジェクトを持ち，個々のプロジェクトが教室全体に周知されることに
より教室全体としての取り組みとなる．既存の診断モダリティごとのプロジェクトの他に，新津教授の担当する，関
節軟骨の高分解能，高コントラスト詳細 MR 画像の研究，田中教授の主催する「位相コントラスト X 線撮影法」，お
よび小澤准教授の担当する産婦人科疾患の画像診断の研究が，基礎と臨床の両面で進められ，国際学会で数次にわた
り発表を行い，論文による発表も行われ，世界をリードしている．
3-4．自己評価と次年度計画
　各教室員の研究成果は国内および国際学会で発表するとともに英文または和文の論文として順次刊行してきた．関
節 MR 画像の特殊コントラスト法と位相コントラスト X 線撮像装置は一部が実用の段階に入っており，基礎的な研
究を経て臨床応用も世界に先駆けて進行中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　過年度は CT は約 2.7 万件，MRI は約 1.4 万件を実施した．迅速，正確な画像診断を目指し，臨床各科の期待，信
頼に応えるように効率的な運用を目指す．

5．社会活動
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
　医療放射線防護誌編集委員（田中）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：

日本磁気共鳴医学会理事（新津）
日本磁気共鳴医学会選奨委員会委員長（新津）
日本磁気共鳴医学会代議員（小澤）
埼玉県立大学非常勤講師（田中，画像解剖学の講義と演習を出講）　
日本医学放射線学会代議員（新津）
日本医学放射線学会編集委員会委員（新津）
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書：

論文
① Okano N, Osawa I, Tsuchihashi S, Takahashi M, Niitsu M, Matsunari I.
High-speed scanning of planar images showing 123I-MIBG uptake using a whole-body CZT camera: a phantom and 

clinical study. EJNMMI Res. 2019 Feb 26;9（1）:22.
② Suzuki M, Senoo A, Niitsu M: Development of a Surface Marker for Fractional Anisotropy Maps Using Wood in a 

Phantom Study. Magn Reson Med Sci. 2019 Jan 10;18（1）:70-74.
③ Uchino A, Uwabe K, Osawa I: Absent right common carotid artery associated with aberrant right subclavian 

artery. Neuroradiol J. 2018 Jun;31（3）:305-308. 
④沼倉　茜 , 吉川沙耶花 , 上條　篤 , 松田　帆 , 新藤　晋 , 池園哲郎 , 加瀬康弘 , 神山信也 , 伊藤彰紀 , 大澤威一郎：

拍動性耳鳴を契機に診断された硬膜動静脈瘻 . 日本耳鼻咽喉科学会会報　21 巻 2 号 P134-138 （2018） .
⑤ Hasegawa K, Ikeda Y, Kunugi Y, Kurosaki A, Imai Y, Kohyama S, Nagao S, Kozawa E, Yoshida K, Tsunoda T, 

Nakamura Y, Fujiwara K.
Phase I Study of Multiple Epitope Peptide Vaccination in Patients With Recurrent or Persistent Cervical Cancer.
J Immunother. 2018 May;41（4）:201-207. 
⑥ Watarai K, Kimura F, Kadono Y, Yoon Taek Kim, Niitsu M, Oda H, Azuma H: Complete Circumferential Osseous 

Extension in the Acetabular Rim Occurs Regardless of Acetabular Coverage. Clinical Orthopaedics and Related 
Research. Published online: 16 May 2017.

著書
⑦名川恵太，新津　守：（共著）「囊胞性病変と液面形成の鑑別」増刊号　画像診断，秀潤社，東京，ｓ 164-171

　2019
⑧新津　守 膝 MRI 第 3 版 医学書院，東京，全 323 ｐ 2018
⑨大澤威一郎 , 牛見尚史 , 齋藤尚子 : 頭頸部の画像診断 改訂第 2 版 （画像診断別冊 KEY BOOK シリーズ）第 1 章側

頭骨 . 学研メディカル秀潤社 .2018;1 巻 p16-85
⑩新津　守（監修）, 磯辺智範（編）:「MR・超音波・眼底基礎知識図解ノート」第 2 版東京 .2018; 全 552p
以上【総数 論文 6 件  著書 4 件　総説 4 件　学会発表 14 件　】
6-2．獲得研究費：

JST 産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】に係る委託業務：開発課題名「高アスペクト比
Ｘ線格子を用いた位相型高感度 X 線診断機器の開発」チームリーダー名：百生　敦（東京大学大学院） 分担開発
者：田中淳司，100 万円

6-3．受賞：
　該当なし
6-4．特許，実用新案：
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催：
　埼玉画像フォーラム　　さいたま　2018.9.1　（新津）

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，教育，研究ともに教室員の増加とともに，充実化の
過程にある．新たな独自の研究テーマに着手しており，国際学会での発表を行った他，新聞やテレビ等のメディアに
も取り上げられた．診療業務においては臨床各科への迅速・正確な画像診断サービスを最優先事項として努力し，期
待に応えられる放射線科を目指したい．
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1．29）（2）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
　川田哲也（KAWATA, Tetsuya）: 教授：診療部長：大学院教員（大学院）：博士
　鈴木健之（SUZUKI, Kenji）：准教授：教育主任：大学院教員（大学院）：博士
　関　智史（SEKI, Satoshi）: 講師：大学院教員（大学院）：博士

2．教育　　基本学科・放射線科として一括記載
2-1．目的 ･ 目標

放射線腫瘍学は放射線単独あるいは他の治療法との併用で，癌や他の病気の患者の治療
を行うことである．そのために，放射線治療の基礎となる生物学，物理工学の研究を理解する必要がある．放射線

腫瘍学は上記分野の職業訓練に専念する臨床的かつ科学的学問分野である．放射線腫瘍学は他の臨床科と比べ物理学
的な要素が多く，敬遠されがちであるが，臨床実習にて放射線生物学および実際に治療計画に触れることにより身近
な治療方法であることを理解することが可能である．
2-2．教育内容（担当者）

放射線腫瘍学教室では医学部三年生にたいして，放射線治療の基礎となる生物学および防護（川田哲也）放射線の
概要・治療（鈴木健之）を担当した．保健医療学部では放射線治療の基礎および防護（川田哲也），放射線治療の基礎（鈴
木健之）が 2 単位ずつ講義をおこなった．看護学部では放射線の基礎 I（川田哲也），放射線治療の基礎 II（関　智史）
が 1 単位ずつ担当した．少人数の BSL では放射線治療の基礎となる生物学および重粒子線治療に関して，川田哲也
が担当し，放射線治療計画装置を使った臨床実習を鈴木健之が担当した．クリニカルクラークシップにおいても少人
数で放射線治療の現場に触れて理解を深める実習を行った．
2-3．達成度

講義は十分に準備を行い必要に応じて資料を配付して理解の向上につなげることができた．医学部の臨床講義では
65 分と時間は短いながらも創意工夫により理解度が上がるようにスライドはわかりやすく作成し，資料も十分な分
量を準備した．ただ，やはり放射線科学に割り当てられた時間が少ないことが詰め込みになりがちと思われた．臨床
実習では 3 年次の講義を復習として質問形式で行った．講義時間より実習の 1 コマが長い時間あるため，余裕をもっ
て学習指導できた．看護学部の講義では放射線治療の基礎のみではなく，将来看護師として知っておく放射線防護に
ついても講義を行った．各講義後には適切な質問も多く短い時間ではあったが有意義な講義出会ったと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　癌治療における放射線治療の重要性について，十分に学習できたと認識している．特に
臨床実習で具体的に放射線治療の基礎・治療計画にふれ放射線治療に興味を感じた学生
が増加したと実感している．次年度は前立腺癌症例も増加しているので，IMRT に関しても一層の学習・実習の機会
をあたいたいと思う．また，国際医療線センターの後期研修医との放射線生物学の指導を行いたい．　　　　　

3．研究
3-1．目的・目標

1）高精度放射線療法における精度向上につなげる増感剤の研究を行っている．
2）放射線治療の有害事象軽減における漢方薬の有用性に関する研究．
3）慶應義塾大学との脳腫瘍増刊効果に関する研究．ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増

感治療の開発の研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　慶應義塾大学より提出した科学研究費にて ｢ ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増感治療の
開発 ｣ の研究を継続中．
3-3．研究内容と達成度

1）Taxane 抵抗性頭部血管肉腫に対する Pazopanib 療法の有用性について皮膚科とともに検討した．Medical 
oncology に投稿し受理された．臨床にて継続中である．

2）放射線治療における漢方薬の有用性について
　内容：放射線治療の現場において，有害事象の緩和や放射線治療前処置に，漢方薬を用い，大変有用であり継続
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して研究中である．
3-4．自己評価と次年度計画
　自己評価：放射線治療に関する研究活動の足跡を残せた．
　次年度計画：引き続き，放射線治療に関する研究を継続していく．
　他施設との共同研究の成果を論文発表することを目指す．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　新患 296 名の放射線治療をおこなった．前立腺癌に対する IMRT の増加が目立った．．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
　該当なし．
学会発表
①鈴木健之：前立腺癌放射線治療における漢方薬の使用経験 . 第 26 回日本東洋医学会埼玉県部会，2019 年 2 月，

埼玉県・産業文化センター（大宮ソニックホール棟）講演
【総数：論文 0 件，学会発表 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
教育：埼玉医科大学においては，医学部の他，保健医療学部において講義などを担当し，医学教育に貢献できた．
研究：放射線治療に関する学会発表を行った．
診療：新患 296 名の放射線治療を担当し，恙なく治療を遂行できた．
前立腺癌に対する IMRT は紹介により患者の増加が見られた．診察から放射線治療開始まで，少ない待機時間で対応
できた．緊急照射に対応できた．初診時は時間をかけ，丁寧な説明を行った上で放射線治療を行うことができた．
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1．29）（3）放射線科（核医学診療科）

1．構成員
　松成一朗（MATSUNARI, Ichiro）：教授，診療部長，外来医長，教育員，研究員：脳核医学，心臓核医学：博士  
　久慈一英（KUJI, Ichiei）：教授：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：指導教員（大学院）：脳核医学，心臓
　　　　　　　　　　　　  核医学，腫瘍核医学：博士
　山根登茂彦（YAMANE, Tomohiko）：准教授：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：教育主任：研究員：指
　　　　　　　　　　　　　　　　　  導教員（大学院）：腫瘍核医学：博士
　福島賢慈（FUKUSHIMA, Kenji）：准教授：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：外来医長：教育員：研究員：
　　　　　　　　　　　　　　　  指導教員（大学院）：心臓核医学：博士
　瀬戸　陽　（SETO, Akira）：講師：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：教育員，研究員：脳核医学，腫瘍核医学：
　　　　　　　　　　　　   博士
　樋口隆弘（HIGUCHI, Takahiro）：客員教授：心臓核医学，分子イメージング：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育では，放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学ぶ．卒後教育では検査適応を含め
た臨床核医学診断技術を習得し，専門医習得を目指す．大学院では，さらに核医学研究者として英語で論文作成する
ことを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育

・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（久慈一英）
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（久慈一英）
・Bedside learning（久慈一英，山根登茂彦，）

　卒後教育
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（山根登茂彦）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（久慈一英）

　大学院教育
　・実用実験医学講義（核医学を用いた統計画像解析）（松成一朗）
　・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英）
　・心臓分子イメージング研究（樋口隆弘）
　・専門医教育（松成一朗，久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈，瀬戸　陽）
　その他
　・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
　・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）
2-3．達成度
　卒前教育：90%，卒後教育：90％，大学院教育，90%
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：BSL では，現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティーチングファイルの画像
を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．講義でも，学生が興味を持つように限られた講義時間内で
内容を絞って行った．今後も内容を厳選して，講義後の問題提示などを行って，核医学への興味を喚起し，自主的に
核医学の勉強をできるようにしていく．クリニカルクラークシップでは，SPECT や FDG-PET/CT の検査実施から読
影を体験することで，核医学を実践する．

卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について，指導医の元で経験を積んでいる．読影を実際に行い，臨床
経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．専門医取得のためのプログラムを具体的なものにしていくことが
求められている．

大学院教育：大学院講義を 1 コマ担当した．
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全ての活動は，国際医療センター核医学科と一体的に運用する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床核医学に関して，他科との共同研究を推進し，診断・治療に直結した臨床研究を行う．可能性があれば，臨床
核医学に役立つソフトウェアなどを産学共同で開発し，特許取得を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　①半導体検出器を用いた全身用 SPECT/CT 装置による検査時間の大幅な短縮の検討
3-3．研究内容と達成度

・現在の SPECT で主流となっているのはアンガー型ガンマカメラであり，ヨウ化ナトリウムクリスタルに光電子
増倍管を組み合わせ，ガンマ線を電気信号に変換することで画像を得ている．Cadimium zinc telluride （CZT）検
出器は，ガンマ線を直接電気信号に変換するため，エネルギー分解能が高くコントラストの良い画像が得られる．
また，光電子増倍管を必要としないため，非常にコンパクトである．CZT 検出器を用いた SPECT は，小動物用
装置や心臓専用装置，乳房専用装置などが開発され，その優れた性能により高画質であるのみならず短時間収集
や被曝量低減などの面でも従来型 SPECT を凌駕することが様々な報告で明らかになっている．本年度，日本で
の第 1 号機として本装置を導入し，基礎的性能評価を行うとともに 2 核種同時収集心筋 SPECT や検査時間短縮
などに関する研究を実施した．その結果，2 報の英文論文を国際しで発表した．達成度 90%.

3-4．自己評価と次年度計画
　次世代型検出器である CZT 検出器を用いた最新型 SPECT/CT 装置の日本で 1 号機が導入され，既に研究を開始した．
31 年度は，本装置を用いて骨スキャンなど種々の検査時間の短縮や被曝量の軽減など，患者負担の軽減に向けた研
究をさらに進める予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．放射性同位元素を用いた治療では，甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨードに加え，放射性ラジウ
ム（ゾーフィゴ）による前立腺癌骨転移治療，放射性モノクロナール抗体（ゼバリン）による悪性リンパ腫の内照射
療法を行っている．本年度当院では，2,617 件の検査，治療が行われたが，最新型 SPECT/CT が 1 台導入され，平
成 29 年 7 月より診療を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　松成一朗
　　査読委員　Annals of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, European 
　　　　　　　Heart Journal: Cardiovascular Imaging, Journal of Nuclear Medicine
　久慈一英
　　編集委員　核医学 , Annals of Nuclear Medicine, International Journal of Radiology
　　査読委員　日本医学放射線学会 , Japanese Journal of Radiology, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics
　山根登茂彦
　　査読委員　Annals of Nuclear Medicine, Cancer Imaging, Journal Thoracic Disease, Journal of Clinical Imaging 　
　　　　　　　Science, Journal of Radiation Research
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　松成一朗
　　日本核医学会評議員，埼玉核医学研究会世話人，日本心臓核医学会幹事，日本核医学会関東甲信越地方会幹事
　久慈一英
　　日本核医学会評議員，金沢大学十全医学会評議員，埼玉核医学研究会世話人，小児核医学研究会幹事，西部放射
　　線医学セミナー幹事，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Okano N, Osawa I, Tsuchihashi S, Takahashi M, Niitsu M, Matsunari I. High-speed scanning of planar images 

showing （123）I-MIBG uptake using a whole-body CZT camera: a phantom and clinical study. EJNMMI Res 
2019;9:22.

② Yamada Y, Nakano S, Gatate Y, Okano N, Muramatsu T, Nishimura S, Kuji I, Fukushima K, Matsunari I. Feasibility 
of simultaneous （99m）Tc-tetrofosmin and （123）I-BMIPP dual-tracer imaging with cadmium-zinc-telluride 
detectors in patients undergoing primary coronary intervention for acute myocardial infarction. J Nucl Cardiol 
2019.

［学会発表］
③ Kondo A, Miyazaki Y, Takahashi M, Ehara T, Koga K, Matsuari I: Comparison between Poison resampling and list 

mode bone scan using a CZT whole-body gamma camera, SNMMI 2018, June 2018, Philadelphia, USA. 
④ Takahashi M, Miyazaki Y, Kondo A, Ehara T, Koga K, Matsunari I: Performance evaluation of the Discovery 670 

CZT: a cadmium-zinc-telluride based whole-body SPECT/CT, SNMMI 2018, June 2018, Philadelphia, USA.
⑤ Yamane T, Kondo A, Miyazaki Y, Takahashi M, Uhara T, Koga K, Kuji I, Matsunari I: Ultrafast bone can by the use 

of CZT whole body gamma camera, SNMMI 2018, June 2018, Philadelphia, USA.
⑥ Osawa I, Ushimi T, Okano N, Inoue K, Kozawa E, Niitsu M, Matsunari I: Ultrafast brain perfusion SPECT using a 

CZT semiconductor gamma camera, SNMMI 2018, June 2018, Philadelphia, USA.
［特別講演］
⑦松成一朗：新しい全身用半導体 SPECT/CT を活かした核医学検査　第 26 回福井県核医学研究会　福井　2018

年 4 月
⑧ Matsunari I: Optimizing diagnosis of neurodegenerative disease with MIBG and DAT imaging. 2018 Annual 

congress of East Asia Nuclear Medicine Association, Taipei, Taiwan, Nov, 2018.
【総数：論文 2 件，学会発表 4 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし

7．自己点検・評価
　学部教育において，ティーチングファイル症例について自ら調べて検査を理解する過程を加え，体験的に学習して
理解を深めるようにした．次年度は，核医学の臨床的有用性を示す教育的症例を充実させると共に，さらにポイント
を絞り，学生への授業をよりわかりやすいものとする．
　大学院教育では，各核医学検査の臨床適応や実施，読影技術について実地で指導しながら経験を積み，専門医試験
に適応出来るよう準備している．本年度は大学院生 1 名が学位取得した．実用実験医学講義を核医学における統計
画像解析について 1 コマ担当した．
　研究においては，本年度は，半導体検出器を用いた全身用 SPECT/CT 装置が日本で第 1 号機として導入され，基
礎的な性能評価などの研究を開始した．
　診療において，本年度全体では，2,617 件の検査，治療が行われた．また上記のように最新型 SPECT/CT を用いて，
検査時間の短縮や被曝量の低減など患者負担の軽減に向けた診療を行っている．
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1．30）神経精神科・心療内科

1．構成員（平成 30年度）
太田敏男 （OTA, Toshio） 教授：運営責任者：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：神経生理学，精神科

　　　　　　　　　　 リハビリテーション：博士
松尾幸治 （MATSUO, Koji） 教授：診療副部長：教育副主任：指導教員（大学院）：神経画像学：博士
小田垣雄二 （ODAGAKI, Yuji） 教授：研究主任：教育副主任：指導教員（大学院）：神経薬理学：博士
横山富士男 （YOKOYAMA, Fujio） 准教授：診療副部長（児童・青年期部門）：指導教員（大学院）：児童青年精神医

　　　　　　　　　　　　　　学：博士
松岡孝裕 （MATSUOKA, Takahiro） 講師：医長（外来・病棟・研修）：精神科救急医学，神経生理学（脳波）
渡邊さつき （WATANABE, Satsuki） 講師：指導教員（大学院）：てんかん学：博士
名誉教授：山縣 博（YAMAGATA, Hiroshi）， 皆川正男 （MINAGAWA, Masao），豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）  
助教 （医師）：13 名，（言語治療）：2 名，（心理）：5 名，客員教授：2 名，非常勤講師：13 名，非常勤医師：5 名，
助手：2 名

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①卒前：＜精神医学はあらゆる臨床医にとって必須である＞との認識に立ち，「精神疾患についての理解」ととも
に「精神医学的素養の獲得」を目標としている．②卒後：臨床現場で＜真に役に立つ精神科医＞こそが求められてい
るとの認識に立ち，当科の豊富な症例や，県の救急医療の一翼を担っている現状を生かして，優れた臨床精神科医を
育成することを目標としている．
2-2．教育内容（担当者）

①卒前：講義の内容は診断学から始まって神経症，統合失調症，気分障害などの精神疾患のほかに身体因性精神障害，
児童精神医学，臨床心理，法と精神医学など幅広く，それぞれ専門分野の担当者が講義を行っている．平成 20 年度
より BSL は 1 週間のコースのみとなっているが，限られた枠内で内容の充実を図った．またクリニカル・クラークシッ
プにおいては，実際に診療チームに参加し様々な臨床体験を積む等，現場に密着した実習を行った．②卒後：実際の
外来・入院診療の体験を通じて，「精神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知識の習得」を目指す．初期研修
では身体科で必要となる精神医学的技能・知識に力点をおく．平成 19 年度より，1 年目と 2 年目の研修医が混在す
る体制となったが，本年度も経験年数に応じて細やかに指導を行った．後期研修では，精神医学全般に渡る基本的な
技能・知識の習得を目指す．回診やミーティング等の実践的指導の機会が週 2 回以上確保されているほか，入院症
例紹介や症例検討会など専門的な知識を深めるプログラムも組まれている．③その他　前記以外に，埼玉医療福祉会
看護専門学校や本学保健医療学部理学療法学科の講義も担当している．
2-3．達成度

①卒前：「精神疾患についての理解」については，講義や BSL を通して知識を獲得し，実際の症例に接することで
これを深めることができたと思われる．「精神医学的素養の獲得」については，4 年生の実習をはじめとして，BSL
での臨床実習を通して，他科での診療にも活用できるような面接や問診について，基礎的な理解を深めることができ
たと考える．②卒後：「精神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知識の習得」については，受け持ち医として
の病棟診療（初期研修：1 ～ 3 ヶ月で 3 ～ 6 例，後期研修：2 年間で約 30 例以上）や，外来診療（初期研修：予診，
後期研修：再診）等の実践的な臨床体験を通じて，身に付けてもらうことができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
＜自己評価＞①卒前：精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持
ち患者に関し，指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②卒後：
初期研修においては，身体科診療で必要となる精神医学的知識・技能に焦点をあて，クルズスを行うとともに，実際
に診療チームに配属．チームの一員として診療，カンファレンス，回診等にも参加してもらい，基本的な精神医学の
知識・技能を身に付けてもらうことができた．平成 30 年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 10 年
目に入りいっそう活気ある雰囲気の中，実際の入院・外来診療場面を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検
討会でも学術的な面も含めた指導が行われた．
＜次年度計画＞①卒前：平成 20 年度よりは BSL が 1 週間となったが，限られた期間内に実地臨床での体験をつめる
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よう，次年度もカリキュラムを整備していきたい．②卒後：①平成 18 年度以降，毎週の入院診療ミーティングに加
え退院症例・外来症例の検討会も定例で開始しているが，今年度はこれを充実させることができた．次年度もさらに
内容の充実を図って行きたい．②初期研修については，1 年目が主となるものの，精神科を自主的に選択する 2 年目
研修医も迎える体制となっている．次年度も，経験年数に応じてきめ細かな指導が行えるよう，研修医情報共有のし
くみや指導医の勤務シフトの整備を行っていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究を通じて，精神科診断・治療の技能の向上に役立つような報告や，基礎研究を通じて，各種精神疾患の病
態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていくことを目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜臨床研究＞①気分障害研究，②てんかん研究，③精神科救急研究，④児童青年期研究，⑤臨床精神医学研究．＜基
礎研究＞　①神経化学研究，②神経生理研究．
3-3．研究内容と達成度
＜臨床研究＞①気分障害研究　神経画像を用いた気分障害の研究を専門とする医師の着任に伴い，気分障害研究プロ
ジェクトの立ち上げが開始された．②てんかん研究　複数のてんかん専門医の入職に伴い，てんかんの臨床研究が活
発に行われるようになり，てんかん学会，臨床神経生理学会等，老年精神医学会等において多数発表がなされた．②
精神科救急研究：平成 21 年度，＜精神科スーパー救急＞算定施設となったのを機に，精神科救急運営システム研究
や自殺企図患者に関する調査や研究（類型化とその特徴抽出等）等が行われてきた．
③児童青年期研究：発達障害，不登校，摂食障害などを対象として，学校や家庭を含めた総合的な見地から研究を行
い，児童青年精神医学会等において発表が行われた．また，埼玉児童思春期精神保健懇話会の中心となっている．
④臨床精神医学研究：若手医師達の学術的思考を養う意味で，実地臨床で出会った事例の臨床症例報告も積極的に積
み重ねている．
＜基礎研究＞①神経化学：動物実験によるセロトニン，ドーパミン系の受容体に関する研究，②神経生理：認知課題
遂行中の事象関連同期・脱同期反応の研究等が行われ，論文投稿も行われた．
3-4．自己評価と次年度計画
　臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされている．今後も精神科救急や気分障害，てんか
ん，児童青年期診療といった当科の診療機能における特性を生かし，研究報告や臨床症例報告を継続・発展させ，臨
床技能の向上に役立つ知見を集積していきたい．また，従来の基礎研究も継続し，各種精神疾患の病態やヒトの精神
機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　地域の一般精神科医療に広く対応するとともに，精神科救急診療，精神・身体合併症診療や各種専門診療（児童青
年期診療・言語療育訓練，てんかん診療），さらには自殺企図後のこころのケア等，当科独自の機能を生かした診療
で貢献することを目的としている．診療実績としては以下のとおりであった．

（平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月）
＜外来＞　①新患総数： 1110 人 / 年（※ 1）※2）含む）/602/ 年（※1）※2] 含まず [※1）同日他科受診，※2）
再来新患 ] ②再来患者： 135.6 人 / 日
＜病棟＞　①新入院患者総数：　297 人 / 年 [※ 転科→再転入を含む ]
＜院外往診（国際医セ）＞　58 件（日勤帯：52 件，当直帯：6 件）
入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月）

F0 症状性を含む器質性精神障害 ------------------------------------------------45 人（15%） 
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害 ------------------------4 人（1%） 
F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 -------------------------85 人（29%）  
F3 気分（感情）障害 ----------------------------------------------------------------44 人（15%） 
F4 神経症性障害 , ストレス関連障害および身体表現性障害 ----------37 人（13%） 
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 ----------------22 人（7%） 
F6 成人の人格および行動の障害 --------------------------------------------------1 人（0.3%） 
F7 精神遅滞 -------------------------------------------------------------------------------8 人（3%）
F8 心理的発達 ----------------------------------------------------------------------------8 人（3%）
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F9 小児及び青年期 ----------------------------------------------------------------------3 人（1%） 
G4 てんかん・睡眠障害 -------------------------------------------------------------40 人（14%）
計 297 人

＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数 901 件であり，内訳は①電話：588 件（含：反復入電 14），②
時間外診療 254 件（244 件（毛呂）+10 件（日高）），③入院（医療保護・任意：45 件，措置・緊措・応急：14 件），
④病棟対応：250 件，⑤院内往診：59 件であった．
　ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療体制を軌道に
乗せることができた．また，かわごえクリニック内に開設した「こどものこころクリニック」も，その運営を軌道に
乗せることができた．救命救急科の国際医療センター開設への移転に伴い，身体科救急医療を要する自殺企図患者の
メンタルケアを院外往診にて即応する体制を構築．今年度も 51 件 / 年の事例に院外往診で対応した．地域の一般精
神科医療に広く対応するとともに，大学病院・特定機能病院として特有の機能を生かした診療でも大きく貢献できた
ものと思われる．とりわけ，休日夜間の精神科救急診療では，県内で一翼を担う対応実績を示し，平成 21 年 3 月より，
大学病院としては異例の（※奈良県立医大につぎ 2 番目）精神科救急入院料（いわゆる「スーパー救急」）算定病院
となり，平成 21 ～ 30 年度と 10 年連続で施設基準を達成することができており，安定運営へと移行してきている．
今後も，精神救急機能の一層の強化・整備にとりくんでいきたい．

具体的には個室が埋まりがちな一方，大部屋に空床が出やすい実状にあわせ，ハード面において（A）急性閉鎖病
棟 34 床（個室・保護室 18），（B）亜急性閉鎖病棟 44 床（個室・保護室 12）と改修が行われたが，ソフト面でも引
き続き，個室・保護室から大部屋への移転を促進するためのカンファレンスの整備等にとりくんでいきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

①埼玉県精神科救急医療システム運営委員会委員
②医療観察法　精神保健審判員
③関東信越厚生局　保険指導医（医科担当）
④埼玉県総合医局機構講師
⑤埼玉県精神保健福祉審議会委員
⑥埼玉県メディカルコントロール協議会委員
⑦埼玉県精神医療福祉連携推進委員会委員
⑧埼玉県災害派遣精神医療チーム連絡調整会議委員
⑨埼玉県医療観察制度運営連絡協議会
⑩精神保健法に基づく措置入院者等実地審査における精神保健指定医
⑪医療観察法入院病棟倫理会議外部委員
⑫厚生労働省 医療観察法判定事例研究会
⑬日本医療研究開発機構　AMED 課題評価委員
⑭埼玉県発達障害者支援センター　専門的支援事業への技術的協力者
⑮所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
⑯飯能市自殺対策推進協議会委員
⑯坂戸保健所精神障害者支援地域協議会
⑰毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員
⑱毛呂山町いじめ防止対策推進委員会委員
5-2．学会誌，編集委員，査読委員の有無

① Journal of Affective Disorders　editorial board member　松尾幸治
②児童青年精神医学とその近接領域　編集委員　横山富士男
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本精神神経学会　精神科用語検討委員会委員　＜太田＞
日本精神神経学会　薬事委員会委員＜松尾＞
精神科専門医認定試験　面接委員＜太田・松尾＞
リリーうつ病カンファレンス　講師（港区）＜大田＞
Web 講演会うつ病トピックス　講師（港区）＜太田＞
うつ病の診断と治療を考える会　講師（千葉市）＜太田＞
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Mind & Body 講演会 on Web　講師（川越市）＜太田＞
うつ病治療懇話会　講師（名古屋市）＜太田＞
Mind & Body うつ病こころとからだの講演会 in つくば　講師（つくば市）＜太田＞
M & B 講演会 in 八王子　講師（八王子市）＜太田＞
埼玉西部地区　精神科懇話会　講師（川越市）＜太田＞
埼玉医科大学 第 6 回管理者対象メンタルヘルス研修　講師（毛呂山町）＜太田＞
松戸市精神科医療連携講演会　講師（松戸市）＜太田＞
さいたま市大宮地区の地域医療連携　（さいたま市）＜松尾＞
埼玉県立精神医療センター勉強会　講師（伊奈町）＜松尾＞
第 38 回日本精神科診断学会ランチョンセミナー　講師（川越市）＜松尾＞
第 28 回日本臨床精神神経薬理学会 第 48 回日本神経精神薬理学会 合同年会 ランチョンセミナー　講師（文京区）

＜松尾＞
第 2 回光トプグラフィー検査講習会　講師（小平市）＜松尾＞
ロナセン 10 周年記念講演会　講師（千代田区）＜松尾＞
Paliperidone Web セミナー　講師（千代田区）＜松尾＞
埼玉県医師会 専門医共通講習会　講師（さいたま市）＜松尾＞
第 11 回毛呂山薬薬連携研修会　講師（毛呂山町）＜松尾＞
第 3 回日本安全運転・医療研究会　講師（千代田区）＜松尾＞
AMED 研究費　班会議（千代田区）＜松尾＞
群馬大学 病院機能評価の受審に係る助言（前橋市）< 松尾・松岡・渡邊＞
埼玉県精神神経科医会学術講演会　講師（さいたま市）＜松尾＞
第 2 回双極性障害治療におけるコンサルティングミーティング　講師（港区）＜松尾＞
入間地区教育センター等連絡協議会第 1 回研修会　講師（毛呂山町）＜横山＞
ADHD Web カンファレンス　講師（川越市）＜横山＞
大人の発達障害の理解 - 発達特性にあわせた支援を考える - 講師（さいたま市）＜横山＞
飯能地区雇用対策協議会　研修会　講師（飯能市）＜横山＞
成人期 ADHD の臨床を考える会　講師（川越市）＜松岡＞
Epilepsy Educational Seminar　講師（新宿区）＜渡邊＞
第 5 回 精神・身体疾患の併存検討会　講師（新宿区）＜渡邊＞
Endeavor Sprint Week　セッションにおける討議および助言　（港区）＜渡邊＞
第二回精神科医療を考える会　講師（川越市）＜渡邊・岡井＞
第 13 回埼玉ニューロサイエンスフォーラム　講師（毛呂山町）＜渡邊＞
てんかん治療を考える会 in HANNO　講師（飯能市）＜渡邊・倉持＞
東京医科歯科大学病院 EEG てんかんレクチャー　講師（文京区）＜渡邊＞
長崎てんかんカンファレンス　講師（大村市）＜渡邊＞
第 2 回北足立脳神経疾患懇話会　講師（北本市）＜渡邊＞
Epilepsy Symposium with Advocator　講師（さいたま市）＜渡邊＞
地域医療連携セミナー ～ Sharing Session 地域で診るてんかん～ 講師（坂戸市）＜渡邊＞
West Saitama Epilepsy Clinical Seminor　講師（川越市）＜渡邊＞
第 9 回埼玉医科大学病院市民公開講座　講師（毛呂山町）＜渡邊＞
てんかん市民公開講座　講師（川越市）＜渡邊＞
埼玉県消防学校　精神科救急　講師（川越市）＜平田＞
てんかんと精神症状セミナー　講師（中央区）＜倉持＞
てんかんの境界領域と精神科診療　講師（川越市）＜倉持＞
Epilepsy Clinical Conference Seminar　講師（新宿区）＜倉持＞
第 4 回新宿てんかんフォーラム　講師（新宿区）＜倉持＞
埼玉医科大学病院てんかんセンター特別講演会　講師（毛呂山町）＜倉持＞
第 2 回精神科診療スキルアップセミナー　講師（川越市）＜下出＞
Aripiorazole-LAI Meister Konferenz in Kawagoe　講師（川越市）＜下出＞
深谷市教育委員会　教育研究所での相談業務（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞



神経精神科・心療内科 

494

埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：庄野＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　クリニカル ･ ラダー レベルⅢチャレンジ研修　講師（毛呂山町）＜臨床心
理士：庄野＞
毛呂山町保健センター母子保健事業　子供の発育発達相談（毛呂山町）＜言語聴覚士：一宮＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　実地指導者プリセプター研修　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：佐藤＞
埼玉医科大学看護部卒後教育委員会　支援看護師研修　講師（毛呂山町）＜臨床心理士：越智＞
練馬区健康部北保健相談所　精神保健講演会　講師（練馬区）＜臨床心理士：小田＞

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Distinctive neuroanatomical substrates for depression in bipolar disorder versus major depressive disorder. 
Cerebral cortex. 2019.01. 29（1）:202-214. Koji Matsuo, Kenichiro Harada, Yusuke Fujita, Yasumasa Okamoto, 
Miho Ota, Hisashi Narita, Benson Mwangi, Carlos A. Gutierrez, Go Okada, Masahiro Takamura, Hirotaka 
Yamagata, Ichiro Kusumi, Hiroshi Kunugi, Takeshi Inoue, Jair C. Soares, Shigeto Yamawaki, Yoshifumi Watanabe

② Functional coupling between adenosine A1 receptors and G-proteins in rat and postmortem human brain 
membranes determined with conventional guanosine-5’ -O-（3-[35S]thio）triphosphate（[35S]GTPγS）binding 
or [35S]GTP γ S/immunoprecipitation assay. Purinergic Signalling. 2018.06. 14（2）:177-190. Yuji Odagaki, 
Masakazu Kinoshita, Toshio Ota, J.Javier Meana, Luis F.Callado, Isao Matsuoka, Jesus A.Garcia-Sevilla

③ Dopamine-induced functional activation of Gαq mediated by dopamine D1-like receptor in rat cerebral cortical 
membranes. Journal of Receptors and Signal Transduction. 2019.02. 39（1）:9-17. Yuji Odagaki, Masakazu 
Kinoshita, Toshio Ota

④ A case of non-alcoholic Korsakoff syndrome resulting from malnutrition due to self-neglect and severe 
depression. Neuropsychiatry（London）. 2018. 8（6）:1726-1729 Yuji Odagaki

⑤ Histamine H3 receptor-mediated G-protein activation in postmortem human prefrontal cortex membranes 18th 
World  congress of  basic and Clinical Pharamacology 2018.07 Kyoto Yuji Odagaki, Masakazu Kinoshita, Toshio 
Ota, J.Javier Meana, Luis F.Callado, Jesús A.García-Sevilla

⑥ 5-HT2A receptor- and M1 muscarinic acetylcholine receptor-mediated Galpha（q） signalling in patients with 
psychiatric disorders 　31th ECNP Congress 2018.10 Barcelona Yuji Odagaki, Masakazu Kinoshita, Toshio Ota, 
J.Javier Meana, Luis F.Callado, Jesús A.García-Sevilla

⑦ Diagnosis and treatment of epilepsy patients with depression or anxiety ～ What can non-psychiatrists do ？ 
23rd Korean Epilepsy Congress 2108.06 Seoul Satsuki Watanabe

⑧ Detection of seizures 19th International Symposium on Severe Infantile Epilepsies : Old and New Treatments 
2018.09 Roma Satsuki Watanabe

⑨ The self-stigma of people with epilepsy : a qualitative approach 13th European Congress on Epileptology 
2018.08 Vienna Izumi Kuramochi, Naoshi Horikawa, Sakie Shimotsu, Toyohiko Hiwatashi, Sayaka Kobayashi, 
Satsuki Watanabe, Koki Okazaki, Masako Watanabe, Toshio Ota

⑩ Depression and self-stigma in patients with epilepsy 5th East Mediterranean Epilepsy Congress 2019.03 
Marrakech Izumi Kuramochi, Naoshi Horikawa, Sakie Shimotsu, Toyohiko Hiwatashi, Masako Watanabe, Koki 
Okazaki, Koji Matsuo, Toshio Ota

【総数：論文 23 件，学会発表 36 件，講演 51 件】
6-2．獲得研究費

渡邊さつき：平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「動画像によるてんかん発作検知システムの
　　　　　開発研究」

6-3．受賞
倉持　泉：第 52 回日本てんかん学会　優秀ポスター賞（みなとみらい賞）
倉持　泉：第 15 回精神科治療学賞　最優秀賞
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

以下のような研究会，懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している．
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①埼玉精神医学懇話会
②埼玉県児童思春期精神保健懇話会
③埼玉てんかん懇話会
また，2018 年 10 月に第 38 回精神診断学会の開催に事務局としてあたった．

7．自己点検・評価
1. 教育　①卒前　精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後　入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め
た指導が行われた．

2. 診療　ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を
充実させ，平成 21 年 03 月よりは，精神科救急入院料（スーパー救急）の算定も開始．平成 21 ～ 30 年度と
10 年連続で施設基準を達成することができた．また，「こどものこころクリニック」をかわごえクリニックおよ
び大学病院の双方で展開するなど専門診療を発展させるとともに，国際医療センター救命救急科への院外往診に
よる自殺企図患者のメンタルケアも継続することができた．地域の一般精神科医療に広く対応するとともに，精
神科救急診療，精神・身体合併症診療，各種専門診療（気分障害，てんかん，児童青年期診療，言語療育訓練），
さらには自殺企図後のこころのケア等，当科独自の機能を生かした診療でも大きく貢献したと思われる．

3. 研究　臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされており，今後も精神科診断・治療の
技能の向上に役立つような報告や，各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重
ねていきたい．
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1．31）緩和医療科

1．構成員
岩瀬　哲（IWASE, Satoru）：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：緩和医療学：博士
芳賀佳之（HAGA, Yoshiyuki）：兼担教授 ：救急医学 ：博士
上條吉人（KAMIJO, Yoshito）：兼担教授 ：中毒学，救急医療一般 ：博士
金川潤也（KINKAWA ,Junya）：理学療法士：研究員：修士
若林恒平（WAKABAYASHI, Kohei）：研究員：修士（MBA）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

・基本的緩和ケアの理解（目的）と実践（目標）
・専門的緩和ケアの理解（目的）と習得（目標）
・緩和ケア・コンサルテーションの理解（目的）と実践（目標）
・地域医療介護連携の理解（目的）
・ロコモ / フレイル予防の理解（目的）
2-2．教育内容
（1）緩和ケア総論講義
（2）緩和ケア各論講義
　疼痛，倦怠感，不眠，せん妄，嘔気 / 嘔吐，食欲不振，呼吸困難，抑うつ，不安

（3）緩和ケア・コンサルテーション（演習）
　①院内コンサルテーション　②地域コンサルテーション

（4）ロコモ / フレイル外来（見学）
2-3．達成度
1）緩和ケア講義

医学部 4 年生講義（地域社会と健康ユニット）健康 11：緩和ケア
日時：10 月 12 日（金）5 時限，担当者：岩瀬　哲
内容（目標）：

1. 緩和ケア（緩和ケアチーム，緩和ケア病棟，在宅緩和ケア）を概説できる．
2. 緩和ケアにおいて頻度の高い身体的苦痛，心理社会的苦痛を列挙することができる．
3. 疼痛のアセスメント，疼痛緩和の薬物療法，がん疼痛治療法を説明できる．
4. オピオイドの適応と課題を説明できる．

2）緩和ケア・コンサルテーション
　緩和ケアチーム（医師，看護師，薬剤師，管理栄養士，理学療法士）を結成，平成 30 年 4 月よりコンサルト活動
を開始．依頼のあった入院患者の主科および病棟に対し，基本的緩和ケアの実践指導，専門的緩和ケアを提供した（平
成 30 年度の依頼件数は 68 件）．
3）緩和ケア（ロコモ / フレイル）外来
　平成 30 年度は 330 件を診察．全症例において，在宅医療を推奨，連携したソーシャル・ワーカ，ケア・マネージャ，
訪問看護師，訪問介護士に ADL（日常生活動作）モニタリングの意義についての情報を提供．
2-4．自己評価と次年度計画

医学生に対しては限られた講義の中で，緩和ケアチーム，緩和ケア病棟，在宅緩和ケアの概論と身体・精神症状の
コントロールについて伝えることができた．次年度の計画としては，医学生に対する系統講義を担当し，緩和ケアチー
ムに研修医と専攻医を受け入れて基本的緩和ケアおよび専門的緩和ケアの理解と習得を目指していく．また，地域の
ケア・マネージャ，訪問介護士，訪問介護士に対して ADL（日常生活動作）のモニタリングを通して医療 - 介護連携
の啓発を進めていく．

3．研究
3-1．目的・目標
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①遠隔在宅支援システムを開発し，地域の救急搬送の低減，医療費の削減を目指す
②がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエビデンスに基づく標準的薬物療法の開発
③海外施設との共同研究インフラの整備
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①平成 30 年度（2018 年度）文部科学省基盤研究（B）岩瀬班　研究代表者
　「遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究 - 無作為化比較試験」
②平成 30 年度（2018 年度）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）研究分担者
　「がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエビデンスに基づく標準的薬物療法の開発」
③ロシア国立医学放射線研究センター（National Medical Radiation Research enter:NMRRC）と埼玉医大病院連携

プロジェクト
3-3．研究内容と達成度
①についての内容
　二次救急への「緊急搬送」というイベントは，地域医療の質をよくサロゲートしていると考えられている．したがっ
て，これを必要最低限にし，患者と家族，急性期に関わる医療者の負担を軽減するシステムがいま，求められている．
　本研究では二次救急を担当する急性期病院に緊急搬送され，入院に至らなかった二次救急ハイリスク患者を対象と
する．そして，在宅支援開始後「30 日以内の再搬送」をプライマリー・エンドポイントに，完全非公開型医療介護
専用 SNS を用いた「遠隔在宅支援システム」の有用性を探索する．本研究の出口は，本研究で有用性が探索された「遠
隔在宅支援システム」のガイドライン収載と二次救急ハイリスク患者における医療費削減のための償還制度を提言す
ることである．
研究目的：

埼玉医科大学病院救急センター（EC）に搬送される高齢者の数は年々増加傾向にある．平成 29 年，当 EC への救
急搬送数（夜間帯除く）は 4,289 人がカウントされ，うち 65 歳以上は 2,017 人（全体の 47%），75 歳以上は 1,260
人（全体の 30％）と算出された．そして，EC に搬送された 65 歳以上の 49％が，75 歳以上では 47％が入院に至らず，
その日のうちに帰宅している．

埼玉医科大学病院救急センター（EC）では緊急搬送されるも入院に至らず，搬送当日に帰宅する患者に対しては
緩和ケアチームが介入，在宅医療をコーディネートして緊急再受診の予防を行っている．本研究では緩和ケアチーム
が介入した緊急再受診のハイリスク患者を，完全非公開型医療介護専用 SNS（MedicalCareStation）を利用して在宅
支援を行う患者群（SNS 群）と SNS を利用しないで在宅支援を行う患者群（非 SNS 群）に無作為化して比較し完全
非公開型医療介護専用 SNS の有効性を探索する．

本研究のデザインは完全非公開型医療介護専用 SNS の実行可能性を調査する無作為化比較試験（feasibility-RCT）
であり，SNS 群と非 SNS（コントロール）群の「在宅介入後 30 日の緊急搬送（率）」（プライマリー・エンドポイン
ト）が明らかにされる．また，両群の「在宅介入後 90 日の緊急搬送（率）」「在宅介入後 90 日間の医療費（平均）」「在
宅介入後 90 日の日常活動量 ADL（平均）」（セカンダリー・エンドポイント）を算出して，緊急搬送ハイリスク患者
に対する完全非公開型医療介護専用 SNS の有用性を探索する．そして，本研究において緩和ケアチームが介入した
患者群（SNS 群＋非 SNS 群）と緩和ケアチーム介入以前の緊急再受診率を propensity score を用いて比較し，遠隔
在宅システム自体の有用性も探索する．
サンプル数の設定根拠：

プライマリー・エンドポイントである「在宅介入後 30 日の緊急再搬送（率）」について，先行研究より介入群の
推定値を 65%，対照群の推定値を 35% とし，主要な解析であるカイ二乗検定（両側検定）の有意水準を両側 5%，
検出力を 80% とした場合，必要な症例数は両群で 86 例（片群 43 例）となり，若干の脱落例を考慮して，目標症例
数を両群で 90 例（片群 45 例）と設定した．
①の達成度について

・本無作為化比較試験のための IDMC（独立データモニタリング委員会）およびデータセンター準備中．
・データセンターの設置は，緩和ケアの多施設共同試験で国際的に評価の高いオーストラリアの臨床研究グルー

PaCCSC（Palliative　Care Clinical StudiesCollaborative,http://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/97/
Default.aspx）とノウハウを共有している研究支援組織 JORTC （http://www.jortc.jp/）に依頼する．

・試験プロトコールの完成と完全非公開型医療介護専用 SNS を選択．
・EDC （Electric Data Capture: 電子的臨床情報収集）システムの構築中．
・埼玉医科大学倫理審査委員会（IRB）に本試験のプロトコール審査を申請準備中．

②についての内容
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がん対策推進基本計画の全体目標の 1 つは「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」
である．そのためには，患者の苦痛に対して適切な薬物療法を行う必要があるが，実地医療において緩和治療薬の適
正な使用は未だ進んでいない．この最も大きい理由の一つとして，緩和医療に関するガイドラインや教育において，
明確なエビデンスに基づいた治療プロトコールが示されていないことがある．したがって，有効な緩和治療を明確に
し，そのエビデンスを創出することが緩和医療領域における最重要課題となっている．痛みは多くのがん患者が経験
する症状であり，特に神経障害性疼痛（以下，NP）は難治性で質の高い明確なエビデンスのある薬剤がない現状がある．
特にがん性の NP に対しては，エビデンスに乏しかった（ガバペンチン誘導体使用後の研究は皆無であった）ため，
我々は 2012 年，デュロキセチン（以下，DLX）の効果の可能性を報告した（Matsuoka et al Anticancer Research 
2012）．本研究論文は，Pain Management Online において 2012 年のアクセス数で疼痛部門世界第 1 位を記録して
おり，疼痛を専門とする臨床家の注目する観察研究であることが示唆された．そこで，2013 年度には笹川記念保健
協力財団のホスピス緩和ケアに関する研究助成を得て，本先行研究を探索的研究と位置づけ，がん患者の NP に対す
る DLX の効果を検証するために，ガバペンチン誘導体の不応例・不耐例に対する「無作為化二重盲検プラセボ対照
比較試験」（シェーマ 1）を企画した．本試験のデータ・センター，プロトコール審査委員会，独立データモニタリ
ング委員会の設置は，厚生労働省「第 3 次対がん総合戦略研究事業」において緩和ケア臨床試験のために整備され，
現在オーストラリアの多施設共同研究グループ PaCCSC（Palliative Care）とノウハウ共有を行っている研究支援組織
JORTC（NPO 法人日本がん研究・治療機構 http://www.jortc.jp/）と協働して進めた．さらに，2014 年には文部科
学科研費：若手研究（B）を得てプロトコールを作成し，同じく 2014 年分担研究者として厚生労働科学研究費補助
金（がん臨床研究事業）の助成を得て，本研究のプロトコールは 2015 年 2 月，第 3 者機関である JORTC のプロトコー
ル審査委員会の承認を得た．そして，主任研究者の所属機関である近畿大学付属病院の倫理委員会を同年 5 月に通過，
2015 年 7 月より登録が開始された．
②の達成度について

このセカンドライン試験は 2017 年 11 月末に症例集積を終了し，2018 年 3 月までにデータセンターでのデータ
固定，解析を終了し，主要な結果は，2018 年度の米国腫瘍学会（ASCO），緩和医療学会総会で発表し（緩和医療学
会では最優秀演題賞に選出），2019 年 7 月に JPSM に掲載された（Matsuoka et al. JPSM 2019）．本研究の主要評価
項目は，Day10 における疼痛 NRS の平均値であり，主たる解析は t 検定で，CC（Complete Case）解析を主たる結
果とし，結果の安定性を確認するための感度解析として，BOCF（Baseline Observation Carried Forward）解析を実
施した．Day10 における疼痛 NRS は，（1）CC 解析でデュロキセチン群（以下，D 群）平均 4.03，プラセボ群（以
下，P 群）平均 4.88 （p=0.053），（2）BOCF 解析で D 群 4.06，P 群 4.91（p=0.048）であった．疼痛研究の際のエ
ンドポイント決定の推奨方法（Pain 2009）にも記載されており，疼痛研究で重要とされる 30％，50％減少患者の
割合は，それぞれ D 群 44.1％，P 群 18.2％（30％以上改善率，p=0.022），D 群 32.4％，P 群 3.0％（50％以上改
善率，p=0.002）であった．①主解析においては D 群の優位性が示され，感度解析や副次的解析においては統計的有
意差を認めていること，②デュロキセチンの Number Needed to Treat（NNT）は 3.4（50％以上改善）であったこ
と（一般的な鎮痛補助薬の NNT は 6-7 台である），③セカンドライン試験であり，治療前 NRS が 5.6 と，先行研究（治
療前 NRS=7.0）と比較して，より NRS が低下しにくい環境下での研究であったこと，④設定用量（先行研究結果か
ら決定した用量である 20-40 ㎎ / 日）が，海外標準用量（60 ㎎ / 日）より少ないため，60 ㎎ / 日では，より効果
がある可能性があること，⑤先行研究では，ガバペンチンの用量が 1800 ㎎（プレガバリンで 300 ㎎相当）まで増
量できた患者は 70％と高率であったが，多くの緩和ケアの対象患者では，有効性のエビデンスのあるプレガバリン
300 ㎎への増量は難しいことが豪州，日本の研究結果から示されていること（BMJ Palliative Supportive Care 2017，
JJCO 2019），⑥ 2015 年の The Lancet Neurology のシステマティック・レビューによると，NNT はデュロキセチン
がガバペンチノイド（プレガバリン，ガバペンチン）よりも優れていたことから，本試験の結果は臨床的にファー
スト・ライン試験の根拠になると班会議で結論付けられた．この間，研究代表者は Palliative Care Clinical Studies 
Collaborative（PaCCSC）に留学し（University of Technology Sydney （UTS）所属），留学中に豪州各地でセカンドラ
イン試験の結果公表と，ファーストライン試験への協力を呼び掛けるため，2018 年 7 月世界ホスピス緩和ケア学会，
11 月豪州臨床腫瘍学会（COSA）等での発表をしながら日豪を往復し同時にファーストライン試験のプロトコール
作成を開始した．まずは，ファーストライン試験のコンセプト作成を行い，2017 年 11 月 18 日には，オーストラ
リアの主要な研究者（リサーチナース，事務局なども含めて）を東京に招き，Australia-Japan Palliative Care Trials 
Project の一貫として，試験デザインおよびプロトコールコンセプトについての討論を日豪両研究者間で行い，今後，
問題となり得る点の抽出を行った．この際，ファーストライン試験で使用する両薬剤の標準用量や増量方法に関して，
日豪間の研究者間の認識に違いがあることが判明したため，日本緩和医療学会専門医に向けてのアンケート調査を行
い，論文化した（Matsuoka et al. JJCO 2019）．本会議での修正点を踏まえ，2018 年 2 月 27 日の 9th PaCCSC 年次
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集会で再度コンセプトを発表し，今後は日豪研究者間での共同プロトコール作成（英語），プロトコール確定後，倫
理審査に入っていくことを PaCCSC と確認した．さらに PaCCSC のプロトコールデザインを模倣する形を基本形とす
るため，Real World との差異を調査し，ASCO Palliative and Supportive Care in Oncology Symposium で発表し論文
化した（Matsuoka et al. JPSM 2019）．また，2018 年 10 月癌治療学会総会でシンポジストとして口演し，国内の
がん治療医にも緩和ケアの臨床試験について広く周知した．ファーストライン試験のプロトコールが完成し，2018
年 11 月，PaCCSC（UTS）内で本国際共同研究が正式承認され，2019 年 3 月 14 日には，10th PaCCSC 年次集会で
試験デザインの共有を行い，代表研究者は本研究を行うため 2022 年までの 3 年間の Adjunct Fellow として継続登
録された．また，本研究の豪州 Funds への応募を①シドニー大学の Katherine Clark 教授，② UTS の Jane Phillips 教
授が行った．2018 年 12 月末に帰国し，2019 年 2 月に認定倫理委員会にプロトコールを提出した．プロトコール
は 5 月 30 日に認定倫理委員会を通過し，各施設長承認待ちの段階であり，来月には症例登録が開始される見込みで
進めている．令和元年度には，セカンドライン試験の主要な結果が，2019 年 7 月に JPSM に掲載された．さらに副
論文を執筆し，現在投稿中である（Under Review）．ファーストライン試験のプロトコールの内容は来年度の国際学
会発表に向けて準備中である．また論文化も行う予定である．
③についての研究内容

ロシア国立医学放射線研究センター（National Medical Radiation Research enter: NMRRC）と埼玉医大病院医療連
携協定を 2018 年 10 月 10 日に NMRRC 理事長のアンドレイ・カプリン教授と埼玉医科大学病院長の織田弘美病院
長の間で医療連携協定の調印式を開催．当該施設間で医療連携する内容は以下の通り．

1．ロシア - 日本間で利用するプラットフォーム（遠隔診療システム）の構築
　ロシア - 日本間のプラットフォームを使用して実施すること
2．ロシア症例に対するテレ・カンファレンスの開催
3．内科・放射線・病理診断など，日本⇒ロシアへのセカンド・オピニオンの提供 
　ロシア - 日本間の人的交流により行うこと
4．ロシア - 日本共同臨床研究の開始
5．ロシア - 日本国際シンポジウムの開催
6．ロシア研究生の受け入れ

③についての達成度
　本年度の達成状況として，ロシア側の代表を日本に招いて埼玉医大病院内での調印式を行った．現状では，ロシア
側とのやりとりとしてプラットホームの作成を行いがなら，症例に対するテレカンファレンスなどの情報のやりとり
を行うことが出来ている．次年度に向けて，より一層の情報の共有を進めながら研究を行う予定である．
3-4．自己評価と次年度計画

文部科学省科研費（基盤 B）を獲得，無作為化比較試験の準備を開始した．そして，AMED 委託事業として，緩和
治療の第 3 相試験を指導して完遂することができた．また，産学連携により活動量計の開発研究を進め，ロシアと
の共同研究契約を締結できたので，平成 30 年度は目標以上の研究成果を報告することができた．次年度はそれぞれ
を同じ体制で継続し，さらに成果を上げることが期待できる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
多職種により構成された緩和ケアチーム（医師，看護師，薬剤師，管理栄養士，理学療法士）を設置，入院患者さ

んの疼痛緩和や，退院時に向けた在宅環境調整，患者さんの治療方針の決定を支援する為の ACP（人生会議）支援
などを中心とした診療を行なっている．

また，文科省科研費（基盤 B）を獲得しており，在宅緩和ケアの臨床試験（RCT）を実施している．そして，緩和
ケアの臨床講義を担当し，来年度からは医学生，研修医の受け入れを開始する予定．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本リンパ浮腫学会　学術委員会委員長　
　日本リンパ浮腫学会　ガイドライン委員会副委員長
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　第 5 回 日本キャンサーフォーラム（国立がん研究センター中央病院） 実行責任者
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Matsuda Y, Morita T, Miyaji T, Ogawa T, Kato K, Kawaguchi T, Tokoro A, Iwase S, Yamaguchi T, Inoue Y
Morphine for Refractory Dyspnea in Interstitial Lung Disease: A Phase I Study （JORTC-PAL 05）
J Palliat Med. 2018 Aug 21. doi: 10.1089/jpm.2018.0272

② Hamaguchi R, Tsuchiya T, Miyata G, Sato T, Takahashi K, Ariyoshi K, Oyamada S, Iwase S
Efficacy of oral administration of cystine and theanine in patients with colorectal cancer undergoing 
capecitabine-based adjuvant chemotherapy after surgery: study protocol for a multi-institutional, randomised, 
double-blinded, placebo-controlled, phase II trial.
BMJ Open. 2018 Jul 19;8（7）:e021442. doi: 10.1136

③ Daisuke Ishiyama, Minoru Yamada, Naohito Nishio, Atsushi Shinohara, Junya Kinkawa, Koji Teruya　,Yuko 
Matsunaga, Kazuhiko Matsushita
Factors associated with low physical performance among older inpatients
Journal of Clinical Gerontology & Geriatrics 2018;9（1）:13-19.

④日本緩和医療学会総会シンポジウム
　「がんロコモ」基調講演　

【総数：論文 3 件　学会発表 1 件】
［寄稿］
① Barthel Index を用いた ADL 評価と残存機能を生かす個別機能訓練プログラムの実際

金川潤也　大久保亮
通所サービス＆マネージメント   Vol16（No1） 35-38   2018 年 5 月

②自宅での生活動作と役割を想定した目標設定・個別機能訓練の進め方
金川潤也　大久保亮
通所サービス＆マネージメント   Vol16（No1） 31-34   2018 年 5 月

【総数：寄稿 2 件】
6-2．獲得研究費

①課題名：遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究 - 無作為化比較試験
　研究代表者　岩瀬　哲
②平成 30 年度　笹川記念保健財団：ホスピス緩和ケアに関する研究助成
　課題名：がん患者の筋筋膜性疼痛に対する電気治療における効果を調べる多施設共同研究
　研究代表者　金川潤也　
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
（緩和医療科主催）
① 7 月 25 日　毛呂山死生学研究会　倫理セミナー　
　「自殺事故予防　多職種による患者包括的支援と医療者ケア」　講師：埼玉医科大学病院救急センター・中毒セン

ター　客員講師　高井　美智子　先生
　（金川潤也）
② 3 月 3 日　「栄養と運動」に関するイベント　
　講師：金川潤也　主催：キャンサーペアレンツ　協賛：株式会社クリニコ

7．自己点検・評価
当診療科については，2017 年 10 月より基本学科として診療と研究，教育を行っており，多職種協働でのチーム

コンサルテーションについては 2018 年 4 月より診療体制を整えた．救急科などの他の診療科との協力体制が整う
中で，外来患者ついては順調にその数が増加傾向にある．また病院内でのチームコンサルテーションにおいては，各
診療科へ認知されるようになり，依頼件数は増加傾向にある．
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研究における活動については，獲得した科研費をベースに研究出口に向けて体制を維持していきたい．教育につい
ては次年度より大学院教育がはじまるに至った．大学院生の指導，そして，専攻医の指導を充実させていきたい．
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1．32）臨床検査医学（中央検査部）

1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：検査医学，輸血医学，造

　　　　　　　　　　　　   血幹細胞移植：博士
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）：準教授：教育主任：検査医学，超音波診断学，肝臓内科学：博士
清水正雄（SHIMIZU, Masao）：講師（兼担）

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：
　医学部 3 年生の「診療の基本」の講義では，臨床医学の授業の導入の役割として，血液・凝固，化学・免疫血清，尿・
便，細菌・遺伝子，輸血，超音波検査について概略を説明する．系統講義「血液」の中で造血の仕組みについて解説
を行う．
　医学部 5 年生の BSL では採血手順を学生同士で実践していただく．臨床検査の検体の種類，取り扱いの注意点，
について理解してもらう．代表的な検査方法の理論・機序を理解する．また臨床で重要なパニック値を理解してもらう．
　各検査室で検査手技を実践してもらう．血液検査では末梢血塗抹標本の作成・顕微鏡観察，出血時間測定．細菌検
査では Gram 染色と細菌標本の顕微鏡観察．輸血では血液型，交差適合試験，製剤の品質と輸血トリガー．生理機能
検査では心電図，呼吸機能，超音波検査など学生同士で体験してもらい，検査法の理解と共に検査を受ける患者の立
場を実感していただく．
　保健医療学部生の臨地実習では大学病院の現場で検査業務を体験していただき，教科書で得た知識を深めてもらう．
臨床検査を実践的に体験し，手技やデータの解釈を指導し，臨床側とのコミュニケーションなど職場の雰囲気も感じ
てもらう．患者検体を扱い，正常値と異常値の違いを体験してもらう．
②卒後教育：
　研修医に超音波検査（主として腹部）を約 1 カ月間教育する．希望者には細菌検査の研修も行う．
　若手医師を対象に腹部超音波，心臓超音波検査のハンズオンセミナーを行う．
　歯科口腔外科医師を対象に，口腔内エコー検査，頸部臓器エコー検査のハンズオンセミナーを開催する．
③大学院教育：
　医学部に対して検査医学に特化したテーマを掲げ募集する．連携施設の女子栄養大学修士大学院生に臨床血液学の
6 コマを使って，検査部内の紹介および造血幹細胞移植治療について講義を行う．大学院生の希望があれば検査部の
現場でいくつかの検査を体験していただく．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：

医学部 3 年生：診療の基本は池淵，森吉，岡田が，血液内科系統講義は池淵が担当．
医学部 5 年生：BSL は採血・導入と製剤紹介と輸血トリガーについて岡田が，血液検査を佐々木，超音波検査を森吉，

心電図・呼吸機能検査を仲野，細菌検査を舘，輸血検査を山田が担当する．
保健医療学部 4 年生の臨地実習は武内技師長の監督のもと検査室で検査技師スタッフが実習指導を行う．

②卒後教育：研修医の超音波検査の研修は森吉，ハンズオンセミナーは武内，諸貫技師が担当する．
③大学院教育：女子栄養大学は池淵が担当する．
2-3．達成度
①卒前教育：医学部 3 年生の診療の基本の 5 回講義は，初めて臨床知識を伝えられる機会であるため，できるだけ

分かりやすい内容に心がけている．学生からの評価は平均的だととらえている．
　医学部 5 年生の BSL は学生自身が採血体験の少ない段階で回っているため，良い実践経験ができているようである．
生理機能検査実習は医学生が実際に被験者になり，検査の再現性，実施の困難性などを体験できている．腹部超音波
検査で実際に臓器がどのように存在し，探触子の方向によって異なった画像が得られること，心電図の端子の付け間
違いで波形が違ってくること，呼吸機能検査での患者努力が大変であること，などが体験でき，学生の評価は高かった．
細菌実習は喀痰検体の良し悪し，検体保管によってデータが異なってくることを理解してもらった．実地で Gram 染
色や染色標本の顕微鏡観察を指導し，色々な細菌や真菌を目でみて記憶に残してもらった．輸血検査では，生命に重
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篤な副作用を惹起する可能性の高い輸血の準備のための検査であることと位置付け，慎重にトレーニングできている．
　医療学部の実習では，普段の教室で教科書とデモ検体を用いた実習では経験できないような，病院内の検査業務の
スケールと緊急度，大量の検体処理，異常検体，異常値，迅速な報告体制，など病院業務を経験してもらえたようだ．
②卒後教育：研修医の希望・診療科からの依頼に応じて，研修医・若手医師の実技トレーニングに協力できている．
③大学院教育：今年度は女子栄養大学修士大学院生の希望者が出なかったが引き続き募集予定である．
2-4．自己評価と次年度計画
　中央検査部では医学部 5 年生の BSL は検査の重要性を学習するよい機会と考え，力を入れている．特に生理機能
検査は検査を学生同士でお互いに体験でき，学生の満足度は高い．ただし，他の診療科のように患者と触れ合う，手
術を見学するという患者との接点が乏しいため，時に評価が低いことがある．BSL の最終日に学生からコメントを聞
き，次年度の改善を図っている．
　超音波検査のハンズオンセミナーは評価が高く継続する予定である．

3．研究
3-1．目的・研究
　臨床検査医学講座として，新しい診断法の開発に努める．また異常データを呈する臨床検体の解析を行う．新規試
薬の導入に向け検討を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①超音波診断法の開発（森吉，武内，諸貫，九谷）
②遺伝子診断法の開発（池淵，松岡）（ゲノム医学研究センターの片桐教授と先天性異所性骨形成疾患 FOP 遺伝子

解析について共同研究）
③自動血液算定装置の改良（池淵，高瀬）
④細菌の遺伝子解析（河村）（感染症内科の前崎先生，微生物学の前田先生と共同研究）
3-3．研究内容と達成度

①超音波診断法の開発：皮下腫瘤の超音波検査結果をまとめ，エコーパターンから診断に寄与できる可能性につい
て検討を続けている．リンパ節由来と診断できない表在性病変としてみられた悪性リンパ腫の超音波検査所見に
ついてまとめ，学会で発表を継続している．

②遺伝子診断法の開発：先天性異所性骨形成疾患（FOP）の遺伝子変異はゲノム医学センター・小児科・整形外科
とチームを構成し，全国の施設から依頼があれば検体搬送を受けて検査をする体制が構築できた．また 1 塩基
変異の種類と疾患病態との対応を検討し始めた．

③自動血液算定装置の改良：自動で塗抹標本を作成する段階で破壊される細胞が目立つことから，塗抹条件を改善
するよう基礎検討をしている．

④細菌の遺伝子解析：臨床株から抗菌剤体制機序を解析する
3-4．自己評価と次年度計画
　日常検査の中から問題を設定して解析を行い，論文として発表することを目指している．

①超音波診断法ではエコー所見と病理組織診断とを合体して検討する．同じ方法で皮下腫瘤，悪性リンパ腫，その
他の疾患を調査継続する．

②遺伝子診断法は FOP については一挙に 1 塩基変異をすべて検出できる PCR システムを構築できた．論文発表予
定である．

③自動血液算定装置は特に好酸球の破壊が目立つため，他の血球と好酸球との生物学的特徴の違いから，塗抹条件
の洗練化を図る予定である．

④細菌検査も日常検査として行うだけでなく，感染症の抗原検査・抗体検査との相関を調べたり薬剤耐性菌情報を
まとめたりして学会発表できた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　検査試薬と検査機器の変更にあたり，十分な基礎検討ができ，問題なく変更に進めた．
　臨床側からの検査項目追加希望には検査部として対応できる範囲では迅速に対応した．
　重篤な状態を示す検査値―パニック値をより確実に臨床側に伝達するための体制を構築した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無　
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　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（池淵）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
　日本輸血・細胞治療学会査読委員（池淵）
　埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
　日本臨床検査医学会査読委員（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
　埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人（池淵）
　埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）
　女子栄養大学非常勤講師（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）

論文
①岡田義昭，山田　攻，鈴木雅之，内野富美子，山麻衣子，加藤由佳，本田優未，池淵研二 ：交通外傷による敗血

症から汎血球凝集反応を呈した 1 症例．日本輸血細胞治療学会誌　65（3）:595-599,2019
②大川真利子，内田弘之，田地功忠，小林清子，安田政実，金子公一，池淵研二，海老原康博 ：非特異的複合体形

成の関与により血清 SCCA の高値を示した胸腺腫の 1 症例．臨床病理 66（9）:1-6，2018
③ Ashikawa S, Tarumoto N, Imai K, Sakai J, Kodana M, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake K, Maesaki 

S, Maeda T: Rapid identification of pathogens from positive blood culture bottles with the MinION nanopore 
sequencer. J Med Microbiol 65（11）:1589-1595,2018

④ Onishi H, Ishida M, Takahashi T, Taji Y, Ikebuchi  K, Furuya D, Uchida N, Akechi T: Wernicke encephalopathy 
without delirium that appeared as agitation in a patient with lung cancer. Palliat Support Care :1-3,2018

学会発表
⑤北川裕太朗，神戸孝裕，柿沼智史，南雲涼太，濱本隆明，神山清志，津田聡一郎：SNS を使用した症例検討会の

動画配信について．第 67 回日本医学検査学会
⑥深田　愛，中別府奈穂子，加藤由佳，松岡　優，武内信一，森吉美穂，池淵研二：扁平上皮癌関連抗原（SCC）

測定試薬の基礎的検討．第 55 回関甲信支部・首都圏支部医学検査学会
⑦三枝祐希，池淵研二，森吉美穂，武内信一，諸貫孝久，仲野　浩，岡野こずえ，宗像真未：心電図・心臓超音波

検査パニック値（像）報告後の経過の検討．第 46 回埼玉県医学検査学会
⑧本田優未，山麻衣子，加藤由佳，鈴木雅之，内野富美子，山田　攻，池淵研二，岡田義昭：抗 BI 特異性を示し

た低温反応性自己抗体の 1 例．第 46 回埼玉県医学検査学会
⑨鈴木雅之，本田優未，山麻衣子，加藤由佳，玉栄健次，内野富美子，山田　攻，池淵研二，岡田義昭：

Daratumumab 投与患者の 1 例．第 66 回日本輸血・細胞治療学会総会
⑩北川裕太朗：学会企画Ⅵ「見て」R-CPC．第 46 回埼玉県医学検査学会
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　少人数の基本学科ではあるが，臨床検査と超音波検査を実施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献でき
ていると考える．研修医および若手医師の技量向上のためハンズオンエコー検査研修を継続して取り組めている．ま
た検査技師さんを指導して研究支援，学会発表を推進し，時に学術論文として発表できている．
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1．33）中央病理診断部

1．構成員
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：教授： 運営責任者：教育主任・研究副主任：代表指導教員（大学院）：神経病理学：
　　　　　　　　　　　　　  博士
山田健人（YAMADA, Taketo）：教授：研究主任：腫瘍病理学：博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）：准教授（神経内科兼担）：神経病理学：博士
市村隆也（ICHIMURA, Takaya）：講師：外科病理学：博士
金　玲（JIN, Ling）：助教：外科病理学：博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：教授（保健医療学部兼担）：血液病理学：博士
小森隆司（KOMORI, Takashi）：客員教授（東京都立神経病院）：神経病理学：博士
塩田　敬（SHIODA, Kei）：非常勤講師：神経病理学：博士
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）：非常勤講師（保健医療学部）：循環器病理学：博士
島田哲也（SHIMADA, Tetsuya）：非常勤講師（国立埼玉病院科長）：外科病理学
李　治平（JIHEI, Ri）：非常勤講師（さいたま赤十字病院・病理診断科）：博士
本間　琢（HOMMA, Taku）：客員講師（日本大学医学部）：神経病理学：博士
金野美年子（KINNO, Mineko） ：臨床検査技師：細胞検査士
土居美枝子（DOI, Mieko）：臨床検査技師：細胞検査士
瀬山幸子（SEYAMA, Sachiko）：臨床検査技師：細胞検査士
政岡秀彦（MASAOKA, Hidehiko）：臨床検査技師：細胞検査士
宮崎洋美（MIYAZAKI, Hiromi）：臨床検査技師：臨床細胞遺伝学認定士指導士
本間富夫（HOMMA, Tomio）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
永井俊典（NAGAI, Toshinori）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
稲田博輝（INADA, Hiroki）：実験助手：臨床検査技師，病理学兼担，細胞検査士
福島雅人（FUKUSHIMA, Masato）：臨床検査技師
本木麻莉菜（MOTOKI, Marina）：臨床検査技師
早坂　楓（HAYASAKA, Kaede）：臨床検査技師
周東真代（SHUTO, Masayo）：講師（保健医療学部兼担）：博士
須賀晶子（SUGA, Akiko）：事務員 

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

人体の正常構造や機能に関する知識を基礎 . に，様々な疾病の原因，形成機序，形態学的特徴，転帰などについて
教育する．

病理学総論：臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ち・分類と病理形態学について教育する．
臓器別病理各論講義：それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する．
CPC 実習：病変の肉眼所見，組織所見の基礎を身に付け，疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める．
2-2．教育内容（担当者）

〈2 年生〉「病理総論」ユニット：講義 28 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センター病理診断科及び総合
医療センター病理部教員）

〈3 年生〉「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：呼吸器 2 時間（清水禎），循環器 3 時間（清水禎，百瀬，増田），消
化器 6 時間（伴，永田），血液 1 時間（田丸），腎・泌尿器 2 時間（増田），生殖器 2 時間（安田），内分泌・代謝
1 時間（菊地），医学英語 2 時間（佐々木），診療の基本 1 時間（茅野）

〈4 年生〉「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：神経 4 時間（佐々木，塩田，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野），
皮膚・運動器 2 時間（藤野，新井），免疫 1 時間（新井），母体・胎児・新生児 1 時間（塩田），臨床推論実習 CPC
実習剖検例の症例解析 5 日間（教員全員）

〈5 年生〉BSL　隔週（分担，教員全員）計 16 回 / 年
〈6 年生〉医療総論 1 時間（茅野）
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〈研修医〉Clinico Pathological Conference（CPC）年 11 回（分担，教員全員）
2-3．達成度

病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，病理学の講義・実習時間数は減少しているが，バー
チャルスライドを導入し，2 年生の病理総論は効率のよい講義と実習がほぼ実施できている．平成 22 年度からは従
来のパワーポイントから脱却し，平成 30 年度より ｢ 標準病理学 第五版・医学書院 ｣・｢ 法医学・福島弘文編・南山
堂 ｣ を指定教科書とした．また，4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では，学生をスモールグループに分け， 各グループに対
して一人の教員がきめ細かく指導にあたった． 5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病
理部で主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり，各班あたり 1.5 日間と短いが，基礎医学的知識と臨
床的知識の統合的整理に有用と考えられ，満足度の高いものとなっている．研修医を主な対象とした学内 CPC も年 
11 回行われ，卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画

医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，学生の理解の補助とした．実習では，終
了時に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い，学生の理解度の把握に努めた．4 年生臨床推論ＣＰＣ実習
では学生をスモールグループに分け，各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたっている．また，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 11 回開催し，卒後教育にも貢献している．次年度もより専門性が
高く，充実度の高いものとする予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床材料を用いて外科病理診断に役立つテーマを主体として取り組んでいる．『神経病理学』『腫瘍病理学』『血液
病理学』が大きな柱となっている．神経病理では電顕検索と FISH 検索，血液病理では FISH 検索が頻回に行われている．
腫瘍病理では，がん細胞の増殖・浸潤・転移の分子基盤の解明からトランスレーショナル研究を経て，新規分子標的
療法の開発から臨床研究まで行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　神経・腫瘍・造血器の病理学的・分子生物学的研究 
3-3．研究内容と達成度
　各分野とも多方面にわたる病理学的研究を展開しており，業績にみる如く，成果をあげている．研究費補助金も取
得している．
3-4．自己評価と次年度計画
　15 編の英文論文，著書，16 件の学会発表を含む成果があり，活発な研究がなされたものと考えられる．次年度は
さらなる上積みを期している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
約 8,600 件の外科病理診断，約 11,000 件の細胞診，40 例（院内 34 例：院外 6 例） の病理解剖を行い，臨床各科

とのカンファレンスを行なっているなど，十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられ
る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

Neuropathology : 編集委員査読　佐々木惇
Pathology International: 常任刊行委員　佐々木惇，編集委員査読　山田健人
BRAIN and NERVE : 査読　佐々木惇
Brain Tumor Pathology ：編集委員査読　佐々木惇
Japanese Journal Clinical Oncology：編集委員査読　山田健人
Obstetrics & Gynecology International：査読　山田健人
Cancer Letter：査読　山田健人
Cancers：査読　山田健人
Cells：査読　山田健人
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European Journal of Pharmacology：査読　山田健人
Frontiers of Medicine：査読　山田健人
Molecular and Cellular Endocrinology：査読　山田健人
Scientific Report：査読　山田健人
Bentham Science Publishers eBook：査読　山田健人
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読　茅野秀一，佐々木惇
Journal of Neuro-oncology：5 回　石澤圭介
Journal of Pediatric Neurology：1 回　石澤圭介
World Journal of Surgical Oncology: 2 回　石澤圭介
Central Nervous System Agents in Medical Chemistry: 1 回　石澤圭介
Journal of Neurosciences in Rural Practice: 1 回　石澤圭介
Neurology and Neurosurgery: 1 回　石澤圭介
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木惇
日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木惇
日本神経病理学会理事・将来計画委員会委員長・学会員選考委員：佐々木惇
日本脳腫瘍病理学会常任理事・学術委員長：佐々木惇
日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野秀一
認定臨床研究審査委員会副委員長：山田健人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書　

① Hirose T, Nobusawa, Sugiyama K, Amatya VJ, Fujimoto N, Sasaki A, Mikami Y, Kakita A, Tanaka S, Yokoo 
H. Astroblastoma: a distinct tumor entity characterized by alterations of the X chromosome and MN1 
rearrangement. Brain Pathol 28; 684-694, 2018.

② Shirahata M, Ono T, Stichel D, Schrimpf D, Reuss DE, Sahm F, Koelsche C, Wefers A, Reinhardt A, Huang K, 
Sievers P, Shimizu H, Nanjo H, Kobayashi Y, Miyake Y, Suzuki T, Adachi JI, Mishima K, Sasaki A, Nishikawa R, 
Bewerunge-Hudler M, Ryzhova M, Absalyamova O, Golanov A, Sinn P, Platten M, Jungk C, Winkler F, Wick A, 
Hänggi D, Unterberg A, Pfister SM, Jones DTW, van den Bent M, Hegi M, French P, Baumert BG, Stupp R, Gorlia T, 
Weller M, Capper D, Korshunov A, Herold-Mende C, Wick W, Louis DN, von Deimling A. Novel, improved grading 
system（s） for IDH-mutant astrocytic gliomas. Acta Neuropathol. 136:153-166，2018.

③ Fukuoka K, Kanemura Y, Shofuda T, Fukushima S, Yamashita S, Narushima D, Kato M, Honda-Kitahara M, 
Ichikawa H, Kohno T, Sasaki A, Hirato J, Hirose T, Komori T, Satomi K, Yoshida A, Yamasaki K, Nakano Y, 
Takada A, Nakamura T, Takami H, Matsushita Y, Suzuki T, Nakamura H, Makino K, Sonoda Y, Saito R, Tominaga 
T, Matsusaka Y, Kobayashi K, Nagane M, Furuta T, Nakada M, Narita Y, Hirose Y, Ohba S, Wada A, Shimizu 
K, Kurozumi K, Date I, Fukai J, Miyairi Y, Kagawa N, Kawamura A, Yoshida M, Nishida N, Wataya T, Yamaoka 
M, Tsuyuguchi N, Uda T, Takahashi M, Nakano Y, Akai T, Izumoto S, Nonaka M, Yoshifuji K, Kodama Y, Mano 
M, Ozawa T, Ramaswamy V, Taylor MD, Ushijima T, Shibui S, Yamasaki M, Arai H, Sakamoto H, Nishikawa R, 
Ichimura K; Japan Pediatric Molecular Neuro-Oncology Group （JPMNG）. Significance of molecular classification 
of ependymomas: C11orf95-RELA fusion-negative supratentorial ependymomas are a heterogeneous group of 
tumors. Acta Neuropathol Commun. 6:2018 Dec 4;6（1）:134.

④ Okamoto T, Yamazaki H, Hatano R, Yamada T, Kaneko Y, Xu WC, Dang NH,  Morimoto C, Ohnuma K. Targeting 
CD26 suppresses proliferation of malignant mesothelioma cell via downmodulation of ubiquitin-specific protease 
22.

　　Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 504（2）:491-498.
⑤ Nishida H, Hayashi M, Morimoto C, Sakamoto M, Yamada T. CD26 is a potential therapeutic target by humanized 

monoclonal antibody　for the treatment of multiple myeloma. Blood Cancer Journal 8:99, 2018  
⑥ Shirakawa J, Togashi Y, Tajima K, Okuyama T, Kyohara M, Tanaka Y, Saisho Y, Yamada T, Shibue K, Kulkarni 

RN, Terauchi Y.  Signaling between pancreatic ・-cells and macrophages via S100 calcium-binding protein A8 
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exacerbates ・-cell apoptosis and islet inflammation. Inoue H. The Journal of Biological Chemistry 293:5934-
5946./2018  doi: 10.1074/jbc.M117.809228 

⑦ Okayama M, Kitabatake S, Sato M, Fujimori K, Ichikawa D, Matsushita M, Suto Y, Iwasaki G, Yamada T, Kiuchi 
F, Hirao M, Kunieda H,Osada M, Okamoto S, Hattori Y. A novel derivative （GTN024） from a natural product, 
komaroviquinone, induced the apoptosis of high-risk myeloma cells via reactive oxygen production and ER 
stress. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 505（3）:787-793.

⑧ Hatano R, Ohnuma K, Yamada T, Okamoto T, Komiya E, Otsuka H,Itoh T, Yamazaki H, Iwao N, Kaneko Y, Dang 
NH, Morimoto C. The Use of the Humanized Anti-CD26 Monoclonal Antibody YS110A as a Novel Targeted 
Therapy for Refractory Cancers and Immune Disorders. Advances in Medicine and Biology, Nova Science 
Publishers, 2018 年 , Volume 129, Chapter 1 pp1-45, Ed. Leon V. Berhardt

⑨ An autopsy report of three kindred in a Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease P105L family with a special 
reference to prion protein, tau, and beta-amyloid.

　Brain Behav. 2018 Oct;8（10）:e01117. doi: 10.1002/brb3.1117. Epub 2018 Sep 21.
⑩Ishizawa K, Mitsufuji T, Shioda K, Kobayashi A, Komori T, Nakazato Y, Kitamoto T, Araki N, Yamamoto T, Sasaki A.
　Sasaki A, Introduction and Microgliopathies. Symposium 1: Microglia and Synapses. 19th International Congress 

of Neuropathology （2018.9.24. Tokyo, Japan）
【総数：論文 19 件・学会発表 16 件・著書 1 冊】
6-2．獲得研究費
　山田健人：

①基盤研究（B）（一般）ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗がん療法の開発（課題
番号 16H04714）　研究代表者　481 万円

②基盤研究（C）（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発
　研究分担者　25 万円

③基盤研究（C）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究（課題番
号 17K09940）　研究分担者　13 万円

④厚生労働省・労災疾病臨床研究事業　悪性胸膜中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法確立のための予後・治療効果 予
測バイオマーカーの開発　研究分担者　225 万円

⑤共同研究　ニチレイバイオサイエンス株式会社　悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント
ロールスライドの開発に関する基礎的な検討　研究代表者　1250 万円

⑥共同研究　キッセイ薬品　悪性中皮腫における CD26 発現の免疫染色による評価検討　研究代表者　228 万 8
千円

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

7．自己点検・評価
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部

の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，正しい病理診断を行う．2）病理のわかる「良
き臨床医」，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる．3）海外でも評価される，オリジナルな病気と密接した
研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては， 1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーション
の確立 2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催 3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理　4）
生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用　 5）診断体制の確立とマンパワーの充実　6）症例報告の症例（医師は自
ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマンパ
ワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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1．34）輸血・細胞移植部

1．構成員
　岡田義昭（OKADA, Yoshiaki）: 准教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）：輸血学：博士
　池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：教授：代表指導教員（大学院）：輸血学：血液内科学：博士

2．教育：
2-1．目的・目標

①卒前教育：医学部 3 年生に輸血の基本検査と製剤選択，製剤の適応，輸血トリガーについて知識を与える．同 5
年生の BSL では，採血や血液型判定の実技を取得させる．医療学部 3 年生の臨地実習では輸血基本検査が実践
でき，自己血採血の知識を得ることを目標にしている．

②卒後教育：初期研修医に対して上記に加えて献血について講義し，実際に献血時の検診医をする際の留意点につ
いて解説した．

③大学院教育：該当なし
2-2．教育内容

①卒前教育：医学部 3 年生の血液内科学の 1 コマで造血幹細胞の生物学的特性，骨髄移植・末梢血幹細胞移植・
臍帯血移植のそれどれの特徴，臨床で応用される造血サイトカインの特徴と利用方法，について講義を行った．
別の 1 コマで献血時の問診とスクリーニング検査，安全な血液製剤確保の方法について解説講義を行った．ま
た診療の基本の 1 コマで輸血の概要，輸血検査を紹介した．

　医学部 5 年生の BSL では 1 班 4 名単位，半日の枠で 16 回，採血手技の実習と血液型検査，交差適合試験，不
規則抗体検査を実習した．特に血小板製剤の外観試験の重要性を説明した．またプリントを用いて血液製剤の種
類と留意点，輸血副作用の解説，輸血トリガー値，輸血効果の評価などのミニレクチャーも行った．また，学生
から BSL への改善点を含めた要望を聞き，改善可能なものについては改善し，より良い BSL になるように務めた．

　医療学部 3 年生の臨地実習では，問題のある臨床検体を用いて血液型検査，交差適合試験などの実習を行った．
②卒後教育：臨床場面を想定して，輸血オーダー方法，どの製剤を何単位オーダーすべきか，輸血効果はどれくら

いが期待できるかを解説した．献血事業を解説し，献血の問診の留意点（献血非適切理由，VVR など）を理解
させた．

③大学院教育：該当なし．
2-3．達成度

①卒前教育：輸血検査，製剤の種類，輸血トリガー値，輸血効果の評価，輸血副作用については十分理解してもら
えたと考える．　BSL では現場で血液製剤を手にして，全血と赤血球液の違い，血小板製剤のスワーリング現象
を観察した．血液製剤の外観チェックの必要性について解説した．自動輸血検査装置と検査内容，カラム凝集法
の判定，放射線照射装置などを見学させ概要を説明した．自己血輸血の適応について説明し，採血現場を見学さ
せた．実際に血液型判定や Rh 抗原の検査を行うことで検査の内容をより理解できたと思っている．また，BSL
への改善要望はほとんどなくなり，実習内容は改善できたと考えている．

　医療学部生には大学の実習室にはない臨床現場の輸血検査室体制を理解してもらえたと考えている．
②卒後教育．初期研修医の導入時に 1 回だけの講義であったが，輸血検査オーダー，製剤オーダー，PDA を用い

た輸血実施時照合について理解してもらった．
③大学院教育　該当なし
2-4．自己評価と次年度計画

①卒前教育．医学部 5 年生の BSL では半日しっかりと現場で検体を用いて検査を実践してもらえたので理解が深
まったと考えている．医療学部学生には教室では経験できない，臨場感のある輸血部で検体搬入，迅速検査，放
射線照射など勉強できたと考える．

②卒後教育．初期研修医を対象とした講義では，輸血実施時の PDA 照合，輸血適合票の扱い，血液バッグと輸血
ラインの接続，輸血オーダー時の諸注意，など具体的に役立つ解説講義ができたと考えている．

　今後，輸血適応の有無や輸血効果を判定する演習も加えられると良いと考えている．
　また，コメディカルに対しての勉強会は，安全な輸血業務に繋がるものと考え，輸血に伴う副作用についても解

説し重篤な輸血関連の副作用が生じた時に早期に発見できるようにしたい．
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③大学院教育．該当なし．

3．研究　
3-1．目的・目標
　日常臨床で遭遇する稀な血液型，複雑な不規則抗体，輸血による副作用，製剤の選択が難しいケースについて精査
し学会発表できるようにする．また臨床側から共同研究の依頼があった場合には積極的に協力する．また，血液製剤
の病原体不活化法の研究では，これまで行ってきた方法の改良や病原体の不活化効果の評価法の開発を実施する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①輸血検査精査グループ（池淵，岡田，山田，鈴木）
②造血幹細胞研究グループ（池淵）
③病原体不活化研究グループ（岡田）
3-3．研究内容と達成度

①今年度は，日常業務で経験した症例について学会で症例報告した．
②赤血球製剤の病原体不活化の研究では，クロロフィルの分解産物を用いて不活化効率を検討した．この物質は，

細胞内に取りこまれやすい性質を有し，評価したウイルスの不活化が確認できた．また，継代できないウイルス
の簡便な培養法を検討し，ウイルの構造タンパクの産生が確認できた．

3-4．自己評価と次年度計画
　稀な血液型，特殊は不規則抗体保持者の精査など継続して行い，学会発表できるようにしたい．また，赤血球製剤
の病原体不活化の研究ではメチレンブルーよりも効果が期待できる物質の検索，波長を考慮した照射方法の改良を行
なうことで実用化の可能性を探求する．また，効率の良いウイルス産生系の改良に取り組む予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　輸血療法委員会を通じて安全で適正な輸血医療のため，診療科への情報提供および指導を行い，血液製剤の適正使
用に取り組んでいる．また，今年度から輸血監査の実施と血小板製剤の使用済みバッグの回収を開始した．臨床輸血
看護師を中心としたカンファレンスを定期的に開催し，輸血の安全性向上に努めている．また，部としては，不規則
抗体陽性者，自己抗体陽性者などへの製剤選択に診療科にアドバイスしている．整形外科や産科の予定手術症例を中
心に自己血輸血も推進している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県合同輸血療法委員会世話人（池淵，岡田）
　薬事・食品衛生審議会血液事業部会委員（岡田）
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（岡田）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）

論文発表　　
　なし
学会発表　
①鈴木雅之，本田優未，山麻衣子，加藤由佳，玉栄建次，内野富美子，山田　攻，池淵研二，岡田義昭：

Daratumumab 投与患者の 1 例，
　第 66 回日本輸血・細胞治療学会，2018 年 5 月
②岡田義昭，池淵研二：RCA（Rolling Circular Amplification）法を用いた血液からの簡便な感染性ウイルスの作製

法とその応用
　第 66 回日本輸血・細胞治療学会，2018 年 5 月
③井手野祥次，髙橋一惠，浦山　健，竹内　薫，岡田義昭 : 細胞培養による E 型肝炎ウイルス（HEV）の高濃度産
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生とヒト血漿由来 HEV との性状比較
　第 42 回日本血液事業学会総会，2018 年 10 月
④本田優未，山麻衣子，加藤由佳，鈴木雅之，内野富美子，山田　攻，池淵研二，岡田義昭：抗 BI 特異性を示し

た低温反応性自己抗体の 1 例
　第 46 回埼玉県医学検査学会

【総数：論文 0 件，学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費　
　厚生労働科学研究費補助金　研究代表者　1 件
　厚生労働科学研究費補助金　分担研究者　1 件
　日本医療研究開発機構委託研究　分担研究者　1 件
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　病院内の輸血業務は確立できていると考える．　
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1．35）健康管理センター

1．構成員
足立雅樹（ADACHI, Masaki）：准教授：診療運営責任者：センター長：放射線医学　健康管理学：博士
倉光　薫（KURAMITSU, Kaoru）：准教授：研究主任：副センター長：呼吸器病学　健康管理学：博士
松木盛行（MATUKI, Moriyuki）: 准教授：副センター長：消化器病学　外科学・内視鏡学：博士
武永　強（TAKENAGA, Tsuyoshi）：講師：消化器病学　健康管理学　内視鏡学
後藤誠一（GOTOH, Seiichi）: 講師：内分泌内科学　健康管理学
清水正雄（SHIMIZU, Masao）：助教：講師：放射線医学　健康管理学　画像医学

（兼担） 丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：教授：副センター長：循環器病学　動脈硬化学：博士
（兼担）井上郁夫（INOUE, Ikuo）: 教授 [ 足立 2]：内分泌内科学：博士
（顧問） 松崎　宸（MATSUZAKI, Fukashi）：名誉教授：内科学　健康管理学：博士
（非常勤） 関口浩子（SEKIGUCHI, Hiroko）：眼科学：博士
（非常勤） 颯佐正俊（SASSA, Masatoshi）：内科学　循環器病学
（非常勤） 飯田真理子（IIDA, Mariko）：内科学　呼吸器病学
（非常勤） 左　淳奈（HIDARI, Junnna）：内科学 [ 足立 3]　
（看護師・保健師）小久保より子師長（KOKUBO, Yoriko）, 嶋田佳子（SHIMADA, Yoshiko）　主任,福原初江（FUKUHARA, 
Hatsue） 主 任 , 小 澤 久 子（OZAWA, Hisako）, 水 橋 星 子（MIZUHASHI, Hoshiko）, 山 口 奈 都 美（YAMAGUCHI, 
Natsumi）, 中沢美穂（NAKAZAWA, Miho）, 吉田志穂美（YOSHIDA, Shihomi）, 高沢祐美子（TAKAZAWA, Yumiko）,（看
護師非常勤）谷藤とも子（TANIFUJI, Tomoko）, 恩蔵幸子（ONZOU, Sachiko）, 関谷八重子（SEKITANI, Yaeko）, 

（看護助手） 窪山雅子（KUBOYAMA, Masako） （放射線技師） 成田政広（NARITA, Masahiro）, 小川真理子（OGAWA, 
Mariko）, 清澤真人（KIYOSAWA, Masato）  （検査技師） 有田信和（ARITA, Nobukazu）, 黒岩比呂美（KUROIWA, 
Hiromi）, 加藤　香（KATOU, Kaori）, 永島かおり（NAGASHIMA, Kaori）, 岡野麻子（OKANO, Asako）, 阿部慶
子（ABE, Keiko）, 相川直樹（AIKAWA, Naoki）　（事務） 水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka） 事務次長 , 北村　勉

（KITAMURA, Tsutomu）　参事 , 松山直美（MATSUYAMA, Naomi） 主任 , 南　茂雄（MINAMI, Shigeo）, 椿本旨美
（TSUBAKIMOTO, Yoshimi）, 熊倉千絵美（KUMAKURA, Chiemi）, 皆川直通（MINAGAWA, Naomichi）, 紫藤さおり
（SHIDOU, Saori）, （非常勤）朝海めぐみ（ASAMI, Megumi）, 松本照義（MATSUMOTO, Teruyoshi）, 柴田明子（SHIBATA, 
Akiko）, 　（MA） 市川淳弥（ICHIKAWA, Junya）, 前田千穂（MAEDA, Chiho）, （管理栄養士）小沢悦子（OZAWA, 
Etsuko）, 岡村聡之（OKAMURA, Satoshi）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①予防医学の重要性を大学病院から発信し，日本における健康管理・ドックを広めていく．主として , 社会医学系・
地域診療における生活習慣病の予防と悪性腫瘍の早期発見の重要性を理解し , 画像診断と各種検査結果を基に
個々の病態を把握し , 受診者によりわかり易く面接して健康の大切さを理解していただくことを学ぶ現場である .

② 産業医活動の重要性を理解し，当センタ－における産業医契約ある企業へ出向し産業医活動を学ぶ．また当セ
ンターが協力する埼玉医科大学医師会主催の産業医研修会を開催企画し , 産業衛生学に関しても学ぶ . 

　今年度も従来通り , 埼玉医科大学病院研修医のローテーションと , 毛呂看護学生の健康管理センター実習の受け入
れをおこなった . 
2-2．教育内容（担当者）
　医学部の学生実習および研修医の指導は主に医師を中心としたスタッフで行われている . 医学生の実習には人間
ドックの体験や産業医労働安全委員会参加体験，企業内巡回などと保健師による栄養指導を経験する．

後期研修医においては予防医学の重要性を理解し，大学病院内ではほぼ経験できなくなった胃透視検査の経験や各
種健診画像について理解する．また巡回検診のバス検診に参加し地域医療の大切さとチ－ム医療を経験する．加えて
臨床検査技師や診療放射線技師による , 各種超音波 , 心電図 , 胃透視検査などの実地指導も大きな魅力になっている . 
毛呂看護学生の実習指導に関しては , 看護師・保健師スタッフによる熱心な指導が例年通り行われている .
2-3．達成度
　学生の教育活動は , 会議 , 講義 , ＦＤ，その他を含め , 教育主任の清水講師と倉光准教授が中心となって推進してい
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る . 健康管理センターにおける実習 , 産業医の役割に関する医学部 4 年生の実習が通年通り施行され報告された . ま
た，産業医研修会も約 200 名の各都道府県から医師が参加し実施された .
2-4．自己評価と次年度計画
　社会学系の地域連携室との協力による学生の実習に関して , 高い評価をえており , それぞれの論文が作成されてい
る . 実習としては教員スタッフのマンパワー不足のため診療がメインとなり , きめの細かい指導を実践するにはやや
力不足の感が否めない . 主に産業医の育成や職場巡視は毎年実施しているが 今後はより計画性をもったカリキュラム
で対応を考える .

3．研究
3-1．目的・目標
　開設以来 22 年間のデ－タから , 疾病予防および健康推進と加齢現象の画像診断・評価をテーマとしている .　医師
だけでなくスタッフ全員が日常業務の中から問題点を抽出して , その解決策の検討を研究課題とし , その解決策を見
出し , 実践した結果を , 人間ドック学会 , 総合健診学会 , 院内研究会などで報告している .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

○丸山は①循環器系特に動脈硬化と健康についてのの臨床研究を行い，英語論文を作成． 
○足立は①健康管理センターが抱える問題点のとその改善方法 ②大学病院健康管理センターの戦略的な経営計画

として , 新しいオプション検査の充実に力を注いでいる． 
○倉光は ①早期肺がん , 喫煙と肺疾患などの臨床研修をおこなった . また ②埼玉県健康づくり事業団の委員とし

て , 肺がん検診の精度向上にむけた研究も行っている .
○清水は ①予防医学領域の画像診断を中心に新しいシステム形成の確立 ②ダブルチェック方法の活用の重要性 ③

加齢変化を腹部超音波検査活用にて検討 ④健診における 3 次元眼底撮影装置（OCT）の使用経験⑤蓄積画像の
検討などについて研究を行っている .

　また丸山との協力で英語原著論文の作成に寄与した．
○松木は ①上部消化管内視鏡のドックにおける問題点について研究を行っている .
○武永は ①上部消化管内視鏡の臨床研究を行った . また 
　②健康増進に寄与する具体的な健診データの検討・開示に関する研究を行っている .
〇後藤は，内分泌領域における高脂血症・動脈硬化について研究を行った．
○看護部門は ①健診センターだより第 13 ～ 19 号を作成し , 生活習慣病予防の啓蒙に努めた . ②アンケート調査

を受診者全員におこない , 接遇をはじめ業務改善に努め , 学会発表を行った . ③乳房の自己検診指導を行い , がん
の早期発見の啓蒙に努めた . ④人間ドック後の看護師・保健師による受診勧奨を行い , 要精査受診率上昇に努め
た . ⑤保健師による特定保健指導を実施し , 生活習慣病の予防に努めた . また⑥ドック受診者全員に情報提供と
して生活指導を行っている .

○検査部門は ① 3 次元眼底撮影装置（OCT）を導入し , 学会発表を行った .
○事務部門は 受診者のプライバシーに配慮するため , 簡易的に個室化するなどのサービスについて改善 , 計画性の

ある運営を実行した .
○ＭＡ部門は 医療者補助として可能な役割について検討 , 実行 , 結果を報告した .
3-3．研究内容と達成度

1）乳がん検診の精度向上を目指した画像診断の確立を研究目標としている . 
2）胸部写真の CAD 導入により効果的な質的評価ができるかを検討し , その結果を学会にて継続的に報告した .
3）受診勧奨数を上昇させた .
4）日本病院会・日本人間ドック学会における優良認定施設に合格した .
3-4．自己評価と次年度計画
　受診者における面接時間が長いため，よりスムーズな人間ドック体制を確立する．受診者数の増加および受診者の
満足度の向上に努める．
　昨年同様午後と土曜日における内視鏡検査施行準備を次年度の目標とする．新オプション検査として運動能力を測
定するロコモ度検診と LOX インデックス検査・頸動脈エコ－検査・血圧脈波検査を含む心・血管検査を次年度 4 月
からの運用を目指している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　人間ドックが健康管理センターの主たる業務である . 未病のうちに病を予防するという予防医学の理念のもとに , 
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質が高く , 信頼のおける健診を提供している . 健診は日帰りドック , 政府管掌 , 二日コース（従来の 1 泊ドック）な
どに分けられる . その他 , 毛呂山キャンパスや川角キャンパスの教職員や学生の健診に加えて , 毛呂山町や越生町の
大腸がん健診等も委託され , 行っている . 受診者総数は年々増加しているが , 日帰りドックの需要は横ばいとなった . 
これらは評判のよい対応が大きな要因であるが , 事務職の固定された女性職員の増加が望まれる . 医師の不足も考慮
し , 今後一層運営の効率化を目指す . 要精密検査の紹介も大学病院の場合は予約システム（カルナ予約）が利用でき , 
面接終了後にすぐ受診予約がとれることから , これも好評を得ている . 高齢者の増加に伴い , ドックや集団健診のあ
りかたも検討する時期にきている . つまり全年齢とも単に一律にするのではなく , 個々の年齢 , リスクに応じたオプ
ション（検査内容）を提供すべきと思われ , パーソナルドックの体制確立が今後の課題の一つである . 

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　総合健診学会編集委員（足立）
　総合健診学会・日本ドック学会の査読委員（足立・清水）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　埼玉県がん検診読影委員（倉光）
　埼玉県産業医理事（足立）産業医研修会開催（足立，清水）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Masao Shimizu, Asako Okano, Masaki Adachi, Yoshiaki Maruyama. Relationship of Atherosclerotic Risk Factors 
with Pulmonary Age and Vascular Age. Ningen Dock International 6 3-8 2019. Original Article

② Yoshiro Inoue, Masaki Adachi, Yoshiaki Maruyama. Investigation of arterial-cardiac-pulmonary interaction. Heart 
and Vessels Publiished online 28 March 2019 DOI 10.1007/s00380-019-01362-9. Original Article

③清澤真人 , 成田政広 , 清水正雄 , 足立雅樹．上部消化管造影検査（胃 X 線検査）における発泡剤 2 分割投与にお
ける受診者の苦痛軽減についての検討．第 59 回日本人間ドック学会学術大会

④水橋星子．人間ドッグ受診者における禁煙成功者の実態調査．第 59 回日本人間ドック学会
⑤黒岩比呂美．三次元眼検査（OCT 検査）の要精密検査症例についての追跡調査結果．第 47 回日本総合健診医学

会大会
⑥丸山義明 , 有田信和 , 岡野麻子 , 永島かおり , 黒岩比呂美 , 後藤誠一 , 清水正雄 , 武永　強 , 倉光　薫 , 足立雅樹 , 

血管年齢の変化におよぼす，動脈硬化危険因子の研究，第 59 回日本人間ドック学会学術大会
⑦丸山義明 , 有田信和 , 岡野麻子 , 永島かおり , 黒岩比呂美 , 後藤誠一 , 清水正雄 , 武永　強 , 倉光　薫 , 足立雅樹 , 

メタボリック症候群の変化におよぼす，血管年齢，肺年齢ならびに動脈硬化危険因子の研究，第59回日本人間ドッ
ク学会学術大会

⑧足立雅樹（座長）講演　有田信和．ランチョンセミナー 8: 眼は体の窓！これからの人間ドック OCT の活用 - 人
間ドックオプション検査での OCT の有用性．第 59 回日本人間ドック学会学術大会

【総数 8 件：論文 2 件，学会発表 5 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉医科大学医師会産業医研修会開催　平成 29 年 10 月　毛呂山キャンパス

7．自己点検・評価
健康管理センターは , 人間ドックをはじめとする健診業務が主であるが , 社会学系の予防医学の普及に力を入れ

る必要が現在の国からの指導方針にある . 平成 30 年度は経営的にも収支バランス , 人件費比率は前年と同様であっ
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た . また毎年 10 月には産業医研修会を毛呂山キャンパスで行っており , 産業医の育成にも貢献している . 一方で , 研
究 , 教育などの領域に関してはまだ十分とは言えない . ドックが予防医学として社会的評価を得るためにも , 疫学的
な臨床研究（エビデンス）が不可欠と考え , 今後も引き続き , 研究 , 教育に関しても計画性をもって関与していく方
針である .
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．1）消化器・肝臓内科

1．構成員
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：教育副主任：研究主任：消

　　　　　　　　　　　　 化器病学：博士
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
岡　政志（OKA, Masashi）：教授：診療副部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
加藤真吾（KATO, Shingo）：准教授：研修医長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：消化器病学：博士
松原三郎（MATSUBARA, Saburo）：准教授：教育副主任：研究副主任：消化器病学：博士
高林英日己（TAKABAYASHI, Hidehiko）：講師：外来医長：消化器病学：博士
可児和仁（KANI, Kazuhito）：講師：病棟医長：消化器病学：博士　　
青山　徹（AOYAMA, Toru）：助教：医員 ,  林 健次郎（HAYASHI, Kenjirou）：助教：医員 ,　 
山口菜緒美（YAMAGUCHI, Naomi）：助教：医員 ,　細見英里子（HOSOMI, Eriko）：助教：医員 ,  
大塚武史（OTSUKA, Takeshi）：助教：医員 ,  藤田徹郎（HUJITA, Tetsuro）：助教：医員 ,  
石橋　朗（ISHIBASHI, Akira）：助教（シニア）, 須田健太郎（KENTARO, Suda）：助教（シニア）, 内田党央（UCHIDA, 
Kunichika）：助教（シニア）, 中川慧人（NAKAGAWA,Keito）：助教（シニア）, 山鹿　渚（YAMAGA, Nagisa）：助教（シ
ニア）,  堀　裕太朗（YUTARO, Hori）：助教（シニア）,　周東成美（SHUTO, Narumi）：助教（シニア）
客員教授：3 名　　非常勤講師：1 名　非常勤医師：2 名　　

2．教育
2-1．目的 ･ 目標　　「良き臨床医の育成」
2-2．教育内容（担当者）
1）卒前教育
　当科の病棟受け持ち体制は，チーム制で屋根瓦方式をとっているので，BSL および CC の学生も診療チームの一員
として診療および朝夕のラウンド , カンファレンスに参加してもらう．診療内容については，診療チーム上級医及び
学生実習担当医の指導のもと , 症例検討会の場でプレゼンテーションを行わせ , 病状把握の基本 , 検査データの解析
を学び , さらに正しく臨床症状や検査成績を他の医師に伝える事ができる事を目標にする．教授回診では，問題となっ
た症例について discussion とミニレクチャーを行う．また , 外来診療の他 , 上部 , 下部内視鏡検査（経鼻内視鏡やダ
ブルバルーン内視鏡検査を含む）・治療（ESD, EMR）, EUS，ERCP, ENBD などの胆膵系検査・治療 , 腹部超音波検査 , 
造影超音波検査 , 肝細胞癌局所治療（ラジオ波）, 肝生検の見学などを積極的に行わせている．　特に消化管早期癌
に対する内視鏡治療は実習中に一度は内視鏡室に参加してもらっている．また疾患別のクルズスも盛んに行い , BSL
の終了時にはレポートの提出を義務付け , 口頭試問を行い評価している．
　Pre CC の学生には，初診外来の見学および病棟症例の問診・診察を医師の指導の下に行い，消化器に関連する症
候を実体験することにより，講義を受ける際の理解を深められるようにしている．
2）卒後教育
　スーパーローテート形式の臨床研修医教育を行っており，当科には , 4 ～ 8 週ごとに平均 3 ～ 4 人の研修医がロー
テーションしてくる．当科の研修教育の特徴は常に指導医と研修医の間での discussion が重視されており , 所属する
診療チームでのカンファレンスに参加 , 問題点を研修医自身で考え完結できる力を身につけさせることを目標にして
いる．特に当科における病棟受け持ち体制は屋根瓦式のチーム医療体制であり，チームで担当することによって , よ
り安全な受け持ち体制となり , かつ全員の考えや意見を聴くことにより , 知識も増えることになる .　研修期間中 , 代
表的な消化器疾患に対する主症状の見方 , 診断への検査計画の立て方 , また方針の決定を体験させることを目的にし
ている . 
　内科専攻医研修では , 症例検討会で担当の患者のプレゼンテーションを行い，積極的に discussion に参加させてい
る．午前中は上部消化管内視鏡検査，午後は下部消化管内視鏡検査および ERCP，小腸内視鏡検査があるので，専攻
医は積極的に参加し，前処置の方法，検査方法を学ぶ．また一部内視鏡検査を担当してもらう場合がある．木曜日の
夕方から，1 週間に撮影した内視鏡検査写真を読影し，写真のチェックを行うとともに，病変の診断の方法につき指
導している．土曜日は腹部超音波検査の指導を行っており，専攻医は積極的に参加し，検査方法を学んでいる．旧制
度の後期研修医は，他医療機関に出向し臨床能力の幅を拡げるように外部での研修を可能にしている．
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3）大学院教育
　2017 年度に 2 名の学位授与者を輩出したのに続き，2019 年度の学位取得に向けて 1 名の大学院生に対して，炎
症性腸疾患に関する研究を指導している．
2-3．達成度
1）卒前教育：BSL・CC の学生は病歴の聴取や理学所見のとり方 , 病態から診断をつけるまでの思考過程をチームの

一員として症状が明らかな興味ある症例を受け持ち , 指導医との discussion の中でレポートを作成し，口頭試問で
思考過程を評価・指導できている．

2）卒後教育：初期臨床研修医，内科専攻医は，上部消化管 , 下部消化管 , 肝胆膵疾患の中で典型的な疾患や症状を
経験し，病棟受持ち体制を屋根瓦式に初期臨床研修医―内科専攻医・上級医―グループ長とグループ体制を敷き , 
毎日回診を行ない , グループ内ディスカッションを重視し , 研修は順調に実施されている . 

3）大学院教育：学位取得に向け 1 名が研究に従事している．
2-4．自己評価と次年度計画
　医局員全員が学生教育に参加しており , 大学の教員として活動している．次年度も BSL, CC の学生が , 医師 - 患者
コミュニケーションのとり方と論理的思考を学習できるように指導したい．研修医に対しても，まず，自らの力で検
査計画，診断 , 治療方針を立ててもらい，その後，指導医が修正・指導にあたるようにする．当科においては，内視
鏡的検査・治療に従事する時間が長く，外来患者数も多いことから，今後は効率化を図り，指導医とのディスカッショ
ンの時間を確保していく予定である . 

3．研究
3-1．目的・目標
　当科における研究は臨床研究と基礎研究の 2 面から行われており , 臓器別には上部消化管 , 下部消化管 , 肝・胆膵
の3つの臓器に分類されている．上部消化管については脳・腸軸Brai-Gut Axisをkey wordとして機能性胃腸症（FP,IBS）
の病態の解明を目指す研究を行っている . 炎症性腸疾患は県内においても最多の患者を診療していることから，治療
法に関する臨床研究が活発であり，さらに動物実験での機序の解明が行われている．肝疾患については，B 型肝炎に
対する核酸アナログ製剤治療抵抗性に関する宿主因子や C 型肝炎に対する抗ウイルス薬の副作用の機序の解明を行っ
ている．また，肝硬変の合併症及び肝細胞癌に対する新たな治療法の臨床研究も行っている．胆膵に関しては新たな
デバイスや治療方法を駆使した臨床研究が活発に行われている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）食欲と消化管ホルモン：屋嘉比康治 , 山口菜緒美 , 細見英里子
2）炎症性腸疾患の病態の解明：加藤真吾 , 可児和仁 , 石橋　朗（大学院生），山鹿　渚
3）食欲低下と漢方：屋嘉比康治 , 山口菜緒美 , 細見英里子
4）核酸アナログ製剤治療抵抗性に関する宿主因子：名越澄子，青山　徹，山口菜緒美
5）抗 C 型肝炎ウイルス治療における食欲とグレリン：名越澄子，青山　徹
6）カプセル内視鏡：加藤真吾 , 可児和仁
7） 超音波内視鏡を用いた胆膵治療の研究：松原三郎，大塚武史，藤田徹郎，須田健太郎
3-3．研究内容と達成度
　食欲要請に関する基礎的研究は漢方薬の中枢での作用の解明に進んできた．これまでに分かってきたことは漢方薬
の六君子湯が脳内食欲中枢と報酬獲得系に作用することが示された，この研究は漢方薬の食欲開園作用の機序野解明
に大きく踏み出すことになる画期的な研究になると思われる．
3-4．自己評価と次年度計画
　食欲調節に関する基礎的研究は，国内の学会にて発表された．特に，漢方薬六君子湯の食欲増加作用における報酬
獲得系の関与の研究については，国外の学会でも発表され，今後，論文化の予定である．抗 C 型肝炎ウイルス治療
における食欲低下へのグレリンの関与についても論文化の予定である．炎症性腸疾患，カプセル内視鏡，胆膵疾患に
対する超音波内視鏡を用いた治療に関する研究も国内外の学会で発表された．また，臨床研究においては松原准教授
の加入によって最先端の内視鏡技術が行われるようになり，特に胆膵疾患の診断や治療方法の先端研究がはじまった
感がある．
　今後，これらの臨床研究の成果が出てくるものと期待したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の特徴として消化器領域全般にわたる臨床が行えることである .　
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消化管悪性腫瘍の診断と治療 , 炎症性腸疾患 , 消化管出血 , 膵炎，胆石や閉塞性黄疸，胆道系・膵悪性腫瘍の診断と治療 , 
さらに肝疾患も肝炎 , 肝硬変 , 肝癌の診断と治療が日常的に行われている .　

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1. 社会保障審議会専門委員（疾病，傷害及び死因分類専門委員会）
2. 厚生科学審議会臨時委員（がん登録部会）
3. 第 24・25 期日本学術会議会員
4. 埼玉県医師会女性医師支援検討委員会
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

1. 埼玉医科大学雑誌　編集委員（名越）
2. 日本肝臓学会英文学会誌，“Hepatology Research” 編集委員（名越）
3. 臨床消化器内科　編集委員（屋嘉比）
4. 日本呼吸器学会誌　査読（名越）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

1.A member of the Medical Scientific Advisory Committee （MSAC） （World Health Organization）（名越）
2. 日本内科学会　評議員（名越）
3. 日本消化器病学会 理事・関東支部幹事（名越）, 功労会員（屋嘉比），評議員（名越，道田，岡，加藤），関東支

部評議員（名越，道田，岡，加藤，松原）, 名誉会員（屋嘉比）
4. 日本消化器内視鏡学会 評議員・社団評議員（岡？ , 加藤）, 関東地方会評議員（道田 , 岡 , 加藤 , 松原）, 名誉会員（屋

嘉比）
5. 日本潰瘍学会　理事（屋嘉比）, 評議員（加藤）
6. 日本肝臓学会　評議員（名越）
7. 日本性差医学・医療学会　理事（名越）
8. 日本高齢消化器病学会　理事（名越）
9. 日本大腸検査学会　評議員（加藤？）
10. 日本神経消化器病学会 評議員（加藤） 功労会員（屋嘉比）
11. 日本診療情報管理学会　評議員（名越）
12. 日本消化管学会 代議員（加藤）, 功労会員（屋嘉比） 
13. 日本消化器免疫学会　評議員（加藤）
14. 日本消化器吸収学会　評議員（加藤）
15. 日本カプセル内視鏡学会　代議員（加藤）
16. 日本小腸学会　評議員（加藤）
17. 日本消化器病学会　ガイドライン委員会「肝硬変」作成委員会委員（名越）, 「慢性便秘症診療ガイドライン」

作成委員（屋嘉比），「NAFLD/NASH」評価委員会委員（名越）
18. 一般社団法人日本医学会連合　男女共同参画等検討委員会委員長（名越）
19. 全国医学部長病院長会議　男女共同参画推進委員会委員（名越）
20. 一般社団法人日本私立医科大学協会　女性医師キャリア支援委員会委員（名越）
21. 東京大学科学研究行動規範委員会　専門委員（名越）
22. 国際観光医療学会　理事（屋嘉比）

6．業績
6-1．論文

①名越澄子：肝硬変 .  新体系看護学全書 成人看護学 5　消化器　第 5 版  5 .  （5）:247-253,  2018.12 
②加藤真吾 , 屋嘉比康治：【疫学的検討からみる IBD 診療の現状と未来への展望】高齢発症 IBD の特徴 .  IBD 

Research.  12（4）: 222-225, 2018.12
③松原三郎 , 伊佐山浩通 , 屋嘉比康治：急性胆嚢炎に対する内視鏡治療（総説）. Gastroenterological  Endoscopy .  

60（6）:1186-1207, 2018.06
④内田党央，青山　徹，前沢皓亮，山口菜緒美，加藤真吾，名越澄子，屋嘉比康治：入院患者における肝硬変の成

因別実態 . 肝硬変の成因別実態 2018.  43-44, 2019.3
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学会発表
⑤ Matsubara S., Suda K., Fujita T., Otsuka T., Yakabi K., Kogure R., Komagome M., Miyata Y., Mitsui T., Ninomiya R., 

Nakazawa A., Maki A., Beck Y. ：A Case of hilar cholanglocarcinoma which was curatively resected owing to 
preoperative precise evaluation using spyglass ds.  UEG  Week  2018.  2018.10   Wien   

⑥ Saburo Matsubara, Kentaro Suda, Tetsuro Fujita, Takeshi Otsuka, Kazuhio Kani, Hidehiko Takabayashi, Shingo 
Kato, Masashi Oka, Tomoki Michida, Sumiko Nagoshi, Koji Yakabi：EUS-guided antegrade treatment of common 
bile duct stones in patients with surgically altered anatomy-a single center experienceEUS-guided antegrade 
treatment of common bile duct stones in patients with surgically altered anatomy-a single center experienceEUS-
guided antegrade treatment of common bile duct stones in patients with surgically altered anatomy-a single 
center experience.  KDDW2018  2018.11  Seoul  

⑦ Naomi Yamaguchi, K.Yakabi, E. Hosomi, Y. Hori, S. Ro, Y. Harada, N. Fujitsuka, S. Iizuka, K. Takayama ：
Rikkunshito, Japanese herbal medicine improves stress-related appetite loss through the activation of reward 
system in the brain in rats. FNM2018  2018.08 Amsterdam

⑧ Eriko Hosomi, Naomi Yamaguchi, MitsukoOchiai, Shoki Ro, KousukeMaezawa, Sumiko Nagoshi, 
KiyoshigeTakayama, Koji Yakabi：Peptide Tyrosine Tyrosineinhibits Food  Intake Through CCK Dependent 
Mechanism in Rats.  DDW2018.  2018.06   Washington

5. 加藤真吾 , 可児和仁 , 屋嘉比康治 ：潰瘍性大腸炎患者に対する皮下注射型抗 TNFα 抗体製剤の治療成績と効果予
測因子の検討 .  第 104 回日本消化器病学会総会 .  2018 年 4 月　東京

⑨青山　徹 , 山口菜緒美 , 細見英里子 , 杉浦香織 , 林健次郎 , 宮城直也 , 松原三郎 , 加藤真吾 , 岡　政志 , 西川　稿 , 
名越澄子 , 屋嘉比康治：C 型慢性肝疾患に対する DAAs 療法施行後の肝細胞癌再発リスク .  第 104 回日本消化器
病学会総会　2018 年 4 月　東京

【総数：論文 9 件 , 学会発表 34 件】
6-2．獲得研究費　

1. かもだ研究支援賞
2. 肝炎等克服実用化研究事業（B 型肝炎創薬実用化等研究事業） 次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創薬研究
6-3．受賞　　なし
6-4．特許，実用新案　　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　
　第 12 回日本性差医学・医療学会学術集会　
　2019 年 1 月 19 日（土），20 日（日），大宮ソニックシティ

7．自己点検・評価
教育：卒前 , 卒後教育については屋根瓦方式診療を通じて教育体制が定着した．
研究：国内外において多数の発表が続き，研究活動も盛んで，論文作成準備が進んだ．
臨床：外来患者数が増加し，入院に関しては常に 90 ～ 110％のベッド稼働率を維持している . 

　消化器病全ての領域において対応できる診療チームがさらに充実した．特に胆膵疾患における先端医療を駆使した
症例数が格段に増加した .
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2．2）心臓内科

1．構成員
羽田勝征（HADA, Yoshiyuki）：客員教授：循環器病学，心エコー図学：博士
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：教授（教職員・学生健康推進センター，健康管理科兼担）：指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　　循環器病学：博士
西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko）：教授：運営責任者，教育主任，研究主任，診療部長：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　　循環器病学：博士
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）：教授（健康管理科兼担）：指導教員（大学院）：循環器病学：博士
佐々木修（SASAKI, Osamu）：講師：教育員，研究主任，専門医員，外来医長：大学院教員（大学院）：循環器病学：

　　　　　　　　　　　　 博士（4 月 30 日退職）
松村昭彦（MATSUMURA, Akihiko）：非常勤講師：冠動脈インターベンション：博士
高橋一哲（TAKAHASHI, Kazunori）：非常勤講師：循環器病学
宮本　明（MIYAMOTO, Akira）：非常勤講師：冠動脈・末梢血管インターベンション：博士
神山哲男（KAMIYAMA, Tetsuo）：助教：教育副主任，研究員，研修医長：博士（留学中）
桐村正人（KIRIMURA, Masato）：助教：教育副主任，研究員，病棟医長 
井上芳郎（INOUE, Yoshiro）：助教：教育員，研究員，副診療部長
安藤敏行（ANDO, Toshiyuki）：助教：教育員，研究員，医員
外山堅太郎（TOYAMA, Kentarou）：助教：教育員，研究副主任，専門医員：博士
山口隆太郎（YAMAGUCHI, Ryutarou）：助教：教育員，研究員，専門医員
井口貴文（INOKUCHI, Takafumi）：助教：教育員，研究員，専門医員（9 月 30 日退職）
中東　威（NAKATOU, Takeshi）：助教：教育員，研究員，専門医員
森本晋平（MORIMOTO, Shinpei）：助教：教育員，研究員，医員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
卒前教育

1. 心臓病患者の身体所見の取り方を身につけ，主な弁膜症，先天性心疾患の聴診所見を述べられる．
2. 心筋虚血，心不全の病態生理と治療薬の作用機序を説明できる．
3. 急性心筋梗塞と主な頻脈性および徐脈性不整脈の心電図を判読できる．
4. 1-3 を通じて，国家試験合格に十分な能力を付与する．

卒後教育
　初期研修医として，ER および一般内科初診外来で心臓病患者の初期診療ができ，心臓内科に対して適切にコンサ
ルトができる．
　後期研修医として，循環器専門医を取得するに十分な知識と臨床経験を付与する．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
　1. 講義；3 年生ヒトの病気 2 回（西岡，井上），6 年生特別演習 1 回（桐村），
　2. 3 年生 PBL（山口）
　3. 5 年生 BSL（1 回 3-4 名，2 週間ｘ 16 回）および CC（1 回 2 名，4 週間ｘ 2 回）
　　診療チームに配属され 1-2 名の患者を受け持ってレポートを作成（各チーム医師）
　　し，その内容について小テストを実施（桐村）
　　回診（西岡），心臓カテーテル検査 / 治療（西岡，井上），デバイス植込手術（中村）
　　負荷心電図検査（伊藤）の見学
　　外来初診患者の問診 / 診察と鑑別診断の考察（西岡）
　　クルズス 10 回（羽田，西岡，伊藤，桐村，佐々木，井上）
　　CC は配属チームの初期研修医とともに行動し，上級医の指導を受けた．
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卒後教育
　各チームに所属し，上級医の指導のもとで患者診療を行った（各チーム医師）．
　クルズス（心電図，画像診断，輸液など　羽田，佐々木，桐村，井上）
2-3．達成度
卒前教育
　BSL は知識の確認・補強を目的に，解剖・生理・薬理と臨床の関連を強調してクルズスを中心に行った．各チーム
に学生は 2 人とし朝夕の病棟回診を一緒に行い，また救急初期診療の見学ができるように努めた．CC では初期研修
医と一緒に行動させベッドサイド実習を中心とし，適時クルズスを行った．
卒後教育
　初期研修医は，各疾患の急性期，慢性期を通じて十分な症例経験を積むことができた．またクルズスの際などに，
救急患者対応などがあると全員が同時に集まることがむずかしいのが問題点である．
　後期研修医に関しては，症例数の多い虚血性心疾患・心不全などの知識・経験は十分に得られるものの，比較的ま
れではあるが循環器専門医として対応できるべき疾患についての教育及び症例の共有が必要と思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　BSL は座学とベッドサイドの時間配分の問題は残るが，学生にわかりやすい教育に努めたい．CC は学生・スタッ
フとも満足度が高かった．
卒後教育
　初期研修医として必要なことを精選して教育し，ローテート終了時に達成度を評価するシステムを確立する必要が
ある．可能ならば 1 年目，2 年目の研修医がバランスよく配分されることが望ましい．
　後期研修医については，地域の医療機関において独力で問題を解決するような研修や，他の専門機関における国内
留学的な研修も考慮する必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
　日常診療での疑問を拾い上げて検討し，診療の向上を目指す臨床研究を行うとともに，その裏付けとなる基礎研究
を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1. IVUS，OCT を用いた冠動脈プラークの性状と薬物治療の効果，インターベンションの予後の関連の検討
2. 携帯型心エコー装置による診療補助（外来・在宅）の有用性の評価
3. 負荷心筋ストレイン法による心筋虚血および viability の評価
4. 分子標的リポソームを用いた血栓破砕療法及びプラークイメージングに関する研究
5. 短時間作用型β遮断剤を用いた急性心筋梗塞の梗塞サイズ縮小効果に関する検討
6. 各種薬剤による血管内皮機能改善効果に関する検討
7. 各種循環器疾患の短期および長期予後に及ぼす因子の検討
3-3．研究内容と達成度
　それぞれにつき発表を行い，その一部を論文化した．
3-4．自己評価と次年度計画
　臨床業務で多忙な中で成果をまとめ，発表を行い，一部を論文として出版しえた．次年度は，さらに若手の研究員
にも研究テーマを与え，成果を上げたいと考える．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　川越及び周辺地区の心血管救急を積極的に受け入れ，エビデンスを重視しつつ安全な医療を行うよう努めた．入院
762 例の過半数は緊急入院であり，急性心筋梗塞，急性大動脈解離その他の重症疾患は高度救命救急センターで救
命医・心臓血管外科医と協力し診療を行ない，治療成績は良好であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無



523

心臓内科

査読委員：American Journal of Cardiology （西岡）
　　　　　Journal of Cardiology （西岡）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本循環器学会代議員（西岡）
日本心臓病学会代議員（西岡）
日本超音波医学会代議員（西岡）
埼玉県医師会健康スポーツ医講習会の講師（伊藤）
日本 DMAT 隊員（神山）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Zannad F, Anker SD, Byra WM, Cleland JGF, Fu M, Gheorghiade M, Lam CSP, Mehra MR, Neaton JD, Nessel CC, 
Spiro TE, van Veldhuisen DJ, Greenberg B; COMMANDER HF Investigators.
Rivaroxaban in Patients with Heart Failure, Sinus Rhythm, and Coronary Disease.
N Engl J Med. 2018; 379（14）: 1332-1342.

②外山堅太郎
実臨床に沿った糖尿病治療戦略について考える　～ＳＧＬＴ 2 阻害薬の意義～
Diabetes ＆ Cardiology Joint Meeting　川越　2019 年 2 月 4 日

③中村嘉宏 , 山口隆太郎 , 森本晋平 , 外山堅太郎 , 安藤敏行 , 井上芳郎 , 西岡利彦
冠動脈解離による急性冠症候群の 1 例
第 2 回 循環器カンファレンス　川越　2018 年 5 月 17 日

④井上芳郎
PCI の歴史と適応
心臓と下肢のカテーテル治療　川越　2018 年 10 月 15 日

⑤西岡利彦
外来診療で心房細動をどう診るか？
プライマリーケア医のための循環器セミナー　川越　2018 年 11 月 27 日

⑥外山堅太郎
循環器病診連携の実際
プライマリーケア医のための循環器セミナー　川越　2018 年 11 月 27 日

⑦西岡利彦
虚血性心疾患の二次予防における抗血栓薬の役割
エリア Web セミナー 大宮　2019 年 3 月 6 日

⑧山口隆太郎 , 中村嘉宏 , 森本晋平 , 外山堅太郎 , 安藤敏行 , 井上芳郎 , 西岡利彦
埼玉医科大学総合医療センターへの紹介症例
川越心血管 Network Conference　川越　2018 年 6 月 14 日

⑨中村嘉宏 , 山口隆太郎 , 森本晋平 , 外山堅太郎 , 安藤敏行 , 井上芳郎 , 西岡利彦
感染性心内膜炎で手術適応となった症例
第 43 回川越循環器談話会　川越　2018 年 11 月 29 日

⑩外山堅太郎
心臓内科における便秘治療の実際
慢性便秘症地域連携セミナー　川越　2018 年 5 月 16 日

【総数：論文 1 件，学会発表 0 件，講演 9 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　例年通り，川越市病診連携事業の一環として，川越医師会との共催で川越循環器談話会（年 2 回）を開催し，川
越地区で循環器診療に従事されている病医院の方々と症例検討，特別講演などを通じ連携の充実を図った．

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても，おおむね目標は達成されていると思われる．
　卒前教育は質を保ちつつ，さらに分かりやすく記憶に残る教育となるよう心掛ける必要がある．卒後教育に関して
は，臨床能力の向上に主眼が置かれがちであるが，臨床研究に携わる能力も身に付くように教育する必要がある．
　診療に関しては，日中などスタッフが十分にいる場合には救急患者を 2 例並列で受け入れられるように努力したい．
今後は現在実施していない不整脈のカテーテルアブレーション治療や経カテーテル大動脈弁留置術に関しても，導入
の方向で検討したい．
　またスタッフは救急対応などで多忙であり研究に費やす時間の余裕が少ないが，日々の臨床の中で実施可能なプロ
トコルを立案し，徐々に成果を出しつつある．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．3）呼吸器内科

1．構成員
植松和嗣（UEMATSU, Kazutsugu）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：外来医長：代表指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　　　  学院）：呼吸器疾患，肺癌，胸膜疾患，びまん性肺疾患：博士
森山　岳（MORIYAMA, Gaku）：講師：病棟医長：教育主任：診療副部長
教山紘之（KYOYAMA, Hiroyuki）：助教
坂井浩佑（SAKAI, Kosuke）：助教
菊池　聡（KIKUCHI, Satoshi）：助教
平田優介（HIRATA, Yusuke）：助教
小林由美子　（KOBAYASHI, Yumiko）：助教
桑原由樹（KUWABARA, Yoshiki）：助教
小島章歳（KOJIMA, Akitoshi）：助教
戸田麻衣子（TODA, Maiko）：助教
西村博明（NISHIMURA, Hiroaki）：助教
三上慎太郎　（MIKAMI, Shintaro）：大学院生
三上友理子（SAITO, Yuriko）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（卒前教育）
1．種々の呼吸器疾患の病態生理，診断法，治療法の基本を理解する．
2．呼吸器疾患患者の身体所見の取り方を身につけ，画像診断の基本を習熟する．
3．肺癌，びまん性肺疾患，各種呼吸器感染症の胸部Ｘ線，胸部 CT 所見を理解する．
4．COPD，喘息などの慢性呼吸器疾患の管理・治療法を理解する．
5．急性呼吸不全などの急性期疾患の呼吸管理，診断・治療法について理解する．
6．肺癌をはじめとする呼吸器腫瘍性疾患について診断，治療法について理解する．

（卒後教育）
1．病棟担当チームの一員として入院症例を受け持ち，その診断，治療計画を立て，実践していく．
2．臨床カンファレンスにおいて，受け持ち症例のプレゼンテーションを簡潔および的確に行い，質疑にも応答する．
3．入院症例の検査，治療に関して，患者さんおよびご家族へ説明を行い，同意を得る場に指導医とともに積極的

に参加する．
4．気管支鏡検査，胸腔穿刺，胸腔ドレナージなどの検査，治療手技に積極的に参加する．
5．以上を通して，呼吸器疾患全般の病態，診断，治療の理解を深める．

（大学院教育）
1．難治性疾患である肺癌，中皮腫，間質性肺炎の臨床的な知識を蓄え，新たな治療法開発への社会的ニーズを理

解し，基礎的な研究手技を用いて発症のメカニズムの解明およびそのメカニズムを応用した治療法を追求する．
2．研究を通して得られたデータを解析し，論文としてまとめる．
2-2．教育内容（担当者）

（卒前教育）
1．3，5 年生講義（植松）
2．5 年生の BSL（2 週間）

　担当医のもとで 1-2 名の患者を受け持ち，呼吸器疾患患者の主訴，現病歴から身体所見までの取り方，診断までの
検査計画，検査結果の評価，診断，治療について学び，関連した事項についてレポートする（担当　主治医）．また
初診外来，再診外来の見学を通じて呼吸器外来診療について理解を深める．気管支鏡検査の見学を通じて内視鏡診断
学にふれる．クルズスにより呼吸器疾患の理解を促し口頭試問にて評価を行う．

（卒後教育）
1．研修医は病棟担当チームに所属し，入院症例を担当し，その診断，治療を上級医とともに計画し実施にあたる．
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2．気管支鏡検査，胸腔穿刺，胸腔ドレナージを上級医とともに行い習得する．
（大学院教育）

1．肺癌，中皮腫，間質性肺炎に関わる知識を，臨床および文献の抄読を通して習得する．
2．上記疾患の発症メカニズムの解明や，新たな治療法の開発のための研究計画をたて，その実施に必要な実験手

技を習得する．
2-3．達成度

（卒前教育）
　5 年生の BSL においては，受け持った患者のレポート作成を通しての疾患の理解，外来での診療の流れの把握，気
管支鏡検査の意義および実施手順の把握は，達成されていた．

（卒後教育）
　外来，病棟での臨床を通して，各種呼吸器疾患に関する知識の習得を試みる機会を与えることができた．それら知
識の習得状況を確認する方法を工夫していきたい．

（大学院教育）
　定期的に研究関連のミーティングおよび文献抄読会を開催することで，肺癌，中皮腫，間質性肺炎の病態解明に関
する新規知識を学ぶことができた．
　当科でこれまで行ってきた肺癌，中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究を継続した．
　間質性肺炎モデルマウスを用いて，発症に関連する遺伝子変化を網羅的に解析できる研究システムの構築に取り組
んでいる．
2-4．自己評価と次年度計画

（卒前教育）中堅スタッフが減っていく中，年間を通しての BSL 教育は，各スタッフへの大きな負担増となっているが，
年間通して継続できた．次年度からは更に充実した教育を行っていきたい．

（卒後教育）前期研修医には，病棟担当チームの一員として，診断，治療に関する多様な機会を与えることができた．
今後も，診断，治療の各種知識，技術を習得していけるように工夫していきたい．

（大学院教育）肺癌，中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究を継続したい．間質性肺炎モデルマウスを用い，
間質性肺炎の病態解明を試みたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　呼吸器疾患診療において重要な課題を取り上げ，その解決のために基礎と臨床の観点から有用な研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．肺癌化学療法の有用性に関する研究
2．COPD の病態および治療に関する研究
3．気管支喘息の病態および治療に関する研究
4．肺癌，中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究
5．間質性肺炎モデルマウスを用いた間質性肺炎発症に関与する遺伝子の同定
3-3．研究内容と達成度
　前記研究内容について呼吸器疾患系の学会において発表した．1 について多施設共同研究を施行している．4 に関
して，国際学会（19th World Conference on Lung Cancer）で発表することができた（6-1．論文・学会発表・著書⑩）．
3-4．自己評価と次年度計画
　これまでの研究成果をふまえて学会での発表を行うことができた．さらに論文として発表していきたい．
　多施設共同研究に関しては現在症例が蓄積されつつある．今後さらに当センターの研究棟を使用させて頂きながら
基礎的研究を継続したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　中堅スタッフが減り厳しい状況の中，川越地区医療機関から紹介を受けた呼吸器疾患患者は積極的に受け入れを行
い，エビデンスに基づく良質な呼吸器内科診療を行うよう努めた．他職種とのチーム医療に心がけ，また他科との協
力的関係に基づく包括的医療に努め，実践できたものと考える．病病連携，病診連携を進展し，地域完結型の医療モ
デルの確立を今後の目標としたい．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　査読　植松和嗣　肺癌　1 報，International Journal of Clinical Oncology　6 報
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①坂井浩佑 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 戸田麻衣子 , 菊池　聡 , 平田優介 , 教山紘之 , 森山　岳 , 弦間昭彦 , 植松和嗣．経
気管支生検により診断されたメトトレキサート関連悪性リンパ腫の 2 例．気管支学．40 巻 4 号 361-367, 2018

②平田優介 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 戸田麻衣子 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 坂井浩佑 , 三上慎太郎 , 教山紘之 , 森山　岳 , 
植松和嗣．漢方薬による好酸球性肺炎と考えられた 2 例．第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 2018 年 4 月 27
日

③坂井浩佑 , 井上麻耶 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 戸田麻衣子 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 平田優介 , 教山紘之 , 三上慎太郎 , 
森山　岳 , 弦間昭彦 , 植松和嗣．胸膜中皮腫細胞における小分子化合物 VER-155008 による Heat Shock Protein 
70 機能阻害の抗腫瘍効果の検討．第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 2018 年 4 月 28 日

④小島章歳 , 桑原由樹 , 戸田麻衣子 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 平田優介 , 坂井浩佑 , 教山紘之 , 森山　岳 , 大野秀明 , 
弦間昭彦 , 植松和嗣．全身性エリテマトーデスに合併した肺アスペルギルス症の治療中に発症した肺ムーコル症
の一例．第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2018 年 5 月 24 日

⑤戸田麻衣子 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 平田優介 , 坂井浩佑 , 教山紘之 , 三上友理子 , 三上慎太
郎 , 森山　岳 , 植松和嗣 , 中山光男 , 弦間昭彦．当院における肺癌組織検体の PD-L1 発現に関する検討．第 41 回
日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2018 年 5 月 25 日

⑥平田優介 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 戸田麻衣子 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 坂井浩佑 , 三上友理子 , 三上慎太郎 , 教山紘
之 , 森山　岳 , 杉山亜斗 , 青木耕平 , 中山光男 , 弦間昭彦 , 植松和嗣．胸腔鏡下生検にて診断した胸膜サルコイドー
シスの一例．第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2018 年 5 月 25 日

⑦坂井浩佑，倉本譲司，桑原由樹，小島章歳，戸田麻衣子，小林由美子，菊池　聡，平田優介，教山紘之，三上慎
太郎，三上友理子，森山　岳，弦間昭彦，植松和嗣．遠隔転移を伴う非小細胞肺癌における第 8 版 TNM 分類 M
因子 1b，1c の意義．第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2018 年 7 月 21 日

⑧戸田麻衣子 , 西村博明 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 平田優介 , 坂井浩佑 , 三上友理子 , 教山紘之 , 
三上慎太郎 , 森山　岳 , 中山光男 , 植松和嗣．当院における肺癌患者の組織検体での PD-L1 発現の検討．第 59
回日本肺癌学会学術集会 2018 年 12 月 1 日

⑨平田優介 , 西村博明 , 桑原由樹 , 小島章歳 , 戸田麻衣子 , 小林由美子 , 菊池　聡 , 坂井浩佑 , 森山　岳 , 植松和嗣．
長期にわたる化学療法後に強皮症を発症した非小細胞肺癌の一例．第 1 回日本アレルギー学会関東地方会 2019
年 3 月 16 日

⑩ Kosuke Sakai, Maya Inoue, Hiroaki Nishimura, Shintaro Mikami, Yoshiki Kuwabara, Akitoshi Kojima, Maiko 
Toda, Yumiko Kobayashi, Satoshi Kikuchi, Yusuke Hirata, Hiroyuki Kyoyama, Gaku Moriyama, Akihiko Gemma, 
Kazutsugu Uematsu. Inhibition of Heat Shock Protein 70 Function Suppresses Proliferation in Mesothelioma 
Cells. 19th World Conference on Lung Cancer （WCLC 2018） of the International Association for the Study of 
Lung Cancer （IASLC）, September 25, 2018

【総数：論文 1 件，学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　なし

7．自己点検・評価
　中堅スタッフが減る中，各医師は大変な努力をもって臨床にあたった．その中で，近隣の病院とうまく連携を取り
ながら，入院待ち期間および入院期間を短縮し，診療の効率化を図っていくように努めている．川越地区の病病，病
診連携を目指し，近隣の病院との協力体制が徐々に構築されつつある．
　教育に関しては，限られた人員の中，役割の分担，効率化を図りたい．研究については，小人数のスタッフでこれ
まで行ってきた，臨床試験および基礎的研究の結果を論文としてまとめつつある．これまでの成果をいかしてさらに
研究を発展させたい．
　大学院生とともに，間質性肺炎モデルマウスを用いて，発症に関与する遺伝子の網羅的解析を行えるよう研究シス
テムを構築していきたい．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．4）内分泌・糖尿病内科

1．構成員
松田昌文（MATSUDA, Masafumi）：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　　内分泌代謝学：博士
大竹啓之 （OTAKE, Hiroyuki）: 講師 : 大学院教員：内分泌代謝学：博士
的場玲恵 （MATOBA, Reie） ：助教（後期研修医）
坂下杏奈 （SAKASHITA, Anna） ：助教（後期研修医）
山崎悠理子（YAMASAKI, Yuriko）：助教（後期研修医）　非常勤 1 類
梅原敏弘（UMEHARA, Toshihiro）: 助教：博士　非常勤 1 類
秋山義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）：非常勤講師：内分泌代謝学 : 博士
森田智子（MORITA, Tomoko）：非常勤講師 : 内分泌代謝学 : 博士
大村栄治（OHMURA, Eiji）：客員教授 : 大学院教員 : 内分泌代謝学 , 成長因子 , 腫揚学：博士
和田誠基（WADA, Seiki）：客員教授：内分泌代謝学 , 副甲状腺ホルモン：博士
中島　啓（NAKAJIMA, Kei）：客員教授：生活習慣病：博士
皆川真哉（MINAGAWA, Shinya）: 非常勤講師
矢津麻佐子（YAZAWA, Masako）: 非常勤講師
Houda Sellami-Mnif: 研究員
コンサルタント（甲状腺）：三橋知明先生（MITSUHASHI, Tomoaki）：（埼玉医科大学総合医療センター検査部教授）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　学生教育：臨床実習を通じ内科疾患，とくに糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について基本的な診断，治療のプ
ロセスを通じ患者管理について習得する．また，糖尿病の患者教育についてチーム医療の面から理解する．小講義を
通じ基本的な医学知識を習得する．
　研修医教育：初期研修においては内科疾患，とくに糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について診断，治療のプロ
セスを通じ患者管理について習得する．後期研修においては糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について診療を自分
で行い学会発表や論文作成を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　学生教育：主に教育入院患者を受け持ち，診療記録を作成し評価する．また小講義を糖尿病，甲状腺，副腎，脳下
垂体について受け知識の確認を行う．抄読会に参加し，病棟症例検討会では発表を行う．糖尿病教室などでコメディ
カルスタッフとのチーム医療の現場を見学する．
　初期研修医：入院患者を指導医や後期研修医と一緒に病棟患者を受け持ち，診療を行う．また，可能であれば外来
で予診を行う．
　後期研修医：日本糖尿病学会，日本内分泌学会の研修項目について病棟と外来において患者の診療を行い習得する．
外来では新患担当をまず受け持つ．また臨床研究を行う．症例報告や研究発表，論文作成なども行う．
2-3．達成度
　学生教育：医学生 5 年のベッドサイド実習，5,6 年のクリニカルクラークシップについては初期研修医に近い実習
を行い，予診もとってもらい，学会（糖尿病学会地方会，内分泌学会地方会）への出席も自発的に促した．医学生 5
年の実習においては iPad を用い，小クイズの実施，iPad によるスライド閲覧と小セミナー実施，感想の記述などを
行うことで資源を有効活用することができた．医学生の 5,6 年の臨床講義の一部を担当した．希望の医学生には研究
員の Houda Sellami-Mnif さんと英語での症例検討に参加していただいた．
　初期研修：初期研修医の 1 ヶ月間のローテート研修を担当した．パソコンや iPad を経由し研修の後に感想を院内
サーバー上に掲載．
　後期研修／専門医研修：坂下医師（助教）と的場医師（助教）は内分泌・糖尿病専門医研修中であるが育児の為時
間短縮勤務や週 4 日勤務となることがあった．山崎医師（助教）は育児の為時間短縮勤務や週 4 日勤務となること
があった．日本甲状腺学会の研修施設として再認定された．
　松田医師（教授）が看護師の特定行為研修の指導の研修を受講し，8 月 30 日に特定行為研修に係る特定行為区分
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変更が承認され栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連，血糖コントロールに係る薬剤投与関連の 2 区分の研修が行
われ 2 名の看護師の研修が修了した．
2-4．自己評価と次年度計画
　スタッフはほとんどの時間を外来診療で費やすために学生や研修医の指導に割く時間も十分とはいえなかった．し
かし医学生や初期研修の実習について，iPad を利用しスタッフの指導を補った．
　内分泌疾患診療においては和田客員教授のもとで甲状腺，副甲状腺の専門診療が充実した．また，副腎腺腫の診断
と当院外科での加療や各種負荷試験の症例数が増加した．次年度も内分泌疾患診療の充実が望まれる．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究のプロトコールを作成し実施を開始する．また研究結果を発表する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　プロインスリンの臨床応用，FMD（flow mediated dilatation）や Pasesa®（血圧測定時動脈硬化指標測定装置）に
よる介入評価，外来データの集計解析による診療実態の把握と検討　の課題について引き続き実施．GLP-1 受容体
作動薬を用いた検討とインスリン作用解析のデータ蓄積プロトコールを実施した．チュニジア出身の医師 Houda 
Sellami-Mnif さんは英語，フランス語，アラビア語が使用でき研究員（research fellow）として加わり随時カンファ
レンスなどに参加した．実験助手さんによりラットを用い放射性同位元素で糖代謝測定しインスリン感受性指標を研
究するプロジェクトの研究成果の発表を行うことができた．今後もこの研究は進めてゆく．
3-3．研究内容と達成度
1）プロインスリンの臨床応用
　主に外来において，空腹時採血によりプロインスリン自体やプロインスリンとインスリンや C- ペプチドとの比に
ついて介入状態などによる違いについてデータを解析し，糖尿病学会年次学術集会で発表した．
2）FMD（flow mediated dilatation）と Pasesa® による介入評価
　また FMD 解析の新しいソフトウェアを購入し，多くの診療パラメータとの関連を解析し学会発表を行った．血圧
測定による動脈硬化指標についても Pasesa® を用いた研究を進めている．
3）外来データの集計解析による診療実態の把握と検討
　外来データで電子カルテに定型的に入力されない部分はテンプレート入力が可能となるようにしている．また半年
ごとに電子カルテデータを情報管理部門で抽出し解析を行った．解析結果はインターネットで公開している．（http://
www.endo-smc.umin.jp/jp/）
4）インスリン感受性指標の研究
　ラットを用いブドウ糖負荷試験，インスリンクランプを用いインスリン感受性指標を研究するための基礎実験を進
めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　プロインスリン測定の結果は引き続き日本糖尿病学会で発表した．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　糖尿病診療についてはパラダイムシフトとして血糖管理を低血糖なく長期血糖が維持でき膵 β 細胞保護が主とな
り合併症の進展を抑制するという治療が主流となってきた．
　糖尿病は医療法の 5 大疾病の 1 つであり埼玉県の地域医療計画に従い中核病院としての役割を継続する．地域か
らの期待と需要が非常に多く医療教育の場の提供という大きな使命も担っており糖尿病教室と糖尿病教育入院を医療
チームで実施している．埼玉医科大学総合医療センター内の CDEJ（糖尿病療養指導士）認定者数も日本でもトップ
クラスとなっている．
　CGM（持続血糖モニター）は入院で主に実施してきたが，今後はリブレの普及もあり外来診療において積極的に
持続血糖モニタ－を実施したい．
　外来患者は新患も多数で，また入院診療においても併科で診療していることが多く非常に多忙であるが，スタッフ
の質と量の両面の充実に地域から信頼される医療に努めたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉糖尿病対策推進会議（松田昌文）
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　「埼玉県方式」による糖尿病重症化予防　コンサルタント（松田昌文）
　埼玉県医科歯科連携推進会議　糖尿病作業部会（松田昌文）
　日本糖尿病学会関東甲信越地方専門医認定委員会（松田昌文）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　論文査読：英文 18 論文（松田昌文）
　院内講演会／ CPC　1 ／ 1 件（松田昌文／佐藤　秀彰 [ 研修医 ]）
　研究会・協会主催講演会　演者　39 件（松田昌文）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

糖尿病 無料相談会 ･ 市民公開講演会　全国糖尿病週間 . 2017 年 11 ～ 12 月：皆川真哉先生（皆川医院，当科非
常勤医師）を中心に実施．

静岡県平成 28 年度 「糖尿病性腎症重症化予防研修会」（2017 年 11 月 2 日 : 松田昌文）
川越地域糖尿病療養研究会（女子栄養大学と当院他，川越坂戸地域の医療スタッフ，http://lsm.diabetes-smc.jp/）

6．業績
6-1．論文・学会発表　（代表 10）

①深井智子 , 望月　司 , 松田昌文 , 皆川真哉 , 中野文夫 , 吉川　賢 , 竹下　玲 , 河合裕直 , 八木裕太 , 田中　入 , 草間　薫 , 
安井利一 川越市における糖尿病に関わる歯科医科連携の試みに関して（第一報）　糖尿病連携手帳の記載項目での
関連調査から 明海歯科医学 2019.02; 48（1）:1-7.

②松田昌文 【糖尿病 Q&A】 日本人 2 型糖尿病治療薬の第一選択薬は何を用いるべきか ? 成人病と生活習慣病 
2018.04; 48（4）:422-425.

③的場玲恵，阿部義美，坂下杏奈，山崎悠理子，梅原敏弘，大竹啓之，森田智子，秋山義隆，皆川真哉，和田誠基，
矢澤麻佐子，大村栄治，中島　啓，Houda Sellami-Mnif，松田昌文 デュラグルチドの実臨床における有効性と安
全性の検討第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.05; 東京

④森田智子，的場玲恵，山崎悠理子，坂下杏奈，梅原敏弘，大竹啓之，阿部義美，秋山義隆，櫛山暁史，吉田洋子，
松田昌文，河津捷二 ELISA 法によるグルカゴン測定法とインスリン感受性関連指標との検討第 61 回日本糖尿病
学会年次学術集会 2018.05; 東京

⑤松田昌文 , 阿部義美 , 木村珠美 , 西島真知子 実験動物を用いた尿糖陽性時のインスリン感受性指標の検討第 61
回日本糖尿病学会年次学術集会 2018.05; 東京

⑥大竹啓之 , 的場玲恵 , 坂下杏奈 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 阿部義美 , 森田智子 , 秋山義隆 , 皆川真哉 , 矢澤麻佐子 , 
Sellami-Mnif Houda, 和田誠基 , 中島　啓 , 大村栄治 , 松田昌文 2 型糖尿病におけるエンバグリフロジン投与前後
の臨床管理指標と血管指標（AVI，API）の検討第 61 回年日本糖尿病学会年次学術集会 2018.05; 東京

⑦ Sellami Mnif Houda et al. Carbohydrate counting and smart technologies: the point and the perspectivesThe 
61st Annual Meeting of the Japan Diabetes Society 2018.05; Tokyo

⑧大竹啓之 , 的場玲恵 , 坂下杏奈 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 阿部義美 , 森田智子 , 秋山義隆 , 皆川真哉 , 矢澤麻佐子 , 
Sellami-Mnif Houda, 和田誠基 , 中島　啓 , 大村栄治 , 松田昌文 2 型糖尿病におけるエンバグリフロジン投与前後
の臨床管理指標と血管指標（AVI，API）の検討第 61 回年日本糖尿病学会年次学術集会 2018.05; 東京

⑨的場玲恵 , 阿部義美 , 坂下杏奈 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 大竹啓之 , 森田智子 , 秋山義隆 , 皆川真哉 , 和田誠基 , 矢
澤麻佐子 , 大村栄治 , 中島　啓 , Sellami-Mnif Houda, 松田 昌文 デュラグルチドの実臨床における有効性と安全性
の検討（第 61 回年日本糖尿病学会年次学術集会 2018.05; 東京

⑩森田智子 , 的場玲恵 , 山崎悠理子 , 坂下杏奈 , 梅原敏弘 , 大竹啓之 , 阿部義美 , 秋山義隆 , 櫛山暁史 , 吉田洋子 , 松
田昌文 , 河津捷二 ELISA 法によるグルカゴン測定値とインスリン感受性関連指標との検討第 61 回年日本糖尿病
学会年次学術集会 2018.05; 東京

【総数：論文 2 件（原著 1，総説 1），学会発表 11 件，講演 29 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　川越地域糖尿病療養研究会（森田智子，秋山義隆，松田昌文）

7．自己点検・評価
　平成 30 年度の業務につき常勤医師の人事考課による自己点検，評価を行った．限られた資源にもかかわらず十分
とは言えないが診療業務はほぼ支障なく実施できていた．教育業務や研究業務ついて今後更に以下のように取り組ん
でゆく．平成 24 年度に iPad を医学生教育に iPad を導入し平成 25 年度に iPad mini を初期研修に導入し同年 11 月
末に iPad mini retina を後期研修医に導入したが今後はサーバープログラムを MySQL と PHP を用いて充実させてゆ
く．糖尿病診療では SGLT-2 阻害薬をはじめさらに多くの薬物の利用が可能となり「病棟血糖管理マニュアル第 2 版

（金原出版）」「外来血糖管理マニュアル（金原出版）」に添った診療を継続している．さらに大学病院として日本初の
病棟での血糖管理などを担当する栄養代謝リンクナースの配置と栄養代謝リンクナース回診を開始した．これは看護
部中心の活動であり今後はチーム医療を栄養代謝センターとして運用することができるとよいであろう．（文責　松
田昌文）



533

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．5）血液内科

1．構成員
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員，指導教員（大

　　　　　　　　　　　　　学院）血液内科一般，造血器腫瘍の発症機序の解明，分子標的療法の開発：医学博士
森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター教授（兼担） : 血液内科一般，分子標的療法の開発：医学博士
得平道英（TOKUHIRA, Michihide）：教授：診療副部長：教育員：研究員：指導教員（大学院） : 血液内科一般，悪

　　　　　　　　　　　　　　　  性リンパ腫，血小板疾患：博士（医学）
中世古玲子（NAKASEKO, Reiko）：准教授：診療副部長：教育員：医長：無菌室治療室室長：指導教員（大学院）　

　　　　　　　　　　　　　　  血液内科一般，造血幹細胞移植，出血凝固系疾患：博士（医学）
多林孝之 （TABAYASHI, Takayuki）：講師：教育員：研究員：外来医長：指導教員（大学院）血液内科一般，造血器

　　　　　　　　　　　　　　　腫瘍の発症機序の解明：博士（医学）
佐川森彦　（SAGAWA, Morihiko）：講師：教育主任：研究副主任：専門医員：大学院教員（大学院）：博士（医学）
阿南朋恵（ANAN, Tomoe）：助教：病棟医長，博士（医学）
富川武樹（TOMIKAWA, Tatsuki）：助教
木村勇太（KIMURA, Yuta）：助教
高橋康之（TAKAHASHI, Yasuyuki）：助教：社会大学院生
田中佑加（TANAKA, Yuka）：助教：社会大学院生
小林大祐（KOBAYASHI, Daiyu）：助教：社会大学院生

2．教育
2-1．目的・目標
・卒前教育
　モデルコアカリキュラムに基づく血液内科学に対する必要な基本的知識のみならず，実診療に必要な医学・科学を
学ぶ際の思考過程や研究マインドを育成し，柔軟性の高い学生教育を目的とする．
・卒後教育
　血液内科学を通じて，内科全般的な知識，技術，接遇について学び，基礎研究を含めたファンダメンタルな思考過
程の育成を目的とする．実診療の現場において，実践的な診療技術および知識を習得するための教育を施す．また，
最先端の血液学に関するトピックスを提供する．
・大学院教育
　血液内科学の state of art に精通し，自ら考え実践することで新たな発見に繋がる研究を推進し，医学の発展に寄
与する結果を追求する．
2-2．教育内容
・卒前教育
　卒前責任者は木崎教授 / 得平教授が担当した．医学部 BSL においては，病棟では患者 1 名を担当し，病歴，診
察，血液データ，画像などの読影，鑑別疾患，治療方法などについて学ぶ．研修終了時には担当患者のレポートを
提出させて，理解度の確認を行った．外来では外来診療を見学することにより，外来でしか見ることの出来ない血
液疾患を中心の学習を行った，また，スタッフからは種々の血液疾患に関するクルズス（講義）を受け，疾患に対
する理解を深めるとともに， 担当患者の診療においては主治医より診察などのスキルを学んだ．5 年生学生の CC 

（Clinical Clerkship）においては， BSL と同様の内容に加え , 1 ヶ月に及ぶ期間があることから， 患者への IC （informed 
consent）の仕方， 化学療法における管理方法や急変時の対応なども学んだ． また木崎教授 / 得平教授が慢性骨髄性
白血病 , 悪性リンパ腫などの血液学の講義を行った．
　また総合医療センター看護専門学校の生理学・血液 , 病態学 I・血液内科領域の講義を中世古准教授，多林講師が
担当した．得平教授は， 医学教育センターの卒前教育部門および FD 部門の部門員を担当した．また，森教授は平成
21 年度より医学教育センター教授となり， 当方との兼任を行いながら学生教育を行っている．
・卒後教育
　臨床研修教育責任者は木崎教授 / 得平教授が担当した． 初期臨床研修では， 内科診療の全般的な知識および技術を
取得すると同時に， 血液疾患全般に渡る診断と治療の基本が学べるよう教育を行った．血液内科では，抗がん剤によ
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る大量化学療法， 造血幹細胞移植， 輸血など学ぶ重要な機会であることから， 積極的に参画し学習できるよう患者な
どを考慮した． また木崎教授を筆頭に病棟総回診， カルテ回診， カンファレンス， クルズス，抄読会等を通じて血液
学に対するさらなる理解を深めた． 週 2 回の外来骨髄検査には， 研修医を積極的に参加させ， 骨髄穿刺や髄液検査， 
髄注などの血液疾患の診療に必要な基本手技を習得させた． 後期研修では， さらなる内科学における知識， 技術の向
上とともに， 血液学全般に渡る知識， 技術， 接遇を身につけ， 血液専門医の資格取得を目指すべく， 自分のテーマを見
つけて学会発表を行った． 
・大学院教育
　責任者は木崎教授が担当した． 当血液内科では造血器腫瘍の病態解明や新たな治療法開発のための基礎研究を始
め， 豊富な臨床症例からの臨床研究も積極的に行っており， 本人が興味あるテーマを見いだし， 学位取得のみならず
医学界に寄与できる研究を積極的な展開を行っている． 
2-3．達成度
・卒前教育
　上記を踏まえ， BSL/CC ともに予定通りの内容の教育は行えたものと考えている．
・卒後教育
　同様に， 上記を踏まえ，予定通りの内容の教育は行えたものと考えている．
・大学院教育
　平成 26 年，平成 28 年度より，それぞれ高橋康之， 田中佑加が社会人大学院生として入局し，初期臨床研修医お
よび大学院生としての教育が開始された． またリハビリ科より小林 大祐が社会人大学院生として血液内科の大学院
医学研究科博士課程に加わり，大量抗がん剤による化学療法や造血幹細胞移植後の主に造血器腫瘍を中心にした血液
疾患とリハビリをテーマに，現在研究を推進している．それらの成果は，都度英文論文とし発表している．
2-4．自己評価と次年度計画　
・卒前教育
　学生における講義，BSL，CC の評価はおおむね良好であり , 目標は達成できたと考えている． 来年度は，今年の
結果を踏まえ， 個々においてスライドや資料の改善に向けて取り組んでいく方針である． 卒前研修として， 当科の特
徴であるオールマイティな血液内科学の臨床および研究に接触することによって内科学 , 血液学を超えて学問を学ぶ
きっかけになるようなプログラムを構築したいと考えている . 学生教育においては , 積極的な臨床実習への参加を促
し , 深い理解を求めるよう， 今後クルズスの改訂なども含め考慮している
・卒後教育
　初期臨床研修医を日本血液学会例会などの学会等に積極的に参加させ , 血液内科学の知識をさらに学習させること
が出来た．初期臨床研修医の評判も良好であり , 来年度はその継続にあたりたい．全般的知識の蓄積のみならず， 心
豊かな人格ある医師を育てることもを心がけたいと考えている . その一方で， 血液内科を選択する初期研修医は他の
内科と比較しても少ない傾向がある． 次年度はさらなる研修医の増加について , ヒアリングを通じの特徴がさらに出
せるようなプログラムを考案したい . 
・大学院教育
　3 名の大学院生を有し , これまで順調な経過と理解している . 高橋康之および田中佑加は後期研修医としても指導
するとともに，多発性骨髄腫の難治性の解明やホジキンリンパ腫の基礎解明に向けた基礎実験を行っており , さらな
る発展を指導していく方針である．

3．研究
3-1．目的・目標
　基礎研究においては，造血器腫瘍の分子病態の解明とそれらを基盤とする新たな治療法を開発するための研究を推
進することを目的とする．白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の治療は抗がん剤による化学療法
が主体である．しかしながら，抗がん剤による治療は侵襲が大きく，時として致命的な合併症を惹起する．そこで，
当科においては侵襲が少なく，疾患の分子病態に即した新たな分子標的治療薬の開発を基礎研究の目的としている．
　一方，臨床研究においては白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫など多岐に渡る臨床治験を行い，本邦における新
たな治療法の開発や，実臨床に即した治療方法の提言など目的としている．さらには，臨床像から特殊な疾患群を見
いだし，その臨床的意義を見いだしながら，治療方法への模索も重要なテーマとしている． また病棟では看護師や
リハビリ理学療法士による血液疾患における研究も共同で行っており，チーム医療の一環として重要と認識している．
3-2．研究プロジェクト
1．基礎研究 
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（1）白血病に対する活性酸素（ROS）を指標とする新規分子標的療法の開発 
（2）新規 NF- κ B 阻害剤の開発による多発性骨髄腫に対する治療法の開発
（3）ヒト CD47 に対する一本鎖低分子化抗体の開発と造血器腫瘍への応用
（4）患者検体を用いた細胞株の樹立とその機能解明
（5）白血病細胞における分化誘導機序の解明
（6）多発性骨髄腫における薬剤耐性克服のための基礎検討
（7）オールトトランス型レチノイン酸による耐性克服機序の解明．

2．臨床研究
「多発性骨髄腫関係」

　・JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）：JCOG1105
　・JSH（日本血液学会）：JSH-MM15
　・W － JHS（西日本血液臨床研究グループ）：WJHS-MM01
　・多発性骨髄腫治療抵抗性のバイオマーカーの検索

・再発または難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミドおよびデキサメタゾン併用療法
の多施設共同前向き観察研究

・（本学単独研究）：細胞内シグナル伝達経路を標的とした多発性骨髄腫に対する新規分子標的治療薬の開発
「白血病関係」

　・JALSG（日本成人白血病治療共同研究グループ）：JALSG-AML209GS，
　　JALSG-CS11, JALSG-ALL-CS-12, JALSG-CML212, JALSG-APL212, JALSG-APL212G，
　　JALSG － AML209GWS，JALSG － CS － 17，JALSG － DS － STOP216

・KSGCT（関東造血幹細胞移植共同研究グループ）：KSGCT1303, KSGCT1601, KSGCT1702, KSGCT-Ph 陽性白血病
に対する同種移植後の血液学的再発予防のための TKI 投与期間と終了時期

・（本学単独研究）：急性骨髄性白血病，骨髄異形成症候群ならびに白血病幹細胞に対する Ribonucleotide 
Reductase を標的とした治療法の開発

・（本学単独研究）：急性リンパ性白血病，悪性リンパ腫に対する XPO1 を標的とした治療法の開発
「リンパ腫関係」

　・JCOG0601, JCOG0907, JCOG0908, JCOG1305, JCOG1411
　・KSGCT1301
　・新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究
　　（FOREST）

・高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後方視的観察研究（HORIZON 
study）

・（本学基盤施設研究）：自己免疫性疾患におけるリンパ増殖疾患の共同研究後方視的解析
「移植関係，その他」

　・JSHCT（日本造血細胞移植学会）：造血細胞移植および細胞治療の全国調査（TRUMP）
　・KSGCT 移植データベース作成　後方視的研究
　・KSGCT1701
　・非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業

・HBV 既往感染歴を有する同種造血幹細胞移植レシピエントに対する，HB ワクチンによる HBV 再活性化予防法
のランダム化検証試験（PREBENT － HBV）

　・血液腫瘍を主とした糖タンパク質解析
3-3．研究内容と達成度
1．基礎研究
　多発性骨髄腫は治癒の難しい難治性造血器腫瘍である．その病態形成に重要な役割を果たす NF-κB に対する阻害
薬ボルテゾミブが臨床的に導入され注目されているが，近年耐性症例の出現や末梢神経障害，間質性肺障害などの有
害事象が報告されるようになっている．われわれは，東南アジアに自生する植物 1’-acetoxychavicol acetate （ACA）（京
都大学大学院農学研究科 村上明博士から供与）が NF-κB 阻害活性を有し，骨髄腫細胞の細胞死を誘導することを見
出した．ACA は I κ B αのリン酸を抑制し，NF-κB の核移行を阻害するとともに，カスパーゼ 8 を活性化し，Fas 依
存性に骨髄腫細胞の細胞死を誘導することを明らかにした．その他，ACA は TRAIL および TRAIL 受容体 DR5 を誘導
することで骨髄腫細胞のアポトーシスを誘導する．さらに，NOD/SCID マウスを用いて作製したヒト骨髄腫モデルに
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対して，ACA は in vivo においても効果を示し，ACA は新たな NF-κB 阻害薬としての可能性が示唆された．
　現在，われわれは，東京大学分子細胞生物学研究所 橋本祐一教授との共同研究にて，ACA をリード化合物として
構造展開することで得られた種々の化合物の構造と生物学的活性の相関を検証し，造血器腫瘍の新規治療薬として用
いることを検討しており，実際の臨床応用が可能な新規 NF-κB 阻害薬の開発を目的とし，ACA よりも低濃度で効果
的に骨髄腫細胞の細胞死を誘導する TM-233 を作り出した．TM-233 の特徴的な点としては，各種骨髄腫細胞に対
して ACA よりも低濃度で抗腫瘍効果を認める事以外にも，その分子メカニズムとして，NF-κB 経路に加えて JAK/
STAT 経路が関与した．さらにボルテゾミブ耐性細胞株（KMS-11/BTZ, OPM2/BTZ）に対しても，ボルテゾミブ感受
性細胞株（KMS-11, OPM2）と比較してほぼ同等の効果を発揮しており，ボルテゾミブ耐性にも寄与出来る可能性が
示唆された．現在 in vivo の研究を予定している．
　さらに多林准教授が中心となり，NF- κ B 経路以外に，Wnt/β-catenin 経路の阻害薬がボルテゾミブ耐性である骨
髄腫細胞のアポトーシスを誘導すること，MAPKK ファミリーである TOPK の阻害薬がボルテゾミブ耐性株の増殖
を強力に抑制 することなどを見出し，シグナル伝達経路の阻害薬によって薬剤耐性が克服できる可能性が示唆され
ている．さらに他の癌腫でも有効性が確認されている WEE1 阻害剤が骨髄腫の薬剤耐性を克服する可能性を見出し，
現在検討を進めている．
2．臨床研究

「多発性骨髄腫関係」
　新たな治療法の開発を目的に，種々の多発性骨髄腫に関する研究プロジェクトを推進している．これまで，当科に
おいては生体に優しい造血器腫瘍の治療法の開発を目的とし，多くの生理活性物質による腫瘍細胞のアポトーシス誘
導機構を明らかにし，それらに基づく治療法開発に関する基盤研究を行ってきた．金製剤オーラノフィンが多発性骨
髄腫細胞のアポトーシス誘導を惹起することを見いだし，当科にて多発性骨髄腫および類似疾患であるキャッスルマ
ン病の臨床試験を行い一定以上の効果を認めている．さらにその後飯田班の一員として，多発性骨髄腫におけるバ
イオマーカーの検索の研究，特にサリドマイド，レナリドミドにおける重要蛋白の一つであるセレブロンに焦点を当
て，検討を行ってきた．またボルテゾミブの新たな取り組みとして，特に高齢者における治療調節の重要性を認識し，
当科が主管となりボルテゾミブ治療における VMP 療法の臨床第三相試験のプロトロールを全国規模で立ち上げた．
BROAD-J （Bortezomib-based Optimized therapy Aiming Disease control in Japan; 未治療移植非適応の多発性骨髄腫
患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究）と命名し 80 名を超える患者
のリクルートがなされ，その解析にて frail 患者に対しても極めて有効な成績を示すことができた．

「白血病関係」
　慢性期慢性骨髄性白血病においては東日本 CML 研究会に参加し，本邦における新たな知見が展開されることが期
待されている STAT1/STAT2 試験という慢性骨髄性白血病（CML）に対するチロシンキナーゼ阻害剤の切り変え試験，
中止試験に患者登録した．これらの臨床試験では，良好な成績が出ており，海外での発表，および論文化が進んでいる．
日本血液学会における臨床試験にも積極的に参加，数多くの症例を登録している．また日本の白血病治療における重
要な臨床研究組織である JALSG に参加し，ほぼ全ての臨床研究に参加し，本邦における白血病のエビデンス構築に
取り組んでいる．また当施設が主管となっている CML 患者の後方視的解析グループでは，日本のエビデンスとして，
チロシンキナーゼ阻害剤の有効性と安全性に関して解析を行い，多数の学会報告，論文報告を行うことができた．

「リンパ腫関係」
　JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）の一員として参加している．JCOG は，国立がん研究センターがん研究開発費（旧
がん研究助成金）研究班を中心とする共同研究グループで，国立がん研究センター多施設臨床試験支援センターが研
究を直接支援する研究班の集合体であり，がんに対する標準治療の確立と進歩を目的として様々な研究活動（多施設
共同臨床試験）を行っている．血液疾患においては，悪性リンパ腫を主体とした多くの臨床研究が行われており，当
科もそれに積極的に参加をすることで，本邦における悪性リンパ腫の新たな知見の集積に寄与する方針である．また，
当科で以前より注視しているメトトレキサート惹起リンパ増殖性疾患の臨床研究を進め，論文化を行った．さらに新
たな知見が得られており，継続して研究を進める予定でいる．

「その他」
　造血器腫瘍細胞株の樹立と解析においては，これまで同様，患者の同意の元，血液疾患における細胞株の樹立を
目指し病態解明を行う． 前年度樹立した急性リンパ性白血病患者由来細胞株に認められる新規の融合遺伝子である
MEF2D-DAZAP1 の解析など，これまでに樹立した細胞株のさらなる解析を行いながら，多くは難治性患者からの細
胞株樹立であることから，難治性造血器腫瘍を克服する機序の同定とそれらに対する治療研究まで発展させる方針で
ある．
3-4．自己評価と次年度計画
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　基礎研究および臨床研究とも上記の様々なプロジェクトを推進し，多くの研究成果を国内外の学会にて発表し，一
定以上の成果を認めたと考えている．昨年度より臨床試験の増加が著しく，数多くのプロジェクト研究が増加したが，
次年度もさらに臨床試験や研究を追加する予定である．
　次年度の計画としては，継続しているプロジェクトをさらに発展させ，成果の得られた研究については論文化を行
う方針である．論文化については一部停滞している部分もあるが，できる限りの英文論文化を目指したいと考えてい
る．また，次年度の新たなプロジェクトとして，現在いくつか注目している基礎および臨床研究があり，それの実現
に向けて取り組みたい．昨年度からの継続している臨床試験（治験）以外にも新たな新規治療薬に関する治験も開始
され，さらなる発展を示している．多発性骨髄腫や急性白血病に関する臨床試験（治験）では複数の臨床試験が順調
に進行しており，より多くの症例を蓄積している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　年々患者数の増加，臨床研究，基礎研究の充実，教育システムの確立がなされている．次年度も現状を踏襲しつつ，
さらなる発展を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無　

木崎
がん研究開発費「高感受性悪性腫瘍に対する標準治療確立のための多施設共同研究」（大江班）」研究班班員（国
立がんセンター）
医薬品医療機器総合機構専門委員
科学研究費委員会専門委員
臨床工学技師試験委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　
学術誌：

木崎
血液内科（編集委員）Japanese Journal of Clinical Oncology（Review Board）， Open Leukemia Journal（Editorial 
Board），Anti-Cancer Drugs（Editorial Board）, International Journal of Oncology（Editorial Board），International 
Journal of Myeloma（Associate Editor）, Annals of Hematology & Oncology（Editorial Board）

査読：
木崎

International Journal of Hematology, Cancer Science, Japanese Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Internal 
Medicine, Leukemia, Leukemia Research, FEBS letter, Apoptosis, International Journal of Molecular Science, 
Cancer Letters, International Journal of Clinical Oncology.

得平
Internal Journal of Hematology, Japanese Journal of Clinical Oncology, Internal Medicine, Cancer science, 臨床血液.

渡部
Internal Journal of Hematology, Internal Medicine.

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関る業務　
　得平教授，中世古准教授，阿南講師，富川助教，木村助教が骨随移植推進財団の調整医師として活動中である．

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Tokuhira M, Saito S, Okuyama A, Suzuki K, Higashi M, Momose S, Shimizu T, Mori T, Anan-Nemoto T, Amano 
K, Okamoto S, Takeuchi T, Tamaru JI, and Kizaki M: Clinicopathologic investigation of methotrexate-induced 
lymphoproliferative disorders, with a focus on regression. Leukemia and Lymphoma, 59 （5）: 1143-1152, 
2018. 

② Sato E, Iriyama N, Tokuhira M, Takaku T, Ishikawa M, Nakazato T, Sugimoto K, Fujita H, Fujioka I, Asou N, 
Komatsu N, Kizaki M, Hatta Y, Kawaguchi T: Introduction of second-generation tyrosine kinase inhibitors may 
reduce the prognostic impact of high-risk patients, according to the European Treatment and Outcome Study 

（EUTOS） score. Leukemia and Lymphoma, 59 （5）: 1105-1112, 2018.
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③ Tokuhira M, Kimura Y, Sugimoto K, Nakazato T, Ishikawa M, Fujioka, Takaku T, Iriyama N, Sato E, Fujita H, 
Hatta Y, Komatsu N, Asou N, Kizaki M, Kawaguchi T: Efficacy and safety of nilotinib therapy in patients with 
newly diagnosed chronic myeloid leukemia in the chronic phase. Medical Oncology, 2018 FEB 13; 35 （3）:38. 
doi.10.1007/s12032-018-1093-8.

④Nakazato T, Iriyama N, Tokuhira M, Ishikawa M, Sato E, Takaku T, Sugimoto K, Fujita H, Fujioka I, Kimura Y, Aisa Y, 
Iwanaga E, Asou N, Kizaki M, Hatta Y, Komatsu N, Kawaguchi T: Incidence and outcome of second malignancies 
in patients with chronic myeloid leukemia during treatment with tyrosine kinase inhibitors. Medical Oncology, 
2018 May 30;35（7）:99. doi: 10.1007/s12032-018- 1159-7.

⑤ Fujioka I, Takaku T, Iriyama N, Tokuhira M, Kimura Y, Sato E, Ishikawa M, Nakazato T, Sugimoto KJ, Fujita H, 
Asou N, Kizaki M, Hatta Y, Komatsu N, Kawaguchi T. Features of vascular adverse events in Japanese patients 
with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors: a retrospective study of the CML 
Cooperative Study Group database. Annals of Hematology 97 （11）: 2081-2088, 2018, 2018.  

⑥ Iriyama N, Sugimoto KJ, Sato E, Takaku T, Tokuhira M, Nakazato T, Ishikawa M, Fujita H, Fujioka I, Kimura 
Y, Asou N, Kizaki M, Komatsu N, Hatta Y, Kawaguchi T. Comparison of the clinical outcomes of nilotinib and 
dasatinib therapies in newly diagnosed patients in the chronic phase of chronic myeloid leukemia: a retrospective 
analysis. Medical Oncology 2018 Sep 7;35（11）:142. doi: 10.1007/s12032-018-1203-7.

⑦ Yamashita T, Higashi M, Kawano R, Momose S, Tokuhira M, Kizaki M, Tamaru J. Anaplastic large cell lymphoma 
with TP63 rearrangement: a dismal prognosis. Pathology International, 69 （3）: 155-159, 2019. 

⑧ Kizaki M. Molecular pathogenesis of leukemia and leukemic stem cells  （LSCs）. International Journal of 
Hematology. 109 （1）: 3-4, 2019.

⑨ Kizaki M, Takahashi N, Iriyama N, Okamoto S, Ono T, Usui N, Inokuchi K, Nakaseko C, Kurokawa M, Sumi 
M, Nakamura F, Kawaguchi T, Suzuki R, Yamamoto K, Ohnishi K, Matsumura I, Naoe T, and the New TARGET 
investigators. Efficacy and safety of tyrosine kinase inhibitors for newly diagnosed chronic-phase chronic 
myeloid leukemia over a 5-year period: results from the Japanese registry obtained by the New TARGET system. 
International Journal of Hematology, 109 （4）: 426-439, 2019.

⑩ Tokuhira M, Saito S, Suzuki K, Higashi M, Momose S, Shimizu T, Mori T, Kimura Y, Amano K, Okamoto 
S, Takeuchi T, Tamaru JI and Kizaki M: Clinicopathological features of clinical methotrexate-related 
lymphoproliferative disorders （c-MTX-LPD）. Leukemia and Lymphoma, 2019; 60 （10）: 2508-2515. 

【英文論文計 15 件，　邦文論文 4 件，学会報告 31 件 .】
6-2．獲得研究費

1. 木崎昌弘
　平成 30 年度がん研究開発費（大江班）【26-A-3】
　成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究
　（分担課題名：リンパ系腫瘍・多発性骨髄腫に対する標準的治療確立のための多施設共同研究）
2. 多林孝之
　平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金　基盤研究 C （17K09939）
　細胞内シグナル伝達経路を標的とした難治性骨髄腫に対する治療構築のための基礎研究（代表）
3. 佐川森彦
　平成 30 年度学内グラント
　細胞内シグナル伝達経路を標的とした難治性骨髄腫に対する治療構築のための基礎研究
4. 田中佑加
　平成 30 年度「若手医師育成研究助成費」かもだ特別賞（平成 30 年 12 月 - 平成 31 年 11 月）
　Cyclin D3 を標的とした高悪性度 B 細胞リンパ腫の新規治験法の開発
5. 富川武樹
　平成 30 年度「若手医師育成研究助成費」かもだ研究支援賞（平成 30 年 12 月 - 平成 31 年 11 月）
　びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫中枢神経再発高リスク症例に対する造血幹細胞移植医療の確立を目指した

研究
6. 木村勇太
　平成 29 年度「若手医師育成研究助成費」かもだ研究支援賞（平成 29 年 12 月 - 平成 30 年 11 月）
　濾胞性リンパ腫において治療介入の必要性を予測する病理学的因子の探求
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6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　
　なし

7．自己点検・評価
　診療においては県内でも有数の血液診療施設であり，多くの血液疾患の診療を行った．エビデンスに基づく標準治
療のみならず，新規治療薬の早期臨床試験（治験）にも積極的に参加し，多くの患者を登録し新規治療薬の臨床への
導入に大きく寄与した．診療方針として造血器腫瘍から一般血液疾患まで，すべての血液疾患を対象とした診療を展
開し，治癒を目指した積極的な医療を心がけている．造血幹細胞移植についても適応を慎重に判断し，あらゆる移植
に対応できる施設となった．常に患者ファーストの姿勢で血液診療を推進しており，その意味での内外からの評価は
高いと考えている．今後は，これまで要望してきた無菌病棟の設置を実現させ，より質の高い診療を実践できるよう
に努めていきたいと考えている．
　研究については，平成 30 年度も多くの臨床研究を行った．その成果を国内外の学会に報告し，高い評価を受けて
いる．基礎研究については，造血器腫瘍の発症機構の解明とそれらを基盤とした新規治療法開発を主軸として研究活
動を行った．人員の問題や臨床に咲かなくてはならない時間が多いなどの課題を抱えており，十分な研究が遂行でき
たとは言いがたい状況である．また，研究成果をより優れた英文論文として報告することもより積極的に行う必要が
あり，今後の課題と考えている．
　卒前，卒後教育に関しては全員で行い高い評価を得ていると考えている．学部学生に対しては，特に 5 年生 BSL
そして CC などの少人数教育では患者中心に実際の臨床に即した教育を推進しており，学生に病態解明，鑑別診断，
治療の判断などについて論理的な思考により結論を導き出すような教育を実践している．小講義（クルズス）も血液
疾患のすべての領域をカバーしており，今後はより能動的な学生教育の推進が必要と思われる．卒後の初期臨床研修
医に対しては，疾患のみならず患者環境などの社会的背景も踏まえた診療を心がけるような指導を行なっている．血
液診療を通してより良い医療の実践と研究マインドの醸成を目的に症例に基づく学会発表の機会を設けることも積極
的に行なっている．興味を持つ若手には，よりレベルの高い最先端の血液教育を施したいと考えている．　
　以上のように，血液内科は少ない人員で診療，研究，教育のすべての分野を高いレベルで実践するように努めてい
る．今後も，知識，技術のみならず患者の立場に立って診療のできるオールマイティな若手血液内科医を育てるとと
もに，社会にも還元できる魅力ある診療科を目指したい．また，高齢化社会を迎えて緩和ケアなど終末期医療の充実
化も大切である．周辺医療機関との連携を深め，この地域の血液診療コンソーシアムを構築し，ハード面での整備を
行うとともに，全人的な医療に向けてさらに努力を行い，われわれの技量を社会に還元していけるよう鋭意邁進した
いと考えている．
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2．6）神経内科

1．構成員
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：代表指導教員（大学院）：免疫性神経疾

　　　　　　　　　　　　  　患：博士
深浦彦彰（FUKAURA, Hikoaki）：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：教育主任：免疫性神経疾患：博士
傳法倫久（DEMBO, Tomohisa）：准教授：脳血管障害 : 博士
木下正信（KINOSHITA, Masanobu） 非常勤医師：筋緊張性ジストロフィー：博士
三井隆男（MITSUI,Takao） 非常勤医師：電気生理学，末梢神経疾患
山里将瑞（YAMAZATO, Masazumi） 非常勤医師；脳血管障害
王子　聡（OJI, Satoru） 講師：教育副主任：免疫性神経疾患，血液浄化療法：博士

　吉田典史（YOSHIDA, Norihito） 助教：パーキンソン病
　伊﨑祥子（IZAKI, Shoko） 講師：重症筋無力症：博士
　小島美紀（KOJIMA, Miki） 非常勤医師：視神経脊髄炎
　久保田昭洋（KUBOTA, Akihiro） 非常勤医師：免疫性神経疾患，認知症：博士
　田島孝士（TAJIMA, Takashi） 助教：脳血管障害
　成川真也（NARUKAWA, Shinya） 助教：電気生理学，末梢神経疾患
　原　渉（HARA, Wataru） 助教：頭痛
　齋藤あかね（SAITO, Akane） 非常勤医師：神経疾患
　鈴木理人（SUZUKI,Masato） 助教：パーキンソン病，認知症
　石塚慶太（ISHIZUKA, Keita） 助教：電気生理学，末梢神経疾患
　田中　覚（TANAKA, Satoru） 助教：免疫性神経疾患：大学院
　古谷真由美（FURUYA, Mayumi） 助教：血液浄化療法
　宮内敦生（MIYAUCHI, Atsuo） 助教：脳血管障害
　杉本恒平（SUGIMOTO, Kouhei） 助教：神経疾患，電気生理学
　山鹿哲郎（YAMAGA, Tetsuo） 助教：神経疾患
　橋本ばく（HASHIMOTO, Baku） 助教：神経疾患：大学院
　山元正臣（YAMAMOTO, Masaomi） 助教：神経疾患

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

卒前教育：国家試験合格を得るためのみならず，将来現場に立ち患者様を診察する際に役立つ様な実践に沿った知
識の習得を目指す．また，チーム医療の一旦を担う存在であることを理解してもらえる様に努める．

卒後教育：患者様にとって満足度の高い医療を提供することを目標とし，常に教室員が質の高い医療を習得する様
努力している．また同時に，患者様との人間関係のみならず，教室員や医療スタッフ全員がお互いに信頼・尊敬し合
える人間性を身につける様に心掛け，常に人間性の向上を目指している．研修医・教室員の教育・指導に当たる際に
も，単に診療技術を指導するだけではなく，人間性のレベルを向上することを意識して指導している．

大学院教育：臨床の大学院であるため，主に神経疾患の病態解明に重きをおき，臨床研究のみならず免疫学の基礎
知識を習得し，研究指導をしている．
2-2．教育内容（担当者）

卒前教育（担当：野村，深浦）：講義以外に，実習では外来や病棟での医師としての基本的な態度，神経疾患の問
診のとり方，神経診察方法を指導し，シミュレーターを用いた腰椎穿刺の実習や誘発筋電図を実際に学生同士で体験
するなどを行う．また，総合医療センターでは臨床実習生のための『神経内科テキスト』を作成し，各神経疾患をテー
マとしたクルズスも同時に行っている．

卒後教育（担当：野村，深浦，王子）：医師としての基本的な態度，神経疾患の問診のとり方，神経診察方法，神
経内科領域全般の指導を実際の臨床に沿って行っている．全員が後期研修医中に日本内科学会認定内科医を取得する
様に指導すると同時に，日本神経学会神経内科専門医取得のための勉強会も週に 1 回行っている．また，臨床研究
を含めた学会活動も積極的に参加する様に指導している．
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大学院教育（担当：野村，深浦，坂本（機能部門））：神経免疫学の基本的な知識の整理を行い，新たな神経免疫検
査法を取得するため大学病院，中央研究施設，機能部門との協力の基に研究を行っている．また，当施設では，抗体
測定系の開発，T 細胞，B 細胞の測定系の確立を行っている．
2-3．達成度

卒前教育：主に試験結果と BSL 修了時に施行する口頭試問と学生からのアンケートを基に常に指導方法の確認を
行っている．達成率：75％

卒後教育：指導医は常に指導方法の確認を行い，研修医の習熟度についてディスカッションを行い，必要に応じて
適切な修正や新たな指導の試みにも取り組んでいる．達成度：80％

大学院教育：本年度は，基礎的知識の習得，新たな研究，実験方法の習得を主観とした．達成度：90％
2-4．自己評価と次年度計画

指導医はお互いの指導内容を検討し合い，統一した指導体制が継続するよう心掛けている．次年度は，さらに教室
員の体制を強化し，研修医教育・BSL 学生教育を充実させるべく教育計画に取り組んでいる．

卒前教育：昨年の達成度 80 ％を基にクルズスの内容の一部変更と担当者の変更を行った．また，クルズスの時間
帯の変更を行い，学生が病棟実習できる時間を増やすように試みる．

卒後教育：指導医はお互いの指導内容を検討し合い，統一した指導体制が継続するよう心掛ける．当科に特異的な
筋電図や脳波，脳脊髄液検査の実際の検体処理を習得出来る様にローテーションを行い研修する予定である．また，
各人に臨床研究のテーマを与えて最低でも年に 1 回は学会報告を行う．

3．研究
3-1．目的・目標
　下記の各研究テーマについて，臨床研究・基礎研究を継続し，免疫性神経疾患，脳血管障害などの病棟解明を目指
している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　1）免疫性神経疾患に関する研究
　2）脳血管障害に関する研究
　3）Parkinson 病に関する研究
　4）免疫性神経疾患に対する血液浄化療法に関する研究
　5）末梢神経障害に関する研究
3-3．研究内容と達成度
　1）免疫性神経疾患に関する研究
　2）脳血管障害に関する研究
　3）Parkinson 病に関する研究
　4）免疫性神経疾患に対する血液浄化療法に関する研究
　5）末梢神経障害に関する研究

上述の各テーマに対する研究内容を定期的に学会報告し，常に新たな知見を得るために更なる研究計画を検討して
いる．免疫性神経疾患に対する血液浄化療法では腎・高血圧内科（人工腎臓部），臨床工学技士との定期的な研究会
を開催している．
3-4．自己評価と次年度計画

学会・研究会報告，論文発表などを通して客観的な評価を行い，更に医局会で定期的に研究内容を評価・検討して
いる．今後は，動物実験を用いた免疫性神経疾患の原因蛋白の解析および病態の解明を行う予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法や免疫グロブリン静注療法，免疫抑制剤などを中心に加療している．脳梗塞

に対しては，血栓溶解療法を中心として急性期の加療を行い，適応症例には血管内治療を積極的に行っている．学会・
研究会，論文，ハンズオンセミナーなどを通して最新の情報を得ると同時に客観的な評価を行い，さらにカンファレ
ンスで定期的に診療内容を評価・検討している．また治験にも協力し新たな治療法の確立にも貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　（1）野村恭一
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　　免疫性神経疾患に関する調査研究班員
　　1. 免疫性ニューロパチーの治療反応性予測に基づく有効な治療戦略の構築

2. 平成 30 年度「エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治療アルゴリズムの確立」
研究班

　（2）深浦彦彰
　　免疫性神経疾患に関する調査研究班員
　　1. 多発性硬化症生体試料バンクを活用したアジア人特有の遺伝環境因子探索による病態解明
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　野村恭一
　　編集委員 日本神経学会
　 MS FRONTIER（多発性硬化症の先端情報誌）
　　査読委員 日本神経免疫学会　日本アフェレシス学会　
　 Journal of Internal Medicine
　深浦彦彰
　　査読委員 Internal Medicine, Journal of Neurology and Psychiatry,
 PLoS one, Scientific report Nature
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　（1）野村恭一 MS キャビン（難病患者会への支援）　重症筋無力症患者会
 慢性炎症性脱髄性多発神経炎友の会
　（2）深浦彦彰 MS キャビン（難病患者会への支援）
　（3）王子　聡 重症筋無力症患者会，MS キャビン（難病患者会への支援）
　（4）伊崎祥子 重症筋無力症患者会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①深浦彦彰．脱髄疾患　臨床症状と診断．神経治療学 2018 ; 35 : 478-483.
②杉本恒平，野村恭一，ほか．Guillain-Barre 症候群におけるリンパ球サブセットの検討．末梢神経 2018 ; 29 : 

295.
③野村恭一．人工臓器　最近の進歩　免疫性神経疾患に対するアフェレシス療法の現況 2018．人工臓器 2018 ; 

47 : 196-202.
④伊﨑祥子，野村恭一，ほか．重症筋無力症患者における月経周期と症状増悪の関連．神経免疫学 2018 ; 23 : 

147.
⑤田中　覚，野村恭一，ほか．MS/NMO フマル酸ジメチルを使用した多発性硬化症患者における末梢血 T・B リ

ンパ球サブセットの検討．神経免疫学 2018 ; 23 : 108.
⑥王子　聡，野村恭一．視神経脊髄炎関連疾患と抗 AQP4 抗体．免疫治療．Clinical Neuroscience 2018 ; 36 : 

1316-1320.
⑦田島孝士，野村恭一．神経免疫学からみた脳卒中．成人病と生活習慣病 2018 ; 48 : 723-729.
⑧野村恭一，楠　進，ほか．Guillain-Barre 症候群に対する液状 PEG 処理人免疫グロブリン製剤の全国多施設臨床

試験　Δ IgG の臨床症状改善への影響を含めて．末梢神経 2018 ; 29 : 56-67.
⑨吉田典史，野村恭一．パーキンソン病（第 2 版）- 基礎・臨床研究のアップデート
検査・診断　関連疾患　中毒性パーキンソニズム．日本臨床 2018 ; 76 増刊 4 パーキンソン病 375-381.
⑩原　渉，野村恭一，ほか．心原性脳塞栓症を発症した Fabry 病に rt-PA 静注療法が奏功した 1 例．脳卒中 2018 

; 40 : 86-90.
【総数：論文 9 件，学会発表 23 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
　厚生労働省難治性疾患（神経免疫疾患）政策および実用化研究班　平成 30 年度
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　（1） 第 8 回臨床神経軽井沢カンファレンス　 2018 年 6 月 （軽井沢）

7．自己点検・評価
2004 年度に埼玉医科大学総合医療センター神経内科部門を開設し，2005 年度には内科学の一部門としての神経

内科となり，日常診療・教育・臨床研究に全力で取り組んでいる．教室員は徐々に充実してきている．外来診療およ
び入院診療は多忙を極め，医局員全員が全力で診療に当たっている．教育に関しては，研修医教育に加えて BSL 教
育も加わり，日常診療の中で教育を並行して行っている．研究に関しては，臨床研究が中心となるが，医局員の充実
とともに徐々に動物実験による研究も行えるように準備している．診療に関しては神経内科部門を立ち上げ，患者さ
んにとって満足度の高い診療を提供できるように努力してきた．来年度はさらに教室員を充実させ，幹細胞移植をは
じめとするより高度な医療を行えるよう計画している．本年度は，業務に関しては日常診療上，多忙を極め，研究活
動に十分な時間をとることは困難であった．来年度は，研究活動も活発化させ，各医師の研究データをまとめ，学会
発表・論文作成をこれまで以上により積極的に行う．
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2．7）リウマチ・膠原病内科

1．構成員
天野宏一（AMANO, Koichi）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：膠

　　　　　　　　　　　　  原病：博士
近藤恒夫（KONDO, Tsuneo）：講師：博士，教育主任
武井博文（TAKEI, Hirofumi）：助教
奥山あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）：助教：博士
倉沢隆彦（KURASAWA, Takahiko）：助教
千野健太郎（CHINO, Kentaro）：助教：博士
齋藤俊太郎（SAITO, Shuntaro）：助教：博士
柴田明子（SHIBATA, Akiko）：助教
岡田悠介（OKADA, Yusuke）：助教
＜非常勤＞
安倍　達（ABE, Tohru）：名誉教授：名誉所長 ：博士
竹内　勤（TAKEUCHI, Tsutomu）：客員教授：博士
伊藤達也（ITO, Tatsuya）：非常勤講師：博士
高野泰秀（TAKANO, Yasuhide）：非常勤講師
青木和利（AOKI, Kazutoshi）：非常勤講師：博士
長澤逸人（NAGASAWA, Hayato）：非常勤講師：博士
小川祥江（OGAWA, Hiroe）：非常勤講師：博士
関口直哉（SEKIGUCHI, Naoya）：非常勤医師
飯塚　篤（IIZUKA, Atsushi）：非常勤医師：博士
西村幸治（NISHIMURA, Koji）：非常勤医師
菊池　潤 （KIKUCHI, Jun）：非常勤医師：博士
酒井亮太（SAKAI, Ryota）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標

医師としての倫理観，使命感をもって患者の治療にあたることができるリウマチ膠原病専門医を育成することを目
標とする．
2-2．教育内容（担当者）
1）学生教育

6 年生の領域別疾患コースの免疫・膠原病・アレルギー性疾患ユニットの講義 6 コマ中 1 コマを担当（天野 1）
4 年生のヒトの病気コースの免疫ユニットの講義 25 コマ中 7 コマを担当（天野 2，近藤 2，青木 1，武井 1，倉沢 1）

2）初期研修医教育
研修医クルズス
臨床病理カンファレンス　
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける
回診（天野）：病態把握，鑑別診断，治療法選択などの考え方を学ぶ

3）後期研修医教育
回診／カルテ回診（天野）：治療方針決定能力を養う
カンファレンス／抄読会：最新の臨床・研究面での topics を学ぶ
症例報告／学会発表：症例の presentation と症例のまとめ方を学ぶ

4）大学院教育
　週 1 回のカンファレンスにて研究テーマについて discussion し，学位取得を目指す
2-3．達成度
　学生教育：90%　　
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　初期研修医教育：80％
　後期研修医教育：80％
　大学院教育：60％
2-4．自己評価と次年度計画
　学生教育（卒前教育）では 4 年生の免疫ユニットの講義 5 年生の BSL を担当してきた．初期研修医の教育では，
週に 2 回の回診の際の discussion や週 1 回の抄読会などで知識や考え方を身につけてもらうよう努めてきた．今後，
内容の充実をはかって学生に膠原病の魅力が伝わるような講義，指導に心がけたい．
　後期研修医教育では，週 1 回臨床，研究のための抄読会やカンファレンスを励行し，各個人の医師としてのレベ
ルアップに資するよう指導をしていく．全員が各自の臨床研究のテーマを持ち，目標に向かって努力するという雰囲
気を醸成していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

臨床現場で問題となっている課題を取り上げ，その中から各人が研究目標を明確にしてその達成をめざす．
3-2．2017 年度の研究活動の概略

関節リウマチ（RA）の治療に関する臨床研究
①メトトレキサートとトシリズマブで寛解となった関節リウマチ患者に対するトシリズマブ単独による寛解維持療

法に関する研究（申請番号 402，UMIN 000005590）
全身性血管炎に関する臨床研究
①大血管の血管炎（側頭動脈炎，高安動脈炎）およびリウマチ性多発筋痛症に対するトシリズマブ単独療法の有用

性に関する研究（申請番号 638，UMIN 000008812）
② ANCA 関連血管炎に対するリツキシマブの有効性と安全性およびリツキシマブ治療中のサイトカイン，蛋白発

現プロフィールおよびリンパ球発現動態に関する研究（申請番号 1058）
ステロイド骨粗鬆症の予防に関する臨床研究
①高齢者ステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法の検討～テリパラチドかビスフォスフォネート製剤か？（申請番

号 682，UMIN 000009222）
②ステロイド性骨粗鬆症に対するテリパラチド治療終了後のデノスマブの有用性～ビスホスホネート製剤との比較
（申請番号 1034，UMIN 000014570）

3-3．研究内容と達成度
RA- ①： MTX ＋ Tocilizumab で寛解となった患者の MTX を中止するか継続するかを無作為に割り付け，両群の寛

解維持率を比較．28 例で登録終了し解析中．達成度 95％．
血管炎 - ①：高安動脈炎，巨細胞動脈炎（GCA），リウマチ性多発筋痛症（PMR）の 3 疾患にトシリズマブ単独治

療を試み有用性を評価．高安 8 例，GCA4 例，PMR13 例を登録．登録は中止し現在解析し，論文を投稿中．達
成度 95％．

血管炎 - ②：ANCA 関連血管炎患者でリツキシマブを開始した前後で免疫学的パラメーターの動態を観察し，病態
の解析を行う．8 例登録．達成度 25％

骨粗鬆症①：ステロイドを開始する高齢者にビスホスフォネート製剤または PTH 製剤を無作為に割り付け，骨粗
鬆症の進展防止効果を比較．26 例で登録終了し解析中．達成度 90％．

骨粗鬆症②：PTH 製剤による治療を終了したステロイド性骨粗鬆症患者を対象に，デノスマブ群とビスホスホネー
ト製剤（種類は問わない）群のいずれかに無作為に割り付け，両群の有用性を比較．登録 27 例．達成度 80％．

3-4．自己評価と次年度計画
　すでに論文化されたものもあり，全体として目標の 80％くらいは行えた．各研究とも論文化を目指し，来年度に
引き続いて症例を集積し，しっかり実施して行きたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
リウマチ・膠原病領域において，質量とも国内で 1，2 を争うと言って過言ではない診療実績を誇る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県疾病対策課；特定疾患審査会委員（天野）



リウマチ・膠原病内科

546

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　リウマチ科（科学評論社）編集委員（天野）
　Mod Rheumatology　Transmitting Editors（天野）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本リウマチ財団　医療情報委員会委員（天野）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Kikuchi J, Kondo T, Shibata A, Sakai R, Okada Y, Chino K, Okuyama A, Kurasawa T, Takei H, Amano K.: Efficacy 
and tolerability of six-week extended dosing interval with tocilizumab therapy in a prospective cohort as 
remission maintenance in patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol 2018; 28（3）: 444-451

② Saito S, Suzuki K, Yoshimoto K, Kaneko Y, Yamaoka K, Shimizu T, Mori T, Okamoto S, Kameyama K, Amano K, 
Tamaru J, Tokuhira M, Takeuchi T: Restoration of decreased T helper 1 and CD8+ T cell subsets is associated 
with regression of lymphoproliferative disorders developed during methotrexate treatment. Front Immunol 
2018; Apr 4; 9: 621

③ Hara A, Wada T, Sada KE, Amano K, Dobashi H, Harigai M, Takasaki Y, Yamada H, Hasegawa H, Hayashi T, 
Fujimoto S, Muso E, Kawakami T, Homma S, Yoshida M, Hirahashi J, Ogawa N, Ito S, Makino H, Arimura Y; 
Research Committee on Intractable Vasculitides and the Strategic Study Group to Establish the Evidence for 
Intractable Vasculitis Guideline. : Risk Factors for Relapse of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-associated 
Vasculitis in Japan: A Nationwide, Prospective Cohort Study. J Rheumatol 2018; 45（4）: 521-528

④ Kaneko Y, Kato M, Tanaka Y, Inoo M, Kobayashi-Haraoka H, Amano K, Miyata M, Murakawa Y, Yasuoka H, 
Hirata S, Tanaka E, Miyasaka N, Yamanaka H, Yamamoto K, Takeuchi T; SURPRISE study group.: Tocilizumab 
discontinuation after attaining remission in patients with rheumatoid arthritis who were treated with tocilizumab 
alone or in combination with methotrexate: results from a prospective randomised controlled study （the second 
year of the SURPRISE study）. Ann Rheum Dis 2018; 77（9）: 1268-1275

⑤ Harigai M, Nagasaka K, Amano K, Bando M, Dobashi H, Kawakami T, Kishibe K, Murakawa Y, Usui J, Wada T, 
Tanaka E, Nango E, Nakayama T,  Tsutsumino M, Yamagata K, Homma S, Arimura Y.: 2017 Clinical practice 
guidelines of the Japan Research Committee of the Ministry of Health, Labour,,and Welfare for Intractable 
Vasculitis for the management of ANCA-associated vasculitis. Mod Rheumatol 2019; 29: 20-30

⑥ Kondo T, Amano K: Era of steroid sparing in the management of immune-mediated inflammatory diseases. 
Immunol Med 2018; 41: 6-11

⑦ Shibata A, Kurasawa T, Okada Y, Chino K, Saito S, Okuyama A, Takei H, Sakai R, Kondo T, Amano K: Successful 
treatment with tocilizumab monotherapy for Takayasu arteritis developing during infliximab therapy in a patient 
with ulcerative colitis. Mod Rheumatol Case Rep 2018; 2（2）: 174-176

⑧ Ryota Sakai, Keiko Yoshimoto, Katsuya Suzuki, Tsuneo Kondo, Takahiko Kurasawa, Tsutomu Takeuchi, Koichi 
Amano,Akihiko Yoshimura：Th17 cell migration and CCL22/17-CCR4 axis are crucial in the crescentic 
glomerulonephritis model: the translational research from bedside to bench  The 62nd Annual General Assembly 
and Scientific Meeting of the Japan College of Rheumatology 2018.4.26 TOKYO"

⑨ Koichi Amano, Kentaro Chino, Yusuke Okada, Akiko Shibata, Shuntaro Saito, Takahiko Kurasawa, Ayumi 
Okuyama, Hirofumi Takei, Ryota Sakai, Tsuneo Kondo： TOCILIZUMAB MONO-THERAPY FOR POLYMYALGIA 
RHEUMATICA ~ RESULTS OF 104-WEEK TREATMENT OF A PROSPECTIVE, SINGLE-CENTER, OPEN TRIAL.　
eular2018 Amsterdam 2018.6.15 poster

⑩ Shuntaro Saito, Ayumi Okuyama, Yusuke Okada, Akiko Shibata, Ryota Sakai, Kentaro Chino, Takahiko Kurasawa, 
Tsuneo Kondo, Hirofumi Takei and Koichi Amano : Tocilizumab Monotherapy for Large Vessel Vasculitis: Results 
of 104-Week Treatment of a Prospective, Single-Center, Open Study 2018 ACR/ARHP Annual Meeting  October 
23, 2018 Poster

【 総数：原著 12 件，総説 5 件，国際学会発表 5 件，国内学会発表 16 件，研究会 15 例 】
6-2．獲得研究費
　【厚生労働行政推進調査事業費補助金；難治性疾患等政策研究事業】 
　　難治性血管炎に関する調査研究（分担者；天野宏一，主任；針谷正祥）
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　　軟骨炎症性疾患の診断と治療体系の確立班　（分担者；天野宏一，主任；鈴木登）
　【日本医療研究開発機構研究費；難治性疾患実用化研究事業】
　　難治性血管炎診療の CQ 解決のための多層的研究班　（分担者；天野宏一，主任；針谷正祥）
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許・実用新案
　該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

＜ 2018 年＞
　2018 年 7 月 25 日　第 27 回川越リウマチ懇話会
＜ 2019 年＞
　2019 年 2 月 13 日　第 26 回川越リウマチ懇話会

7．自己点検
教育：学生，研修医教育では知識の伝達のみにならないよう，診療に対する考え方などを伝えるように努めた．専

　　修医には専門医として知識や技術を磨き，とるべき資格をきちんと取得してもらうよう指導した．
研究：基礎研究の論文はなく，研究業績は十分とは言えないが，当科の使命は臨床研究を主体とし，多施設共同研

　　究に積極的に参加し，協力することで成果はいくつか論文化された．今後は基礎研究も他の研究機関の協力
　　を得て行いながら充実させていきたい．

診療：総勢 8 人のスタッフで，今後も上記の 3 つの理念に準拠し，より安全で質も高く，かつ患者の満足度が高
　　い医療を継続する．
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2．8）腎・高血圧内科

1．構成員
長谷川元（HASEGAWA, Hajime）：教授：運営責任者：診療部長，研究主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　  腎生理学（水電解質代謝・酸塩基平衡），腎不全，高血圧：博士（医学）
叶澤孝一（KANOZAWA, Koichi）：講師：診療副部長，研究副主任，教育主任：指導教員（大学院）：高血圧・糖尿病：

　　　　　　　　　　　　　　博士（医学）
小川智也（OGAWA, Tomonari）：准教授：診療副部長（血液浄化センター長），研究副主任，教育員：指導教員（大

　　　　　　　　　　　　　　学院）：腎不全，血液浄化療法：博士（医学）
清水泰輔（SHIMIZU, Taisuke）：助教：診療副部長，研究員，教育副主任：（-）：腎生理学，腎不全：博士（医学）
岩下山連（IWASHITA, Takatsugu）：助教：診療副部長，研究副主任，教育副主任：（-）：腎生理学，腎不全：学位

　　　　　　　　　　　　　　　  無し
羽田野実（HATANO, Minoru）：助教：病棟医長，研究員，教育：（-）：腎臓病学：学位無し
肥田　徹（HIDA, Toru）：期限付き助教（臨床フェロー）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
小暮裕太（KOGURE, Yuta）：助教：研修医長（副病棟長），研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
安田邦彦（YASUDA, Kunihiko）：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
塩田裕也（SHIOTA, Yuya）：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
岡田良美（OKADA, Yoshimi）：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
山本　亮（YAMAMOTO, Ryo）：助教（後期レジデント）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
中村裕美子（NAKAMURA, Yumiko）：助教（後期レジデント）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
下郷　優（SHIMOZATO, Yu）：助教（後期レジデント）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
佐藤真理子（SATO, Mariko）：助教（後期研修医）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し

【大学院】
原　宏明（HARA, Hiroaki）：助教：外来医長，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：社会人大学院生
佐藤紗映子（SATO, Saeko）：非常勤医員（I 類）：大学院生
黒澤　明（KUROSAWA, Akira）：助教：助教，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：社会人大学院生
寺尾政昭（TERAO, Masaaki）：助教（後期レジデント）：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：社会人大学院生

【常勤派遣中（非常勤講師）】
田山陽資（TAYAMA, Yosuke）イムス富士見総合病院派遣中，腎臓内科部長
三谷知之（MITANI, Tomoyuki）：赤心堂病院派遣中，内科部長
木場藤太（KIBA, Tota）：赤心クリニック派遣中，透析部長

【常勤派遣中（非常勤医）】
岩永みずき（IWANAGA, Mizuki）：非常勤 III 類（赤心クリニック派遣中，透析副部長）
岡崎晋平（OKAZAKI, Shinpei）：非常勤 III 類（赤心堂病院派遣中，内科部長）
稲村めぐみ（INAMURA, Megumi）：非常勤 III 類（埼玉セントラル病院派遣中，総括医局長）
佐野達郎（SANO, Tatsuro）：非常勤 III 類（埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓・高血圧内科派遣中）
廣瀬　賢人（HIROSE, Kento）：非常勤 III 類（イムス富士見総合病院腎臓内科派遣中）
小川公己（OGAWA, Koki）：非常勤 III 類（埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓・高血圧内科派遣中）

【客員教授】
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）（社会保険診療支払基金埼玉支部）
松村　治（MATSUMURA, Osamu）：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）（南古谷クリニック）

【客員准教授】
加藤　仁（KATO, Hitoshi）：川越南腎クリニック
松田昭彦（MATSUDA, Akihiko）：まつだクリニック

【非常勤講師】
吉川　賢（KIKKAWA, Masaru）：きっかわクリニック

【非常勤医師】
野入千絵（NOIRI, Chie）：非常勤 III 類（友愛クリニック）
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星　綾子（HOSHI, Ayako）：非常勤 III 類（日高病院腎臓内科）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

当学科では「腎臓内科学全般の基礎知識を身につけさせ，併せて知的好奇心を喚起すること」を目標として掲げ，
担当領域を中心とした内科学全体への興味を引き出し，魅力を伝えることを重視している．また大学院生については

「臨床に貢献しうる，独自の研究を展開できる人材の育成」を目標に掲げている．
2-2．教育内容

学部学生，看護学生への講義
長谷川教授，叶澤准教授，小川准教授，岩下助教，清水助教が以下の講義を担当している．

　長谷川元　教授　担当授業
医学部 2 学年 調節系ユニット（腎臓生理学）　3 時限分　腎臓生理学
医学部 3 学年 腎・泌尿器ユニット（腎臓内科学）　4 時限分　尿細管機能異常，水電解質代謝異常，
 酸塩基平衡異常
医学部 6 学年 内科総論　2 時限分　水電解質代謝異常症，酸塩基平衡異常症
 臨床推論　1 時限分　低カリウム血症
保健医療学部理学療法学科・医用生体工学科 2 学年　腎・尿路　1 時限分　腎尿路系疾患の診断と治療
埼玉県立常磐高等学校　看護専攻科 1 学年　腎疾患学　4 コマ 6 時間分

　叶澤孝一　講師　担当授業
医学部 3 学年 腎・泌尿器ユニット（腎臓内科学）　2 時限分　遺伝性腎疾患，カルシウム・リン代謝異常
総合医療センター附属看護専門学校 1 学年　病態生理学 IV　4 時限分　腎臓の構造と機能　検査と治療
 原発性腎疾患　二次性腎疾患　腎代替療法　高血圧

　小川智也　准教授　担当授業
　　川越医師会川越看護専門学校看護学科 2 学年　腎・透析療法
　岩下山連　助教　担当授業
　　医学部 3 学年 腎・泌尿器ユニット（腎臓内科学）　2 時限分　腎生検組織の見方　膠原病に伴う腎疾患
　清水泰輔　助教　担当授業
　　保健医療学部理学療法学科・医用生体工学科 2 学年　腎・尿路　1 時限分　血液浄化療法の実際
卒前学生の臨床実習（BSL）とクリニカル・クラークシップ（CC）

BSL については当科配属が一週間という短期間である事に鑑み，クルズスを中心に実習予定を立て，それ以外の時
間は極力ベッドサイドで診療チームと一緒に行動するよう配慮している．当学科では「腎臓内科学全般の基礎知識を
身につけさせ，併せて知的好奇心を喚起すること」を基本目標として掲げ，担当領域を中心とした内科学全体への興
味を引き出し，魅力を伝えることを重視している．また規定の範囲内でカテーテル挿入，腎生検，シャント手術など
への参加機会を設けるよう配慮している．
●座学型 BSL クルズス

腎疾患総論・慢性腎疾患 CKD（担当：叶澤 講師）
医学情報収集とレポートの書き方（担当：叶澤 講師）
水電解質代謝異常，酸塩基平衡異常（担当：長谷川 教授）
ネフローゼ症候群（担当：寺尾 助教）
慢性糸球体腎炎（担当：山本　助教，下郷　助教）
急速進行性糸球体腎炎（担当：小川（公） 助教，山本　助教）

●実技見学型 BSL クルズス
尿所見の見方（尿所見から分かること）（担当：下郷　助教，佐藤（真）　助教）
血液透析と腹膜透析の診療見学（担当：小川（智） 准教授）
処置見学（腎生検　担当：羽田野　助教，小暮　助教，山本　助教，他，その他病棟処置）
シャント手術見学（担当：安田　助教，岡田　助教，中村　助教，他）
症例検討見学（重症・新患カンファ，病棟カンファ，病棟教授回診）
集談会見学（抄読会，勉強会，学会予行，その他）
CC 学生に対するクルズスは 3 週間の実習期間の前半に集中させ，後半は配属診療チームとともに病棟診療，チー

ムカンファレンス，病棟症例検討会，重症・新患カンファレンスへの参加，カテーテル挿入手技や手術（局麻下の
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シャント作成術，全麻下のテンコフカテーテル挿入術），血管内治療（PTA）への参加を通じて「主治医チームの一員」
として行動させることで自主学習の動機づけを行い，医療人としての自覚を持たせるよう，特に配慮している．さら
にチーム内の教室員が行っている研究活動への参加，研究会・学会への出席を通じ，診療のみならず研究，教育をも
担う医師の多様な活動を体験させるよう心がけている．
●座学型 CC クルズス

医学情報収集とレポートの書き方（担当：叶澤 講師，岩下　助教）
腎臓の解剖と働き（担当：下郷 助教）
腎疾患総論と慢性腎臓病 （CKD）（担当：叶澤 講師）
水電解質代謝異常，酸塩基平衡異常の考え方（担当：長谷川 教授）
腎生検の適応と腎組織所見の読み方（担当：小暮 助教）
慢性糸球体腎炎（担当：中村 助教）
ネフローゼ症候群（担当：寺尾 助教）
急速進行性糸球体腎炎（担当：山本 助教）
糖尿病性腎症（担当：安田 助教）
高血圧と降圧薬の使い方（担当：叶澤 講師）
急性腎障害（担当：岡田 助教）
膠原病に伴う腎疾患（担当：岩下 助教）
血液透析の原理（担当：小川（智） 准教授）
腹膜透析の原理（担当：塩田 助教）
透析患者の合併症（担当：清水 助教）
腎移植（担当：黒澤 助教）
栄養管理と輸液の基本（担当：原 助教）

●実技見学型 CC クルズス
検尿（尿所見）から分かること（担当：佐藤（真）　助教）
血液透析と腹膜透析の実際（担当；小川（智） 准教授）
処置見学（腎生検　担当：羽田野　助教，小暮　助教，山本　助教，他，その他病棟処置）
外来見学（腎・高血圧内科外来，腹膜透析外来）
手術見学（シャント設置手術，腹膜透析用カテーテル設置術　担当：清水　助教，羽田野　助教，安田　助教，岡
田　助教，中村　助教，他）
症例検討見学（重症・新患カンファ，病棟カンファ，病棟教授回診）
集談会見学（抄読会，勉強会，学会予行，その他）

初期研修医に対する教育
研修医への指導・教育は基本学科としての基本的かつ主要な責務であるとの認識を，基本学科構成員全員が共有し

ている．指導内容の平準化，救急対応や基本手技を確実に修得させることに加え各指導医の負担軽減をも考慮し，当
科独自の研修医クルズスを毎月実施している．2018 年度の実施内容は以下の通りである．

① VA（バスキュラーアクセス）の基本（エコーの使い方，見方を含めて）　（担当：安田 助教，清水　助教）
②救急対応の基本（鬱血，高 K，アシドーシスといった腎・高血圧内科領域の救急に対する緊急対応）（講師：羽

田野　助教）
③病理組織標本の見方の基本　（担当：小暮 助教）
④腎と栄養管理
　食事・点滴作成の実際　（担当：原 助教）　
⑤腎炎診療の基本（講師：岩下　助教）
　・尿所見など臨床兆候からの原疾患の考え方 
　・ステロイドや免疫抑制薬の使い方や副作用など
⑥水・電解質代謝異常の基本・輸液の基本的考え方　（担当：長谷川 教授）
⑦体外循環療法の基本（種類と導入時のポイント）（講師：小川（智）　准教授）
　・血液浄化療法の種類と特徴，その方式
　・ドライウェイトや食事管理などの維持透析の注意，設定方法
　・貧血，Ca，P 管理
　・腹膜炎，出口部感染などの腹膜透析の合併症
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⑧移植の基本　（講師：黒澤　助教）
　・腎移植の適応と実際
⑨血圧管理の基本（講師：叶澤　講師）
　・高血圧の考え方
　・降圧薬の使い方　
当科で実施している研修医クルズスや適宜実施の診療チームカンファレンス，週 2 回の診療科病棟カンファレンス，

回診，指導医からの指導などを通じ，①内科全般あるいは臨床医学全般に関わる基本スキルの修得，②論理的な内科
診断法の修得，③医療安全と多職種医療連携に対する意識の向上，などを修得させる点に留意している．

一方初期研修医 2 年目に対しては，①診療チームの一員として病態の解析，診療方針の策定に主体的に関わらせる，
②腎臓内科学領域の知識と診断法を経験させ，専門領域の臨床に触れさせる，③症例に関わりの深い研究領域に関心
を持たせ，知的好奇心を喚起すること，など 1 年目とは異なった目標を立てている．

1 年目，2 年目を通じ内科学会関東地方会や各種症例報告主体の研究会等での症例発表機会を積極的に設け，職業
人としてのモチベーションを高めることに留意している．
後期研修医に対する教育

2018 年度からに新たに始まった新専門医制度カリキュラムに対応した，後期研修プログラムを実施し，2018 年
度は 1 名が新制度の下で後期研修をおこなっている．後期研修では，腎臓内科としては国内トップクラスの豊富な
外来・入院患者の臨床経験を活かし，広く一般的診療能力を有した内科専門医，さらに腎臓専門医や透析専門医をは
じめとした専門領域の専門医を育成することを目標としている．
大学院生に対する教育

2017 年度から 2018 年度にかけて当学科に 4 名の大学院生が所属している．2 名は前年度よりの継続，2018 年
度から新たに 2 名の社会人大学院生が学んでいる．現在および近未来の腎臓病医療の問題点に留意しつつ，臨床と
研究との整合性に配慮してテーマを選択し，病棟診療や外来診療と並列して基礎，および臨床研究を指導を行ってい
る．
2-3．達成度
学生教育

BSL については学生の評価は概ね良好であるものの，5 日間ないし 4 日間という短期間では座学と見学型実習を主
体とせざるを得ず，実際の患者を担当することは困難であり，総合的な達成度としては必ずしも十分とは言えない．
CC 学生に対しては 4 週間という十分な時間が確保されていること，当科での実習に対する意欲が高い学生が参加し
ていること，などにより診療参加型の実習目標が概ね達成できているものと思われる．CC 学生に対しては診療チー
ムの一因であることを意識させ，診療方針策定へ参加させる点に，特に配慮している．
研修医教育

初期研修医に対する教育では，平成 26 年度より開始した当科独自のクルズスは好評であり，またカンファレンス
などでの研修医教育のあり方に対しても肯定的な意見が多いようである．平成 29 年度は新専門医制度への移行期に
あたり，総合医療センター全体の研修医数の減少に伴い，当科研修医も減少したことは残念であった．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前学生に対しては，カリキュラムの変更に対応し，適宜プログラムの修正を行っていく予定である．
研修医教育では診療科，基本学科全体で研修医教育にあたるよう，体制の見直しを図っていく．初期研修 1 年目

と 2 年目の研修内容を見直し，1 年目に対しては基本スキルの修得と医療安全への意識向上に努め，一方 2 年目に
対しては専門的医療に触れさせること，診療方針決定に参画させ職業意識の向上に努めること，等に配慮しながら指
導内容の見直しを行っていく．

3．研究
3-1．目的・目標

腎・高血圧内科では，①創造性のある，客観的視野を持った臨床医の育成に資すること，②現在及び近未来の腎疾
患臨床に貢献すること，の 2 点を主眼に研究を進めている．臨床上の諸問題を自ら解決しうる創造性を持ち，論理
的かつ科学的な臨床を行いうる医師の育成には研究の経験が必要かつ有益であるとの信念のもと，当学科構成員には
それぞれ個別の研究テーマを持って研究を行い，英文原著の発表に最大限の努力を傾注すること，その結果として出
来る限り学位を取得すること，また大学院進学を積極的に推進すること，を指導原則としている．

テーマの選定に当たっては進行性腎障害の進展抑制を大目標としながら，近未来の進行性腎障害や透析導入原因疾
患として，高齢化を背景とした粥状硬化性，細動脈硬化性の血管障害に起因する虚血性腎障害，尿細管間質障害の比
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重が大きくなると予測される点に鑑み，高血圧，糖尿病等の生活習慣病はもとより，栄養面や代謝面の問題点と腎障
害との関連に着目し臨床への貢献度の高い研究テーマを選定するよう心がけている．

また血液浄化療法部（血液浄化センター）においては，大学病院内科教室としては極めて多数の内シャント作成術
やシャント血管内血栓除去術（PTA）を実施し，また県内最多の腹膜透析実施施設である特長を生かし，アクセスの
維持・評価，腹膜機能の評価等の臨床研究を継続している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
基礎研究

基礎研究ではモデル動物を用いた解析が中心で，vivo 実験は第 1 研究棟で行い，解析を第 2 研究棟内の当学科研
究室で行っている．
（1）尿細管浸透圧受容機構における TRPV4 の役割
　研究責任者：寺尾 政昭 助教・後期レジデント，社会人大学院生

（2）腎線維化，腎障害進展に関する CaSR と claudin の生理的・病的意義の解析
　研究責任者：黒澤 明 助教，社会人大学院生

（3）果糖（フルクトース）過剰摂取に伴う高血圧発症機序に関する基礎的解析
　研究責任者：原　宏明 助教（社会人大学院）

（4）マグネシウム負荷による進行性腎障害進展抑制の可能性の検討
　研究責任者：長谷川　元 教授

（5）腎尿細管間質障害におけるマグネシウム代謝異常に関する基礎的研究
　研究責任者：清水　泰輔 講師

臨床研究
（6）Na 依存性ブドウ糖輸送体（SGLT）-2 阻害薬の腎保護効果に関する研究
　研究責任者：佐藤　紗映子　非常勤医員，大学院生

（7）腎血管超音波を用いた尿細管間質障害重症度予測に関する研究
　研究責任者：羽田野　実　助教

（8）遺伝性多発性嚢胞腎（ADPKD）の腎障害進展に関する臨床的パラメーターに関する研究
　研究責任者：小暮 裕太 助教

（9）膜性腎症の予後予測因子に関する臨床解析
　研究責任者：岩下　山連 助教

（10）腎障害進展速度に影響を与える酸塩基平衡異常の関与の解析
　研究責任者：黒澤 明 助教

（11）進行性腎障害に与える尿酸代謝異常の関与と治療適応に関する解析
　研究責任者：中村　裕美子 助教・後期レジデント

（12）妊娠高血圧症候群（HDP）への腎尿細管・間質障害の関与の検討
　研究責任者：佐藤 真理子 助教・専攻医　

（13）血液透析，腹膜透析の自律神経機能への影響の相違に関する解析
　研究責任者：下郷　優 助教・後期レジデント

診療成績解析
（14）遺伝性多発性嚢胞腎に対する tolvaptan による治療効果の解析
　研究責任者：小暮　裕太 助教

（15）IgA 腎症に対する扁摘パルス療法の治療効果予測因子の解析
　研究責任者：山本　亮 助教

（16）顕微鏡的多発血管炎治療の予後規定因子に関する解析
　研究責任者：佐藤　真理子 助教・専攻医

（17）内シャント PTA 治療後の開存期間予測に関する検討
　研究責任者：佐藤　真理子 助教
3-3．研究内容と達成度

基礎研究プロジェクトのうち，「腎尿細管間質障害におけるマグネシウム代謝異常に関する基礎的研究」に関する
論文は採択され（Shimizu T, et al.?Magnesium Res?31 （1）: 11-23, 2018.），「果糖（フルクトース）過剰摂取に伴う
高血圧発症機序に関する基礎的解析」及び「Na 依存性ブドウ糖輸送体（SGLT）-2 阻害薬の腎保護効果に関する研究」
についても論文投稿準備中である．また「腎血管超音波を用いた尿細管間質障害重症度予測に関する研究」，「遺伝性



553

腎・高血圧内科（人工腎臓部）

多発性嚢胞腎（ADPKD）の腎障害進展に関する臨床的パラメーターに関する研究」の 2 課題についても，次年度の
論文投稿を予定している．
3-4．自己評価と次年度計画
　平成 30 年度の英文論文発表は原著 6 編，総説 5 編であった．また海外学会への報告は 5 題と比較的少ない数となっ
た．令和元年度の投稿を予定している論文が 5 編あり，また症例報告論文も複数を予定していることから，今年度
以上の業績が挙がるものと期待している．引き続き教室員の学位取得の推進，社会人大学院生の拡充，学内外の研究
機関との連携強化，各教室員がそれぞれテーマをもち，全員が研究に参加する風土を醸成していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腎・高血圧内科は「腎疾患患者の病態を総合的に把握して，患者中心の医療を提供すること」を診療目標とし，幅

広い領域の診療活動を行っている．特に血管炎，膠原病，血液疾患などに伴う腎疾患の診療実績の増加が著しく，生
物製剤を用いた新規治療などへの取り組みを含め，今後も対応を強化していく．血液浄化センターについては，業務
全体に占める急性血液浄化，特殊血液浄化の割合が高く，要員の確保，人材の育成を行いつつ，医療安全確保に努め
ていく．腎移植については，術後急性期管理から移植患者の長期の外来管理を担当している当科としては重い役割を
担っている．人材育成，要員確保の両面で困難が大きいが，総合医療センターが県内献腎移植における中心的な役割
を担っている点に鑑み，現体制を維持していけるよう独力していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
　埼玉県慢性腎臓病対策協議会　代表：長谷川元
　埼玉県糖尿病対策推進会議　幹事：長谷川元
　埼玉県疾病対策協議会　委員：長谷川元
　埼玉県特定疾患審査会　委員：長谷川元
　埼玉県災害時透析医療確保マニュアル検討委員，第 3 ブロック長：小川智也
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

学術誌編集委員： 透析医会誌　小川智也
 Fluid Management Renaissance　長谷川元
学術誌査読委員： Am J Physiol　長谷川元
 Nephrology, Dialysis and Transplantation　長谷川元
 Clin Exp Nephrol　長谷川元
 Clin Exp Nephrol Case Rep　長谷川元，小川智也
 J Clin Medicine　長谷川元
 Pharmaceutical Report　長谷川元
 International J Neuroscience　長谷川元
 Nephron, Experimental Nephrology　長谷川元
 Nephrology　長谷川元
 Neutrients　長谷川元
 Medicine　長谷川元
 Exp Physiology　長谷川元
 Hemodialysis Int　小川智也
 J Vasc Access　小川智也
 Renal Replacement Ther　小川智也
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務，全国規模研究会役員
　埼玉県慢性腎臓病対策協議会・代表　長谷川　元
　埼玉県疾病対策協議会　委員　長谷川　元
　埼玉県特定疾患審査会　審査委員　長谷川　元
　埼玉県医療事故調査専門委員　長谷川　元
　埼玉県糖尿病対策推進会議　幹事　長谷川　元
　日本腎臓学会　評議員：長谷川 元，叶澤 孝一
　日本透析医学会　評議員：長谷川　元，小川 智也
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　日本高血圧学会　評議員：叶澤　孝一
　日本臨床生理学会　評議員：長谷川　元
　高血圧関連疾患モデル学会　評議員：長谷川　元
　日本アフェレーシス学会　評議員：小川　智也
　日本急性血液浄化学会　評議員：小川　智也
　日本腎臓学会　広報委員会連絡委員：長谷川 元
　日本透析医学会 学術委員会学術専門部小委員会委員：小川智也 
　日本透析医学会 専門医制度委員会研修プログラム小委員会委員：小川智也 
　日本透析医学会 学術委員会ガイドライン手順書作成 WG 委員：小川智也
　日本透析医学会 総務委員会 HP・電算機小委員会委員：小川智也
　日本透析医学会 統計調査委員会地域委員：小川智也 
　日本アフェレシス学会 認定制度委員会委員：小川智也
　腎と妊娠研究会　理事，研究会事務局長：長谷川元
　腎間質障害研究会　幹事：長谷川元
　関東腎研究会　幹事，事務局：長谷川元
　多発性嚢胞腎研究会　幹事：長谷川元
　臨床体液研究会　世話人：長谷川元
　トランスポーター研究会　幹事：長谷川元
　高齢者ネフローゼ症候群治療研究会　幹事，事務局：長谷川元
　日本腎不全栄養研究会　幹事：松田昭彦，小川智也
　日本アクセス研究会　評議員：小川智也
　日本 HDF 研究会　評議員：小川智也
　日本医工学治療学会　理事・評議員：小川智也
　バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会　幹事：小川智也
　日本サイコネフロロジー研究会　事務局長，世話人：小川智也
　日本 HDF 研究会　評議員：小川智也

6．平成 30 年度（2018 年度）業績
6-1．論文・学会発表

英文論文（主要なもの 5 編）
① Kanozawa K, Noguchi Y, Sugahara S, Nakamura S, Yamamoto H, Kaneko K, Kono R, Sato S, Ogawa T, Hasegawa 

H, Katayama S?The Renoprotective Effect and Safety of a DPP-4 Inhibitor, Sitagliptin, at a Small Dose in Type 
2 Diabetic Patients with a Renal Dysfunction when Changed from Other DPP-4 Inhibitors: REAL Trial.?Clin Exp 
Nephrol?22: 825-834, 2018.

② Shimizu T, Takayanagi K, Iwashita T, Ikari A, Anzai N, Okazaki S, Hara H, Hatano M, Sano T, Ogawa T, Kanozawa 
K and Hasegawa H?Down-regulation of magnesium transporting molecule, claudin-16, as a possible cause of 
hypermagnesiuria with the development of tubulo-interstitial nephropathy.?Magnesium Res?31（1）:11-23,?2018.

③ Hara H, Nakamura Y, Hatano M, Iwashita T, Shimizu T, Ogawa T, Kanozawa K, and Hasegawa H.?Protein energy 
wasting and sarcopenia in dialysis patients.?Contribut Nephrol?196: 243-249,?2018.

④ Takashina Y, Manabe A, Hasegawa H, Matsunaga T, Endo S, Ikari A.?Sodium Citrate Increases Expression and 
flux of Mg2+ Transport Carriers Mediated by Activation of MEK/ERK/c-Fos Pathway in Renal Tubular Epithelial 
Cells.?Nutrients?10:1345-1361,?2018.

⑤ Yamamoto R, Imai E, Maruyama S, Yokoyama H, Sugiyama H, Nitta K, Tsukamoto T, Uchida S, Takeda A, 
Sato T, Wada T, Hayashi H, Akai Y, Fukunaga M, Tsuruya K, Masutani K, Konta T, Shoji T, Hiramatsu T, Goto 
S, Tamai H, Nishio S, Shirasaki A, Nagai K, Yamagata K, Hasegawa H, Yasuda H, Ichida S, Naruse T, Fukami 
K, Nishino T, Sobajima H, Tanaka S, Akahori T, Ito T, Yoshio T, Katafuchi R, Fujimoto S, Okada H, Ishimura E, 
Kazama JJ, Hiromura K, Mimura T, Suzuki S, Saka Y, Sofue T, Suzuki Y, Shibagaki Y, Kitagawa K, Morozumi K, 
Fujita Y, Mizutani M, Shigematsu T, Kashihara N, Sato H, Matsuo S, Narita I, Isaka Y.?Regional variations in 
immunosuppressive therapy in patients with primary nephrotic syndrome: the Japan nephrotic syndrome cohort 
study?Clin Exp Nephrol?22: 1266-1280,?2018.



555

腎・高血圧内科（人工腎臓部）

海外学会報告（主要なもの 5 編）
⑥ Taisuke Shimizu1, Kaori Takayanagi, Akira Kurosawa, Masaaki Terao, Hiroaki Hara, Takatsugu Iwashita, Maiko 

Yamasaki, Yumiko Nakamura, Mariko Sato, Yu Shimozato, Akira Ikari, Hajime Hasegawa.?Involvement of CaSR, 
claudin-14 and 16 in the development of hypermagnesiuria associated with tubulo-interstitial nephropathy. 15th 
International Magnesium Symposium （Mar 20-22, 2019）, Bethesda, MA, USA

⑦ Hiroaki Hara, Kaori Takayanagi, Yuka Kitamura, Takatsugu Iwashita, Taisuke Shimizu, Masaaki Terao, Ryo 
Yamamoto, Yoshimi Okada, Tomonari Ogawa, Koichi Kanozawa, Hajime Hasegawa.?Up-regulation of SGLT-5 
as a cause of fructose-induced volume-dependent hypertension. 52nd Annual Meeting of American Society of 
Nephrology （Oct 25-28, 2018） San Diego, USA

⑧ Yuta Kogure, Kaori Takayanagi, Mariko Sato, Yu Shimozato, Kento Hirose, Kunihiko Yasuda, Yuya Shioda, Minoru 
Hatano, Tomonari Ogawa, Koichi Kanozawa, Hajime Hasegawa.?Clinical features expecting high efficacy of 
Tolvaptan in ADPKD patients. 52nd Annual Meeting of American Society of Nephrology （Oct 25-28, 2018） San 
Diego, USA

⑨ Hara H, Kitamura Y, Takayanagi K, Nakamura Y, Ogawa K, Iwashita T. Shimizu T, Ogawa T, Kanozawa 
K, Hasegawa H.?High-fructose diet induces the dysfunction of energy metabolism （ATP depletion） and 
hypertension. 55th Annual Meeting of European Renal Association （May 24-27, 2018） Copenhagen, Denmar

⑩ Kanayama Y, Ogawa T, Sasaki Y, Tokui K, Yoshino H, Morita T, Sakurai Y, Hasegawa H. Study of two different 
methods of blood purification, both performed simultaneously, on newborn babies weighing 3kg. Annual Dialysis 
Conference. Mar 15-19, 2019, Dallas USA 

【総数：英文論文：26，和文論文：5，著書：5，その他の著作：16，海外学会発表：8，国内学会発表：28，研究
会発表：39 編，講演：48 編】

6-2．獲得研究費
①治験受託費：
　「常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）に対するトルハ ? フ ? タンの長期安全性及ひ ? 有効性の検討を目的とし

た多施設共同 , 非盲検 , 継続投与試験（156-04-251 からの継続投与試験）」治験実施計画書番号 156-10-003
　「NF- κ B デコイオリゴ含有 PLGA 粒子塗布型 PTA バルーンカテーテルによる透析シャント静脈（AVF）狭窄治療

における臨床的有用性の検討」
　（治験機器識別番号：AMG0102）
②製造販売後調査費

1）Febuxostat for cerebral and caRdiorenovascular events prEvEntion stuDy （FREED）
2）V-GOLD study （エクア特定使用成績調査）
4）MIRACLE-CKD （保存期 CKD 患者の腎予後に関する特定使用成績調査）
5）リプレガル特定使用成績調査（長期使用に関する調査）#P-661
6）リツキサン特定使用成績調査（調査対象　ヴェゲナ肉芽腫症　顕微鏡的多発血管炎）

③ J-DOPPS 調査費
④企業からの奨学寄付金：企業が公募形式で募集した研究助成プロジェクトに複数申請し，ほぼ採択されている．

また複数の企業から研究助成を受けている．
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　　

（代表施設として開催）
第 29 回腎と妊娠研究会 理事・研究会事務局（2019 年 3 月 2 日，石川県金沢市） 第 13 回氷川フォーラム 代表幹
事（2018 年 5 月 12 日，埼玉県さいたま市）
第 14 回氷川フォーラム 代表幹事（2018 年 11 月 10 日，埼玉県さいたま市）
第 63 回埼玉腎臓研究会 代表幹事（2018 年 4 月 28 日，埼玉県川越市）
第 46 回関東腎研究会 運営幹事・事務局（2018 年 6 月 16 日，東京中央区）
第 27 回埼玉臨床体液カンファレンス 代表世話人（2018 年 7 月 7 日，埼玉県さいたま 市）
第 50 回臨床体液研究会 世話人（2018 年 9 月 22 日，東京都港区）
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第 2 回初雁腎・透析療法セミナー 代表（2018 年 5 月 19 日，埼玉県川越市）
第 3 回初雁腎・透析療法セミナー 代表（2018 年 12 月 8 日，埼玉県川越市）
第 2 回むさしの国心腎連携フォーラム 代表（2018 年 8 月 30 日，埼玉県熊谷市）
第 3 回むさしの国心腎連携フォーラム 代表（2019 年 2 月 14 日，埼玉県熊谷市）
第 2 回埼玉腹膜透析研究会 筆頭幹事（2018 年 3 月 25 日，埼玉県さいたま市） 
第 5 回西埼玉先進治療研究会 代表幹事（2018 年 12 月 12 日，埼玉県川越市）
第 9 回 MeettheExpertinHypertension 代表幹事 （2019 年 1 月 22 日，埼玉県さい たま市） 
第 9 回埼玉アクセス研究会 事務局長（2018 年 7 月 29 日，埼玉県さいたま市） 第 24 回日本 HDF 研究会学術集会
総会 大会長（2018 年 9 月 15-16 日，埼玉県川越市） 第 3 回日本透析機能評価研究会 副会長（2018 年 10 月 21 日，
東京都中野区） 

7．自己点検・評価
学生，研修医，後期レジデントへの教育では概ね目標は達成されており，教室員の教育参加への意欲も高い．初期

研修 1 年目を主たる対象に，内科医あるいは医師として要求される基本スキルや救急対応などを中心にしたクルズ
スを実施し，研修医からも好評を得ている．学生への BSL 及び CC では，座学型より見学型，見学型より参加型のプ
ログラムへ改善していく予定である．

研究は大学の教室として必要要件であり，また良き臨床医の育成にとっても必須と考えている．大学院生を中心と
した基礎研究に積極的に取り組み，国内研究機関との共同研究も行っている．臨床研究では県内の多施設共同臨床試
験の提案と実施，全国レベルでの臨床試験や学会主導の臨床検討にも数多く参加している．こうした取り組みは原著
論文発表として成果を挙げつつあるが，更に競争的研究資金獲得へ向けた努力を重ねていく方針である．

診療面では，県内全域からの診療依頼に応えており，今後も多様な診療体制を維持拡充していく．また臨床工学技
士，看護師，薬剤師，栄養士等との多職種医療連携を推進し，診療の質の向上と医療安全確保の両立に努めていく．
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2．9）感染症科・感染制御科

1．構成員
　大野秀明（OHNO, Hideaki）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：指導教員（大学院）：感染症学：
　　　　　　　　　　　　　　博士
　岡　秀昭（OKA, Hideaki）：准教授（兼担：総合診療内科所属）：感染症学：博士
　樽本憲人（TARUMOTO, Norihito）：講師（兼担：毛呂山キャンパス感染症科所属）
　酒井　純（SAKAI, Jun）：助教（兼担：毛呂山キャンパス感染症科所属）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　感染症はすべての臓器に発症しうるものであり，その理解に当たっては全身的な医学的知識の整理が必要となる．
また，微生物学や免疫学など基礎医学的な知識も要求される分野である．感染症学の教育においては単に知識の詰め
込みではなく，これら知識を融合させ，臓器や疾患のみでなく個人として広く疾病を俯瞰する能力の習得を目的とし
ながら，感染症分野における医師国家試験レベルを十分クリアできる水準に到達することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者：大野秀明）
　卒前教育としては，毛呂山キャンパス，日高キャンパスの感染症科・感染制御科と分担して学部教育を担当してい
るため，詳細はそちらを参照されたい．平成 30 年度は医学部 6 年生（4 コマ），4 年生（1 コマ）の講義を分担した．
卒後教育として，研修医を対象とした抗菌薬の使用法の講義を行った．大学院教育は平成 29 年度の担当なし．
2-3．達成度
　分担分野については概ね教育できたとは考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　令和元年度も卒前教育は感染症総論，各論等の講義分担を行い，問題演習も交え確実な知識の習得を目指す．特に
昨年度と同様に，過去の医師国家試験問題を分析し，正答への導き方についての教育を行う．卒後教育も研修医を主
な対象として感染症関連の講義や，セミナー等を開催したい．さらに，臨床感染症センターとも協力しながら，広く
大学院教育も行えればと考える．

3．研究
3-1．目的・目標
　各種感染症の迅速診断法や原因菌種迅速同定法の開発，真菌感染症の病態解明，真菌・
　抗酸菌の病原性・病原因子の解明，院内感染制御法の検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　高病原性クリプトコックス感染症における宿主感染防御機構に関する研究
　（国立感染症研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
　一昨年度より北米でアウトブレイクを起こしている高病原性 Cryptococcus gattii の病原性や宿主感染防御機構に関
する研究を行っている．9-10 週齢の C57BL/6J（日本クレア）マウス（メス）を用い，変異型 Cryptococcus gattii 株（JP01
株：VGIIa 型，JP02 株：VGIIc 型），北米アウトブレイク株（R265：VGIIa 型），C. neoformans H99 株とした．これ
らの菌株を経気管的に感染させ，14 日後に肺の病理組織学的所見，肺でのサイトカインの発現等を検討した（共同
研究成果を含む）．肺の病理では H99 株では炎症細胞浸潤や肉芽腫形成が良好に行われていたが，JP02 株や R265
株の高病原性の C. gattii 株では肉眼的に肺容積の増大を認め，炎症細胞の集積，肉芽腫形成が極めて乏しい所見であっ
た．平成 29 年度も，このような背景から，感染後どの段階で病態の差異が生じるのかを，C. neoformans と対比し
ながらマクロファージによる貪食能に焦点を当てて検討を行った．この検討において，莢膜薄層の C. neoformans で
はマクロファージの貪食が認められ，さらにこれはインターフェロン γ（IFN-g）の添加で促進されるのに対し，高
病原性 C. gattii 株では莢膜を薄層化してもマクロファージによる貪食はみとめられず，ざらに IFN-g 添加によっても
貪食の亢進が認められないという，菌種による貪食反応の差異が観察された．
3-4．自己評価と次年度計画
　概ね予定した進度で進捗しているものと考える．令和元年度も貪食能に関する研究を継続するとともに，高病原性



感染症科・感染制御科 

558

C. gattii 感染症における IFN-g の感染防御に果たす効果について研究を行う予定である（共同研究）．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　感染症科・感染制御科は，現時点では診療科として一般外来診療枠や入院患者を持っていない（依頼に応じて外来
併診は行っている）が，入院患者を主な対象とした感染症診療（院内紹介，コンサルテーション），感染症科カンファ
レンス（週 2 回）・ラウンド，抗菌薬カンファレンスなどを行っている．平成 30 年度実績では感染症診療依頼（各
診療科からの紹介診療）455 症例，感染症科ラウンド 70 回，血液培養陽性者モニタリング症例：506 例などである．
このように，院内では十分認知されているものと考えている．令和元年度は，常勤のスタッフ 2 名が加わることが
予定されており，総合診療内科と合同で感染症外来を週を通して行うことや，入院患者受け入れを予定するなど，更
なる感染症診療の充実を図る予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　・川越市感染症審査協議会委員長（大野）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　・学会誌査読 3 件（大野）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本感染症学会評議員（大野，岡，樽本），日本医真菌学会教育委員会副委員長
　（大野），日本臨床微生物学会評議員（大野）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
（論文発表）
① Motokawa N, Miyazaki T, Hara A, Fukuda Y, Morino S, Nakamura H, Iwasaki K, Soda H, Izumikawa K, Yanagihara 

K, Ohno H, Miyazaki Y, Kohno S, Mukae H. Pulmonary Scedosporium apiospermum infection with pulmonary 
tumorlet in an immunocompetent patient. Intern Med, Dec 1;57（23）:3485-3490, 2018. 

② Kazuo Imai, Norihito Tarumoto, Lucky Ronald Runtuwene, Jun Sakai, Kyoko Hayashida, Yuki Eshita, Ryuichiro 
Maeda, Josef Tuda, Hideaki Ohno, Takashi Murakami, Shigefumi Maesaki, Yutaka Suzuki, Junya Yamagishi, 
Takuya Maeda. An innovative diagnostic technology for the codon mutation C580Y in kelch13 of Plasmodium 
falciparum with MinION nanopore sequencer. Malaria J, May 29;17（1）:217. doi: 10.1186/s12936-018-
2362-x. 2018.

（学会発表）
③酒井　純，岡　秀昭，前崎繁文，大野秀明 .　慢性肉芽腫症に合併した難治性筋膿瘍の一例 . 第 92 回日本感染症

学会総会，第 66 回日本化学療法学会学術集会合同学会，岡山，2018.
④酒井　純，山本　慧，西田祐介，中村茂樹，植松和嗣，宮崎義継，大野秀明 . 多発空洞を呈し，L-AMB で軽快し

た肺ムーコル症の 1 例 . 第 67 回日本感染症学会東日本地方会総会学術集会，第 65 回日本化学療法学会東日本
支部総会合同学会，東京，2018.

⑤西田祐介，山本　慧，酒井　純，岡　秀昭，大野秀明 . 膿培養から Mycobacterium mageritense が検出された
CAPD カテーテル感染の 1 例 . 第 67 回日本感染症学会東日本地方会総会学術集会，第 65 回日本化学療法学会
東日本支部総会合同学会，東京，2018.

⑥秋好　怜，西田祐介，酒井　純，山本　慧，岡　秀昭，大野秀明 . 腹膜透析中に Stennotrophomonas maltophilia
腹膜炎を発症した慢性腎臓病の一例 . 第 67 回日本感染症学会東日本地方会総会学術集会，第 65 回日本化学療
法学会東日本支部総会合同学会，東京，2018.

⑦大野秀明 . シンポジウム 10　スペイン風邪から 101 年：インフルエンザの診断・治療・予防 .4．感染対策の基
本と応用 . 第 30 回日本臨床微生物学会総会・学術集会，東京，2019.

【総数：論文 2 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
　競争的研究費：日本学術振興会学術研究助成基金助成金（文部科学省科研費）　
　　　　　　　　基盤研究 C（H29 － H31 年度）代表：大野秀明
　奨学寄附金：3 社
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6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　未だスタッフが実質 1 人のため，思うように教育，診療の業績があげられていないのが現状である．研究に関しては，
国立感染症研究所との共同で進めているクリプトコックスに関する研究があるが，こちらはおおむね順調に進展して
いると考える．令和元年度も学生等の講義など教育の分担も行われる予定である．また診療に関しては，総合診療内
科との共同で感染症診療を行っているが，スタッフも増加する予定であり外来診療・入院診療を充実させていきたい．
一方，研究に関しては更なる発展とともに，論文発表数，学会発表数の増加を目標としたい．
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2．10）総合診療内科

1．構成員
岡　秀昭（OKA, Hideaki）診療部長，代表指導教員（大学院），准教授，感染症・HIV・総合診療，博士
西田裕介（NISHIDA, Yusuke）助教，医局長
山本　慧（YAMAMOTO, Kei）助教

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

感染症を中心とした臓器非特異的な内科診療を行い感染症への高いサブスペシャリティを有した総合内科専門医を
養成する．
2-2．教育内容（担当者）
　感染症コンサルテーション症例を通じて，総合内科的な病歴，身体所見に基づいた臨床推論を学ぶ
　抗菌薬の適正使用を学ぶ
　臨床微生物学を学ぶ
　教育回診，カンファランスに加え，適宜に教育的なミニレクチャー，口頭試問を行う．（岡秀昭）
2-3．達成度
　西田裕介助教が加わり，教育スタッフの補充を行うことができた．後期研修医として山本慧助教も加わったことに
より，初期研修医の選択ローテーションが開始となった．
　当科の研修は自由選択であるが，ほぼ毎月 1 名のローテーション希望があった．
2-4．自己評価と次年度計画
　診療科長 1 名で赴任したが，各方面のご支援のお陰でなんとか順調な診療科の立ち上げが行えている．スタッフ
をさらに増員し，教育体制を強化したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　日常の臨床疑問点を解決できるような臨床研究に着手する
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　岡，西田により臨床研究の何らかのプロジェクトを発案していく．
3-3．研究内容と達成度
　該当なし
3-4．自己評価と次年度計画
　該当なし

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　スタッフの増員を図り，コンサルテーションを中心とした感染症を中心とした臓器非特異的な内科診療支援を行う．
本年度から外来診療を開始するという目標に対し，総合診療の後期研修を修了された西田祐介助教に来ていただき，
当院初期研修医修了者である山本慧医師を後期研修医として迎えることができた．
スタッフ増員により，週 1 回の外来を開設し，不明熱，不明炎症，輸入感染症，HIV な
どへのコンサルテーション，診療支援を強化することができ，年間 500 件ほどの院内
コンサルテーションに対処した．次年度はさらなるスタッフの増員を目指し，人員により外来診療の拡張，病棟診療
の開始を目指していきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文（査読なし）
①腸内細菌と化学療法　臨床消化器内科 132（10） 1319-1324 2017 年 8 月
②外から来る人，海外へ行く人の診療　臨床雑誌内科  2017 年 5 月 2018 年 3 月  
著書
③「感染症プラチナマニュアル 2018Grande」メデイカルサイエンスインターナショナル  2018 年 3 月  
④「感染症プラチナマニュアル 2018（第 4 版）」メディカルサイエンスインターナショナル  2018 年 3 月  
⑤「感染症プラチナマニュアル 2017」メディカルサイエンスインターナショナル  2017 年 3 月
学会発表・講演
⑥第 91 回日本感染症学会総会・学術講演会  2017 年 4 月 6 日  
　感染症科後期研修プログラムの現状と課題
⑦第 91 回日本感染症学会総会・学術講演会  2017 年 5 月 31 日  
　医療介護関連肺炎の包括的治療戦略
⑧第 22 回日本緩和医療学会学術大会  2017 年 6 月 2 日  
　IDATEN 共同企画　鑑別診断にあげれば慌てずに済む感染症
⑨ 15 回日本病院総合診療医学会学術総会  2017 年 9 月 14 日  
　Clinical interactive Cases in ID
⑩第 87 回日本感染症学会西日本地方学術集会  2017 年 10 月 26 日  

【総数：論文（査読なし） 8 件，著書 3 件，学会発表 2 件，講演 3 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
当科は 2017 年に新規開設された．今後もさらにスタッフ医師の増員を図り，診療，教育，研究体制を構築し，本

学の運営に貢献したい．
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2．11）消化管外科・一般外科

1．構成員
石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：消化器外科（特に下部消

　　　　　　　　　　　　　 化管外科，胃外科，遺伝性大腸癌 , 癌化学療法）：博士
持木彫人（MOCHIKI, Erito）：教授：副診療部長：臨床工学部長：教育主任：指導教員（大学院）：消化器外科（特

　　　　　　　　　　　　 に食道・胃外科，腹腔鏡手術，癌化学療法）：博士
辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：教授（兼担）：指導教員（大学院）：腫瘍外科学，外科侵襲学，消化器内視鏡，医学

　　　　　　　　　　　　　教育：博士
石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：准教授（兼担）：指導教員（大学院）：消化器外科（特に下部消化管外科，癌

　　　　　　　　　　　　　　　  化学療法）, 医学教育：博士
熊谷洋一（KUMAGAI, Youichi）：准教授：病棟医長：大学院教員（大学院）：消化器外科（特に食道外科）：博士
中島日出夫（NAKAJIMA, Hideo）：客員准教授：癌化学療法：博士
石畝　亨（ISHIGURO, Toru）：講師：研修医長：消化器外科（食道・胃，癌化学療法）
岩間毅夫（IWAMA, Takeo）：非常勤講師：消化器外科（特に下部消化管外科，遺伝性腫瘍，癌化学療法）：博士
天野邦彦（AMANO, Kunihiko）：助教：外来医長
鈴木興秀（SUZUKI, Okihide）：助教：研究主任：博士
幡野　哲（HATANO, Satoshi）：助教：博士
豊増嘉高（TOYOMASU, Yoshitaka）：助教：博士
村松俊輔（MURAMATSU, Shunsuke）：助教：博士
伊藤徹哉（ITO, Tetsuya）：助教
近谷賢一（CHIKATANI, Kenichi）：助教
山本瑛介（YAMAMOTO, Eisuke）：助教
牟田　優（MUTA, Yuu）：助教
坂本眞之介（SAKAMOTO, Shinnosuke）：助教
石川博康（ISHIKAWA, Hiroyasu）：助教
熊倉真澄（KUMAKURA, Masumi）：助教
山本　梓（YAMAMOTO, Azusa）：非常勤医師（Ⅰ類）
非常勤講師：全 22 名　非常勤医師Ⅲ類：全 4 名

2．教育
　主に医学部 5 年生の各グループに対して 2 週間の bedside learning（BSL）を行っている．また，clinical clerkship

（CC） に基づいて学生が，医療チームの一員として，より自覚をもって参加できる 4 週間の臨床実習も行っている．
卒前教育
2-1．目的
　診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，急性虫垂炎，鼠径
ヘルニアなど）の患者を受け持ち，その病態を理解したうえで手術および周術期管理について学ぶこと．
　目標
　1）外科的処置の適応を判断し，リスク評価ができる．
　2）外科の基本的診療手技を実施できる．
　3）基本的な術前術後管理ができる．
2-2．教育内容

BSL 期間中，学生は病棟診療チームの一員となり朝 8 時 30 分からの病棟チーム回診から診療終了時刻まで担当医
と行動をともにして，病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理），診療記録の記載や電子カルテの使用法，チー
ム医療のあり方などを指導した．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンス（術前・術後カンファレンス，Clinical 
Conference，抄読会）に参加し，消化管・一般外科疾患の病態，診断，治療に関する知識を深める．クルズスは 2 回で，
外科総論および　消化器・一般外科の知識を確認する問題形式のレポートの解説，手術に参加する前に解剖学的事項
の確認と糸結び講習を行っている．
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2-3．達成度
　2 週間にわたり病棟チームの一員として行動することにより，外科医の一日を連日体験することで，当該領域への
理解も深まっているものと考えられる． 
2-4．自己評価と次年度計画
　今後の実習内容改善の目的で BSL 最終日に実際に学生から感想を聞く時間を設け，またアンケートを行っている．
当科の実習に対する学生からの反響やアンケート結果はある程度満足のいく結果である．
卒後教育
　前期研修医が選択で，1 ヶ月単位で当科にて研修を行っている．
2-1．目的
　医師として，当科で診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，
急性虫垂炎，鼠径ヘルニアなど）の患者の受け持ちグループの一員として，その病態を理解した上で手術，周術期管
理について学ぶこと．
2-2．教育内容
　上級医と共に臨床グループの一員として，朝 8 時 30 分からの病棟回診を行い，受け持ち患者の手術に助手として
参加する．病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理），診療記録の記載，外科チーム治療について教育
する．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンスに参加し，受け持ち患者の術前プレゼンテーションを行う．また，
水曜午後の診療部長回診にも参加する．鼠径ヘルニアに関しては，十分な助手経験の後，術者として執刀する．また，
animal labo 等にも積極的に参加している．
2-3．達成度
　1 ヶ月間にわたり，消化管・一般外科の臨床グループの一員として行動することで，外科医の仕事を理解すると共
に，消化管・一般外科領域への理解が深まると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　術者として執刀することで，病態，解剖の理解を深めることができると共に，医師としての責任感が芽生えるもの
と考えられる．
大学院教育

2 名の社会人大学院生が研究に従事した．　遺伝性大腸癌の原因遺伝子解析（パネル検査）の評価及び，家族性大
腸腺腫症疾患者の十二指腸病変の十二指腸病変の遺伝子変異について解析を行った．

3．研究
3-1．目的・目標
　消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ等．
3-3．研究内容と達成度

1. 大腸癌の予後予測因子（臨床病理学的因子）の解明．
2. 進行・再発大腸癌の各種化学療法と臨床的効果予測因子との関係．
3. 大腸癌における新規癌関連遺伝子の網羅的解析．
4. 大腸癌化学療法の効果予測因子の研究．
5. 遺伝性大腸癌（リンチ症候群，家族性大腸腺腫症など）の臨床病理学的検討と遺伝学的解析
6. 胃癌の予後予測因子の解明．
7. 進行胃癌に対する集学的治療の開発
8. 腹腔鏡補助下胃切除術における神経温存の研究
9. 胃切除術における迷走神経温存の消化管運動およびホルモン分泌からみた生理学的評価
10. 胃切除術における迷走神経温存の消化管運動およびホルモン分泌からみた生理学的評価
11. 食道癌術後合併症のリスク因子の解明． 
12. 食道癌に対する拡大内視鏡（エンドサイト）の有用性．
13. 高齢者消化器癌手術における適切な術式選択とその妥当性の評価．
14. 消化器外科領域の腹腔鏡手術の低侵襲性とその評価と新たな手術手技，器具の開発．
15. 穿孔性腹膜炎の予後予測因子の検討．
16. 消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究．
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17. 稀な腫瘍（小腸癌，後腹膜腫瘍）の臨床病理学的検討と治療成績．
18. 家族性大腸腺腫症・潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術の工夫と成績．
19. 消化器癌手術における手術部位感染のリスク因子解析．
20. 消化器癌の悪性度評価と転移能の研究．
21. 直腸癌リンパ節転移診断に関する研究 .
上記のいずれの研究にも着手しており，一部では論文化も終了している．
3-4．自己評価と次年度計画
　H17 年度からの新体制となり業績が徐々に結実している．安定した研究環境，研究体制の確立を目指している．
低侵襲手術，消化管関連ホルモンの研究に着手している．また，進行大腸癌に対する化学療法の感受性予測因子に関
する基礎的研究にも一定の成果を収めている．また，遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症，リンチ症候群）の基礎的研
究にも着手し，リンチ症候群の網羅的スクリーニングを開始した．これらの検討項目について次年度解析および発表
していく予定である．消化管外科としての独創性のある従来の臨床研究と平行して基礎的な研究をバックグラウンド
に置いた真に臨床に還元できるエビデンスレベルの高い研究を追及している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　急性虫垂炎・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの一般外科的疾患から，食道・胃・大腸の悪性疾患・炎症性腸疾患・緊
急性の高い急性腹症・急性消化管出血・腹部外傷など幅広い範囲でそれぞれの専門医が診療を担当している．手術に
関しては，機能温存手術や，腹腔鏡補助下手術などの低侵襲手術も積極的に取り入れて行っており，治療成績の向上
に努めている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Surgery Today, Case Report　編集委員（持木）
　日本腹部救急医学会雑誌　査読委員（石田）　
　日本外科系連合学会誌　編集委員（石田 / 石橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし．

6．業績　
① Kosugi C, Koda K, Ishibashi K, Yoshimatsu K, Tanaka S, Kato R, Kato H, Oya M, Narushima K, Mori M, Shuto K, 

Ishida H
Safety of mFOLFOX6/XELOX as adjuvant chemotherapy after curative resection of stage III colon cancer: phase 
II clinical study （The FACOS study）.
Int J Colorectal Dis 33（6）:809-817,2018

② Kumagai Y,Tachikawa T,Higashi M,Sobajima J,Takahashi A,Amano K,Fukuchi M,Ishibashi K,Mochiki E,Yakabi 
K,Tamaru J,Ishida H
Thymidine phosphorylase and angiogenesis in early stage esophageal squamous cell carcinoma.
Esophagus 15:19-26,2018

③ Fukuchi M,Mochiki E,Ishiguro T,Kumagai y,Ishibashi K,Ishida H
Prognostic Significance of Conversion Surgery Following First or Second -line Chemotherapy for Unresectable 
Gastric Cancer.
ANTICANCER RESEARCH 38:6473-6478,2018

④ Kumagai Y,Tachikawa T,Hgashi M,Sobajima J,Takahashi A,Amano K,Fukuchi M,Ishibashi K, Mochiki E,Yakabi 
K,Tamura J,Ishida H
Vascular endothelial growth facturs C and D and lymphangiogenesis at the early stage of esophageal squamous 
cell carcinoma progressiin.
Diseases of the Esophagus 31:1-7,2018

⑤ Takesue Y, Kusachi S, Mikamo H, Sato J, Watanabe A, Kiyota H, Iwata S, Kaku M, Hanaki H, Sumiyama Y, 
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Kitagawa Y, Nakajima K, Ueda T, Uchino M, Mizuguchi T, Ambo Y, Konosu M, Ishibashi K, Matsuda A, Hase K, 
Harihara Y, Okabayashi K, Seki S, Hara T, Matsui K, Matsuo Y, Kobayashi M, Kubo S, Uchiyama K, Shimizu J, 
Kawabata R, Ohge H, Akagi S, Oka M, Wakatsuki T, Suzuki K, Okamoto K, Yanagihara K
Antimicrobial susceptibility of common pathogens isolated from postoperative intra-abdominal infections in Japan.
J Infect Chemother 24（5）:330-340,2018

⑥ Kuwabara K, Suzuki O, Chika N, Kumamoto K, Minabe T, Fukuda T, Arai E, Tamaru JI, Akagi K, Eguchi H, Okazaki 
Y, Ishida H
Prevalence and molecular characteristics of DNA mismatch repair protein-deficient sebaceous neoplasms and 
keratoacanthomas in a Japanese hospital-based population.
Jpn J Clin Oncol 48（6）:514-521, 2018

⑦ Tajima Y, Eguchi H, Chika N, Nagai T, Dechamethakun S, Kumamoto K, Tachikawa T, Akagi K, Tamaru JI, Seki H, 
Okazaki Y, Ishida H
Prevalence and molecular characteristics of defective mismatch repair epithelial ovarian cancer in a Japanese 
hospital-based population.
Jpn J Clin Oncol. 48（8）:728-735,2018

⑧持木彫人，伊藤徹哉，石畝　亨，福地　稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，石田秀行
消化器外科手術後の機能温存評価法　外科生理学視点
臨床外科 73：398-403,2018

⑨熊谷洋一，川田研郎，田久保海誉，相田順子，持木彫人，石田秀行
手技の解説 Endocyto を使った内視鏡診断の実際：食道
臨床消化器内科 33（13）：1675-1680,2018

⑩石田秀行
遺伝性大腸癌に対する日常診療
日本外科学会雑誌 119（1）:62-66,2018

【総数：論文 30 件，学会発表 79 件，講演 34 件】
6-2．獲得研究費
　平成 30 年度　埼玉医科大学若手医師育成研究助成費　かもだ特別賞（200 万円）　近谷賢一
　平成 30 年度　埼玉医科大学若手医師育成研究助成費　かもだ研究奨励賞（50 万円）　山本瑛介
　平成 30 年度　埼玉医科大学若手医師育成研究助成費　かもだ研究奨励賞（50 万円）　牟田　優
　第 29 回　落合記念賞研究助成金　山本　梓
　平成 30 年度　第 32 回　埼玉県外科医会研究助成　近　範泰
6-3．受賞
　平成 30 年度 日本外科感染症学会　炭山賞　石橋敬一郎
6-4．特許，実用新案
　該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし．

7．自己点検・評価
［診療面］

診療科構成員が一丸となって緊急手術，待期手術にあたった．良・悪性疾患に関わらず，高度かつ専門的な外科治
療を遂行することに心がけた．腹腔鏡補助下手術が増加し，患者および近隣の医療機関のニーズに対応している．治
療成績も満足できるものと考えている．

［教育面］
BSL，CC の充実に関しては，学生の希望をリアルタイムで把握し，より充実した臨床実習を目指したい．

［研究面］
研究成果については臨床研究においてデータが結実し始めたところであり，その一部は国際学会を含めた学会発表

および英文の原著論文という形で発信している．遺伝性大腸癌に関する遺伝学的研究においては多施設共同研究の代
表として，着実な成果をおさめつつある．今後は研究成果をさらに公表するとともに基礎医学とのコラボレーション
をさらにすすめている．



臨床医学部門（川越キャンパス）

566

2．12）肝胆膵外科・小児外科

1．構成員
（肝胆膵外科部門）
別宮好文（BECK, Yoshifumi）：教授：運営責任者，診療部長：指導教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
牧　章（MAKI, Akira）：准教授：診療副部長：大学院教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
助教：駒込昌彦（外来医長），二宮理貴（病棟医長），三井哲弥，長田梨比人，小暮亮太
非常勤講師： 石田隆志，帯津良一，坂本裕彦，篠原一彦，長谷川潔，赤松延久
非常勤医師：藤田麻依子

（小児外科部門）
小高明雄（ODAKA, Akio）：教授：診療副部長，教育主任，外来医長：指導教員（大学院）：小児外科：博士
井上成一朗（INOUE, Seiichiro）：准教授：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）：小児外科：博士
助教：牟田裕紀
非常勤講師： 池田理恵，池袋賢一，川嶋　寛
大学院生：竹内優太（研修医）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育は主に BSL の学生を，卒後教育は研修医から卒後 6 年目までの医師をそれぞれ対象にして，肝胆膵外科・
小児外科の幅広い基礎的な臨床能力がつくように教育している．
2-2．教育内容（担当者）
　BSL の学生は，患者の入院から手術，退院まで受持ちとして共に診療，各種検査に加わる．研修医から卒後 6 年
目までの医師に対しては，肝胆膵外科学の診断法，手術，周術期管理を，連日のカンファランスと回診を中心として
教育している．小児外科教育では，小児科や周産期と連携した教育を行っている．主な教育担当者は，肝胆膵外科で
は別宮好文，牧　章，二宮理貴，三井哲弥で，小児外科では小高明雄，井上成一朗，牟田裕紀であった．
2-3．達成度
　卒前，卒後教育とも，日々の診療の中で，達成度を細かく確認している．肝胆膵外科では，月～金の早朝 8 時か
ら 1 時間，入院全症例のチェックを行い，引き続き病棟の全員回診を行っている．この際，症例のプレゼンテーショ
ンを実演させ，また個々の実技についてもスタッフ全員で教育の達成度を確認している．また，毎週水曜日の午後 5
時より術前術後の検討会を開催している．小児外科では，月曜日午前中のカンファレンスで症例を解説し，金曜日の
夕方にミーティングを行い，一週間の教育の達成度を確認している．
2-4．自己評価と次年度計画
　総合医療センター外科では平成 17 年度から専門分野による細分化が行われ，当科は肝胆膵外科および小児外科の
教育を担当している．教育内容については，これまで肝胆膵チームと小児・周産期チームが行ってきたものを移行し
て発展させてきた．肝胆膵外科と小児外科ではそれぞれの科に関連する事項の総合的なクルズスを行っており，充実
した卒前卒後教育を行っている．来年度も肝胆膵外科，小児外科共に，クルズスなどの教育内容をさらに充実させて
いきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　教室の研究テーマは研究内容の項で示すように多数あるが，その中で肝胆膵外科と小児外科に共通する目標は，安
全で真に低侵襲な手術法を確立することにある．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　肝胆膵外科グループと小児外科グループがあり，互いに領域を超えて協力し合う方針を取っている．
3-3．研究内容と達成度

①肝胆膵外科における安全な肝切除，膵切除の確立
②膵癌に対する新規抗癌剤の安全な投与方法の確立
③術中ナビゲーションを用いた安全・正確な肝切除術の研究
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④肝胆膵外科・小児外科領域における安全な鏡視下外科手術の確立
⑤腹腔鏡下肝切除，膵切除の確立
⑥新生児の未熟性に起因する消化管疾患の病態解明と至適外科治療法の開発
⑦マウス神経芽腫モデルを用いた抗腫瘍免疫応答の解明と新しい免疫療法の開発

　以上の内容を重点的に研究して，その成果は学会発表や論文として公表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　肝胆膵外科では，これまで築いてきた研究を継続しつつ，新しい研究も開始することができた．小児外科では，研
究マインド育成自由選択プログラムを選択中の初期研修医で大学院生の竹内優太が昨年度から加わっている．来年度
は，研究内容をさらに充実させ，成果を出して行きたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　肝胆膵外科では高難度外科手術と腎移植手術を安定して行ったことに加えて，今年度は生体肝移植を開始し，膵臓
移植も来年度に向けて準備中である．小児外科では総合周産期母子医療センターが増床されたことに伴い，新生児外
科の手術症例を増やしている．来年度も肝胆膵外科グループと小児外科グループが互いに協力して，正確・丁寧な手
術を心掛け，それぞれが得意とする領域の治療成績をさらに向上させていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　小高明雄：埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　小高明雄：小切開・鏡視外科学会雑誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　小高明雄：日本小児外科学会保険診療委員会顧問

6．業績
6-1．論文・学会発表

①別宮好文：臓器移植医療の変遷と今後の展望 . 埼玉透析医学会会誌 7（1）:46-48, 2018.
②駒込昌彦，別宮好文，小暮亮太，三井哲弥，長田梨比人，宮田陽一，二宮理貴，牧 章：肝胆膵外科術後の門脈狭

窄に起因する消化管出血に対する門脈ステント．癌と化学療法 46（1）:175-177, 2019.
③中沢祥子，小暮亮太，三井哲弥，宮田陽一，二宮理貴，駒込昌彦，牧 章，別宮好文：肺多形癌術後膵転移の 1 切

除例．癌と化学療法 45（13）:2087-2089, 2018.
④牟田裕紀，小高明雄，井上成一朗，別宮好文：臍部にストーマを造設し環状皮膚縫合法により閉鎖した Kagami-

Ogata 症候群に伴う臍帯ヘルニアの 1 例．日本小児外科学会雑誌 54（7）:1379-1383,2018.
【総数（Pubmed または医中誌掲載分）：論文 4 件，学会発表 21 件】
6-2．獲得研究費　　
　文部科学省科学研究費

井上成一朗：基盤研究（C）: Immune checkpoint 遮断を導入した新規神経芽腫集学的治療の開発 , 課題番号
18K08550（2018-2020 年度）

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

7．自己点検・評価
　平成 17 年 4 月に総合医療センター外科の細分化が行われ，肝胆膵外科・小児外科は誕生した．平成 25 年度から
は別宮好文教授が就任し，肝胆膵外科グループにとっては大きな転換期を迎え，新しく移植医療を開始し腎移植を軌
道に乗せることができた．また，今年度は生体肝移植を開始し，膵臓移植も来年度に向けて準備中である．小児外科
グループでは，総合周産期母子医療センターが増床されたことに伴い，今年度も新生児外科の領域で治療成績を伸ば
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し，さらに研究面でも大学院生が 1 名加わり，これまでの研究を発展させることができた．来年度も別宮好文教授
の指導の下，教育，研究，診療のいずれにおいても内容をさらに充実させて行きたい．
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2．13）血管外科

1．構成員
佐藤　紀（SATO, Osamu）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）血管外科：博士
出口順夫（DEGUCHI, Juno）：教授：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：血管外科：博士
橋本拓弥（HASHIMOTO, Takuya）：講師：研究員：指導教員（大学院）：博士
山本　諭（YAMAMOTO, Satoshi）: 助教：研究員：博士
須原正光 （SUHARA, Masamitsu）：助教：研究員
望月康晃（MOCHIDUKI, Yasuaki）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　地域社会に必要とされる広い知識と技術を身につけた臨床医の育成とともに，血管疾患の診断学および治療学の習
熟を目標としている
2-2．教育内容（出口順夫）
　卒前教育：学部学生に対しては系統講義を行っているが，講義に配分されている時間が少ないため，実習に回って
きた学生を中心に，実際の診断法，診療手技などの具体的実習を行っている．
　卒後教育：初期臨床研修医に対しては，外科基本手技，周術期管理の実際に加え，臨床医に必要な血管疾患の診断，
初期治療の教育を目標とする．心臓血管外科専門医を志す修練医に対しては，外科専門医取得後，4 年をめどに心臓
血管外科専門医認定基準を満たすに充分な血管疾患症例を受持ち，診断学，検査法に精通するとともに，専門医取得
に必要な手術症例を経験し，専門学会への参加，発表，論文執筆を行うことが臨床目標である．
2-3．達成度
　卒前教育：学生教育では，系統講義，BSL，研修医教育などで，学生教育に参加した．
　卒後教育：当科で初期臨床研修を行ったものはなかった．本年度は新たに心臓血管外科専門医 2 名を輩出した．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学生教育においては，血管疾患に割り当てられた講義時間はきわめて少ないが，その中で可能な限り多くの学生
に血管疾患の理解を深めてもらえるよう積極的に学生教育に取り組んでいきたい．特に来年度からは重点に絞ったわ
かりやすい講義を目指したい．
　全国的に外科系の研修希望者は減少傾向ではあるが，血管疾患は増加の一途をたどっており，また重症化の傾向に
あるので，より多くの学生に血管疾患についての理解を深めてもらい，またその重要性を認識してもらうことで，多
くの初期研修医に当科での研修を積んでもらえるように努力したい．
　初期臨床研修希望が少ない現状においては，すでに他科に所属している若手医師に働きかけ，血管外科手術の知識
や手技の修練希望者を募り，卒後教育に組み入れていくことが必要と考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究対象は，血管疾患全般であり，閉塞性動脈疾患および胸部・腹部大動脈瘤を中心とした臨床研究を中心として
いる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建術の有効性に関する多施設・前向き観察研究
（WARRIORS study）

2）破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究
3）深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの有効性及び安全性に関する

登録観察研究
4）術前栄養状態による血行再建成績の予測に関する研究
5）大動脈瘤に対する低侵襲治療の研究
3-3．研究内容と達成度
　重症虚血肢および腹部大動脈瘤の治療（特に血管内治療）に取り組みながら，臨床データの蓄積，解析に当たって
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おり，学会などで発表している．
3-4．自己評価と次年度計画
　平成 27 年度に蓄積された臨床データをもとに来年度以降，更に研究の成果を公表する．近年，進歩している血管
内治療についても，臨床研究を中心に取り組んでいく．血管外科学全般にわたる新たな研究テーマにも積極的に取り
組むことが目標である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の診療は血管疾患全般にわたるが，特に下肢閉塞性動脈疾患に対する末梢バイパスの症例数が多く，また治療
成績は良好である．診療目標は，血管疾患治療における地域社会の中核的組織となるよう，24 時間体制で救急診療
にあたるとともに，専門医として質の高い医療を提供することである．平成 30 年の年間手術は他科との共同治療も
含め 294 例（血管内治療を含む）で，その内訳は，腹部大動脈瘤手術，下肢動脈閉塞症に対する血行再建，腹部大
動脈瘤手術，下肢静脈瘤手術，内シャント関連手術が主である．年を追うごとに糖尿病・透析症例の重症虚血肢に対
する血行再建術などの重症例が増加してきている．腹部大動脈瘤に対する血管内治療（ステントグラフト）も安定し
た成績が得られている．今年度の診療内容，治療成績は満足できるものであったが，今後，高齢化や糖尿病，透析患
者の増加に伴い，疾患は重症化し，緊急手術の増加は避けられず，血管疾患に対する救肢，救命率のさらなる向上，
および診療スタッフの充実が課題である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働省：急性大動脈症候群　班会議　委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本血管外科学会誌　編集委員長，Annals of Vascular Diseases 編集副委員長，脈管学　編集委員，Annals 
of Vascular Disease 査 読，Journal of Vascular Surgery 査 読 ,　European Journal of Cardiothoracic Surgery 査
読，General Thoracic and Cardiovascular Surgery 査 読，Circulation Journal 査 読，Interactive Cardiovascular and 
Thoracic Surgery 査読，Surgical Case Reports 査読，日本外科学会雑誌（Surgery Today）査読，日本血管外科学会
雑誌査読，脈管学査読，日本心臓血管外科学会雑誌査読 ,　静脈学査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本血管外科学会評議員，日本静脈学会評議員，日本心臓血管外科学会評議員，日本脈管学会評議員，日本臨床外
科学会評議員，日本下肢救済・足病学会評議員，日本リンパ浮腫治療学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Juno Deguchi, Osamu Sato.Transposed Brachial-Basilic Arteriovenous Fistula for Vascular Access in Japan. 
Annals of Vascular Diseases 2018 ; 11 （2）: 181-190

②出口順夫．急性動脈閉塞 overview　血管外科　2018;37:7-8
③谷口良輔　急性動脈閉塞　診断　血管外科　2018;37:9-13
④望月康光，神谷千明，谷口良輔，山本　諭，北岡　斎，橋本拓弥，出口順夫，佐藤　紀．腓腹動脈バイパスによ

り大腿切断を回避できた 1 例　血管外科　37:29-35，2018
⑤山本　諭，谷口良輔，橋本拓弥，出口順夫，佐藤　紀．原発性上肢深部静脈血栓症の検討　題 46 回日本血管外

科学会　2018/5/10　山形
⑥橋本拓弥，出口順夫，山本　諭，谷口良輔，佐藤　紀．外傷性大動脈損傷に対して TEVAR を施行した 5 例　第

46 回日本血管外科学会　2018/5/10　山形
⑦須原正光，山本　諭，橋本拓弥，出口順夫，佐藤　紀．消化管出血と甲状腺中毒症を伴った慢性動脈塞栓症の 1

例　第 26 回　日本血管外科学会関東甲信越地方会　2018/9/22 宇都宮
⑧山本　諭　須原正光  橋本拓弥　出口順夫　佐藤　紀．不全穿通枝単独による静脈鬱滞性潰瘍症例　第 38 回日

本静脈学会　2018/6/14　横須賀
⑨須原正光，山本　諭，橋本拓弥，出口順夫，佐藤　紀．間歇性跛行に対する血行再建後，グラフト閉塞した症例

についての検討　第 59 回日本脈管学会　2018/10/25　広島
⑩山本　諭，須原正光，橋本拓弥，出口順夫，佐藤　紀．重症下肢虚血における手術治療成績と Controlling 

Nutritional Status Score の検討．　第 49 回日本心臓血管外科学会　2019/2/13　岡山
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【総数：論文 4 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　臨床面においては，少ないながらもスタッフ一丸となって，緊急要請に対しても可能な限り対応し，日々の臨床に
従事してきた．手術症例も年々増加しているが，その診療内容，治療成績は満足できるものであったと考えている．
人口の高齢化，糖尿病の増加により，動脈硬化を基礎とする血管疾患は重症化し，緊急手術も増加している．周辺医
療機関からの紹介患者数は多く，より質の高い医療を提供できるよう日々の診療に取り組むとともに，臨床研究も充
実させることが今後の課題である．そのために，スタッフの充実は欠かせず人材の補充が必要である．
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2．14）ブレストケア科

1．構成員
　矢形　寛（YAGATA, Hiroshi）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：乳腺外科：博士
　黒野健司（KURONO, Kenji）：助教
　黒住昌史（KUROZUMI, Masafumi）：客員教授：病理学：博士
　樋野興夫（HINO, Okio）：客員教授：病理学：博士
　高野利実（TAKANO, Toshimi）：客員教授
　守屋智之 （MORIYA, Tomoyuki）：客員准教授：乳腺外科：博士
　松田正典（MATSUDA, Masanori）：客員勤講師：腫瘍内科

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（卒前教育）教育全般における目的・目標となるが , これまでに学習してきた基礎知識を実際の臨床において確認し , 
乳腺疾患 , 特に乳癌の診断 , 外科的治療 , 全身療法を中心に専門的知識を習得する . また , 単に乳癌の診断と治療だ
けに目を向けるのではなく , 患者が診断 , 治療を受けた後も社会の中で安心して生活できるような支援の実際を経
験することを目標とする .

（卒後教育）初期研修医は患者の社会的背景や合併症を含めたケアを重視した全人的な問診を行うことができ , 画像
の読影ができる . 病理診断を評価し治療の適応について理解できる . 手術の助手を務めることができるといったよ
うな , 診断から治療までの経過を十分に理解し , 指導医のもと実施する . 専攻医は病棟主治医として指導医の指導
を受けながら , 症例を十分に経験する . 卒後 8 年目までには外科専門医 , 日本乳癌学会乳腺専門医の取得を目標に , 
指導医のもとで術者として手術を行っていく .

（大学院教育）臨床において , 乳腺に関する標準的な診療を実施し , この領域で適切に患者対応ができる能力が得られ
るよう育成する . また , 研究の方向性を指導教員と議論 , 計画し，学位取得のための指導を実施していく必要がある．
2-2．教育内容（担当者）

（卒前教育）実習教育は , 矢形，黒野，守屋が担当 . 3 年生導入実習では , 外来診療にて患者の訴えや症状の観察 , 対
応の実際を見学 , 指導する . 4 年生臨床入門実習では，手術日の際は，外科的手技の実際を見学．5 年生 BSL は ,
乳腺外科分野 , 特に乳癌の診断から治療までの一連の流れを掴むため , 外来 , 病棟での診療を通して指導を行う . 外
来での生検と手術見学 , 縫合などの手技を指導し , 最終日に 1 症例のレポートを提出してもらい , ディスカッショ
ンを実施する . 

（卒後教育）初期研修医 1 名の研修あり . 目的・目標に沿って指導を実施 . マンモグラフィ , 乳房超音波 , 乳房 MRI 検
査の読影 , 細胞診 , 組織診の習熟 , 乳癌の病理診断評価と治療の選択 , 悪性腫瘍摘出術の実際，国際的ガイドライン
に沿った標準治療と EBM を理解できるための指導を実施する .
2-3．達成度

（卒前教育）引き続き人員不足による激務の中 , 医師間で協力しながら丁寧に指導を行った . 短い実習期間ではあるが , 
症例をもとに乳腺腫瘍学の理解と手術手技が深められたとの評価が得られている . 

（卒後教育）研修医は , 外来診療にて問診 , 乳腺の検査 , 診断にあたり , 乳癌の化学療法 , ホルモン療法の実施を指導
医と共に実施 . また , 乳癌根治術を経験し , 局所解剖の理解と手術手技 , 病棟での術後管理を実施し , 症例を経験で
きていた . 
専門医取得に関しては，黒野助教が外科専門医を取得した．次年度は，乳腺専門医取得に向けて，研修，指導中で

ある．
2-4．自己評価と次年度計画
　前年度同様 , 人員不足 , 激務の中 , 効率よく学習してもらえるように努めた . 来年度も引き続き卒前・卒後教育の充
実を図る . 

3．研究
3-1．目的・目標
　乳腺領域を中心とする臨床研究を行い , 医療の質及び , 乳癌患者の QOL が向上するよう努める . 
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　研究グループは形成しないが , 各自がテーマを決めて互いに協力する体制である . 
3-3．研究内容と達成度

1．乳癌患者へのヨガに対する意識調査（矢形）　患者の QOL に関する他施設共同研究においては，統計解析 , 考
察が進み，乳癌学会で発表予定である . 

2．BRCA 遺伝子検査に関するデータベースの作成（矢形）　HBOC における共同研究については倫理委員会にて承
認後，研究期間の延長と登録事業機関が日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構へ変更になったため，再度倫理
委員会に申請，承認を得て，登録事業に参加し実施している． 

3．ホルモン受容体陽性乳癌における癌間質と予後の関連性についての研究（守屋，黒野）
4．その他，研究協力のためのアンケート実施
3-4．自己評価と次年度計画
　激務の中ではあるが , 医療の質や患者の OQL 向上のための研究を少しずつ実施できている . 次年度も引き続き進め
ていく .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　乳癌患者数の増加に伴い国際水準の医療 , 患者中心の医療 , チーム医療を推進していくことが目標であり , スタッ
フ数に応じた実績を継続していけるよう努めていきたい .

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　査読委員（矢形）：乳癌の臨床 , 日本乳腺甲状腺超音波医学会雑誌 ,
　　　　　　　　　　日本オンコプラスティックサージャリー学会雑誌
　編集委員（矢形）：日本乳腺甲状腺超音波医学会
　　　　　　　　　　日本オンコプラスティックサージャリー学会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本乳癌学会評議員（矢形）, 日本家族性腫瘍学会評議員（矢形）, 埼玉乳がん検診検討会代表世話人（矢形）, PINK（乳
がん患者のための雑誌）医学監修（矢形）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Namura M, Tsunoda H, Yagata H, et al: Discrepancies Between Pathological Tumor Responses and Estimations of 
Complete Response by Magnetic Resonance Imaging After Neoadjuvant Chemotherapy Differ by Breast Cancer 
Subtype. Clin Breast Cancer 18:128-134, 2018

②側胸部有茎穿通枝皮弁による再建を併用した乳房温存術（原著論文）
Author：藤本浩司（埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科）, 矢形　寛 , 長嶋　健 , 榊原雅裕 , 三階貴
史 , 榊原淳太 , 岩瀬俊明 , 石神恵美 , 羽山晶子 , 宮崎　勝 Source： Oncoplastic Breast Surgery （2432-4647）2 巻
1 号 Page6-11（2017.03）

③ 1st Congress of Asian Surgical Ultrasound Society on November 30, 2018 （Seoul, Korea）Yagata H　
Intraoperative USG in breast surgery: recent update and clinical practice. Oral

④第 55 回埼玉県医学会 2018 年 2 月 25 日（埼玉）口演
矢形　寛，甲斐敏弘，二宮　淳，齊藤　毅，廣瀬哲也，洪　淳一，中野聡子，佐久間浩，足立雅樹　埼玉乳がん
検診検討会活動報告

⑤第 3 回リンパ浮腫治療学会 2018 年 9 月 8 日（神奈川）パネルディスカッション
矢形　寛，大西文夫，長井智則，佐伯俊昭，高橋孝郎，高倉保幸，早乙女真子，森本貴之，森内路恵，小島真奈
美，岡部みどり　
リンパ浮腫治療における多職種連携：がんに関わるリンパ浮腫診療 - 埼玉医科大学における知識の共有と顔のみ
える関係

⑥第 6 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 2018 年 9 月 20 日（大阪）シンポジウム　矢形　寛，
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黒野健司
　　領域別の oncoplastic surgery - 整容性確保のための工夫 -C 領域の乳房温存術
　⑦第 63 回日本人類遺伝学会 2018 年 10 月 11 日（神奈川）口演
　　矢形　寛，黒野健司，齋藤　恵，守屋智之，村上好恵
　　費用対効果に優れたパネル検査導入後の HBOC 診療
　⑧第 58 回日本核医学会学術総会 2018 年 11 月 15 日（沖縄）シンポジウム
　　矢形　寛
　　乳癌 PET の現状と将来の可能性
　　最新の臨床：がんの遺伝子診療について
　⑨第 28 回日本乳癌検診学会 2018 年 11 月 23 日（大阪）シンポジウム

矢形　寛，甲斐敏弘，二宮　淳，齊藤　毅，洪　淳一，中野聡子，歌田貴仁，廣瀬哲也，足立雅樹，大崎昭彦
　　高濃度乳房の問題点と対策
　　高濃度乳房の告知に関する現場の取り組みと現状 － 埼玉乳がん検診検討会報告
【総数：論文 2 件，学会発表 14 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　With you 小江戸 ～あなたとブレストケアを考える会～
　埼玉乳がん検診検討会 , Edo Breast Cancer Seminar, 小江戸乳癌会議

7．自己点検・評価
　（教育）医学生 , 研修医への教育は概ね目標は達成されており , 学生からの評価は良好である . 今後は研修医教育体
制を強化し , 研修希望者数を増やしていく必要がある . 乳腺専門医取得に向けた指導においては，適宜症例カンファ
レンスを行い，指導内容を充実させ指導にあたっている．
　（研究）それぞれの研究において，患者 QOL の向上に繋げられるよう , 結果を考察し，まとめることができ発表で
きる段階になっている．この結果を実践に生かしていきたい . JOHBOC の他施設共同研究に関しては , データの登録
作業が可能となり，遺伝カウンセラーの協力を得ながら登録を進めてられている . 
　（診療）2015 年 4 月に診療を開始して 4 年間，乳癌患者の増加もあり，外来受診者数が増え，入院，手術件数も多い中，
スタッフの指導 , 医学生の受け入れ , 会議・委員会 , 研究 , 学会発表と , 役割が多い中で目標に向けて努力している . 
今後は，乳腺外科を専攻する医師の確保が必要となるが，問合せ，見学等が少ない状況が続いているため，どうアピー
ルできるかを模索している．各医師が患者に寄り添う医療を心掛け , 時間をかけて診療にあたっており , 今後も近隣
病院との連携を図りながら患者の満足度が上がるよう体制を整えていきたい .  
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2．15）呼吸器外科

1．構成員
　中山光男（NAKAYAMA, Mitsuo）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究副主任：代表指導教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸器外科全般，気管気管支外科：博士
　儀賀理暁（GIKA, Masatoshi）：准教授：緩和支援室長：外来医長：大学院指導教員（大学院）：呼吸器外科全般，　
　　　　　　　　　　　　　　　緩和医療：博士
　福田祐樹（FUKUDA, Hiroki）：講師：教育主任：大学院教員（大学院） ：呼吸器外科全般：博士
　羽藤　泰（HATOU, Tai）：講師：研究主任：大学院教員（大学院） ：呼吸器外科全般：博士
　青木耕平（AOKI, Kohei）：助教：病棟医長：博士
　井上慶明（INOUE, Yoshiaki）：助教：博士
　杉山亜斗（SUGIYAMA, Ato）： 助教：大学院生（社会人枠）
　山口雅利（YAMAGUCHI, Masatoshi）：助教（後期研修医）済生会宇都宮病院に出向中
　泉陽太郎（IZUMI, Yotaro）：客員准教授

2．教育
2-1．目的・目標
　真に社会から信頼され必要とされる臨床外科医の育成を目的とし，特に呼吸器外科領域の疾患に精通する医師の育
成に力を注いでいる．また，研究能力を兼ね備えた臨床医の育成も同時に目標としている．
　卒前教育では，それまでに学んできた基礎医学や診察技能に関するバラバラの知識を統合し，実際の臨床に結び付
ける能力を養成する目的で，受け持ち患者を通して問題点の発見，分析，基礎的知識との照合，それらを統合しての
問題解決，といった臨床医に必要とされる能力の育成を目標とした実習を行なっている．また，患者および他の医療
スタッフとの信頼関係を構築するための心構えや，患者中心の医療を実践するための患者の立場に立った考え方など
も実際の診療を体験する中で会得できるように配慮している．
　卒後教育では，初期研修医には呼吸器外科の診断から治療までの大筋の流れを理解することを目標とし，気管支鏡
検査など呼吸器外科医に不可欠な検査や基本的な切開縫合手技などが行えるように指導している．後期研修から卒後
8 年目までの医師には外科専門医および呼吸器外科専門医の資格の取得を目標として，年次ごとの到達目標を明らか
にし，それを達成するための支援システムを作り，病棟入院患者の受け持ちから手術の助手，手術の執刀までが行え
るよう指導している．
2-2．教育内容
　卒前教育では，主に呼吸器外科分野のベッドサイドラーニング（BSL），クリニカルクラークシップ（CC）および
課外プログラム を担当している．BSL の学生は，呼吸器外科手術患者の受持ち医師と共に診察，外科治療，気管支
鏡検査などに加わり，担当した疾患に対する教科書的知識の総括を含めた症例レポートを作成する （担当者：中山，
福田）．火曜日の午後，木曜日の午前中にはクルズスを行い（担当者：福田，杉山，山口），また，BSL が予定通り効
果を上げているかを知るために，BSL 終了時に学生に試問を行っている（担当者：福田）．CC では呼吸器外科患者 1
～ 2 名の受持ちとして医師と共に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わり，診断，治療方
針の決定，治療（手術，周術期管理，化学療法など）など呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるよう実習を進め
ている（担当者：中山，福田）．課外プログラムでは 4，5，6 年生向けに胸部 X 線読影および気管支鏡検査や手術の
見学など呼吸器外科への興味を醸成するプログラムを企画した（担当者：中山）．
　卒後教育では，初期研修医には研修プログラムに沿い，呼吸器外科疾患の診断と病態の評価の実践および基本手技
の習得の指導を行っている（担当者：儀賀）．後期研修から 8 年目までの医師を対象に，関連他施設での研修も含め，
外科診断，手術手技，周術期管理など呼吸器外科に必要な臨床能力が身につくように教育し，外科専門医，呼吸器外
科専門医，気管支鏡専門医の資格を取得することができるように指導している（担当者：中山）．
　学位取得を希望する医師には大学院進学も含め取得に向けた指導を行っている（担当者：中山，泉，羽藤）．
2-3．達成度
　卒前教育の BSL は，1 週間で術前診断，手術，術後管理に関する見学型実習が行なわれ，クルズスも含めて概ね予
定通りの目標を達成できた．6 年生の CC には 4 月に 1 名が，5 年生の CC には 1 月に 2 名，2 月に 1 名が実習に参
加して，呼吸器外科患者 1 ～ 2 名を受持ち，医師と共に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わっ
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た．呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるような実習が行われ，概ね予定通りの目標を達成できた．
　卒後教育では，山口助教（後期研修医）が済生会宇都宮病院に出向し外科専門医取得に向けた研修を継続．杉山
助教が呼吸器外科専門医取得に向けた研修を継続した．更に，青木助教の学位取得に向けた研究の成果が Journal of 
Cardiothoracic Surgery に掲載され，学位審査にも合格し，医学博士の学位が授与された．
　大学院教育では，後期研修医の杉山助教が埼玉医科大学大学院に入学し，学位取得に向けた研究を開始した．
2-4．自己評価と次年度計画
　BSL，CC は概ね予定通りの目標を達成できたと考えている．次年度も卒前教育のさらなる充実に努める予定である．
卒後教育や大学院教育も順調に行われ，杉山助教の大学院入学，および青木助教の学位取得など十分な成果が得られ
たと考えている．
　次年度は山口助教（後期研修医）が外科専門医取得に向けた研修を継続．杉山助教が呼吸器外科専門医の資格を取
得し，大学院で学位取得に向けた研究を継続する予定である．

3．研究
3-1．目的 ･ 目標
　日常の臨床から生じる問題点を研究テーマとして臨床研究を行い，成果を日々の臨床にフィードバックしていく事
を目的としている．特に呼吸器疾患の手術・診断技術の向上や肺癌を中心とする肺悪性腫瘍の治療成績向上に寄与す
る臨床研究を行うことが目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

〈基本学科〉
1. 葉切非耐容症例の臨床病期 Ｉ 期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究（中山，福田）
2. キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー CT を用いた肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気血

流比率の評価（青木，泉，中山）
3. 未治療 Stage Ⅲ B/ Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ / Ⅱ相試験（中山，福田）
4. 原発性肺癌術前後の免疫学的・栄養学的指標の変動と予後の単施設後方視的検討（羽藤，中山）
5. 肺切除術後の胸腔ドレーン形状についての後方視的比較（山口，羽藤，中山）
6.TNM 分類第 8 版を用いた非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法の多施設共同前向き観察研究（ILO 1804）（羽

藤，中山）
7. 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 JBES1703/JACS1806（羽藤，中山）
8. 胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究（羽藤，中山）
9. 癌の免疫療法に外科手術を併用することの妥当性の検討（羽藤，中山）

〈大学院〉
10. 高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化（井上（院），

中山）
11. 気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究（井上（院），中山）
12. 原発性非小細胞肺癌切除例の高位血管内皮細胞新生とその腫瘍免疫における意義の検討（杉山（院），羽藤，中山）
3-3．研究内容と達成度　　

1. 葉切非耐容症例の臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究
関東甲信越肺癌研究会（慶應義塾大学，大阪大学，埼玉医科大学国際医療センター，埼玉医科大学総合医療センター，

東京女子医科大学，独協医科大学，都立駒込病院，埼玉循環器病・呼吸器病センター，新潟県立がんセンター）
での多施設共同研究．

　症例の集積，解析，学会発表，論文掲載が終了し，副次解析の結果も General Thoracic and Cardiovascular 
Surgery に掲載された．

2. キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー CT を用いた肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気血
流比率の評価

　当院放射線科本田教授のグループとの共同研究で，非放射性キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー
CT を用いて肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気血流比率を評価し，肺葉切除術後の呼吸機能予測への
応用を検討する．解析結果を第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会で発表し，論文が Journal of Cardiothoracic 
Surgery に掲載された．この研究で青木耕平助教に医学博士の学位が授与された．

3. 未治療 Stage Ⅲ B/ Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ / Ⅱ相試験
　埼玉・栃木の肺がん研究グループとの共同で，進行・再発肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の
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有用性を検討．症例の集積は終了．データを解析し，European Society of Medical Oncology Cancer Congress 
2018 で発表した．

4. 原発性肺癌術前後の免疫学的・栄養学的指標の変動と予後の単施設後方視的検討
　外科切除により病巣が除去されたあとの抗腫瘍免疫応答を評価する後方視的研究．当科の 2012 年 -2016 年の

肺癌根治切除症例を検討し，末梢血白血球数と好中球数から算出される derived neutrophil-to-lymphocyte ratio 
（dNLR）が予後予測因子であることを第 36 回日本呼吸器外科学会で発表した．

5. 肺切除術後の胸腔ドレーン形状についての後方視的比較
　当院の肺切除症例で用いられるドレーン形状と術後経過の関連についての後方視的観察研究で，集積結果を検討

中である．
6.TNM 分類第 8 版を用いた非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法の多施設共同前向き観察研究（ILO 1804）
　進行肺癌の術後補助化学療法の再検証を行う，帝京大学医学部呼吸器外科を基幹施設とした前向き多施設共同研

究で，症例の集積が開始された．
7. 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 JBES1703/JACS1806
　耳鼻科と呼吸器外科による領域横断的研究として行われる降下性壊死性縦隔炎についての全国調査．症例の集積

は完了し，データを解析中である．
8. 胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究
　日本呼吸器外科学会，日本肺癌学会などが主体となって症例登録をおこなうデータベース研究．データを集積中

である．
9. 癌の免疫療法に外科手術を併用することの妥当性の検討
　マウスをもちいた動物実験で，腫瘍を移植したマウスを免疫チェックポイント阻害剤と抗 VEGFR2 阻害薬の併

用療法で治療し，その後手術を行う群と行わない群での比較を行う．パイロット実験での動物モデルの調整が完
了し，リンパ球の免疫記憶の変容や Myeloid-Derived Suppressor Cells の動態についての検討を開始した．

10. 高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化
　埼玉医科大学（現自治医科大学）呼吸器内科萩原教授との共同研究で，高速シークエンサーを用いて少量の癌細

胞から複数の癌関連遺伝子変異を検索する方法を確立．成果を学会発表し，論文も掲載された．現在は，実臨床
での実用化に向けた基礎データを集積し，データを解析中である．

11. 気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究
　埼玉医科大学呼吸器内科萩原教授との共同研究で，急性肺障害原因遺伝子である MUC4 の遺伝子変化が急性肺

障害を起こす機序とその対策を検討．現在症例を集積中である．
12. 原発性非小細胞肺癌切除例の高位血管内皮細胞新生とその腫瘍免疫における意義の検討
　肺癌根治切除症例の免疫応答を後方視的に検討する研究．対象症例から同意を取得し，切片の作成と免疫染色を

開始．染色後電子的に定量を行い予後との関連を検討する予定である．本研究は杉山亜斗助教（社会人大学院生）
が主体となり進めている．

3-4．自己評価と次年度計画
　臨床研究を積極的に行い，学会発表，論文掲載など概ね今年度の目標は達成されたと考えている．テーマ 1，2 は
論文掲載をもって研究を終了する．次年度は，テーマ 3,10 の結果を国際学会で発表し，英文論文として投稿する予
定である．また，テーマ 4，5，7 は集積したデータを解析し，結果を学会発表する予定であり，テーマ 6，8，9，
11，12 は症例の集積を継続する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合医療センター呼吸器外科では，肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，自然気胸，胸部外傷，膿胸，気管・気管支狭
窄など呼吸器外科領域の疾患全般を対象に専門的な診療を行っている．各疾患ともに手術療法が主体であり，標準術
式はもとより，難易度の高い手術とされている気管気管支再建術や血管形成術を駆使した機能温存手術，左房や胸壁
などを合併切除する拡大手術，胸腔鏡を用いた低侵襲手術など様々な手術を施行している．腫瘍性疾患のみならず炎
症性疾患（気管気管支結核，結核性膿胸，非結核性抗酸菌症，アスペルギローマ）の手術症例が多いことも特色の一
つである．埼玉県中西部の中核施設であるため，合併疾患を有する症例も含め，他施設では治療に難渋する症例が数
多く集まるが，手術療法では合併症の発生率，治療成績ともに良好な結果を残している．さらに，気管・気管支疾患
は，有数の専門施設として近隣都県からも患者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG レーザー治療，ステント治
療など最先端の治療を数多く行っている．また，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射
線治療を中心とした集学的治療を行い，支持療法，緩和医療なども積極的に行っている．呼吸器外科疾患に対し安全
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で質の高い国内最高レベルの医療を常に提供することを目標とし，患者さん一人一人の病状に応じたきめ細かな医療
を提供しながら，中核施設として地域医療にも貢献している．
　年間手術件数は総手術数（全麻症例のみ）288 例で，主な疾患では肺悪性腫瘍 184 例（原発性肺癌 147 例，転移
性肺腫瘍 37 例），気胸 55 例（特発性血気胸 1 例を含む），縦隔腫瘍 21 例（重症筋無力症合併胸腺腫 5 例を含む），
肺炎症性結節 7 例，膿胸 6 例，胸壁腫瘍 4 例，肺良性腫瘍 3 例，気管癌 1 例，肺葉内肺分画症 1 例，気管支閉鎖症
1 例，気管支動脈瘤 1 例，肺膿瘍 1 例，その他 3 例となっている．肺癌の治療に関しては，Ⅰ期症例では外科治療
単独あるいは内服化学療法の併用を行い，Ⅱ期以上の症例にはプラチナ製剤および新規抗癌剤を用いた術後化学療法
を行ったうえで術後治癒率の向上に努めている．手術例は肺葉切除およびリンパ節郭清の標準術式がもっとも多い
が，早期症例には胸腔鏡下手術を取り入れ，局所進行肺癌症例（左房や大動脈に浸潤した症例，胸壁に浸潤した症
例，気管気管支再建を必要とする症例など）にも積極的に外科的治療を中心とした集学的治療をおこなっている．ま
た，80 歳以上の超高齢者や低肺機能の場合には，QOL と予後とのバランスを考慮に入れた手術術式を選択している．
術後 5 年以上が経過した肺癌手術症例（1997 － 2013）の 5 年生存率は，IA 90% IB85%, IIA82%, IIB55%, IIIA55%, 
IIIB36% である．なお，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射線治療を中心とした集学
的治療を積極的に行い，支持療法，緩和医療も取り入れて，肺癌患者の予後延長，および，QOL の改善，維持に寄
与している．
　呼吸器外科の手術症例数は肺癌を中心に徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めている．次年度以降も
継続して安全で質の高い診療を行ない，手術症例数の更なる増加を目指す所存である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県外科医会理事（中山），埼玉県肺がん検診委員会委員（中山），
　川越市肺がん検診委員（中山），さいたま市肺がん検診読影委員（中山）
　埼玉県がん対策推進協議会がん教育部会　委員（儀賀）
　埼玉県教育委員会がん教育連絡協議会　委員（儀賀）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　雑誌「肺癌」査読委員（中山）
　雑誌「気管支学」査読委員（中山）
　雑誌「General Thoracic and Cardiovascular Surgery」査読委員（中山）
　雑誌「Surgical Case Report」査読委員（中山）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業績
　該当なし

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表

① Kohei Aoki, Yotaro Izumi, Wataru Watanabe, Yuji Shimizu, Hisato Osada, Norinari Honda, Toshihide Itoh, Mitsuo 
Nakayama
Generation of ventilation/perfusion ratio map in surgical patients by dual-energy CT after xenon inhalation and 
intravenous contrast media
Jornal of Cardiothoracic Surgery　2018 年 5 月

② Shoko Izaki, Satoru Tanaka, Satoru Oji, Akihiro Kubota, Hiroaki Fukaura, Mitsuo Nakauama, Kyoichi Nomura
Association between peripheral plasmablasts and postoperative exacerbation in patients with thymoma-
associated myasthenia gravis
Clinical and Experimental Neuroimmunology　2019 年 1 月

③ Nobumasa Takahashi, Noriyoshi Sawabata, Masafumi Kawamura, Takashi Ohtsuka , Hirotoshi Horio, Hirozo 
Sakaguchi, Mitsuo Nakayama, Katsuo Yoshiya, Masayuki Chida, Eishin Hoshi ; Kan-Etsu Lung Cancer Study Group 

（KRSG）
Optimal sublobar resection for c-stage I non-small cell lung cancer : significance of margin distance to tumor size 
ratio and margin cytology （Supplementary analysis of KRSG-0801） : complete republication
General Thoracic and Cardiovascular Surgery　2019 年 2 月

④ Tomohide Sugiyama, Takashi Kasai, Nobuyuki Koyama, Kunihiko Kobayashi, Seishin Hoshi, Mitsuo Nakayama, 



579

呼吸器外科 

Kiyoshi Mori ; Kanto Respiratory Disease Study Group （KRSG）/JAPAN
A Phase Ⅰ / Ⅱ Study of Nedaplatin and nab-Paclitaxel for Patients with Previously Untreated Advanced 
Squamous Cell Lung Cancer
European Society of Medical Oncology Cancer Congress 2018　2018 年 10 月

⑤儀賀理暁・山口雅利・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・中山光男
がん教育における呼吸器（腫瘍）外科医の外部講師としてのあり方
第 35 回日本呼吸器外科学会総会・学術集会　2018 年 5 月

⑥井上慶明・山口雅利・杉山亜斗・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・小林国彦・長谷川幸裕・中山光男・萩原弘一
気管支鏡検細胞検体を用いた肺癌に対する包括的遺伝子変異検索
第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会　2018 年 5 月　

⑦杉山亜斗・山口雅利・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
降下性壊死性縦郭炎に対する胸腔鏡下縦隔ドレナージの検討
第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会　2018 年 5 月

⑧青木耕平・杉山亜斗・井上慶明・羽藤　泰・福田祐樹・泉陽太郎・儀賀理暁・中山光男
非放射性キセノン吸入および造影剤静注 Dual energy CT による肺換気血流の評価，シンチグラフィとの比較
第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会　2018 年 10 月

⑨中山光男・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・羽藤　泰・福田祐樹・儀賀理暁
非腫瘍性声門下狭窄の治療
第 70 回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会　2018 年 11 月

⑩井上慶明・杉山亜斗・青木耕平・羽藤　泰・福田祐樹・儀賀理暁・小林国彦・萩原弘一・中山光男
ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）を用いた高速シークエンサーによる包括的遺伝子変異検索
第 59 回日本肺癌学会学術集会　2018 年 11 月

【総数：論文 4 件，学会発表 20 件，講演 20 件　】
6-2．獲得研究費
　2018 年度奨学寄付金（MSD 学術研究支援）　50 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（第一三共学術研究支援）30 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（中外製薬学術研究支援）20 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（大鵬製薬学術研究支援）50 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（アステラス製薬学術研究支援）20 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（ファイザー製薬アカデミックコントリビューション）50 万円 / 年
　2018 年度奨学寄付金（帝人アカデミックサポート）20 万円 / 年
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会 ･ 研究会 ･ セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　1997 年 4 月に診療を開始してから 22 年，2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 10 年半が経過し，病診連携
や病病連携を通じて地域に根ざした診療体制が確立されている．
4 月に羽藤泰医師が講師として採用され，山口雅利医師が済生会宇都宮病院に出向し，杉山亜斗医師が大学院に入学
したため，呼吸器外科の構成員は中山教授，儀賀准教授，福田講師，羽藤講師，青木助教，井上助教，杉山助教（大
学院生）の 7 名となった．また，泉陽太郎医師が客員准教授として学位研究の指導を継続した．
　診療に関しては，手術枠の拡充および効率的運用も相俟って呼吸器外科の手術症例数は肺癌を中心に徐々に増加し
ている．治療成績の面でも良好な結果を収めており，地域医療の中核病院として患者中心の安全で質の高い診療が行
なわれていると考えている．特に気管気管支疾患では，有数の専門施設として埼玉県内はもちろん近隣都県からも患
者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG レーザー治療，ステント治療など数多くの治療を行っている．また，診
療以外の面でも少ないスタッフで多忙な診療の合間をぬって，臨床研究，研究発表，教育などを積極的に行っており，
現在の人員の状況から考えれば満足のゆく活動が行われていると考えている．今後は呼吸器外科を専攻する若手医師
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の確保，研究費の獲得などに向けた努力を積み重ねてゆくことが重要と考えている．



581

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．16）心臓血管外科

1．構成員
今中和人（IMANAKA, Kazuhito）：准教授：運営責任者：診療科長，研究主任：心臓血管外科全般：博士
山火秀明（YAMABI, Hideaki） ：講師：教育主任：心臓血管外科全般：博士
松岡貴裕（MATSUOKA, Takahiro）：助教
乾　明敏（INUI, Akitoshi）：助教

2．教育
2-1．目的・目標

（卒後教育）修練目標は，臨床においては心臓血管外科専門医認定基準を満たす技量に加え，高い倫理観を持ち，医
療事故防止対策，感染対策，医療経済等にも十分に配慮できる有能で，信頼される心臓血管外科専門医を育成する
ことにある．この領域における医学の進歩に貢献する着眼・創意工夫の能力を養うとともに，その実施の機会を提
供する．

（卒前教育）心臓内科と合同の臨床実習プログラムにおいて，人工心肺をはじめとした心臓大血管手術の principle と，
絶妙な人体のメカニズムに配慮しつつ診療が行われなければならないことを十分に理解させる．懇切に示したうえ
で，手術見学実習に参加させる．
2-2．教育内容

（卒後教育）高齢者，ハイリスク患者を含む各種の心臓疾患・血管疾患症例を，担当医として十分に経験する．心臓疾患・
血管疾患に関する症状と理学的所見，画像診断，生理学的検査などの検査結果を解析する．心臓血管外科専門医取
得に必要な修練すべき手術を経験するとともに，一定の業績（学会発表，論文）および研修実績（学会参加） を獲
得する．

（卒前教育）2-1．の内容をクルズスで懇切に示したうえで，手術見学実習に参加する．
2-3．達成度

（卒後教育）助教は，多数の症例を経験でき，卒後 8 － 10 年で心臓血管外科専門医の取得申請を行える状態である．
研修医は応募が少なく，公正に評価できない．

（卒前教育）目標どおりの成果を得た．
2-4．自己評価・次年度計画

診療内容をさらに向上させ，全構成員が後進を指導できる心臓血管外科専門医となることを目標とする．研修医，
学生に対する指導に一層重点をおき，心臓血管外科領域に対する理解度と関心を高める． 

3．研究
3-1．目的・目標

臨床科であることから，特に心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行ってきた． 
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①低侵襲胸部大動脈手術
②心臓血管手術と脳・臓器保護の研究
③輸血量節減の研究
3-3．研究内容と達成度

弓部大動脈手術の低侵襲化を推進し，良好な成績をおさめた．また，脳保護に関する積極的方針に基づく手術を，
特にハイリスク症例においていくつか実施し，その成果を学会や論文に発表した（予定，in press を含む）．
3-4．自己評価と次年度計画

特に研究①，②については，臨床応用を行い始めており，積極的脳保護については症例を積み重ねつつある段階で
ある．引き続き，上記研究を中心にすすめてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　ほぼ例年通りであった．
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5．その他
5-1．自治体・政府関係委員　
　該当なし
5-2．学会誌，編集委員，査読委員

編集委員
雑誌「胸部外科」
On line journal “Case report in emergency medicine”

査読
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Circulation Journal
Journal of Cardiology
General Thoracic and Cardiovascular Surgery
日本心臓血管外科学会雑誌
雑誌「心臓」

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　東京大学医学部非常勤講師（胸部外科），日本胸部外科学会評議員，日本心臓血管外科学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文・総説
① Minegishi S, Goto H, Yamabi H, Imanaka K. Hemoptysis. A Rare Complication of Acute Aortic Dissection. Int 

Heart J. 2018; 59（5）: 1146-1148 
②二宮理貴 , 中沢祥子 , 三井哲弥 , 宮田陽一 , 駒込昌彦 , 小澤文明 , 別宮好文 , 峯岸祥人 , 山火秀明 , 今中和人 肝細胞

癌術後の下大静脈・右房内再発に対して逆行性脳灌流併用超低体温循環停止法を用いて切除した 1 例 癌と化学
療法 2018; 45: 390-392

学会発表・その他
③今中和人，山火秀明，松岡貴裕，峯岸祥人，乾明敏　CABG を若手主体でアスピリン継続で on-pump で行う方

針は妥当か　第 23 回日本冠動脈外科学会総会　2018.7.12　和歌山
④乾　明敏 , 松岡貴裕 , 山火秀明 , 今中和人　成人期に手術となった partial hammock valve の一例 第 177 回 日本

胸部外科学会関東甲信越地方会 2018.6.23　東京
⑤乾　明敏 , 松岡貴裕 , 山火秀明 , 今中和人　脳梗塞塞栓源と思われる上行大動脈内血栓の一例 第 178 回 日本胸

部外科学会関東甲信越地方会 2018.11.3　東京
⑥小川智也 , 金山由紀 , 森田高志 , 大木康則 , 児玉圭太 , 谷口　淳 , 佐々木裕介 , 原　宏明 , 清水泰輔 , 山火秀明 , 今

中和人 , 長谷川元．透析患者における心臓外科手術　当院における心臓外科手術周術期の透析管理　第 56 回日
本人工臓器学会総会　2018.11.2　東京

⑦今中和人　PTSD 心臓外科医のこだわりと肩すかし　ケアネット　ジャーナル四天王 791　2018.1.5
⑧今中和人　ドクターＸを探せ？　ケアネット　ジャーナル四天王 858　2018.5.25
⑨今中和人　不撓不屈の（？）橈骨動脈　ケアネット　ジャーナル四天王 882　2018.7.4
⑩今中和人　内科も外科も，今，左心耳がアツイ　ケアネット　ジャーナル四天王 888　2018.7.19

【総数：論文 2 件，学会発表 4 件，その他 5 件】
6-2．獲得研究費
　該当無
6-3．受賞
　該当無
6-4．特許
　該当無
6-5．学会・研究会等の開催実績
　該当無
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7．自己点検・評価
人員の少ない中，緊急，重症症例も受け入れ，許容しうる成績を挙げた．また，最新技術も積極的に取り入れるこ

とにより，治療困難な症例を救命することができた．学会活動が課題である．
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2．17）整形外科

1．構成員
税田和夫（SAITA, Kazuo）：教授：診療部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：脊椎外科：博士
星川淳人（HOSHIKAWA, Atsuto）：講師：診療副部長：指導教員（大学院）：膝関節外科，スポーツ医学：博士
荻原　哲（OGIHARA, Satohi）: 講師：研究主任：脊椎外科，周術期感染：博士
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）：講師：外傷学　（救命救急センターと兼担）
大饗和憲（OOAE, Kazunori） ：講師：外傷学　（救命救急センターと兼担）：博士
中曽根功（NAKASONE, Isao） ：講師：教育主任：人工関節，足の外科

〔助教〕：島田憲明（SHIMADA, Noriaki），小林陽介（KOBAYASHI, Yousuke），中村春彦（NAKAMURA, Haruhiko），
田沼優一（TANUMA, Yuichi），野村英介（NOMURA, Eisuke），白木克彦（SHIRAKI, Katuhiko），林　進（HAYASHI, 
Susumu），佐藤　慧（SATO, Kei） ，田部雅之（TANABE, Masayuki），西村圭司（NISHIMURA, Keiji）

〔非常勤講師〕: 関谷繁樹（SEKIYA, Shigeki），石上浩庸（ISHIGAMI, Hironobu），井上純一（INOUE, Junichi），加
藤直樹（KATO, Naoki），伊藤順一（ITO, Junichi） 

〔非常勤医師〕: 高瀬千衣子（TAKASE, Chieko），山本邦彦（YAMAMOTO, Kunihiko），吉澤貴弘（YOSHIZAWA, 
Takahiro），佐々木有記（SASAKI, Yuki），増田隆三（MASUDA, Ryuzou），黒畑順子（KUROHATA, Junko），高村一
豊（TAKAMURA, Kazutoyo），酒枝和俊（SAKAEDA, Kazutoshi），武井良太（TAKEI, Ryota），金澤貴仁（KANAZAWA, 
Takahito），松本理沙（MATUMOTO, Risa）井上良輔（INOUE. Ryosuke），深堀賢斗（FUKABORI, Kento），山下　
哲（YAMASHITA, Tetsu），丸　峻典（MARU, Takanori），小林史明（KOBAYASHI, Fumiaki）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
　医学部学生に対して整形外科学の知識と診断および治療方針決定の考え方を理解させることを目的とした．4 年生
の系統的講義では，腰椎疾患の病態，診断，治療について解説した．5 年生の BSL 実習では，症例を通して単なる
知識ではなく医療面接，診察，診断，治療がどのように関連しているかの過程を理解することを目標とした．
　総合医療センター看護学校の学生に対しても整形外科学の考え方，注意点を習得させることを目標にした．
卒後教育
　初期研修医に対して，整形外科の基本的身体診察法，基本的臨床検査，基本的手技，診断および治療方針決定の考
え方を理解し，習得させることを目標にした．
　専攻医に対しては，整形外科すべての分野を幅広く担当し，実践を通じて適切な診断と治療法を身につけることを
目的とし，4 年目には専門医資格を取得することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
　医学部 4 年生講義
　皮膚・運動器ユニット：脊椎疾患（2）腰椎（税田和夫）
　医学部 6 年生
　総合学習 C ユニット：医師国家試験に向けての臨床推論－脊椎・神経疾患
BSL 実習
　隔週で 4 名に対して行った．全スタッフが担当し，できるだけ学生に密着して教育にあたった．各学生 1 症例を
受け持ち，病歴聴取，診察，検査の評価，さらに手術に手洗いをして参加し，診療チームの一員として参加すること
を義務づけ，与えられた症例について，担当医の指導のもとにプレゼンテーションとレポート作成を行わせた（病棟
医長，病棟担当医）．
　月曜夕方，火曜朝，金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診に参加した．
　金曜日にレポートを元に試問を行い，理解の程度をチェックし，レポートを修正させて評価した（税田和夫）
　その他
　OSCE 試験官を行った（星川淳人，中村春彦）．
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卒後教育
　初期研修医に対しては，5 つの診療チームをローテーションさせてチーム別疾患の指導を行い，さらにカンファラ
ンスなどでは全スタッフが指導にあたった．月曜夕方，火曜朝，金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診を行い，
月曜日には抄読会を行った．
看護教育
　総合医療センター看護学校 1 年生に対し，整形外科学について総計 12 時間講義を行った（小林陽介）．
2-3．達成度
卒前教育
　医学部学生に対する講義では，担当の分野に関して学生に十分な知識を習得させることができたと考える．また
BSL についてもほぼ目標を達成できたと考える．
卒後教育
　初期研修医についても，整形外科的視点を身につけさせ基本的事項を習得させることができたと考える．専攻医は，
整形外科医としての知識・技術を身につけ，関連病院のスタッフとして活動できる能力と資質を身につけた .
看護教育
　看護学生については 8 割程度の理解度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　医学部学生に対する講義については，重要なポイントを明示して記憶させるように心がけたが，さらに理解しやす
い講義内容，方法をめざす．BSL については医師の予行として患者の問題を自ら考える姿勢を身につけられるように
指導してきたが，次年度もできるだけ学生に密着して教育にあたる．さらに最初に基本的知識を確認する試験を予定
している．
卒後教育
　初期研修医についても引き続き担当指導医の直接的な指導に加えて，全スタッフによる指導を続ける．専攻医教育
は，2 名の専攻医の 2 年目研修を行った．
看護教育
　看護学生講義については，講義内容，手法について改善の余地をさぐる．

3．研究
3-1．目的・目標
　四肢および脊椎の運動器に関する実績をまとめ臨床研究を行う．あわせて基礎的研究も開始する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

膝・スポーツグループ（膝前十字靱帯損傷の診断法および治療法に関する研究，変形性膝関節症に対する脛骨骨切
り術後の骨癒合，人工骨の吸収および関節面の術後変化に関する研究）

脊椎グループ（頚髄症の手術法に関する比較研究，骨粗鬆症性椎体骨折の治療法に関する研究，感染性脊椎炎に関
する研究，腰部脊柱管狭窄症に対する手術法の研究，感染性脊椎炎の治療法に関する研究）

人工関節グループ（人工股関節置換術の安全な手術手技の研究）
肩グループ（肩関節鏡視下手術手技の研究，リバース型人工関節置換術の研究）
足グループ（足部の変形矯正術の手術手技の研究）
多施設との共同研究（脊椎周術期感染の危険因子に関する研究，骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開発）
3-3．研究内容と達成度
　骨粗鬆症性椎体骨折の治療法，脊椎周術期感染の危険因子に関する研究，骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開
発に関し学会発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれ経時的に行ってきている研究テーマであり，診療実績と 4 編の論文と学会発表を残せた．またいくつか
の症例報告の学会発表を行った．基礎的研究は十分にできなかった．次年度は臨床研究を論文の実績に残るよう充実
を図り，基礎的研究も進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
四肢の運動器と脊椎という広範囲にわたる領域の外傷と変性疾患を主に取り扱うことが特徴であり，運動器の機能

再建を主目的としている．臨床実績は，外来患者総数 : 29222 人，入院患者総数：853 人，手術総数：719 件であり，
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外来患者数・入院患者数は増加した．スタッフが減少した影響か，手術件数は少し減少した．1 人当たりの手術数と
すると限界に近いと考えている．スタッフの増加に努力して，手術件数の増加を目指したい．今後とも診療の質のさ
らなる向上を目指すのと同時に，さらに多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　税田：Journal of Spinal Research，Journal of Orthopaedic Science 査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
　税田：日本整形外科学会専門医資格認定委員，日本整形外科学会専門医関東地区資格認定委員会副委員長
　星川：日本スケート連盟医事委員会選手強化部会部員

6．業績
6-1．論文・学会発表

代表的なものを以下に示す．
①白木克彦，星川淳人，佐々木有記，平岡久忠，物部芳郎，中村春彦，税田和夫，酒井宏哉：骨端内に骨孔を作成

する二十束前十字靭帯再建術の中期成績と骨成長の評価．JOSKAS 43:104-105, 2018
② Shimada N, Shiraki K, Saita K：Arthroscopic Osteosynthesis for the Treatment of Coronoid Process Fractures: A 

Case Series. Case Reports in Orthopedics doi.org/10.1155/2018/8512963, 2018
③ Akiyama T, Ogura K, Gokita T, Tsukushi S, Iwata S, Nakamura T, Matsumine A, Yonemoto T, Nishida Y, Saita 

K, Kawai A, Matsumoto S, Yamaguchi T：Analysis of the Infiltrative Features of Chordoma: The Relationship 
Between Micro-Skip Metastasis and Postoperative Outcomes. Ann Surg Oncol 25, 2018

④ Shimada N, Inoue J, Shiraki K, Saita K: Clinical Results of Arthroscopic Rotator Cuff Repair with a Tape-Attached 
Anchor. Open Journal of Orthopedics 8: 249-256, 2018

⑤中村春彦，星川淳人，佐々木有記，税田和夫，酒井宏哉 : Outside-in 法二重束前十字靭帯再建術における関節外
大腿骨孔の相対位置．　JOSKAS 43: 712-717, 2018

⑥Ogihara S,Takashi Yamazaki T, Inanami H, Hiroyuki Oka H, Maruyama T, Miyoshi K, Takano Y, Chikuda H, Azuma 
S, Kawamura N, Yamakawa K, Hara N, Oshima Y, Morii J, Okazaki R, Takeshita Y, Tanaka S, Saita K: Risk factors 
for surgical site infection after lumbar laminectomy and/or discectomy for degenerative diseases in adults: A 
prospective multicenter surveillance study with registry of 4027 cases. PLoS ONE 13（10）: e0205539. https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0205539, 2018 

⑦ Naofumi Yonemoto, Satoshi Ogihara, Yosuke Kobayashi, Makoto Sawano, Masaki Matsuda, Kazuo Saita: 
Two-Staged Circumferential Decompression and Fusion Surgery for Upper Thoracic Myelopathy Caused by 
Concurrent Beak-type Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and Ligamentum Flavum at T1-2 level: 
A Case Report. World Neurosurgery, 2018

⑧物部芳郎，荻原　哲，小林陽介，税田和夫：脊椎変性疾患成人例に対する後方手術における硬膜損傷関連因子の
単施設内前向き調査による検討．第 46 回日本脊椎脊髄病学会，2017/04/13-15

⑨税田和夫，荻原　哲，小林陽介，佐藤　慧，遠藤　実，神田翔太郎：感染性脊椎炎の予後不良因子．第 91 回日
本整形外科学会学術総会，2018/05/24-27

⑩佐藤　慧，荻原　哲，小林陽介，税田和夫：前向き脊椎手術部位感染（SSI） サーベイランスの手法を用いた単
施設内における脊椎手術 SSI リスクファクターの検討．第 91 回日本整形外科学会学術総会，2018/05/24-27

【論文：8 件，学会発表：22 件，講演：2 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　2018 年 9 月　第 25 回 日本脊椎・脊髄神経手術手技学会　Best Poster 賞　銀賞（荻原　哲，山崎隆志，稲浪弘彦，
東　成一，大島　寧，丸山　徹，高野裕一，河村直洋，山川聖史，森井次郎，岡崎廉太郎，竹下祐次郎，田中　栄，
税田和夫：多施設前向き手術部位感染（SSI）サーベイランスの手法を用いた成人脊椎後方固定術における深部 SSI
リスクファクターの検討．第 25 回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会，東京，2018/09/15 での発表
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6-4．特許，実用新案
　なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　1. 第 15 回　埼玉オルソペディックセミナー（2018 年 8 月 4 日）
　2. 第 16 回埼玉整形外科トピック・リエゾンセミナー（2018 年 10 月 8 日）

7．自己点検・評価
　教育に関しては，医学部学生に対する講義を税田が担当し，次年度も内容の充実をはかる．BSL については次年度
も引き続きできるだけ学生に密着して教育にあたる．研修医についても引き続き担当指導医の直接的な指導に加えて，
全スタッフによる指導を続ける．診療においては，構成員全員がそれぞれの持ち場で努力して業務を行った．その結
果，どの分野においても評価できる治療成績を残せた．次年度は診療の質のさらなる向上を目指すのと同時にさらに
多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする．研究については，すでに投稿中の論文もあり研究成果の増
加を図っている．研究の重要性を構成員に教育し，より多くの業績を残すことを目標にする．
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2．18）脳神経外科

1．構成員
松居　徹（MATSUI, Toru）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育員：代表指導教員（大学院）：頭蓋底外科：
　　　　　　　　　　　　 良性脳腫瘍の外科：脳卒中の外科：博士
庄島正明（SHOJIMA, Masaaki）：教授：診療副部長：研究員：教育主任：学位論文審査教員（大学院）：脳血管障害：
　　　　　　　　　　　　　　  血管内治療
大宅宗一（OYA, Soichi）：教授（H30 年 9 月より）：診療副部長：病棟医長：研究副主任：教育員：学位論文審査教員（大
　　　　　　　　　　　学院）：脳血管障害：良性脳腫瘍：博士
印東雅大（INDO, Masahiro）：講師：外来医長：研究員：教育員：指導教員（大学院）：脳血管障害：脳腫瘍：博士
中村　巧（NAKAMURA, Takumi）：助教：研修医長：研究員：教育員：大学院教員（大学院）
土屋　掌（TSUCHIYA, Tsukasa）：助教：専門医員：研究員：教育副主任 : 大学院教員（大学院）: 博士（H31 年 2 月まで）
花北俊哉（HANAKITA, Shunya）：助教：専門医員：研究員：教育副主任（H31 年 2 月より）：大学院教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
吉田信介（YOSHIDA, Shinsuke）：助教：研修医長：研究員：教育員：大学院教員（大学院）
遠藤昌亨（ENDO, Masamichi）：助教
菊池美佑（KIKUCHI, Miyu）：助教（H30 年 6 月まで）
吉田拓也（YOSHIDA, Takuya）：助教（H30 年 11 月まで）
河口　慧（KAWAGUCHI, Kei）：助教（H31 年 3 月まで）
石川達哉（ISHIKAWA, Tatsuya）：非常勤講師　秋田県立脳血管研究センター長
海津啓之（KAIZU, Hiroyuki）：非常勤講師　武蔵野総合病院院長（現　武蔵野総合病院理事長）
小原琢磨（OBARA, Takuma）：非常勤講師　三愛病院脳神経外科部長・さいたまガンマナイフセンター長
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）：非常勤講師　鈴木脳神経外科理事長・院長
平川　亘（HIRAKAWA, Wataru）：非常勤講師　池袋病院副院長
藤澤直顕（FUJISAWA, Naoaki）：非常勤医師
花　大洵（HANA, Taijyun）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前：卒前教育としての脳神経外科の BSL では，入院患者を担当し問診・診察を通して基本的な診療技術を学ぶ
とともに，手術見学，レポート作成，カンファレンス参加を通して，知識を深める機会を提供している．ほとんどの
医学部学生はその後脳神経外科以外の科を専攻するが，他科の医師にとっても重要な脳神経外科疾患を中心に小講義

（クルズス）も行っている．
　卒後：卒後教育としては，卒後 7 年間で脳神経外科の標準的臨床が出来る教育を目指しており，具体的には脳神
経外科専門医を取得することを目標とする．さらに卒後 10 年までには，学位が取得し個人の専門性を高める指導を
行っている．また当科には血管内治療指導医，脳卒中の外科技術指導医，神経内視鏡認定医等の指導医が在籍してお
り，これらの資格取得が可能である．結果として，卒後 15 年で施設の長として独り立ちする実力を確保することが
目標としている．
2-2．教育内容
　卒前：実習は教育主任の指導のもと，入院患者を担当し問診・診察を通して基本的な診療技術の学習，手術・処置
等の見学，カンファレンス参加，レポート作成が中心となる．平日朝の病棟回診のほか，毎週月曜・木曜の症例カン
ファレンスと回診や抄読会，月 1 回の神経内科・脳神経外科合同カンファレンスとリサーチカンファレンスにも参
加している．また，庄島教授による意識障害患者の診察実習，大宅教授による講義のほか，非常勤講師による講義を
開催している．
　レポート作成については，他の学生が読んで「ためになる」ことを意識した内容を目指すように指導している．画
像所見をカルテ記載から読み取り，患者から病歴や既往歴を聴取し，手術の内容を自分の言葉で記載してレポートを
完成させている．加えて担当した患者に関連した国試形式の問題を作成させて，脳神経外科領域に関するより深い理
解が得られることを目指している．実習最終日に学生同士で互いに発表しあうことで，より学習が深まる工夫を凝ら
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している．
　BSL の学生は原則 1 日に 1 度，教育主任や教育副主任とミーティングの時間を設けている．レポートの添削や実
習中の疑問点の解説など，きめ細かい指導を心がけている．実習期間が 1 ヶ月ある CC の学生の場合には，抄読会で
発表する機会を設けている．学生には予め論文を 1 つ指定し，教育主任とミーティングでの添削を受けながら，レジュ
メを仕上げて発表に臨んでいる．
　卒後：卒後教育としては，初期研修医はチームの一員として入院患者を診療する．予定手術は高度な技術を要する
難症例が多く，ほかにも緊急の新入院も含め連日 3 ～ 4 人の入退院があり，臨床実地訓練には十分である．初期研
修終了後に脳神経外科の研修を集中的に行う専攻医となれば，専攻医 1 年目終了時点で脳出血や転移性腫瘍，2 年目
終了時点で内頚動脈内膜剥離術や簡単なクリッピング術などの定型的な手術の術者となることも可能である．また，
教室員全員に平等に基礎研究はもとより臨床研究の可能性が用意されている．脳神経外科学会総会をはじめ様々な発
表の機会があり，上級医の指導下に多くの経験を積むことができる．結果的に 10 年目を迎える頃には，脳神経外科
専門医でしかも学位取得者となることを目指して指導する．当科のカリキュラムにて卒後 15 年目を迎えるころには，
十分にひとり立ちできる実力の確保を保証できるものと確信している．
2-3．達成度
　卒前および卒後：大学病院は，診療，研究，教育をバランスよく実施することが要求される．当院は高度医療を提
供する大学病院であると同時に，地域の基幹救急病院の側面もあり，そのため研修教育施設としては十分な入院患者
数や手術数を有している．
　研究に関しても，後述の複数の臨床研究が進行しており，今後も多くの研究成果を発表できると確信している．教
育については，学生や初期研修医の指導は勿論，脳神経外科専攻医の指導にも力を入れている．また，他大学出身の
学生や他病院で初期研修中の医師の当科見学は常時受け付けており，多くの見学者が訪れている．引き続き当科で研
修を希望する研修医の指導に邁進していく．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前：BSL の学生からのアンケートにおいて， ランキング順位が前年度と比較して大幅に上昇した．引き続き学生
に対してきめ細かく，満足度の高い教育を目指していきたい．

卒後：本学の初期研修医および当科と提携している関連施設からの後期研修医は，常時数ヶ月から 1 年間のローテー
ションを受け入れており，当科の手術教育は非常に好評を得ている．平成 30 年 4 月本学出身の遠藤助教が教室員に
加わり，平成 31 年 4 月には轟医師が当科のプログラムの専攻医となる予定である．今後当科のプログラム内の施設
間でローテーションを予定しているため，引き続き教室員を増やす努力を続けていく．

3．研究
3-1．目的・目標

当科では臨床に根ざした研究を基本的な姿勢としており，主に研究を通して論理的思考と臨床への還元方法を学ぶ
ことを目標としている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①頭蓋底部の手術アプローチ
②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
⑤未破裂脳動脈瘤のより高度な悉皆研究
⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
⑦三叉神経痛の phase contrast MRI による病因診断法の開発
3-3．研究内容と達成度

①頭蓋底部の手術アプローチ
　当科の脳腫瘍手術数は年間 100 件を超え，頭蓋底技術が必要な手術リスクの高い症例が多い．埼玉医科大学解

剖学教室の多大なるご協力のもと，頭蓋底部の cadaver study を積極的に手術教育に取り入れている．また新た
なアプローチの開発にも取り組んでいる．平成 30 年度は intradural anterior petrosectomy を利用した頭蓋底深
部バイパス術について医学雑誌に報告した．

②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
　髄膜腫や神経鞘腫などは良性腫瘍ではあるが，ときに急速な再発や悪性化も経験する．しかし，多くの手術技術

や手術支援機器が発達した現在でも，こうした個々の腫瘍の生物学的特性を術中に推測し手術戦略に取り入れる
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方法がない．当科では髄膜腫の摘出組織を用いて術中にフローサイトメトリー検査を行い，個々の腫瘍の増殖能・
浸潤性との関連を調べてきたが，その成果は平成 31 年 4 月に医学雑誌へ掲載される予定である．

③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
　漢方である五苓散の再発予防における有効性を示す報告はあるが，その効果については未確立である．術後五苓

散内服治療に関して無作為に割り付けする研究であり，すでに登録・観察が終了し，現在解析中である．
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
　内頚動脈内膜剥離術（CEA）によって眼動脈血流増加を介して網脈絡膜血流動態が改善することで視力が改善す

ると仮説を立て，当院眼科と協力し，コントラスト法（CSV-1000）を導入して正確な視力測定を行っている．
患者の登録を終了し現在論文を作成中である．

⑤未破裂脳動脈瘤のより高度な悉皆研究
　未破裂脳動脈瘤の自然歴の報告は日本でも大規模のものが存在するが，その悉皆性は決して高いとはいえず追跡

から漏れる症例が存在する．そこで，悉皆性をより可能な限り高めた自然歴を追跡するため，外来患者に協力を
仰ぎ 5 年間の追跡調査中である．真の破裂率を求めて未破裂脳動脈瘤を有する患者の不安の軽減に資すること
を目的とし，すでに 150 名以上の患者に協力していただいている．

⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
　脳神経外科においては術前の画像評価と手術アプローチの検討が極めて重要である．様々な画像の融合と 3D 画

像で，特に頭蓋底病変などでは手術アプローチの検討が可能である．より安全かつ確実な手術を可能にするのみ
ならず，術者以外の医師やコメディカル，患者とその家族，また学生などと情報の共有が可能となる．融合画像
の実用性に関しては当科内では十分に確立しており，実際の手術の安全性を高めている．

⑦三叉神経痛の phase contrast MRI による病因診断法の開発
　血管圧迫のない三叉神経痛でも，開頭により三叉神経周囲のくも膜を切開することにより劇的に症状が改善する

症例が存在する．血管圧迫がない場合の手術適応を決定するために術前に髄液の流れを phase contrast MRI に
て評価し診断基準となるか，利用可能性を検討している．現在までに 10 数人のデータを蓄積している．

3-4．自己評価と次年度計画
①頭蓋底部の手術アプロ一チ
　困難な臨床例の手術に応用して，低侵襲な手術を行い，良好な成果を上げている．
②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
　研究結果が平成 31 年 4 月に医学雑誌に掲載される予定である．今後は遺伝子変異解析を行って，髄膜腫の生物

学的特性の理解を深める研究を行う予定である．
③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
　予定登録数に達し，解析も終了した．現在は論文化の作業中である．
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
　予定登録数に達し，解析も終了した．近日中に論文として投稿する予定である．
⑤未破裂脳動脈瘤の悉皆研究
　症例を蓄積している段階である，現段階で 150 例強の登録がある．さらに登録数を増やしつつ 5 年の追跡期間

中の出血率を明らかにする予定である．
⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
　手術困難な頭蓋底腫瘍や稀なアプローチの症例などでは術前に融合画像を作成し，術前検討に非常に有効になっ

ている．引き続き症例を蓄積し，今後は CFD や tractography，MRA などを応用しより高度な画像研究を進めて
いく予定である．

⑦三叉神経痛の phase contrast MRI による病因診断法の開発
　現在症例蓄積中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　埼玉西部地区における脳神経外科疾患高度医療施設として期待される機能を十二分に果たすべく努力し実績を上げ
ている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
診療部長・教授　松居　徹　Toru Matsui

（頭蓋底外科，脳卒中の外科）
BMC Neurology
NEUROLOGY
Journal of Neurosurgery
Neurosurgery
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Neurological Research
Neuroscience Letters
Neurologia medico-chirurgica
CI 研究
脳と循環
脳神経外科（医学書院）
教授　庄島正明　Masaaki Shojima

（カテーテル手術）
Journal of Neuroendovascular theraphy
Journal of Cerebrovascular disease
CI 研究
教授　大宅宗一　Soichi Oya

（脳血管障害，良性脳腫瘍）
Neurologia medico-chirurgica
Journal of Neurosurgical Sciences
World Neurosurgery
脳神経外科速報
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①全米脳神経外科会議 AANS （American Association of Neurological Surgeons） Annual Meeting,Oya S, Yoshida 
S, Tsuchiya T, Fujisawa N, Mukasa A, Nakatomi H, Saito N, Matsui T. Intraoperative assessment of meningioma 
proliferative potential revealed intratumoral heterogeneity and its relevance to biological characteristics. New 
Orleans, 2018.5.1 

② A case of anaplastic glioma in the right frontal lobe indicating a possible malignant transformation．遠藤昌亨，
大宅宗一，松居　徹．第 33 回日本脳神経外科国際学会フォーラム．2018.7.20

③国際髄膜腫学会 International Meningioma Society Meeting, Prague,Oya S, Yoshida S, Tsuchiya T, Endo M, Matsui 
T. Intraoperative comprehensive monitoring of the anterior visual pathway fails to predict the delayed visual 
recovery in anterior cranial base meningiomas. 2018.9.1 

④術前診断にて血管芽腫を疑ったが異なる組織診断であった小脳腫瘍の 2 例．土屋　掌，大宅宗一，遠藤昌亨，
吉田拓也，菊池美佑，吉田信介，中村　巧，印東雅大，庄島正明，松居　徹．2018.10.10

⑤グレード5の重症SAHに対するearly aggressive treatmentの意義の検証-よりよい治療適応．吉田信介，大宅宗一，
遠藤昌亨，吉田拓也，土屋　掌，中村　巧，印東雅大，庄島正明，松居　徹．日本脳神経外科学会第 77 回学術総会．
2018.10.12

⑥頭蓋底腫瘍摘出戦略を左右する血管解剖とその把握に必要な画像診断～脳血管撮影の必要性の再検討と MR-DSA
の有効性について．大宅宗一，吉田信介，土屋　掌，遠藤昌亨，吉田拓也，印東雅大，中村　巧，庄島正明，松
居　徹．日本脳神経外科学会第 77 回学術総会．2018.10.11

⑦ Oya S, Indo M, Nagashima M, Matsui T. Superficial temporal artery-superior cerebellar artery bypass and 
trapping of a fusiform aneurysm using intradural anterior petrosectomy: technical case report and anatomical 
study. Neurosurg Focus. 2019 Feb 1;46（2）:E9. 
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⑧ Oya S, Yoshida S, Tsuchiya T, Fujisawa N, Mukasa A, Nakatomi H, Saito N, Matsui T. Intraoperative quantification 
of meningioma cell proliferation potential using rapid flow cytometry reveals intratumoral heterogeneity. Cancer 
Med. 2019;00:1-9

⑨頚部内頚動脈狭窄症に対する内頚動脈内膜剥離術での網脈絡膜血流増加と視力の関連について．吉田信介，大
宅宗一，遠藤昌亨，土屋　掌，中村　巧，印東雅大，庄島正明，松居　徹．第 48 回日本脳卒中の外科学会．
2019.3.21

⑩大宅宗一，印東雅大，中村　巧，吉田信介，土屋　掌，遠藤昌亨，庄島正明，松居　徹．脳動脈瘤クリッピング
術における有窓クリップの利点と使用上の注意点に関して．脳卒中の外科．2019 in press 

【総数：論文 10 件，学会発表 27 件，講演 15 件，著書 2 件】
6-2．獲得研究費

①松居　徹（分担者）：平成 30- 令和 3 年度科学研究費（基盤研究 C）「慢性期軽症意識障害の評価システム開発に
関わる研究」4290 千円（平成 30 年度 2470 千円）

②庄島正明（分担者）：平成 28-31 年度科学研究費（基盤研究 B）「脳循環動態予測のためのデータ同化全身循環
血液解析システムの構築」17,420 千円（平成 30 年度 4,030 千円）

③庄島正明（分担者）：平成 28-31 年度科学研究費（基盤研究 C）「JSNET・JSRT 合同頭部 IVR 診断参考レベル策
定プロジェクト」4,940 千円（平成 30 年度 650 千円）

④庄島正明（分担者）：平成 29-31 年度科学研究費（基盤研究 B）「脳血管疾患のガンマナイフ治療における高空
間分解能三次元血管撮影画像の応用」4,030 千円（平成 30 年度 1,430 千円）

上記の他，奨学研究費多数
6-3．受賞

① Skull Base Award, 全米脳神経外科会議 平成 30 年
②日本脳卒中の外科学会賞 鈴木賞 平成 30 年
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　当科は現在，脳神経外科専門医 9 人，脳卒中の外科学会技術指導医 4 人，血管内治療専門医 2 人，脳卒中専門医 8 人，
神経内視鏡専門医 1 人を有する診療科である．
　当脳神経外科における代表的手術は，脳動脈瘤（破裂，未破裂を含む）および脳腫瘍（原発性および転移性を含む）
である．当科における総手術件数は平成 29 年が 606 件，平成 30 年は 555 件と県内有数の手術件数を誇る．
　脳動脈瘤への当科の基本姿勢としては，動脈瘤の特徴と患者の状態に応じて，開頭術と血管内手術を適切に使い分
けることとしている．平成 30 年において，破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術は 31 件，血管内コイリング
術は 16 件であった．未破裂脳動脈瘤に対して開頭手術件 18 件，血管内手術は 17 件であった．未破裂脳動脈瘤に
関しては，巨大動脈瘤や増大傾向にある動脈瘤など必要な症例を主に治療の対象としており，一方で多くの未破裂脳
動脈瘤患者が外来通院しており，慎重に経過を観察している．
　脳腫瘍に関しては，髄膜腫・聴神経腫瘍などの頭蓋底腫瘍の手術を当科の特色と位置付けている．平成 28 年は脳
腫瘍の手術件数が 100 件に到達し，頭蓋底手術以外にもグリオーマなど悪性脳腫瘍，下垂体腫瘍などの症例が増え
た．また手術のレベルを向上させる手段として，最新のナビゲーションシステムへの tractography の融合によって，
腫瘍摘出時の脳機能保存を最大限に活かしている．また，当院の中央検査部生理機能検査室による術中モニタリング
に関する多大なる支援によっても，脳神経機能温存率が高まった．また神経内視鏡専門医も在籍し，頭蓋底腫瘍や脳
室内腫瘍に対する内視鏡下手術の件数が増えている．さらに，診断面においても平成 29 年から当院放射線科に神経
放射線診断医を迎え，カンファレンスで活発な意見交換が行われるようになった．
　後期研修医の指導にも力を入れており，早期から執刀する機会を与えている．指導医は適宜アドバイスや術者交代
などで患者に最善の治療を行うことは当然の前提である．学生や研修医の見学も多くなっており，今後教室員の充実
が期待される．当科の現状と展望をまとめた．
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2．19）形成外科・美容外科

1．構成員
三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：悪性腫瘍 ･ 外傷後の皮

　　　　　　　　　　　　　　 弁・再建外科， 乳房再建，褥瘡・難治性潰瘍，熱傷創傷治癒，顔面骨骨折・顔
　　　　　　　　　　　　　　 面腫瘍の内視鏡手術，体幹 ･ 四肢軟部腫瘍：博士

百澤　明（MOMOSAWA, Akira）：客員准教授：性同一性障害の手術治療，美容外科：博士
大西文夫（ONISHI, Fumio）：講師：教育主任：研究主任：外来医長：大学院教員：マイクロサージャリー，再建

　　　　　　　　　　　　外科，リンパ浮腫の外科治療，悪性腫瘍・外傷後の皮弁・再建外科：博士
山川知巳（YAMAKAWA, Tomomi）：助教：病棟医長：医局長
森重侑樹（MORISHIGE, Yuki）：助教
繼　渉（TSUGU, Wataru）：助教
荻島信也（OGISHIMA, Shinya）：助教
鈴木愛弓 （SUZUKI, Ayumi）：助教
菊地　陽（KIKUCHI, Akira）：助教
福澤見菜子（FUKUZAWA, Minako）：（非常勤）助教
樋野忠司（HINO, Tadashi）：（非常勤）講師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（卒前教育）隔週 1 日の BSL を有効に利用して形成外科の理解度を深める
（卒後教育）選択による研修医の形成外科的知識・基本手技の習得を目指す．
2-2．教育内容（担当者）

（卒前教育）4 年生の形成外科講義では，三鍋教授が「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」を担当した．BSL では，
午前中は手術見学とし，午後は縫合練習機を用いて器械縫合の実習を行った（大西）．

（卒後教育）外来・病棟・手術・当直など実際の診療業務に参加し研修を行った．
2-3．達成度

（卒前教育）形成外科の理解度は達成している
（卒後教育）形成外科の基本知識・手技を習得している． 
2-4．自己評価と次年度計画

（卒前教育）学生講義，BSL で特に問題はない．
（卒後教育）選択した研修医に好評である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床に結び付いた基礎研究を行い，研究結果を臨床へフィードバックする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）VEGF 遺伝子導入による実験的自己組織移植法の開発
2）皮膚・皮下脂肪内の微細血管網を利用するハイブリッド人工皮弁の開発
3）3-territory flap による choke 血管の構造変化とその機能の解明
4）皮弁による管腔臓器作成と血行形態の検討
5）3DCTA を用いた血流評価研究
6）PRP（多血小板血漿）の難治創治療への応用
7）リンパ浮腫の新しい診断・治療法の開発
8）ICG 蛍光造影を用いた皮弁の血行動態の研究
9）画像診断による皮弁穿通枝評価
10）乳房インプラントと乳房形態に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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乳房再建領域では臨床でより良い結果を出すための研究がおこなわれており，学会発表も多数行った．リンパ浮腫
の画像診断と病態研究，それに基づく外科的治療を積極的に行っており，国内外で学会発表も行っている．また，皮
弁の血行動態に関する研究は症例データを蓄積中であり，今後の研究成果が待たれる．
3-4．自己評価と次年度計画

現状では基礎研究は難しいと言わざるをえない．少なくとも論文発表数を増やすような努力を続ける．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
全体的に概ね満足のいく結果と考える．今後は大学病院として先進医療の開発や治験にもかかわっていけるよう努

力をしたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本形成外科学会会誌編集委員（三鍋教授）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
＜論文発表＞
［総説］ 
　なし

［原著］
　なし

＜著書＞
①森重侑樹　学術雑誌　ベーシック＆アドバンス　皮弁テクニック：大臀筋皮弁　共著　PEPARS（2018）　135　

95-101 頁　◎（森重侑樹），三鍋俊春　
②大西文夫　学術雑誌　珠玉のオペ（2）応用編 - 次世代に継承したい秘伝のテクニック：リンパ管細静脈吻合術　

側端吻合のテクニック　共著　形成外科　61 巻増刊（2018）　S53-S58　◎（大西文夫），三鍋俊春
＜学会発表＞
③森　裕晃　平成 30 年 2 月 10 日　眼窩下縁へのアプローチにおけるツッペルを用いた bloodless dissection 　第

23 回日本形成外科手術手技学会　兵庫県尼崎市　都ホテルニューアルカイック　全国学会　一般口演　◎（森　
裕晃），大西文夫，鈴木愛弓，藤澤　興，森重侑樹，山川知巳，三鍋俊春

④大西文夫　平成 30 年 4 月 13 日　LVA でリンパ浮腫のリカバリーはどこまで可能か？～サージャリーファース
トの可能性　第 61 回日本形成外科学会総会　福岡　全国学会　シンポジウム　◎（大西文夫），森重侑樹，三
鍋俊春

⑤山川知巳　平成 30 年 4 月 11 日　インプラント乳房再建におけるエキスパンダー挿入後のリカバリー　第 61
回日本形成外科学会総会　福岡　全国学会　パネルディスカッション　◎（山川知巳），鈴木愛弓，森　裕晃，
森重侑樹，大西文夫，三鍋俊春

⑥藤澤　興　平成 30 年 4 月 11 日　ロジスティック回帰分析を用いた小児における顔面骨骨折の臨床統計検討　
　第 61 回日本形成外科学会総会学術会　福岡　全国学会　一般口演　◎（藤澤　興），鈴木愛弓，森　裕晃，
森重侑樹，山川知巳，大西文夫，三鍋俊春

⑦鈴木愛弓　平成 30 年 4 月 11 日　一次エキスパンダー挿入におけるドレーン留置期間に影響を及ぼす因子の検
討　第 61 回日本形成外科学会総会　福岡　全国学会　一般口演　◎（鈴木愛弓），山川知巳，森　裕晃，森重侑樹，
藤澤　興，大西文夫，三鍋俊春

⑧森　裕晃　平成 30 年 4 月 12 日　臀部慢性膿皮症の手術方法の選択　第 61 回日本形成外科学会総会　福岡　
全国学会　一般口演　◎（森裕晃），大西文夫，鈴木愛弓，藤澤　興，森重侑樹，山川知巳，三鍋俊春

⑨三鍋俊春　平成 30 年 11 月 30 日　最先端の瘢痕・ケロイド治療：形成外科ではこうする　第 48 回日本創傷治
癒学会　東京　全国学会　シンポジウム　◎（三鍋俊春）
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【総数：論文 0 件，著書 2 件，学会発表 12 件，講演 数件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　顔面や四肢の外傷の治療に加えて，眼瞼下垂などの変性疾患，下肢難治性潰瘍の治療や腫瘍切除後・外傷後の再建
手術（乳房再建含む），今まで有効な治療法のなかったリンパ浮腫に対する外科治療など幅広く，バランスの良い症例・
治療実績を持っている．
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2．20）（1）小児科（小児科）

1．構成員
小児科

田村正徳（TAMURA, Masanori） ：特任教授：新生児学　小児呼吸器病学　小児集中治療学：博士
森脇浩一（MORIWAKI, Koichi） ：教授：研究副主任，診療部長：小児血液学：博士
荒川　浩（ARAKAWA, Hiroshi） ：講師：医局長：小児内分泌学
高田栄子（TAKADA, Eiko） ：講師：外来医長：小児神経学
山﨑崇志（YAMAZAKI, Takashi） ：講師：小児免疫学：博士
田中理砂（TANAKA, Risa） ：講師：病棟医長，教育副主任：小児免疫学
奈倉道明（NAKURA, Michiaki） ：講師：教育副主任：小児神経学
山﨑和子（YAMAZAKI, Kazuko） ：講師：小児免疫学
齋藤孝美（SAITO, Takami） ：助教
水田桂子（MIZUTA, Keiko） ：助教
漆原康子（URUSHIHARA, Yasuko） ：助教
布施至堂（FUSE, Michitaka） ：助教
谷川祥陽（TANIKAWA, Shoyo）　 ：助教
猪野直美（INO, Naomi） ：助教
小牧　健（KOMAK,I Takeshi）　 ：助教
百瀬太一（MOMOSE, Taichi） ：助教

小児救命救急センター（PICU）
阪井裕一（SAKAI, Hirokazu） ：教授：教育副主任：小児集中治療学：博士
櫻井淑男（SAKURAI, Yoshio） ：准教授：研修担当医長，研究副主任：指導教員（大学院）：小児集中治療学：
　　　　　　　　　　　　　　　　　博士
長田浩平（OSADA, Kohei） ：講師：小児集中治療部門病棟医長：小児集中治療学
　　　　　　　　　　　　　　　　　（7 月よりトロント小児病院へ留学）
小林信吾（KOBAYASHI, Shingo） ：助教
板倉隆太（ITAKURA, Ryuta） ：助教
河野彬子（KAWANO, Akiko） ：助教
宮本　和（MIYAMOTO, Ai） ：助教

小児循環器部門
増谷　聡（MASUTANI, Satoshi） ：准教授：小児循環器部門外来医長，教育副主任：小児循環器学：博士
石戸博隆（ISHIDO, Hirotaka） ：講師：小児循環器部門病棟医長，研修担当医長：小児循環器学：博士
岩本洋一（IWAMOTO, Yoichi） ：講師

後期研修医（小児集中治療部門，小児循環器部門，新生児部門を含む）
内田悠太（UCHIDA, Yuta） ：後期研修医 3 年目　PICU
岩谷綾香（IWATANI, Ayaka） ：後期研修医 3 年目　NICU
坂本　航（SAKAMOTO, Wataru） ：後期研修医 3 年目　PICU
森田真知子（MORITA, Machiko） ：後期研修医 2 年目　小児科
小澤純一（OZAWA, Junichi） ：後期研修医 1 年目 小児科
中川遼太（NAKAGAWA, Ryota） ：後期研修医 1 年目 NICU
小島英雄（KOJIMA, Hideo） ：後期研修医 1 年目　小児科
村山恵理（MURAYAMA, Eri） ：後期研修医 1 年目　NICU

非常勤
山内秀雄（YAMANOUCHI, Hideo） ：教授（兼担）：小児神経学
今井智子（IMAI, Tomoko） ：非常勤医，小児集中治療部門
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2．教育
2-1．目的・目標
　当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人口 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として一
次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，血液，神経，循環器，内分泌，予防接
種，乳幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急など幅広く診療を行っている．そのため安全で
質の高い医療を提供し，地域から信頼される小児科医の養成を目指す．
2-2．教育内容（担当者：研修担当　櫻井淑男：卒前担当　岩本洋一）
1）卒前教育
　実習では 5 年生の Bed Side Learning （BSL）および 5 年生，6 年生の Clinical Clerkship （CC）を受け入れている．
BSL，CC とも一般小児部門と新生児部門で実習期間の半分ずつを担当している．BSL では病棟で担当患者を決めて
レポートを作成するほか，小児科の色々な分野についてクルズスを行っている．CC も同様のスタイルであるが，レポー
ト作成は課さず，広く小児医療の経験および文献を読む練習などを行っている．
　その他の卒前教育では，1 年生の early exposure，4 年生の見学について対応した．
　また森脇教授，櫻井准教授，荒川講師，高田講師，山﨑講師，奈倉講師，田中講師らが総合医療センター看護専門
学校の小児科の講義を分担して担当し，病棟実習にも協力している．
2）卒後教育

・小児科の初期臨床研修
　初期研修において小児科が必修でなくなり，ローテートしてくる初期研修医は減少してきた．その反面，ローテー

トしてくる初期研修医は小児科に興味を持っているものが多く，新生児部門，小児集中治療部門，小児循環器部
門のある当科では多彩な研修が可能である．一般小児部門での研修が基本であるが，1 か月の研修期間の中で希
望があれば他の部門で研修できるように配慮している．

　一般小児部門では病棟にて指導医のもとで受け持ち医として，患者の管理，基本的検査法などについて研修する．
教授回診としては，毎週金曜日の総回診において，受け持ち症例のプレゼンテーションを行い，指導を受ける．
新入院受け持ち症例は毎日，翌朝にプレゼンテーションを行う．当直は救急医療研修として必須である．

・後期研修
　平成 30 年度は，4 人が当科の後期研修に入った（小児科から 2 人，新生児部門から 2 人開始）．後期研修 2 年

目は 1 人，後期研修 3 年目は 3 人であった．
・卒後教育に関連する行事
　指導医の指導を受け，抄読会で主として英語文献を抄読発表する．その他，当科主催のセミナー・講演会が年に

数回開催されるほか，地域の小児科関連の臨床検討会や研究会が月に 1 回程度開催されるのでその参加と症例
報告などを発表することが推奨されている．有志の勉強会も適宜開かれている．

　当小児科は，米国心臓学会と連携した PALS（Pediatric Advanced Life Support）の普及活動に積極的に取り組ん
でおり，関東・東北・北海道をカバーする Training Center に定期的にインストラクターを派遣している．後期
研修医は医局の全面的支援の元にこの PALS の Provider 講習会（2 日間コース）を受講させている．初期研修医
には当科の AHA 公認インストラクターによる Mini PALS を実習させている．

・症例検討会 ：重症患者や新生児部門から一般小児部門に引き継ぐ患者について全小児科（一般小児科・新生児 
      両部門）で毎週（金）12:30-13:30 → 13:00-14:00 に変更

・抄読会 ：毎週（火）午後 5:30-7:00 の医局会の中で行なっている．
2-3．達成度

研修医の熱意にもよるが，5 年間の研修で一般的な小児科で診る疾患には充分対処できるようになっている．5 年
間の研修後には小児科専門医試験受験資格をすべての研修医は取得している．専門医試験は 2 名が受験し合格した．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育・卒後教育ともほぼ期待されただけの成果はあげられた．後期以降の研修としては以下の 3 つのコース
がある．

・小児科臨床コース：初期研修 2 年の後，後期研修医として，2 年間は一般小児部門，1 年間は新生児部門で研修
し，日本小児科学会の小児科専門医資格を取得した 6 年目以降は各人の希望に従い，当院もしくは連携小児専
門医療機関（例：国立成育医療センターなど）で小児集中治療学などの subspeciality の研磨ができる．

・新生児部門臨床コース：新生児部門に比重を置いた研修を受け，一般小児科の研修も受ける．小児科専門医取得
した 6 年目以降は周産期（新生児）専門医の受験資格をとるべく新生児部門で診療・研究をする．当院の総合
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周産期母子医療センターは日本周産期・新生児医学会の基幹研修施設となっている．
・小児科学大学院コース：小児科専門医取得後，ゲノム研究所などの埼玉医科大学他部門とも協力しながら医学博

士号の取得に取り組むコースである．

3．研究
3-1．目的・目標
　安全で質の高い，地域から信頼される小児科医となるには，既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく，新しい
知識を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である．当科はそのような臨床に即した研究が施行でき
る医師を養成することを目的としている．
3-2．研究グループ
　新生児学　小児呼吸病学　小児集中治療学　発達小児科学
3-3．主な研究内容と達成度

・厚生労働省科学研究費補助金小児疾患臨床研究：超出生体重児の慢性肺疾患発症予防のためのフルチカゾン吸入
に関する臨床研究：達成度 95％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：達成度
90％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：Consensus2010 に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確
立・普及とその効果の評価に関する研究：達成度 95％

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症の慢性疾患児の在宅と病棟での療養 ･ 療育環境の充実に関する研究：
達成度 66％

・厚生労働省医政局在宅医療連携拠点事業：小児の在宅療養支援モデルプロジェクト：達成度 90％
・厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業 : 医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医

療における訪問看護師，理学療法士，訪問介護員の標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための
研究：達成度 66％

・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：HTLV-I 母子感染予防に関する研究：HTLV-I 抗体陽性妊婦
からの出生児のコホート研究：達成度 66％

・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：母子保健に関する国際的動向及び情報発信に関する研究：
達成度 33％

・厚生労働省難治性疾患克服等研究事業 : 小児科からの消化器系稀少難治性疾患群の包括的調査研究とシームレス
なガイドライン作成：達成度 33％

・厚生労働科学研究地域医療基盤開発推進研究事業：周産期搬送に関する研究：達成度 50%
・厚生労働科学研究障害者政策総合研究事業 : 医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携

促進に関する研究 : 達成度 66%
3-4．自己評価と次年度計画
　厚生省科学研究費をいただいた上記研究に関しては所定の成果を得て成果を公表することができた．個別研究面に
も力を入れ魅力ある小児科学教室とするため，更に研修体制を充実して人材確保し，人材を教育しながら研究体制を
確立していきたい．

4．診療
　当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地域の小児の一次から三次医療までを兼ね備えた医療機関として，
医療資源の許す限り患者受け入れを断ることなく，診療をしてきた．平成 30 年小児科外来患者数は小児循環器部門
を含め，時間内・時間外延べ 24,124 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をして
いるため，日勤以外の時間外患者数は延べ 5,692 人に達した．平成 30 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総
数が 1,250 件であった．2013 年 4 月に当センターに隣接して開設された重症心身障害児入所施設「カルガモの家」，
2016 年 3 月に開設された小児救命救急センターと連携しながら，重症者の対応や短期入所などにも対応している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

田村正徳
・国際蘇生法連絡委員会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR） Neonatal Delegation Task 
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Force（新生児部問委員）
・アジア蘇生協議会　新生児部門 Task Force
・日本蘇生協議会（Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ）　新生児蘇生法担当理事
・日本医学会連絡委員（日本周産期・新生児医学会担当）
・日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員
・医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
・日本医用機器工業会乳幼児用放射式保育器 JIS 原案・認証基準作成委員会委員
・財団法人日本救急医療財団日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会委員
・国立保健医療科学院　医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト
　委員
・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度再発防止委員会」委員
・小児科学会　教育委員会　新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
・国立成育医療センター　研究評価委員
田村正徳－埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員長，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
・埼玉県医療対策協議会委員，埼玉県救急医療情報システム等検討委員会委員，
・埼玉県周産期医療協議会部会長，埼玉県児童福祉審議会委員，埼玉県母子保健運営協議会委員，埼玉県周産期医

療対策協議会委員，埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保
健委員会委員 , 埼玉県医師会周産期・小児救急医療体制整備委員会委員 , 埼玉県立小児医療センター医療情報シ
ステム総合評価委員，埼玉県母体新生児搬送コーディネーター委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田村正徳　Pediatric Critical Care Medicine （Editor）
田村正徳　Pediatric International （Editor）
田村正徳　Neonatology （Editor）
田村正徳　日本小児科学会誌
田村正徳　日本周産期・新生児医学会誌
田村正徳　日本未熟児新生児学会誌
5-3．その他，医学あるいは社会貢献に関わる業務

田村正徳；
・日本周産期・新生児医学会理事長
・日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業委員会委員長として，

1）新生児蘇生法（NCPR）普及事業：講習会のインストラクターを養成するための新生児蘇生法「インストラ
クター養成講習会トレーニングサイトを全国 12 箇所に展開した．

2）国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（受
講生テキスト，インストラクター用マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講誤用スライド・ＣＤ，アル
ゴリズム図など）を活用した E-learning システムを学会ホームページに立ち上げた．

・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長
・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
　新生児専門委員として正常新生児取り扱いガイドラインの作成に従事．
・日本蘇生協議会の新生児蘇生法担当委員として，国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の Consensus 2010 にむけた

協議に参加した．
・日本未熟児新生児学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として，若手新生見科医師の登竜門である未熟

児新生児学会教育セミナーを企画立案し，長野県にて 2 泊 3 日で実施した．
その他医局員
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・埼玉県糖尿病協会主催糖尿病サマーキャンプに荒川，谷川，猪野，小島が参加．8 月長瀞
・埼玉県小児アレルギーサマースクールに百瀬が参加．8 月千葉房総

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表

原著論文　5 つの論文
①【小児のインバウンド医療 : 国境を越えて移動する子どもたち】インバウンド医療のトピックス　新生児医療　

増加する外国人親　森田真知子 , 田村正徳　小児科診療 82 巻 3 号 Page351-355（2019.03）
②小児重症気管支喘息発作に対して経鼻高流量療法と気管支拡張薬の併用が有効であった 1 例　板倉隆太 , 宮本和 , 

小林信吾 , 長田浩平 , 菅本健司 , 足立智子 , 櫻井淑男 , 田村正徳　人工呼吸　35 巻 1 号 Page89-92（2018.05）
③小児集中治療室が重症患者の集約化および予後の改善に果たす意義 板倉隆太 , 櫻井 淑男 , 宮本和 , 小林信吾 , 長

田浩平 , 菅本健司 , 足立智子 , 北岡照一郎 , 阪井裕一 , 田村正徳　日本小児科学会雑誌 122 巻 8 号 Page1303-
1309（2018.08）

④心不全の正確な診断に向けて - 血行動態からみた心エコー検査 -　小児に学ぶ心不全と心機能　増谷聡　
INNERVISION 33 巻 8 号 Page68-69（2018.07）

⑤【小児疾患の診断治療基準】（第 2 部）疾患　循環器疾患　うっ血性心不全　増谷聡小児内科　50 巻増刊 
Page514-515（2018.11）

学会発表　5 つの発表
⑥意識消失発作と不整脈を契機に偽性副甲状腺機能低下症と診断された家族例　谷川祥陽 , 猪野直美 , 水田桂子 , 

荒川浩 , 高田栄子 , 森脇浩一 , 田村正徳（第 121 回日本小児科学会学術集会　福岡 2018.04.20-22）
⑦当院小児救命救急センターによる重症心身障害児への対応について
小林信吾，内田悠太，足立智子，宮本和，板倉隆太，長田浩平，櫻井淑男，森脇浩一，阪井裕一，田村正徳（第

172 回日本小児科学会埼玉地方会　浦和 2018.05.13）
⑧当大学病院小児救命救急センターでの重症被虐待児の急性期治療と予後について　櫻井淑男，内田悠太，河野彬

子，宮本和，板倉隆太，小林信吾，長田浩平，阪井裕一，    森脇浩一　（第 173 回日本小児科学会埼玉地方会　
川越 2018.09.16）

⑨長期経管栄養管理中，亜鉛含有健康補助食品の過剰摂取により銅欠乏性貧血と好中球減少症を発症した 1 例　百
瀬太一 , 荒川浩 , 長谷川朝彦 , 森脇浩一 , 田村正徳 ,（第 45 回日本小児栄養消化器肝臓学会　大宮 2018.10.6-7）

⑩急性心筋炎を疑ったが，冠動脈狭窄による急性心筋梗塞であった 14 歳男子　坂本航，内田悠太，河野彬子，足
立智子，宮本和，板倉隆太，小林信吾，岩本洋一，石戸博隆，増谷聡，櫻井淑男，森脇浩一，阪井裕一，田村正
徳　（第 174 回日本小児科学会埼玉地方会　浦和 2018.12.2）

6-2．獲得研究
6-3．受賞：百瀬太一先生：第 45 回日本小児栄養消化器肝臓学会（10/6-7 大宮）にて発表した「長期経管栄養管理中 ,
亜鉛含有健康補助食品の過剰摂取により銅欠乏性貧血と好中球減少症を発症した 1 例」の演題が優秀演題賞を受賞
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績

小児科の主催
・第 45 回川越小児科臨床検討会　平成 30 年 2 月 26 日　埼玉医科大学総合医療センター
　5 Ｆ小講堂　特別講演　「明日から使える！小児外来・救急でのコツとピットフォール」　講師：こだま小児科院

長　児玉和彦　先生

7．自己点検・評価
当科の診療科の特色は下記の通りである．
・急性期疾患が入院患者の多くを占める．
　平成 30 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,250 件であった．小児科を志望する研修医にはプラ

イマリケアを学ぶのに最適である．救急時間外診療からの緊急入院例も多く，日夜忙しいが，多くの症例を学ば
なければならない研修医にとっては良い環境である．

・小児集中治療に力を入れている．
　川越市周辺の医療圏の中核病院の小児科として三次の患者も多く，集中治療に力を入れている．小児科医には

PALS （Pediatric Advanced Life Support）の講習を勧めている．
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・NICU や小児科 HCU 病床の有効活用のために小児在宅医療推進に力をいれている．
　30 年度も引き続き，田村正徳が主任研究者をしている成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「重症の慢性疾

患児の在宅と病棟での療養 ･ 療育環境の充実に関する研究」に加えて小児在宅医療を推進する目的での在宅医療
連携拠点事業として採択されたので埼玉県内のネットワーク作りと医療資源マップを作成する一方，人材育成の
ためのワークショップや実技講習会を医師向けと看護師向けにシリーズで開催した．

・小児部門・NICU・PICU・小児循環器部門がひとつの科である．
　当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人工 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として

一次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，神経，循環器，内分泌，予防接
種，乳幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急など幅広く診療を行っている．そのため安
全で質の高い医療を提供し，地域から信頼される小児科医の養成を目指している．医療資源の許す限り患者受け
入れを断ることなく，診療をしてきたことは誇りとしてよいだろう．2016 年 3 月には当センターの北側に建設
された高度救命救急センターの 3 階で小児救命救急センター（PICU）が稼働した．そのため小児科病棟 8 床の
重症治療室は医療支援入院や軽症ではあるが付き添い入院できない児の入院ベッドとなり機能している．PICU
や 2013 年 4 月に当センターに隣接して開設した重度心身障害児施設「カルガモの家」との連携により，NICU
卒業生も含めて重症児を一貫して治療できている．さらに重症心身障害児の在宅医療を推進してきた．ベッドサ
イドに手の消毒用品を配置し，冬季には全医療従事者に対してマスクを義務づけて以来，小児科病棟内での大規
模な院内感染は皆無の状況が続いている．

　電話相談に積極的に対応して救急のトリアージを取り入れることで，時間外軽症患者が減少し，重症患者や入院
患者に時間をかけて対応することが出来るようになった．次年度は，すべての紹介患者の受け入れと，病棟内で
の医療事故・院内感染の防止に努めたい．

　次年度以降は，さらに医局員の個別研究面も力を入れ魅力ある小児科学教室とするために，研修体制充実して若
手の人材確保と人材教育に務め，臨床能力の向上とともに研究意欲も促進していきたいと考えている．
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2．20）（2）小児科（総合周産期母子医療センター新生児科）

1．構成員（平成 30年度）
総合周産期セター新生児部門

加部一彦（KABE, Kazuhiko） ：教授：診療科長：総合周産期センター副センター長：新生児学：博士
側島久典（SOBAJIMA, Hisanori） ：教授：教育主任：新生児学，脳，神経モニタリング，周産期の QOL：
    指導教員（大学院）：学位論文審査員大学院）：博士
田村正徳（TAMURA, Masanori） ：特任教授：代表指導教員（大学院）：新生児学，小児呼吸器病学
    小児集中治療学：博士
石黒秋生（ISHIGURO, Akio） ：講師：病棟医長：新生児学，循環管理：博士
難波文彦（NANBA, Fumihiko） ：講師：研究企画担当
金井雅代（KANAI, Masayo） ：講師：外来医長
伊藤加奈子（ITO, Kanako） ：講師 
本島由紀子（MOTOJIMA, Yukiko） ：助教
藤沼澄江（FUJINUMA, Sumie） ：助教
松村　峻（MATSUMURA, Syun） ：助教
大島あゆみ（OSHIMA, Ayumi） ：助教
岩谷綾香（IWATANI, Ayaka） ：助教
河野彬子（KAWANO, Akiko） ：助教
齋藤綾（SAITOU, Aya） ：助教
モハメド ：特任講師
國方徹也（KUNIKATA, Tetsuya） ：兼担教授：指導教員（大学院）：学位論文審査，）：新生児学，HIV 感染症，
    脳モニタリング：博士
星　順（HOSHI, Jun） ：客員准教授：新生児学，新生児神経学：博士（カルガモの家 施設長）
内田美恵子 : 特任講師　

非常勤
鈴木啓二（SUZUKI, Keiji） ：非常勤講師
長谷川久弥（HASEGAWA, Hisaya） ：非常勤講師：東京女子医科大学東医療センター臨床教授
前田浩利（MAEDA, Hirotoshi） ：非常勤講師：はるたか会理事長
栗嶋クララ（KURISHIMA, Kurara） ：客員講師
江崎勝一（EZAKI, Syoichi） ：非常勤講師
星　礼一（HOSHI, Reiichi） ：非常勤講師
伊藤誠人（ITO, Masato） ：非常勤医師
荻野青空（OGINO, Aozora） ：非常勤医師
田中広輔（TANAKA, Kousuke） ：非常勤医師
桒田聖子（KUWATA, Seiko） ：非常勤医師
三宅芙由（MIYAKE, Fuyu） ：非常勤医師

総合周産期センター小児循環器部門
増谷　聡（MASUTANI, Satoshi） ：准教授：外来医長
石戸博隆（ISHIDO, Hirotaka） ：講師：病棟医長
岩本洋一（IWAMOTO, Youichi） ：講師：研修医長

2．教育
2-1．目的・目標
　社会，地域の周産期医療に対する幅広いニーズに応え，多くの子供たちと家族の幸福な生活に寄与し，周産期医療
に必要な医療知識と，後遺症なき生存への治療技術の向上のための医療技術の修得を目的とした．
　新生児病棟に勤務する医師の技能及び知識の向上に向け，専門医の育成とともに，指導内容の充実を図るため，学
会等での積極的な発表を促し，院内のカンファランスの充実を図った．
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　日本周産期新生児医学会の主催する日本版新生児蘇生法（NCPR）普及事業に準拠した新生児蘇生法講習会を定期
的に開催し，NCPR 講習会インストラクターの養成と，講習会や研修を通じて周産期医療における倫理観の育成を，
広く医師，助産師，看護師，コメディカルスタッフ，医学生に対して実施し，幅広い豊かな医療人の育成を行っている．
　周産期の母子関係を支援するための臨床心理士，メディカルソーシャルワーカーの充実を目指した．加えて，MA

（Medical Assistant）の果たす役割は年ごとに充実しており，とくに小児在宅医療支援事業への参加，調査解析は厚
労科研報告には寄与するところが大きいため，引き続き人員確保と効率的な業務分担を図って行く．初期研修医，後
期研修医の育成，周産期専門医取得に向けた人材養成を進めた．
2-2．教育内容

医学生：1 年生：early exposure 周産期センター訪問は 10 名ずつ 4 組で，彼らにとって非常に特殊な場所ながら，
興味を示す学生は極めて多く印象的．

2 年生：early exposure 導入後 4 年目となる．臨床場面での若手医師と対話する機会を持てることは，2 年生にとっ
て効果的であると思われた．

4 年生：母体胎児ユニット：周産期医療の魅力を交えた講義，蘇生法への理解を基礎にした講義を計画し，計 4 限
を終了した．

5 年生：BSL1 週間（もう 1 週間は小児科），計 16 組の新生児科での目標を明記した週間予定表の作成配布，正期
産新生児のケア実習も取り入れた．

CC：1 グループ全 4 週間のうち 2 週間を NICU 実習にあてる．BSL より臨床に近く，また英語に親しむプログラムと，
クリニカルクエスチョンを自分で考え解決する課題を与えるなど，モチベーションを上げるための企画と学生の反応
を見た．

初期研修医：研修プログラムに沿ってすすめる．研修予定期間内では，上級医との交流と新生児医療の魅力が伝わ
るような解説に心がけている．

後期研修医：小児科後期研修プログラムに従い，NICU 病棟に 1 年間配属し．小児科医として最低限必要何新生児
臨床の手技や知識を習得できるように，症例の受け持ちとカンファランス等による学習の機会を持てるようにしてい
る．また，各人に学会発表課題を与え，それに向かって研修の充実を図っている．

日本小児科学会専門医の取得：卒後 5 年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績修了者を対象に，専門医試験
受験資格に必要な新生児臨床症例の抽出とまとめを行う．

日本周産期・新生児医学会による周産期（新生児）専門医の取得：
小児科学会専門医を取得後，周産期〔新生児〕専門医の取得を希望する医師に対して，研修開始届を確認し，経験

症例のまとめ，学会発表経験数の追加，受験条件に必要な査読論文の完成と積極的な治療計画，関連論文の抄読の遂
行を促した．
1）卒前教育
　医学生，看護短大生，総合医療センター看護学校生

側島久典教授が医学部 1 年生（early exposure 解説，医学概論），4 年生および 6 年生（加部一彦教授，田村正徳
特任教授）に対する臨床講義および，医療短期大学母子看護学科学生，総合医療センター看護学校生に新生児学の系
統講義を実施した．

側島久典教授，加部一彦教授，石黒秋生講師，金井雅代講師，モハメド特任講師は，5 年生 BSL，CC でのクルズス，
ベッドサイドでの検査手技など基礎的な内容の教育に積極的に関わった．

新生児蘇生法，新生児診察法，新生児医療での医療機器，新しい治療概念などを実地に沿って教えた．
医学部 5 年生 BSL では，新生児医療，診療全般に対するオリエンテーション，正常新生児診察での新生児診察法

を修得する（側島久典教授）．新生児蘇生法（NCPR）の習得（インストラクター資格：田村正徳教授，側島久典教授，
加部一彦教授，金井雅代講師）．新生児の代表的疾患の臨床経過を日々の入院から朝夕の回診を通して実地で説明し，
実習も交えた．（田村正徳教授，側島久典教授，加部一彦教授，石黒秋生講師，金井雅代講師，モハメド特任講師，
別所晶子心理士）
2）卒後教育
　初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）専修医対象

定例回診（朝と夕方の 1 日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り，朝は当直上級医が司会，プレゼンテーション指導
と当日を含めた治療方針の検討，ナースリーダー，心理士交え総合討論を行った．学生も参加し，屋根瓦方式のチー
ム医療としての教育を進めた．回診後は，担当医の所属する診療チーム別にミーティングを行い，患児の病態把握，
方針に対して，教授から形成的評価を加えた．

毎週木曜日午後症例検討会，抄読会を開催し症例把握，治療方針の検討を行った．
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毎週金曜日小児科病棟との症例検討では，NICU からの在宅移行例のプロフィール，疾患の特殊性，家族背景をま
とめた初期研修医の症例提示を主体とし，新生児科と小児科とで今後対応が必要となる症例に絞り，病態と家族対応，
緊急時の対応を含めた臨床治療方針の検討を実施した．

専門医取得を目指す医師には，石黒講師，金井講師，難波講師より研究課題，学会発表演題の提案，その後の論文
作成指導を行った．基幹施設暫定指導医側島久典が受験申請書類作成最終確認を行った．
2-3．達成度
　1 年生：この学年への教育目標の達成度は本年も満足できたと考える．
　例年同様に early exposure による施設訪問では，10 名ずつ 4 グループが周産期センターの見学に訪れた．殆どが
初めて見る病棟の光景であり，施設の装備ではなく，小さな命をどのように守り，考えるかを見学案内の焦点とした．
周産期施設に母と家族の心のケアするスタッフの配置が，設置基準にあり，当センターはそのけん引役をしているこ
とに学生からの質問が多く寄せられた．

学外からの公式学生見学要請：
　4 年生：
　母体胎児ユニットとして 4 コマ講義を行った．子宮内から胎外生活への新生児に特有な適応生理，このプロセス
が障害されるために発症する疾患への理解を中心とした．5 年生：
　BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）：
　29 年度 BSL は 20 組が実習を行った．各組 2 週間の後半の 1 週間を新生児科実習とし，初日オリエンテーションで，
週間予定表とともに目標を明示した．患児を 1 名受け持ちと，新生児の疾患を 1 つ以上症例に接すること，小児科，
新生児科症例を対象に口頭試問を行うことを伝える．
　BSL：各班 3 ～ 4 名が実習．月曜日朝の病棟回診から開始．1 週間の課題項目，週間予定表を初日朝回診後オリエ
ンテーションで配布．新生児を観察し，親しむことを第一の目標とする．成熟徴候判定法の講義直後に実際に新生児
に触れ，体験学習を主体として取り入れた．新生児身体診察法を，正期産児を対象に，成熟度判定も交えて実習とし
た．NICU 診療各チームに 1 ～ 2 名が 1 週間所属し，分娩立会い，新生児蘇生法，健常新生児の診察，入院児の処置
などに立ち会い，出生直後の児の適応を観察することに重点をおいた．1 名の受け持ち入院児を割り当て，主治医，
研修医によるアドバイスを受けながら，患者の状態を適切に把握して木曜日総回診時に 1 分間でのプレゼンテーショ
ンを行い，その場と終了後にプレゼンテーションへのフィードバックを行った．
　クリニカルクラークシップ（CC）：
新生児科 1 週間の CC は，教務課 HP に BSL とは異なった到達目標を以下のように明示した．2017 年 1 月から 2 クー
ル（4 ブロック）が実習来院し，クルズスでは，難波講師が今年度も引き続き研究への取り組みについて 1 コマを担
当した．

1）医学英文に親しむ目的で，代表的な新生児疾患の英文教科書（Neonatology Avery’ s）の呼吸障害を数ブロッ
クに分け，各学生が担当分を 1 週間で翻訳し，翌週に 10 分で内容を提示説明する．その中で教員，学生間での
質疑を行う方法とした．

2）クリニカルクエスチョンの継続．学生 1 名につき 1 題のクエスチョンをいくつかの項目の中から選択し，自分
なりの表現で数日後の朝回診後説明する．チーム医に尋ねる，自分で調べるなど自由に行い，担当教官が解答を
聞いた後フィードバックする．2 週間の間，いくつかのクエスチョンを課題として，受け答えを続ける．

3）院外実習：近隣の産科施設での新生児・乳児健診に同行見学し，子を持つ母，家族が子育てをする中での質問
と対応を学習する．生後 2 週間から 2 歳までの発達と児の身体診察法を見学，時に実習を交える．

4）受け持ち症例を総回診以外でもプレゼンテーションを行い，方法についてもフィードバックを行う．
5）学生による，クルズス評価を後半に実施した．

　初期研修医：
　周産期成育プログラム選択の研修医を中心に，地方会，研究会等への 1 演題の発表を目指した．標準プログラム
で 2 年目では希望に沿って研修期間を設定し，医療チームの一員かつ，副主治医として上級医とともに日常採血，
緊急帝王切開，分娩などへの立会，初期処置，新生児蘇生法についてその基本的知識，技術の修得を目標とした．
　小児科専門医修得：

小児科専門医制度：卒後 5 年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績をもとに書類を作成し，専門医試験受験
資格が得られる．新生児症例経験も必須である．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学部 1 年生の Early exposure では，彼らがそれまでに見たことのない小さな新生児に対して，生命の持つ力強
さを感じる学生が多いと感じている．新生児，とりわけ出生体重の小さな児の姿を記憶に残す意味は大きく，その後
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の医学概論講義では高い関心を持った学生の反応を直接感じることができた．小児科の中でも特殊な分野となる超低
出生体重児のケアを含む新生児医療を，母子の心のケアを交えた広い視点で若い学生に紹介し，その到達目標はこの
ような新生児が幸福な家庭生活を送ることにあることを前面に，今後も講義に積極的に取り入れて行く．
　CC 学生への週間計画表と，2 週間の課題をきちんと表にして初日のオリエンテーションで渡した後，新生児室で
実際に新生児に触れ，コミュニケーションをトライする取り組みは，好評である．また昨年から取り入れた院外施設
での健診見学は，家族とくに母からの訴えをどのように聞き取り，対応するかを見せることにとても興味を示し，今
後も継続して CC プログラムに組み入れる．
　医学教育と英語教材は益々必要性が高まっている．モハメド特任講師との会話は CC を通して体験できる貴重な場
となっている．海外留学を予定している学生からの反響が本年度も大きかった．

3．研究
3-1．目標・目的
　臨床研究，基礎研究を通じて日常診療に対する理解を深め，医療の質を向上させる．中でも，極低出生体重児の長
期予後の改善を目指す．
　周産期医療，新生児医療の向上のために，当センター独自の臨床研究の計画，全国調査と多施設共同研究で当教室
で吟味されたものには積極的に参加してゆく．
　長期入院児を円滑に家庭生活に移行するための小児在宅医療支援に向けて，実態調査をもとに，NICU でできる家
族の実生活に即した具体的行動に向けて，対策を検討する．
　動物を用いた基礎研究にも力を入れて，臨床に結びつくリサーチマインドを養成する．
3-2．研究プロジェクト
　新生児仮死と新生児心肺蘇生法に関する研究
　・動物実験グループ：難波文彦講師，モハメド特任講師，鈴木啓二非常勤講師を中心
　・臨床研究　調査，登録事業の開始

　ハイリスク新生児フォローアップ研究：側島久典教授　加部一彦教授，　石黒講師，金井講師を中心に，NRN リ
サーチネットワークハイリスク児登録事業に参加
重症新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究，「Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイ
ドラインの確立・普及とその効果の評価に関する研究班（分担研究者 : 田村正徳）」の一環として　新生児低体
温療法導入を検討された中等度から重症 HIE 症例のデータを全国の周産期関連施設から集める研究「新生児低
体温療法レジストリー」Web 登録事業 4 年目を継続．参加施設拡大の呼びかけ．学会毎の登録状況報告と全国
参加施設への研修会開催．（田村正徳，側島久典）
慢性肺障害の防止に関する研究（難波文彦講師）
CLD モデル，酸素毒性に対する反応モデルの確立．
厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）

「医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医療における訪問看護師，理学療法士，訪問
介護員の標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための研究」（前田浩利班長：分担研究者田村正徳）
② NICU を含む病院医師向け教育プログラムの作成と実施
②小児在宅医療への移行に向けた NICU，小児科病棟での長期入院児の疾患，病状，問題点の共有

3-3．研究内容と達成度
　厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：厚生労働省子
ども家庭総合研究事業： Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の
評価に関する研究：達成度 95%， 
　「新生児低体温療法レジストリー」での Web 登録は 5 年目となり，毎月 10 ～
3-4．自己評価と次年度計画
　本年度も引き続き低酸素性虚血性脳症児への低体温療法症例登録事業を継続して行った．さらに次年度以降に向け
て Web サイトの充実と，参加施設での問題提示や講習会参加を促し，データ解析から，低体温開始時の心拍数・血
圧と長期予後の関係を分析し，論文等により国内外に発信してゆく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　県立小児医療センターと合わせて，県内に 2 カ所の総合周産期センターが稼働する体制が完成した後，極低出生
体重児，超低出生体重児の収容数は，若干減少したが，その後，県内の患児受け入れ体制が安定するに従って，今年
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度は総入院数が再び増加に転じている．また，入院する新生児の重症度は依然として高く，引き続き NICU 病棟と周
産期センター産科，周産期麻酔科，小児外科をはじめ多職種のチームワークを密に連携してゆく事が大切である．ま
た，院外出生児の収容については，今後は院内の PICU 病棟とも協力して極力当院へのスムーズな入院ができるよう
に配慮してゆく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連部門

田村正徳
・国際蘇生法連絡委員会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR） Neonatal Delegation Task 

Force（新生児部問委員）
・アジア蘇生協議会　新生児部門 Task Force
・日本蘇生協議会（Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ）　新生児蘇生法担当理事
・日本医学会連絡委員（日本周産期・新生児医学会担当）
・日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員
・医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
・日本医用機器工業会乳幼児用放射式保育器 JIS 原案・認証基準作成委員会委員
・財団法人日本救急医療財団日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会委員
・国立保健医療科学院　医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト委員
・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度再発防止委員会」委員
・小児科学会　教育委員会　新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
・国立成育医療センター　研究評価委員
田村正徳 - 埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員長，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
・埼玉県医療対策協議会委員，埼玉県救急医療情報システム等検討委員会委員，
・埼玉県周産期医療協議会部会長，埼玉県児童福祉審議会委員，埼玉県母子保健運営協議会委員，埼玉県周産期医

療対策協議会委員，埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保
健委員会委員 , 埼玉県医師会周産期・小児救急医療体制整備委員会委員 , 埼玉県立小児医療センター医療情報シ
ステム総合評価委員，埼玉県母体新生児搬送コーディネーター委員会委員

5-2．学術誌編集委員，査読委員の有無
田村正徳　Pediatric Critical Care Medicine （Editor）
田村正徳　Pediatric International （Editor）
田村正徳　Neonatology （Editor）
田村正徳　日本小児科学会誌
田村正徳　日本周産期・新生児医学会誌
田村正徳　日本未熟児新生児学会誌
側島久典　Pediatrics International
側島久典　Brain and Development
側島久典　日本周産期新生児医学会誌
側島久典　日本新生児成育医学会誌
加部一彦　日本周産期新生児医学会誌
加部一彦　日本新生児成育医学会誌
加部一彦　日本小児科学会雑誌
加部一彦　Pediatrics International
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

田村正徳；
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・国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の新生児部会 Task Force，アジア蘇生協議会新生児部門代表委員，日本蘇生協
議会新生児担当理事として，ILCOR の Consensus2015 の作成作業に参画中

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・
普及とその効果の評価に関する研究」の分担研究者として，重症仮死児に対する低体温療法登録事業を立ち上げ，
国際標準に則った低体温療法の全国展開に尽力した．

・日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業委員会委員長として，
1）新生児蘇生法（NCPR）普及事業：講習会のインストラクターを養成するための新生児蘇生法「インストラクター

養成講習会トレーニングサイトを全国 20 箇所に展開した．
2）国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（受講

生テキスト，インストラクター用マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講誤用スライド・ＣＤ，アルゴリ
ズム図など）を活用した E-learnig システムを学会ホームページに立ち上げた．

・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長
・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
新生児専門委員として正常新生児取り扱いガイドラインの作成に従事．
・日本蘇生協議会 - 日本救急医療財団合同の 2010CoSTER に基づく日本販救急蘇生ガイドライン改訂委員会新生

児部門共同座長として，NCPR ガイドライン 2010（2010CoSTER に基づく日本版新生児蘇生法ガイドライン改
訂版）を作成した．

・日本蘇生協議会の新生児蘇生法担当委員として，国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の Consensus 2010 にむけた
協議に参加した．

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2010 に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・
普及とその効果の評価に関する研究」の分担研究者として国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）が 2010 年 10 月 18
日発表した 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則った講習会教材（受講生テキスト，インストラクター用
マニュアル，シナリオ集，評価用のテスト，講義用スライド・ＣＤ，アルゴリズム図など）を作成した．

・日本未熟児新生児学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として，若手新生見科医師の登竜門である未熟
児新生児学会教育セミナーを企画立案し，長野県にて 2 泊 3 日で実施した．

側島久典
・卒前・卒後医学教育 FD，指導医講習会　臨床研修指導医講習会講師
・第 4 回総合診療特任指導医養成ワークショップ
・日本周産期精神保健研究会理事長
・日本新生児成育医学会：理事，広報委員長
・愛育病院周産期セミナー講師　
・新生児集中ケア認定看護師養成講師
・北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中コース講師
加部一彦
・日本周産期新生児医学会 評議員
・日本新生児成育医学会 評議員
・日本生命倫理学会 理事
・日本医事法学会 理事
・宮内庁嘱託医（秋篠宮悠仁親王殿下担当）
・茨城県立医療大学 客員教授

6．新生児部門業績
6-1．論文 ･ 学会発表・著書

① Neonatal cardiopulmonary resuscitation project in Japan.
　Shigeharu Hosono,Masanori Tamura　et,al
　Pediatrics International 61:634-640.（2019）
②新生児胃瘻造設患児に対する周術期看護　先天性食道閉鎖症患児の安全な胃瘻固定方法の開発の試み
　荒木 啓樹，井上 成一朗，加部 一彦 ほか with NEO（2434-4540）32 巻 2 号 Page305-310（2019.04）
③新生児医療：増加する外国人親者
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　田村正徳　診断と治療 .3:351-355（2019.03）
④周産期関連資格　特定行為のできる看護師
　加部 一彦　周産期医学 48 巻 12 号 1691-1693（2018.12）
⑤ヒルシュスプルング病類縁疾患　診療ガイドライン
　田村正徳（ガイドライン統括委員会．メジカルビュー社 .1-95（2018.12）
⑥先天性横隔膜ヘルニアの呼吸・循環管理
　田村正徳．小児看護 41（12）:1519-1526．（2018.11）
⑦動脈管クリップによる左主気管支圧排のために左無気肺を来たした超低出生体重児の 1 例
　岡 俊太郎　川崎 秀徳．加部 一彦 ほか　埼玉医科大学雑誌（0385-5074）45 巻 1 号 Page18-21（2018.08）
⑧小児の臨床倫理と倫理コンサルテーション
　加部 一彦　Modern Physician（0913-7963）38 巻 1 号 Page23-26（2018.01）
⑨非がん疾患の子どもへの小児緩和ケア　小児神経科医で考えていきたいこと　小児分野における実践と課題　重

篤な疾患を有する新生児の医療と緩和ケア　新生児医療の現場から
　加部 一彦　脳と発達（0029-0831）49 巻 Suppl170-171 （2017.05）

【総数：論文 42 件，学会発表 55 件】
6-2．獲得研究費

1）「障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研究」．平成 30 年度厚生労働省科学
研究費補助金．前田浩利，岡明，江原伯陽，北住映二，荒木暁子，星順．6,000,000 円

2）「学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供に資する研究」．平成 30 年度厚生
労働省科学研究費補助金．岩本彰一郎，前田浩利，横山由美，田角勝，米山明，太田えりか．7,255,000 円

3）「医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携促進に関する研究」．平成 30 年度厚生労
働省科学研究費補助金．大塚晃，前田浩利，岩崎裕治，大田えりか（伊東えりか）．3,000,000 円

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許 ･ 実用新案
　該当なし
6-5．学会・研究会，セミナーなどの開催実績
　平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日の一年間に，総合周産期母子医療センター　新生児部門の主催で，
以下の様な研修事業を実施した．

・研究会・セミナー
1）第 9 埼玉県西部地区新生児臨床検討会
　日　時：平成 31 年 3 月 5 日 18：30 ～ 20：00　
　会　場：埼玉医科大学総合医療センター 5 階小講堂
　　　　　「診療実績報告」　　　　　　　　　石黒秋生　講師
　　　　　「特定行為演習」　　　　　　　　　山田ゆかり　看護師
　　　　　「NICU 業務分担の再編と課題」　　 金井雅代　講師　　　
　特別講演「地域共生社会を支える看護師特定行為研修制度」
　　　　　　　　放送大学大学院　教養学部　田城　孝雄　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数　47 名
2）平成 30 年度 第 1 回 保健師研修会
　日　時：平成 30 年 12 月 20 日（木）21 日（金）10：00 ～ 17：00
　会　場：埼玉医科大学総合医療センター　管理棟 2 階カンファ室
　　　　　1 日目「小児在宅医療の現状と課題」
　　　　　　　　「NICU 見学」「NICU 看護について」
　　　　　　　　「NICU における家族への支援」
　　　　　　　　「周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性」
　　　　　　　　「NICU の現況」
　　　　　　　　「低出征体重児に対するリハビリテーション」
　　　　　　　　「医療型障害児入所施設　カルガモの家の活用法」　　
　　　　　2 日目「発達障害を疑う症状と早期介入」



609

小児科（総合周産期母子医療センター新生児科）

　　　　　　　　「産科における母親への支援」　　
　　　　　　　　「低出生体重児の発達の見方」
　　　　　　　　「産後うつの現状と課題」
　　　　　　　　「ケースカンファレンスと総合討論」
　　　　　　　　　　講　師：奈倉道明・岡本行江・加部一彦・側島久典，伊藤淳子・森岡義紀・星　順，水田桂子・
　　　　　　　　　　　　　　野中　悠　・高田　栄子・小野　義久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数 24 名　

3）平成 30 年度 第 2 回 保健師研修会
　会　場：埼玉医科大学総合医療センター　管理棟 2 階カンファ室
　日　時：平成 29 年 1 月 25･26 日
　　　　　1 日目「小児在宅医療の現状と課題」
　　　　　　　　「NICU 見学」
　　　　　　　　「NICU 看護について」
　　　　　　　　「NICU における家族への支援」
　　　　　　　　「周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性」
　　　　　　　　「NICU の現況」
　　　　　　　　「低出征体重児に対するリハビリテーション」
　　　　　　　　「医療型障害児入所施設　カルガモの家の活用法」　　
　　　　　2 日目「発達障害を疑う症状と早期介入」
　　　　　　　　「産科における母親への支援」　　
　　　　　　　　「低出生体重児の発達の見方」
　　　　　　　　「産後うつの現状と課題」
　　　　　　　　「ケースカンファレンスと総合討論」
　　　　　　　　　　講　師：奈倉　道明・岡本　行江・加部　一彦・側島　久
　　　　　　　　　　　　　　典，伊藤　淳子・森岡　義紀・星　順，水田　桂
　　　　　　　　　　　　　　子・野中　悠　・高田　栄子・小野　義久　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数 20 名
・新生児心肺蘇生法研修講習会事業
　平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日の一年間に，総合周産期母子医療センター　母体・胎児部門及び

新生児部門の主催で，以下の様な新生児心肺蘇生法研修講習会事業を実施した．
1）一般助産師・看護師対象　新生児蘇生法「専門」コース
　インストラクターとインストラクター補助者の資格を獲得したスタッフの協力を得て，県下の周産期センターや

一般施設勤務の助産師と看護師などを対象として新生児心肺蘇生法研修を 7 回開催した．講習会の際には，将
来インストラクターを目指す方々に対して，インストラクションの指導も行った．

・平成 30 年 5 月 12 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：6 名
・平成 30 年 7 月 22 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：20 名
・平成 30 年 8 月 26 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：24 名
・平成 30 年 11 月 18 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：23 名
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・平成 30 年 11 月 21 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：10 名
・平成 30 年 12 月 19 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：12 名
・平成 31 年 2 月 3 日　12:00 ～ 17:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師　　受講生：19 名
2）一般助産師・看護師対象　新生児蘇生法スキルアップコース
　インストラクターとインストラクター補助者の資格を獲得したスタッフの協力を得て，県下の周産期関連施設の

助産師と看護師を対象として新生児心肺蘇生法スキルアップコースを 22 回開催した．これに関しては，同じ施
設で勤務するスタッフが実際の現場でトレーニングを行うメリットは非常に大きいと考えており，講習会開催の
希望があった施設に出張し，講習会を行った．

・平成 30 年 6 月 20 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：8 名
　平成 30 年 6 月 20 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：6 名
・平成 30 年 5 月 19 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：8 名
・平成 30 年 7 月 4 日　13:00 ～ 16:00
　会場：丸山記念総合病院 
　対象：助産師・看護師　　受講生：9 名
・平成 30 年 8 月 19 日　13:00 ～ 16:00
　会場：さいたま赤十字病院
　対象：助産師・看護師　　受講生：12 名
・平成 30 年 8 月 22 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：4 名　
・平成 30 年 8 月 22 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：5 名
・平成 30 年 9 月 5 日　13:00 ～ 16:00
　会場：丸山記念総合病院 
　対象：助産師・看護師　　受講生：10 名
・平成 30 年 9 月 19 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：8 名
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・平成 30 年 9 月 19 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階　
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：5 名
・平成 30 年 9 月 29 日　13:00 ～ 16:00　　
　会場：さいたま赤十字病院
　対象：助産師・看護師　　受講生：9 名
・平成 30 年 10 月 17 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：4 名
・平成 30 年 10 月 17 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：9 名
・平成 30 年 10 月 28 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：10 名
・平成 31 年 1 月 16 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉県看護協会 
　対象：助産師・看護師　　受講生：24 名
・平成 31 年 1 月 19 日　13:00 ～ 16:00
　会場：上尾中央総合病院 
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：7 名
・平成 31 年 2 月 2 日　13:00 ～ 16:00
　会場：上尾中央総合病院 
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：6 名
・平成 31 年 2 月 16 日　13:00 ～ 16:00
　会場：上尾中央総合病院 
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：6 名
・平成 31 年 2 月 20 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：7 名
・平成 31 年 2 月 20 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：9 名
・平成 31 年 3 月 13 日　9:00 ～ 12:00
　会場：さいたま助産院
　対象：助産師　　受講生：7 名
・平成 31 年 3 月 20 日　9:00 ～ 12:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：11 名
・平成 31 年 3 月 20 日　13:00 ～ 16:00
　会場：埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期センター新棟 2 階第
　　　　1 会議室
　対象：助産師・看護師・研修医　　受講生：12 名
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7．自己点検・評価
　平成 30 年度は極低出生体重児年間入院数が 83 名と前年度に比べて 9 名減って，二年連続の減少となったが，超
低出生体重児は 47 名と前年度と同数であった．本年度は昨年度に引き続き極低出生体重児の入院が減少しているが，
超低出生体重児は入院人数に変化は無く，入院患児に占める超低出生体重児の割合緒が増加している．また，引き続
き極低出生体重児の救命率は，全国登録による数値と比較して格段に高い状態が維持されており，本年度も安定して
質の高い治療が行たと考えられる．昨年 2 月に県立小児医療センターが開院し，新たに 75 床の新生児病棟が開設さ
れた．この影響は小さくなく，本年度の入院患児，特に極低出生体重の減少は，引き続き，新しい県立小児病院開設
に伴う患者動向の変化によるものと考えられる．極低出生体重児の入院が減少する一方で，年間の総入院数は増加に
転じている．昨年まで当センターは県内唯一の総合周産期医療センターとして機能していたが，本年度より，県内総
合周産期医療センター体制となり，これに伴う様々な変化が当面は続くと予想される．
　本年度も引き続き埼玉県母体新生児搬送周産期応需情報 Web サイトへ施設の状況を入力を適時に行なっており，
引き続き搬送コーディネーターとの密な連携を保つことができた．ここでも 2 カ所目の総合周産期医療センターが
開設された影響は大きく，ベッド満床のために県外とくに東京都に搬送されるハイリスク妊婦，新生児は大幅に減少
している．
　低酸素性虚血性脳症例に対する低体温療法は，今では我が国においても推奨殿高い治療法となり，引き続き全国登
録事業（レジストリー）への症例画像化し，我が国発の論文作成も次第に増えてきている．
　医学生，研修医，専門医の学習，研修へのプログラムを確立する必要がある．
　研究部門での，新生児慢性肺疾患へのアプローチは，研究内容が徐々に定着，他施設からの見学，研究を目指す医
師が増え，社会人大学院生も入学するようになった．
　小児在宅医療は全国的広がりがあり，患児が自宅に戻った地域での多職種からの多くの支援が得られるよう，
NICU からの情報発信と連携の充実が望まれる．引き続き埼玉県からの助成を受け，小児在宅医療に興味をもつ成人
在宅医への小児在宅医療講習会第 2 回を開催し，日本小児在宅医療研究会，埼玉気炎小児在宅医療研究会の運営に
積極的に参加した．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．21）皮膚科

1．構成員
福田知雄（FUKUDA, Tomoo） ：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：指導教員（大学院）：真菌症 , 
 皮膚腫瘍 , 皮膚外科：博士
北村啓次郎（KITAMURA, Keijiro） ：名誉教授：皮膚内科学 , 皮膚病理学：博士
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi） ：名誉教授：炎症学 , 皮膚病態生理学 , 生化学：博士
寺木祐一（TERAKI, Yuichi） ：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：皮膚免疫学 , アレルギー学：博士
人見勝博（HITOMI, Katsuhiro） ：講師：教育員・研究員：医局長：博士
平原和久（HIRAHARA, Kazuhisa） ：講師：教育員・研究員：病棟医長：博士
天方將人（AMAKATA, Masato） ：助教：教育員・研究員・医員：博士
佐藤良樹（SATO, Yoshiki） ：助教：教育員・研究員・医員
田口良吉（TAGUCHI, Ryokichi） ：助教：教育員・研究員・医員
吉野裕美子（YOSHINO, Yumiko） ：助教：教育員・研究員・医員
菅井奏良（SUGAI, Sora） ：助教：教育員・研究員・医員
中村かおり（NAKAMURA, Kaori） ：助教：教育員・研究員・医員
井上有美子（INOUE, Yumiko） ：助教：教育員・研究員・医員
高村さおり（TAKAMURA, Saori） ：助教：教育員・研究員・医員
齊藤優子（SAITOU, Yuko） ：助教：教育員・研究員・医員
平井昭男（HIRAI, Akio）, 仲弥（NAKA, Wataru）, 須山孝雪（SUYAMA, Takayuki）各非常勤講師計 3 名 , その他非
常勤医員（髙橋彩（TAKAHASHI, Aya）豊岡第一病院出向を含む）6 名 .

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

埼玉医科大学における医学教育を担う総合医療センターとして , 医学生講義 , 医学生臨床 S 実習に積極的に貢献し , 
同時にセンター設立の目的である卒後教育の充実を担う . 医学教育環境が近年変容しているが , 教育環境の変化に的
確に対応できるよう臨床を充実し , 個々の医療人としての実力を涵養し , 柔軟な準備を怠らない .
2-2．教育内容 （担当者）

医学部 3 年生講義 内分泌 ･ 代謝ユニット 皮膚の代謝異常 ･ 皮膚の形成異常 （担当 福田）
医学部 4 年生講義 皮膚 ･ 運動器分野 ウィルス性皮膚疾患 （担当 寺木）
医学部 4 年生講義 皮膚 ･ 運動器分野 水疱症 ･ 膿疱症 （担当 福田）
医学部 4 年生講義 皮膚 ･ 運動器分野 紅斑症 ･ 紫斑病 （担当 人見）
医学部 6 年生講義 皮膚 ･ 運動器分野 光 ･ メラニン ･ 代謝異常 （担当 福田）
医学部 5 年生臨床実習 （BSL） 年間合計 16 週間 , 合計 64 名
 （担当 福田 , 寺木 , 人見 , 平原 , ほか含非常勤講師）
医学部 5 年生臨床実習 （CC）  年間合計  8 週間 , 合計 4 名
 （担当 福田 , 寺木 , 人見 , 平原 , ほか含非常勤講師）
卒後研修医教育 全員担当
2-3．達成度

講義については内容の充実度が高く , 学生からの評価も比較的良いが常に改善を怠らない . 平成 12 年度から BSL
を全日受け入れ , 平成 20 年度から CC も受け入れ , それぞれに適した臨床実習ガイドを作製し , 充実した臨床実習を
行い , 学生からの評価も良い . 学生からの建設的提言を受け入れ臨床実習ガイドも年々改良を続けている . 学生から
の要望としてクルズスの充実があげられている . 教育スタッフ全員で協力し , 定期的クルズスをより充実させるとと
もに , 学生が希望する分野のクルズスも不定期開催で臨機応変に行ってきた . 平成 30 年度の達成度は約 75％である .
2-4．自己評価と次年度計画

当科の学生臨床実習ならびに卒後研修では , アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など皮膚病変を主体とする疾患 , 全身
性エリテマトーデスや皮膚筋炎などの内臓病変を伴う疾患 , 薬剤アレルギー ･ 重症型薬疹などの他臓器との関係の深
い疾患 , あるいは悪性黒色腫や有棘細胞癌などの皮膚外科手技を要する悪性腫瘍など広範囲な領域にわたって責任あ
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る診療を行いながら , 広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている . 並びに
「病態のメカニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく ,「皮疹を正確に観察する
眼」の育成に力を注いでいる . 平成 30 年度は概ね達成できたと考える . 令和元年度は教室の人的資源のさらなる充
実を計り , 一層の向上を目指す . また , 出来れば真菌症 , 美容皮膚科など , これまで行ってこなかった分野にも積極的
に取り組んでいきたいと考えている . これまで同様 , 教育体制と教育内容の充実に努めていく .

3．研究
3-1．目的 ･ 目標

主要なテーマは , 皮膚疾患と全身との関係を明らかにすること , すなわち内臓諸臓器の異常を反映する皮膚病変を
主題として選択し , これに関係する臨床研究を主たる目標とする . これまでは薬疹・中毒疹 , 血管 ･ 血流系の関与す
る疾患 , あるいは皮膚の炎症と感染防御に関する研究を中心に行ってきたが，今後は真菌症，皮膚悪性腫瘍など，よ
り幅広い領域の研究を行っていきたいと考えている . 

平成 17 年度から寺木准教授が教室に加わり , リンパ球サブセット , 表面マーカーに関する免疫学的研究を行う基
盤が飛躍的に充実し , 各種皮膚疾患における免疫学的 ･ アレルギー学的研究が一段と進歩してきた . この方面に関し
てもさらなる充実を図る .
3-2．研究グループ （研究プロジェクト）

少人数の体制であるので研究グループは常に変更され , 流動的であるが , 責任者とテーマを示す
a 薬疹 （担当 寺木 , 平原）
b 各種皮膚疾患の免疫 ･ アレルギー学的研究 （担当 寺木）
c 肉芽腫性炎症 （担当 寺木）
d 血管炎 , アナフィラクトイド紫斑 （担当 人見）
e 皮膚悪性腫瘍 （担当 福田）
f 真菌症 （担当 福田）
3-3．研究内容と達成度

臨床に関わる時間に比し研究のための時間が不足であり , そのため研究の達成度は充分とは言えない . しかしなが
ら : a. 薬疹は主要なテーマとして継続的に研究を続け , 成果を発表している ; b. 各種皮膚疾患から採取した血中ある
いは組織に浸潤したリンパ球表面マーカーを解析することによる免疫 ･ アレルギー学的研究で成果をあげている ; c. 
d サルコイドーシス , 肉芽腫性血管炎に関する臨床研究を行い , 特にサルコイドーシスでは皮膚症状に対するミノサ
イクリンの有用性を示す発表まで行うことが出来た ; e. 悪性黒色腫に関する臨床研究 ; f. 真菌症に関する基礎的研究
を平成 28 年度より開始した . 全体としての達成度は 70% 程度である .
3-4．自己評価と次年度計画

研究についての自己評価は決して充分とは言えない . 計画の 70% 程度である . 慢性的な人員不足が続いている . マ
ンパワーが減っていても , 診療 ･ 教育業務の総量は変わらないため , 研究に回す余裕が生まれてこない . 人員を充実
させることが必須である . 令和元年度は何とか教室の人的資源の上乗せを計り , 向上を目指す . すぐに人員が大幅に
増えることは望めないため , 今しばらくは残った医局員皆で協力して苦しい時期を乗り切っていきたい .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
難治性あるいは重症皮膚疾患の紹介患者を広く受け入れ , 皮膚病に関する地域のセンター機能を果たすことを目的

とする . 平成 30 年度の初診患者数は 2,655 名 , 再診患者数は 26,449 名 , 入院患者の外来診察を含め総数 30,875 名
であった .  入院患者数は 337 名 , 入院手術件数は 163 件 , 平均在院日数は 13.8 日であった . 入院患者の内訳は重症
薬疹 , 乾癬 , 皮膚腫瘍など多岐にわたる .  毎週病棟カンファレンス , 教授回診 , 外来 ･ 入院患者の症例検討会 , 病理組
織検討会（皮膚科 CPC）を行ない , 診療に万全を期している .   

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無

独）医薬品医療機器総合機構専門委員 （伊崎 , 平原）, 埼玉県社会保険診療報酬審査委員会委員 （伊崎）, 埼玉県国
民健康保険診療報酬審査委員会委員 （福田）
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
　査読 : 日本皮膚科学会雑誌 , J Dermatol, Medical Mycology J その他 （福田 , 寺木）
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務 
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　日本皮膚科学会東京支部代議員 , 運営委員 （福田 , 寺木）

6．業績
6-1．論文 ･ 学会発表 ･ 著書 

① Teraki Y, Tahahashi A, Inoue Y, Takamua S.
　Eyelid dermatitis as a side effect of interleukin-17A inhibitors in psoriasis.
　Acta Derm Venereol 98: 456-457, 2018.
② Takamura S, Takahashi A, Inoue Y, Teraki Y.

Effects of tumor necrosis factor-α, interleukin-23 and interleukin-17A inhibitors on bodyweight and body mass 
index in patients with psoriasis.

　J Dermatol 45: 1130-1134, 2018.
③天方將人 , 寺木祐一 .
　下腿の広範囲に難治性皮膚潰瘍を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1 例 .
　皮膚科の臨床 60 （4）: 504-504, 2018.
④福田知雄 . 
　爪白癬治療の問題点 .
　MB Derma 269: 20-26, 2018
⑤寺木祐一 . 
　蕁麻疹 , 血管浮腫 .
　MB Derma 268: 19-23, 2018 
⑥高村さおり , 福田知雄 , 寺木祐一 .
　外傷・外的刺激により発作を繰り返している遺伝性血管性浮腫の 1 例 .
　皮膚の臨床 60 （5）: 659-662, 2018.
⑦髙橋　彩 , 天方將人 , 佐藤良樹 , 横山恵美 , 平原和久 , 須山孝雪 , 人見勝博 , 秋山義隆 , 寺木祐一 ,  福田知雄 .
　免疫チェックポイント阻害薬によるⅠ型糖尿病および甲状腺機能障害を生じた悪性黒色腫の 2 例 .
　Skin Cancer 33 （1）: 22-29, 2018.
⑧中村かおり , 高村さおり , 寺木祐一 , 福田知雄 .
　眼瞼の浮腫性紅斑で初発した皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫の 1 例 .
　皮膚科の臨床 60 （9）: 1425-1428, 2018.
⑨菅井奏良 , 髙橋　彩 , 高村さおり , 平原和久 , 人見勝博 , 寺木祐一 , 福田知雄 .
　芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の 3 例 .
　Skin Cancer 33 （3）: 185-191, 2018.
⑩佐藤良樹 , 髙橋　彩 , 寺木祐一 . 
　全身性エリテマトーデス患者に生じた両側臀部の大型石灰沈着症の 1 例 .
　第 82 回 日本皮膚科学会東部支部学術大会 , 旭川（星野リゾート OMO7 旭川）, 2018.10. 6-7.

【総数：論文発表 9 件 , 学会発表 13 件 , 講演  6 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許 , 実用新案：該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績

2018 年 4 月 7 日 第 19 回 埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会
2018 年 4 月 26 日 第 52 回 川越 Dermatology Culb
2018 年 6 月 21 日 第 2 回 皮膚ネットワーク in 埼玉西部
2018 年 10 月 20 日 第 20 回 埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会
2018 年 12 月 13 日 第 53 回 川越 Dermatology Club
2019 年 2 月 22 日 第 3 回 埼玉膠原病・皮膚シンポジウム

7．自己点検 ･評価
平成 30 年度の当教室は , 教室員が減少する中 , 残った人員の頑張りで前年度を上回る診療実績をあげることが出

来た . 入院患者数 , 外来患者数を維持し , 総診療稼動額はこの 5 年で右肩上がりに増えている . 教育にも力を入れ , 
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BSL からの反応も良い . 令和元年度以降に教育スタッフが充実し , 若手医局員が増加すれば更に好成績につながるこ
とが期待される . 中長期展望として , 人材の充実を計り , これまで蓄積してきた教室の活動を一層活発に展開し , 教育
に関しても , 診療についても , 研究についても一段一段底上げしていきたい .

先ずは , 現状を打破するべく引き続き人員の確保に全力をあげる .
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2．22）泌尿器科

1．構成員
　諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）：准教授：運営責任者：教育主任：指導教員（大学院）：尿路結石，尿路性器腫瘍：
　　　　　　　　　　　　　　　　  博士
　川上　理（KAWAKAMI, Satoru）：准教授：診療部長：研究主任：診療副部長：指導教員（大学院）：尿路性器腫瘍，
　　　　　　　　　　　　　　　　排尿障害：博士
　岡田洋平（OKADA, Yohei）：講師：外来医長：教育副主任；尿路性器腫瘍，尿路結石：博士
　竹下英毅（TAKESHITA, Hideki）：助教：病棟医長：研究副主任：尿路性器腫瘍，排尿障害：博士
　高木大輔（TAKAGI, Daisuke）：助教：排尿障害
　香川　誠（KAGAWA, Makoto）：助教：尿路性器腫瘍
　杉山博紀（SUGIYAMA, Hiroyuki）：助教
　立花康次郎（TACHIBANA, Yasujirou）：助教
　平沼俊亮（HIRANUMA, Shunsuke）：助教

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　医学部学生に対しては，講義と BSL（Bed Side Learning）により泌尿器科的疾患への理解を深め，問題解決能力の
習得を図る．初期研修医に対しては，日々の診療現場でのきめ細やかな指導と共に，教育を通して診療技術の向上を
図るとともに，症例発表や臨床研究を通して診療技術の向上を図る．
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育（諸角誠人，川上　理，岡田洋平，竹下英毅）
　泌尿器科領域では，尿路の病態生理を正しく理解することが重要である．患者の症状や各種臨床情報より疾病を診
断し治療を遂行する必要があり，以下の項目を目標に卒前教育を進める．
　1．正確な医学用語を用いて病態を説明し記載できる．
　2．患者およびコメディカルと意思疎通できる．
　3．必要な診療ができ，必要な検査を計画でき，それらの所見を理解し記載できる．
　4．得られた診療情報を統合し，診断に到達できる．
2-2-2．卒後教育（諸角誠人，川上　理，岡田洋平，竹下英毅）
　研修医は初期研修プログラムの選択必修期間中に研修医 1 名につき指導医 1 名で man to man の教育が行われ，プ
ライマリーケアにおいて必要な泌尿器科領域の疾患病態を重点的に経験する．初期臨床研修終了後に，泌尿器科専門
医になるための後期研修プログラムがある．臨床面では指導医のもとに泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手
技の習得をめざす．また，日本泌尿器科学会を中心に各種関連学会に出席参加・発表を行うとともに，論文作成の基
本を学び，専門医取得，学位取得へ向け臨床及び研究をおこなう．
2-3．達成度
2-3-1．卒前教育
　講義では泌尿器科の基礎的知識の習得と，臨床情報の統合整理を行っている．臨床実習では少人数（2-3 人）でお
こなわれ，上記目標達成のため臨床実習で十分な経験をつむことが出来る．
2-3-2．卒後教育
　希望に沿った日程で前期研修医の在籍が可能であり，多様な臨床技術の取得が可能である．後期研修医においては，
臨床・学会活動を通して専門医取得のための十分な経験と知識を得ることが出来る．
2-4．自己評価と次年度計画
2-4-1．卒前教育
　講義終了後，学生からの評価，要望を参考に講義内容の改善を行っている．泌尿器疾患に対する学生の関心は高く，
内容の高い臨床実習及び講義が遂行可能である．次年度も同様の計画を遂行する予定である．
2-4-2．卒後教育
　泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導が行われてい
る．次年度も同様の計画を遂行する予定である．
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3．研究
3-1．目的・目標
　泌尿器悪性腫瘍，腫瘍マーカー，排尿障害，尿路結石，急性陰嚢症，経尿道手術に関わるこれまでの研究をさらに
発展させる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　当教室における研究プロジェクトは排尿障害，尿路結石，泌尿器悪性腫瘍，腫瘍マーカー，急性陰嚢症，経尿道手
術に分けられる．以下に現在進行中の臨床研究について列挙する．

1）泌尿器がん由来のがん幹細胞の制御機構の解明 （申請番号 1363）
2）精巣捻転症における陰嚢冷却＋精巣白膜切開法＋虚血ポストコンディショニング法の精巣温存効果・安全性の

検討（申請番号 2010, UMIN-CTR 000035040）
3）骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対する塩化ラジウム 223 療法の治療効果，安全性および至適投与法の検討
（申請番号 1939）

4）泌尿器癌の全身拡散強調 MRI 画像の有用性の検討（申請番号 2016）
5）日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者の臨床転帰を観察するレジストリ試験（Japan mHNPC 

Registry）
6）去勢抵抗性前立腺がん患者（CRPC）における Ra-223 に対する治療満足度研究（申請番号 2135）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．排尿障害

5 α還元酵素阻害薬であるデュタステリドの使用により，前立腺肥大症に起因する諸臨床データーへのインパクト
について検討する．女性の腹圧性尿失禁に対する自己筋膜使用による尿失禁手術の治療成績に関し検討する．
3-3-2．尿路結石
　結石患者でのメタボリックシンドロームとの関連について臨床的データをもとにして解析を行っている．
3-3-3．悪性腫瘍
　臨床的研究として癌の根治性を担保しつつ，QOL の改善を目標とした治療の開発・実践を行っている．浸潤性膀
胱癌に対する放射線化学療法併用の膀胱温存療法，腎癌・前立腺癌に対する低侵襲手術（ミニマム創内視鏡下手術），
進行性上部尿路癌に対する術前化学療法などを施行している．進行性前立腺癌に対しては放射線科と協力して高線量
率組織内照射（HDR）を行っており，高リスク症例の予後の改善につながることが期待される．
3-3-4．腫瘍マーカー
　転移性尿路上皮癌は診断から癌死まで約 1 年と予後不良の疾患であり，確立した予後予測マーカーが存在しない．
肺扁平上皮癌のマーカーとして知られる血清 CYFRA21-1 に注目し，尿路上皮癌におけるその役割を研究し，進行尿
路上皮癌における予後予測モデルの構築等の研究をすすめている．
3-3-5．精巣捻転症（急性陰嚢症：泌尿器救急疾患）
　精巣捻転症は，診断や捻転解除の緊急手術が遅れると，精巣虚血から壊死をきたし精巣を喪失する泌尿器科救急疾
患である．生命には影響を及ぼさないが，思春期に好発するため，精巣喪失が起こった場合，心的外傷を来したり訴
訟問題に発展したりする可能性があり，泌尿器科医・小児科医にとって特に注意すべき社会的に重要な疾患である．
急激な陰嚢痛とともに発症するが，特異的な所見に乏しく，診断は時に困難であり，試験切開が必要になることもあ
る．簡便で臨床で有用な診断法と，捻転した虚血精巣を可能な限り温存する方法が求められており，当教室ではその
開発に取り組んでいる．
3-3-6．経尿道手術
　経尿道的内視鏡泌尿器手術（膀胱・前立腺）は，確立された基本的手術であるが，まだ改善すべき課題が存在する．
膀胱腫瘍では，腫瘍を細切して尿道から取り出すために，正確な病理学的診断が妨げられる点，さらに，電気メスに
よる切除時に発生するガスが膀胱内に貯留し内視鏡を通して排出されるため，術者が高濃度で暴露されるが，その安
全性について不明である点，などがあげられる．これらの課題に対する解答を得るための研究を行う．
3-4．自己評価と次年度計画
　各関連分野において，国内雑誌および国内学会はもとより国際雑誌および国際学会でも発表されている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　泌尿器科悪性腫瘍，尿路結石症，排尿障害，泌尿器救急疾患（急性陰嚢症），尿路感染症等の尿路疾患を網羅した
総合泌尿器科を目的とする．QOL を考慮した尿路癌に対する低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術），尿路結石症に対
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するレーザーなどのエネルギーを用いた内視鏡的尿路結石手術は安定した成績が得られている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

＜論文発表＞
① Yano A, Arai Y, Kitayama S, Otsuka Y, Shirotake S, Kawakami S. Effect of zoledronic acid dosing every 3 months 

in patients with prostate cancer with skeletal metastases: A multicenter prospective exploratory study with 
matched historical controls. Int J Urol. 2018;25:758-759.

② Takeshita H, Kawakami S, Takahara T, Tachibana K, Hiranuma S, Sugiyama H, Kagawa M, Yano A, Okada Y, 
Morozumi M. Foreign-body granuloma mimicking post-chemotherapy residual seminoma: A case of true-negative 
findings using diffusion-weighted whole-body magnetic resonance imaging with background suppression. Eur J 
Radiol Open. 2018;15:41-44.

＜学会発表＞
③ Yano A, Tachibana K, Hiranuma S, Sugiyama H, Kagawa M, Takagi D, Takeshita H, Okada Y, Morozumi M, 

Kawakami S. Short-term dynamics of dehydroepiandrosterone sulfate can predict responsiveness to hormone 
therapy in patients with hormone-naïve metastatic prostate cancer. The 33rd Annual Congress of the European 
Association of Urology. 2018/3/18, Copenhagen, Denmark.

④ Hideki Takeshita, Satoru Kawakami, Tachibana K, Hiranuma S, Shinohara M, Kagawa M, Yano A, Okada Y, 
Morozumi M. Development and validation of a nomogram for predicting testicular torsion among acute 
scrotum using environmental conditions and physical examinations. the 33rd Annual Congress of the European 
Association of Urology. 16 March 2018, Copenhagen, Denmark. （Best poster）  

⑤香川　誠 , 矢野晶大 , 川上　理 , 立花康次郎 , 平沼俊亮 , 杉山博紀 , 高木大輔 , 竹下英毅 , 岡田洋平 , 諸角誠
人 . 上部尿路上皮癌手術症例における血清 CYFRA 21-1 kinetics の有用性 . 第 56 回日本癌治療学会学術集会 . 
2018/10. 神奈川 .

⑥杉山博紀 , 竹下英毅 , 川上　理 , 平沼俊亮 , 立花康次郎 , 篠原麻由香 , 香川　誠 , 高木大輔 , 矢野晶大 , 岡田洋平 , 
諸角誠人 . 背景抑制広範囲拡散強調画像検査（DWIBS）による術後フォローアップが有用であった腎盂癌術後の
1 例 . 第 106 回日本泌尿器科学会総会 . 2018/4/21. 京都 .

⑦岡田洋平 , 川上　理 , 矢野晶大 , 竹下英毅 , 高木大輔 , 香川　誠 , 篠原麻由香 , 杉山博紀 , 立花康次郎 , 平沼俊亮 , 
諸角誠人 . Transurethral Dissection（TUD）で診断された膀胱癌 pT1 の second look TUD. 第 106 回日本泌尿器
科学会総会 . 2018/4/21. 京都 .

⑧川上　理 , 立花康次郎 , 平沼俊亮 , 杉山博紀 , 篠原麻由香 , 香川　誠 , 高木大輔 , 竹下英毅 , 矢野晶大 , 岡田洋平 , 
諸角誠人 . 原発巣臨床病期 T4 の前立腺癌の予後解析 . 第 106 回日本泌尿器科学会総会 . 2018/4/20. 京都 .

⑨平沼俊亮 , 竹下英毅 , 川上　理 , 立花康次郎 , 杉山博紀 , 香川　誠 , 高木大輔 , 矢野昌大 , 岡田洋平 , 諸角誠人 . 両
側腎細胞癌 cT1b/T1bN0M0 に対して 3D 模型による術前シミュレーションを行い両側腎部分切除し得た 1 例 . 
第 78 回日本泌尿器科学会埼玉地方会 . 2018/2. 埼玉 .

⑩立花康次郎 , 岡田洋平 , 平沼俊亮 , 杉山博紀 , 香川　誠 , 髙木大輔 , 竹下英毅 , 川上　理 , 諸角誠人 . 膀胱全摘術後
に肺梗塞を来し，開心血栓除去術を行い救命し得た 1 例 . 第 81 回日本泌尿器科学会埼玉地方会 . 2019/02/16

【総数：論文 6 件，学会発表 18 件】
6-2．獲得研究費
　研究課題 : 精巣捻転症における精巣温存率向上のための治療戦略
　研究課題 / 領域番号 19K18597
　研究種目 若手研究
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　配分区分 基金
　審査区分 小区分 56030: 泌尿器科学関連
　研究機関 埼玉医科大学
　研究代表者 竹下英毅  埼玉医科大学 , 医学部 , 助教 （70647081）
6-3．受賞
　平成 30 年度若手医師研究助成　かもだ特別賞（200 万）　竹下英毅
　平成 30 年度若手医師研究助成　かもだ研究奨励賞（50 万）　立花康次郎
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育面では，講義・臨床実習を通じて，医学部卒業時における十分な知識の獲得を目指し，さらに将来の医者人生
にわたる実践的な臨床技能の獲得を目標とする．初期研修医に対しては臨床医としての基本的技能と臨床的態度の獲
得を目標とする．後期研修医に対しては泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の獲得，さらに各種学会発表
および論文作成の指導を行っている．
　研究面では泌尿器癌，尿路結石，精巣捻転等の泌尿器重要疾患に対する先進的なアプローチを行い，国内外の学会
での発表および論文作成による報告を行っている．また治験等，臨床研究への参加により，国内における新しい標準
的治療の確立を目指している．
　臨床面では埼玉県西部地区の広範囲の医療圏を背景に，進行がん症例，ハイリスク症例，難治結石症例等の泌尿器
疾患の最後の砦として，地域医療への関わりに専念している．さらに国内外の最先端の治療を実践し，新規治療の開
発にも取り組んでいる．
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2．23）眼　科

1．構成員
小幡博人（OBATA, Hiroto）： 教授：運営責任者：診療部長，教育主任，研究主任，代表指導教員（大学院）：角結

　　　　　　　　　　　　 膜疾患，眼瞼疾患，眼窩疾患，眼腫瘍，眼形成，眼病理：博士
山崎厚志（YAMASAKI, Atsushi）： 准教授：診療副部長，教育副主任，研究副主任，指導教員（大学院），網膜剥離，

　　　　　　　　　　　　　　 網膜黄斑部疾患，糖尿病網膜症，博士
河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）： 准教授：診療副部長，教育副主任，研究副主任，指導教員（大学院）：未熟児

　　　　　　　　　　　　　　　 網膜症，眼形成，眼薬理：博士
星　太（HOSHI, Futoshi）：助教：眼科一般；糖尿病網膜症
小泉宇弘（KOIZUMI, Takahiro）：助教：眼科一般，ロービジョン
阿部竜三郎（ABE, Ryuzaburou）：助教：眼科一般
山田布沙絵（YAMADA, Fusae）：助教：眼科一般
村上仁司（MURAKAMI, Hitoshi）：非常勤講師
渡辺　久（WATANABE, Hisashi）：非常勤講師
広瀬育隆（HIROSE, Ikutaka）：非常勤講師
佐谷　充（SATANI, Mitsuru）：非常勤講師
井上裕治（INOUE, Youji）：非常勤講師：博士，黄斑疾患

2．教育
　眼科は眼球とその付属器の疾患の予防，診断と治療，視機能回復などを主として行う外科系診療科である．
A．卒前教育
2-1．目的 ･ 目標
　国家試験合格のための知識の習得のみならず，将来，医師として知っておいて欲しい眼科の基礎知識を学ぶことを
目標とする．プライマリ・ケアにおいて必要な眼科領域の疾患とその病態を理解する．
2-2．教育内容
　BSL は，1 週間で，細隙灯顕微鏡検査の実習，豚眼による wet lab，外来見学，種々の眼科検査の原理の理解と体験，
手術見学，医師国家試験過去問から眼科を学ぶクルズス，などを行った．CC では，これらに加え，手術助手，医師
として知っておいて欲しい眼科の基礎知識の講義などを行った．
2-3．達成度
　BSL と CC は，眼科学とは何か，眼科の主要疾患と検査にはどのようなものがあるか，という観点で実習を通して
知識を取得し，目標を達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育スタッフが少ないなか，本学医学生のために，熱意をもって臨んだ．次年度は，講師，准教授などの教育ので
きるスタッフの増員が必要である．
B．卒後教育
2-1．目的 ･ 目標
　初期研修では，医師として知っておいて欲しい眼科疾患の基礎知識の修得，各種検査の理解，外来患者の医療面接，
細隙灯顕微鏡検査，眼底検査，豚眼による wet lab，手術助手などを行う．後期研修では，眼科専門医として地域住
民ならびに国民の眼科医療に貢献することを目指し，眼科専門医認定試験に合格するのに十分な知識の習得と眼科専
門医として相応しい手術手技の習得を中心に医療人としての基本的姿勢を身につける．
2-2．教育内容
　眼科では，研修医 1 名に対し 1 名の上級医がついて，患者を受け持ち，外来，病棟，手術などの一連の診療にあ
たりつつ，外来医長，病棟医長，診療部長・副部長の指導，監督を受ける．下記の研修内容を主なカリキュラムの柱
とする．
（1）眼科臨床に必要な基礎的知識，特に解剖，組織，病理の習得
（2）眼科診断，特に検査に関する原理の理解，技能の習得，所見の読み方
（3）眼科治療に関する知識と技能の習得：関与する眼科手術 100 例以上（外眼手術，内眼手術，およびレーザー
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手術がそれぞれ執刀者として 20 例以上を含む）　　　　　　　　
（4）学会，集談会，講演会などの出席
（5）英語論文の抄読会での発表
（6）眼科に関する論文を単独または筆頭著者として 1 篇以上
（7）学会（集談会等を含む）報告を演者として 2 報以上　　　
2-3．達成度
　各自が手術に積極的に取り組んだ．臨床研究を行い，学会発表を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
　眼科の基礎をしっかりと身につけてもらうという観点で目標は概ね達成できている．2018 年 7 月から網膜硝子体
疾患が専門の准教授が着任したので，前年度より良い卒前・卒後教育が可能となった．眼科の医療機器は日進月歩で
あり，検査や手術の器械が日々進化している．今後，最新の設備で最新の医療を学ぶ機会を提供すること，眼科部門
システムの導入により症例検討会やスライドカンファレンスを行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　個々の患者の病態にあったより良い治療を目指して，臨床研究を行った． 
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）翼状片の病態と手術治療
2）眼瞼腫瘍の疫学と病態
3）白内障手術患者の眼球生体計測と屈折誤差
4）未熟児網膜症レーザー治療と近視発生の関係
5）高度近視に伴う脈絡膜新生血管に対する抗 VEGF 抗体の有効性
3-3．研究内容と達成度
　上記 1）-5）に関して学会や研究会での発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
　研究面はスタッフが少ないため臨床に時間が費やされることが多く，十分とは言えない．論文の作成が少ないので
次年度は積極的に publish していく．今後も臨床に直結した研究を推し進めていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の診療は，角膜，結膜，眼瞼，眼窩などの前眼部・外眼部疾患の診療と網膜硝子体疾患や黄斑疾患の診療を 2
つの専門の柱とする．また，未熟児網膜症と眼部の腫瘍に関する症例が多いのは，他の病院にない特色である．具体
的には，難易度の高い白内障手術，全身麻酔が必要な白内障手術，若年性の網膜剥離や増殖糖尿病網膜症の手術，眼
部悪性腫瘍の治療，未熟児網膜腫の治療など大学病院として高度医療の提供を行った．2018 年 7 月から網膜硝子体
疾患を専門とする准教授が着任したので，網膜硝子体手術件数が増加した．白内障手術件数も増加し，入院手術件数
は前年度より増加した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働省：希少がん対策ワーキンググループ眼腫瘍分科会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Japanese Journal of Ophthalmology, Section Chief：小幡博人
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本眼科学会評議員：小幡博人
　日本眼腫瘍学会理事：小幡博人
　日本眼病理研究会世話人：小幡博人
　日本病理学会コンサルテーションシステム臓器別チーム責任者：小幡博人
　埼玉県眼科医会顧問：小幡博人
　埼玉県眼科医会理事：河井信一郎
　埼玉臨床眼科セミナー世話人：小幡博人
　彩の国眼科研究会世話人：小幡博人
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6．業績
6-1．論文・学会発表（10 編まで）

① Tanaka Y, Toyoda F, Shimmura-Tomita M, Kinoshita N, Takano H, Dobashi Y, Yamada S, Obata H, Kakehashi A: 
Clinicopathological features of epiretinal membranes in eyes filled with silicone oil. Clin Ophthalmol 12: 1949-
1957, 2018

② Yamasaki A, Sasaki S,Inoue Y: Myopic macular atrophy after treatment of intravitreal bavacizumab injection. The 
33th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, Hong-Kong, 2018.4.3.

③ Kawai S, Marubayashi A,Obata H: Statistical analysis for development of myopia in 1-year-old patients treated 
with laser photocoagulation for retinopathy of prematurity （ROP）. Association for Research in Vision and 
Ophthalmology （ARVO） Annual Meeting，2018.5.1.，Honolulu, Hawaii, USA

④ Obata H, Watanabe M, Arai Y, Kawashima H: Eyelid Tumors: A 13-year Survey from a Tertiary Hospital in Japan. 
Association for Research in Vision and Ophthalmology （ARVO） Annual Meeting，2018.5.3., Honolulu, Hawaii, 
USA

⑤小幡博人：眼球突出．今日の治療指針 2018 年版，医学書院，東京，1510-1511，2018
⑥小幡博人：結膜・角膜．日本医師会雑誌 147 特別号（1）:S40-S41, 2018
⑦小幡博人：高齢者の眼瞼に生じやすい皮膚病変について教えて下さい．あたらしい眼科 35（臨時増刊号）:327-

331, 2018
⑧小幡博人：眼瞼腫瘤．眼科 60:1077-1084, 2018
⑨小幡博人：外眼角炎．あたらしい眼科 36:71-72, 2019
⑩山﨑厚志，河本由紀美，魚谷　竜，稲田耕大，佐々木慎一，井上幸次 : 急激な血糖低下により急性増悪した単純

糖尿病網膜症症例の脈絡膜変化．あたらしい眼科 36：102-106, 2019
【総数：論文 3 件，著書・総説 7 件，学会発表 11 件，講演 17 件】
6-2．獲得研究費
　日本医療研究開発機構（AMED）：眼部腫瘍の全国症例登録システムの構築に関する研究
　日本アルコン：高度近視に伴う脈絡膜新生血管に対する抗 VEGF 抗体の有効性に関する研究 
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉臨床眼科セミナー，彩の国眼科研究会

7．自己点検・評価
　眼科は，手術で治す疾患と炎症性疾患など薬物治療で治す疾患がある．教室員が少ないなか，数多くの患者の診療
を行ってきた．今年度は 8 月から網膜硝子体疾患が専門の准教授が着任したことにより，さらに広範囲な医療を提
供することができるようになった．卒前教育は，年間を通して熱意をもって臨んだ．研究に関しては，講師，准教授
などの研究が指導できる人員不足と臨床と教育に費やされる時間が多いという問題があり，十分とは言えない．当科
は，まだ電子カルテ，画像ファイリングシステムがない．これらは，診療上，教育上，現在では必要なシステムなの
で一日も早く導入したい．より多くの疾患，難症例に対応できるように，大学病院としての使命を果たしていきたい．
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2．24）耳鼻咽喉科

1．構成員　
菊地　茂（KIKUCHI, Shigeru）：教授：運営責任者：診療部長：大学院代表指導教員：耳科学，鼻科学，頭頸部外

　　　　　　　　　　　　　  科学，耳鼻咽喉科領域の画像診断：博士（医学）
大畑　敦（OHHATA, Atsushi）：准教授：教育主任：頭頸部外科学，鼻科学，深頸部感染症：博士（医学）
大木雅文（OHKI, Masafumi）：講師：大学院指導教員．研究主任：耳科学，平衡神経科学
田中　是（TANAKA, Sunao）：講師：耳鼻咽喉科一般：博士（医学）
野村　務（NOMURA, Tsutomu）：講師：大学院指導教員．頭頸部外科学，口腔外科学：博士（歯学）
石川淳一（ISHIKAWA, Junichi）：助教：頭頸部外科学，耳鼻咽喉科一般
杉木　司（SUGIKI, Tsukasa）：非常勤医師
杉本裕彦（SUGIMOTO, Hirohiko）：非常勤医師
北野佑果（KITANO, Yuka）：助教：非常勤医師
堀越友美（HORIKOSHI, Tomomi）：助教：耳鼻咽喉科一般
望月　慧（MOTIDUKI, Kei）助教：耳鼻咽喉科一般
坂田英明（SAKATA, Hideaki）客員教授：神経耳科，小児耳鼻咽喉科：博士（医学）
西嶌　渡（NISHIJIMA, Wataru）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士（医学）
青木大輔 （AOKI, Daisuke）：非常勤講師：急性感音難聴，聴覚医学：博士（医学）
尾関英徳（OZEKI, Hidenori）：非常勤講師：耳科学，平衡神経科学：博士（医学）
重田恵一（SHIGETA, Keiichi）：非常勤講師：鼻腔形態学：博士（医学）
林　聡子 （HAYASHI, Satoko）：非常勤医師
大野俊哉 （OHNO, Toshiya）：非常勤医師：博士（医学）
田原　篤（TAHARA, Atsushi）：非常勤医師
馬塲有加（BABA, Yuka）：非常勤医師
髙嶋正利（TAKASHIMA, Masatoshi）：非常勤医師
山田正人（YAMADA, Masato）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標

日常診療に追われる毎日であるが，本来，優れた臨床教育は豊富な症例から得られるものであり，卒前教育におい
ても，卒後教育においても懇切丁寧に指導し，耳鼻咽喉科の重要性と魅力を伝えるように努めている．
2-2．教育内容（担当者）

卒前教育においては，平成 30 年度は BSL および系統講義再開から 16 年目になり，系統講義を菊地，大畑，大木
が担当した．埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校の講義を菊地が担当した．新臨床研修制度も 14 年目を迎
え，十数名のローテーターが初期研修における選択科目として耳鼻咽喉科を選択し研修した．卒後 6 年目までの教
育は日本耳鼻咽喉科学会の認定専門医制度に従って行い，学会認定専門医の資格習得を目的とし，医局全体でこれを
サポートした．さらに，手術報告会，症例検討会などを頻回に行い，耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の優れたオールラ
ウンドプレーヤーとなるための教育を日々行っている． 
2-3．達成度

卒前教育においては，講義・BSL ともにカラーアトラスを付けた資料（プリント）を配布し，好評であった．BSL
においては指導者と学生がグループとなって診療にあたり，手術，外来，病棟の各実習，画像診断のクルズスなど，
日常の講義や学習では学べないことを十分に指導できたかと思う．
2-4．自己評価と次年度計画

耳鼻咽喉科領域は各種の機器を使用しないと病変を可視できない部分が多く，特に学生教育においては，機能外科
としての耳鼻咽喉科を理解してもらうため，オリジナルなアトラスや動画などを作成し供覧したい．また，助教以下
の教員にも積極的に教育に寄与してもうように指導したい．さらに，卒後教育では多数の症例に触れてもらい，丁寧
にかつ熱心に指導したい．
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3．研究
3-1．目的・目標

豊富な臨床例を背景とした臨床研究を中心に研究を行っている． 
3-2．研究グループ

上気道生理学：野村，菊地
平衡神経科学：大木
耳鼻咽喉科領域の感染症の研究：大畑，菊地，田中
3-3．研究内容と達成度

神経耳科疾患（末梢性ならびに中枢性平衡障害，顔面神経麻痺，急性感音難聴）の解析，鼻腔生理学，レーザー治
療，副鼻腔内視鏡治療，深頸部感染症，急性喉頭蓋炎などの臨床研究を中心に研究を進めた． 
3-4．自己評価と次年度目標

平成 31 年度もこれまで通り臨床研究に力を注ぎ，学位取得者を輩出できるように指導したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 30 年度において取り扱った疾患は，急性感音難聴，顔面神経麻痺，中枢性ならびに内耳性めまい症などの神

経耳科疾患から頭頸部腫瘍や重症感染症まで多岐にわたり，このような豊富な症例は都内の大学病院では絶対に経験
できないと言ってよい．次年度以降も安全で質の高い耳鼻咽喉科・頭頚部外科領域の医療を提供したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

菊地　茂：JOHNS（Editor）
菊地　茂：日本耳鼻咽喉科学会会報（査読委員）
菊地　茂：日本鼻科学会誌（査読委員）
菊地　茂：頭頸部外科学会誌（査読委員）
菊地　茂：Auris･Nasus･Larynx（査読委員）
5-3．その他，社会的あるいは医学貢献に関わる業務
　埼玉感染症アレルギー研究会の主催，埼玉県耳鼻咽喉科医会，川越市医師会，東入間医師会との病診連携，学術講
演会共催など．

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Ohki M, Kikuchi S. Sinonasal inverted papilloma: Efficacy of demucosation to reduce recurrence after surgical 
managements. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Feb18　[Epub ahead of print]

② Ohki M, Kikuchi S, Tanaka S. Endoscopic Type 1 Tympanoplasty in Chronic Otitis Media: Comparative Study 
with a Postauricular Microscopic Approach.　Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Mar 26:194599819838778. 
doi: 10.1177/0194599819838778. [Epub ahead of print]

③大木雅文：IgG4 関連疾患と唾液腺腫脹　JOHNS 34:483-487,2018．
④菊地　茂：高齢者の鼻疾患．ENTONI　225：35-40，2018．
⑤大木雅文：鼻副鼻腔炎合併症　JOHNS 34:1561-1565,2018
⑥大木雅文：咽頭手術におけるインフォームド・コンセント　JOHNS 35:208-210,2019
⑦ Ohki M, Kikuchi S, Dysphagia due to systemic light chain amyloidosis revealed by videoendoscopic and 

videofluorographic swallowing examinations, Otolaryngology Case Reports 6 （2018） 4-6, doi: 10.1016/
j.xocr.2017.11.002.

⑧高嶋正利 , 野村　務 , 菊地　茂 , 田中　是 , 田原　篤 , 堀越友美：遺伝性甲状腺髄様癌の 2 症例　JOHNS 34（6）: 
805-808,2018

⑨ Ohki M, Kikuchi S.Apocrine adenoma of the external auditory canal with pseudoepitheliomatous hyperplasia. 
Case Rep Otolaryngol. 2019 Feb 20;2019:7395856. doi: 10.1155/2019/7395856. eCollection 2019.

⑩杉本裕彦，山内彰人， 田山二朗 ,，高野智誠 ,，菊地　茂：診断と治療に難渋した喉頭サルコイドーシス疑診群の
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1 例．JOHNS　35（1），115-118，2019．
【総数：論文 19 件，学会発表 19 件】
6-2．獲得研究費：該当なし 
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：

研究会開催：第 14 回埼玉耳鼻咽喉科感染症・アレルギー研究会，2018 年 9 月 20 日，さいたま市

7．自己点検・自己評価　　
　平成 28 年度も，医療安全の面から，耳鼻咽喉科内におけるチーム医療と責任体制を高め，毎朝 8 時より教授以下
医局員全員と看護師による病棟回診を行った．学生に対する講義や BSL の再開から 15 年経過し，引き続き卒前教育
にも精力的に取り組んだ．本年度もまだ慢性的なマンパワー不足を脱するに至っていないのが現状であり，引き続き
常勤医師の獲得に向けて努力を重ねたい．
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2．25）（1）産婦人科（産婦人科）

1．構成員
高井　泰（TAKAI, Yasushi）：准教授：指導教員，論文審教員：診療科長：研究副主任：臨床遺伝学 , 生殖内分泌 ,
　　　　　　　　　　　　　 不妊症治療学 , 内視鏡手術：博士
石原　理（ISHIHARA, Osamu）：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：生殖内分泌学 , 不妊症治療学：博士
竹田　省（TAKEDA, Satoru）：客員教授：産科救急医学 , 婦人科腫瘍治療学 , 周産期医学：博士
高木健次郎（TAKAGI, Kenjiro）：客員教授：周産期医学 , 婦人科一般：博士
林　直樹（HAYASHI, Naoki）：客員准教授：不妊症治療学 , 内視鏡手術：博士
長井智則（NAGAI, Tomonori）：准教授：外来医長：婦人科腫瘍学：博士
松永茂剛（MATSUNAGA, Shigetaka）：准教授：病棟医長：博士
赤堀太一（AKAHORI, Taichi）：講師：博士
板谷雪子（ITAYA, Yukiko）：助教
一瀬俊一郎（ICHINOSE, Syunitiro）：助教
増子寛子（MASUKO, Hiroko）：助教
魚谷隆弘（UOTANI, Takahiro）：助教
黒瀬喜子（KUROSE, Yoshiko）：助教
山田祐士（YAMADA, Yuji）：非常勤講師：博士
高木章美（TAKAGI, Akiyoshi）：非常勤講師：博士
山本智子（YAMAMOTO, Tomoko）：非常勤講師：博士
斎藤麻紀（SAITO, Maki）：非常勤講師：博士
岩田　睦（IWATA, Atsushi）：非常勤講師：博士
松村英祥（MATSUMURA, Hideyoshi）：非常勤講師：博士
保母るつ子（HOBO, Rutsuko）：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．目的・目標

婦人科腫瘍修練施設に認定されている県内の 6 施設の中の一つとなっており若手医師が積極的に経験を積むこと
を奨励している．また内視鏡手術に関しても日本有数の規模である．更に体外受精の研究にも取り組んでおり，その
周期数は 600 を越え大学病院では日本最多である．生殖医療専門医の認定施設であり体外受精を院内で豊富に経験
できる．
2-2．教育内容
卒前教育

3 ～ 5 年生に対する講義や 5 年生の各グループに対して 2 週間の BSL および 4 週間のクリニカルクラークシップ
を行った．BSL では，各々チームに配属され以下のような具体的な目標をあげ取り組んだ．

◎ 2 週間の間に最低限行うべきこと
1．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は，産泊すること）
2．婦人科外来（月曜（担当：高井准教授）と木曜（担当：長井助教）と産科外来（担当：1 診 担当医師）を見学

する（各半日程度，1 人の医師に対し見学は 1 名ずつ）
3．帝王切開手術，子宮全摘手術（良性疾患でも悪性疾患でもよい），腹腔鏡下手術に立ち会う
4．体外受精や顕微授精の採卵を見学する
5．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け DVD『望妊治療』を視聴する
6．火曜日の関教授総回診，および火曜日以外の産科病棟，婦人科病棟の一般回診に参加する
7．割り当てられたチームの一員として診療を見学・実習する
8．割り当てられた産科 1 症例，婦人科 1 症例に関して，それぞれ A4 2-3 枚程度（計 4-6 枚程 度）のレポートに

まとめ，斉藤准教授に提出する 
9．病棟カンファレンス（火曜日 7:30?），医局カンファレンス（火曜日 17:30?），周産期カンファレンス・ハイリ

スク妊娠カンファレンス（月曜日 17:30?）に参加する
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10．クルズスに参加する 
◎より興味を深めるために参加を勧める
1．鉗子分娩（骨盤位分娩，双胎分娩を見学する）
2．子宮脱手術など腟式手術，広汎子宮全摘術に立ち会う
3．人工授精，胚移植に立ち会う 
4．ヒト卵子，精子，初期胚を観察する 
5．当直医とともに，産婦人科当直業務を経験する 
6．母体搬送，産褥搬送，緊急手術症例などを見学する積極的に外来診療・病棟診療に参加してもらう．
◎ 2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容

担当者 内　容
関教授 妊娠高血圧症候群

馬場教授／斉藤教授 オリエンテーション
馬場教授 超音波診断
斉藤教授 症例検討（各自受け持ち症例 2 例）
高井教授 不妊症，不育症，

婦人科救急疾患の診断と治療など
長井准教授 婦人科悪性腫瘍の治療と管理
小野准教授 妊娠高血圧症候群（基礎）卒後教育

前期研修医
臨床現場での実施教育のみならず，他科医師として必要な産婦人科知識習得を目的にクルズスやカンファレンスな

どを開催した．更に患者様との接点を増やし，医師としての責任感と自覚を持たせることを意識した．また学術面で
は日本産婦人科学会埼玉地方部会などで積極的に発表した．
後期研修医

周産期のみならず腫瘍，不妊・内分泌，内視鏡のいずれの分野においても研修が十分可能である．産婦人科専門医
の取得はもちろんである．サブスペシャリティーを視野に入れ，周産期専門医，腫瘍専門医，生殖医療専門医，内視
鏡認定医などの取得を目指した研修が可能である．
2-3．達成度

教授以下医局員一同積極的に学生教育に参加し，特に BSL，クリニカルクラークシップ，初期研修医，後期研修医
に対して十分な指導を行った．今年度教育目標は十分達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画

教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標

腫瘍学部門では，総合周産期センターを併設した施設という特色を生かし，臨床研究として「妊娠に合併した子宮
頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」「妊娠に合併した卵巣悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」といった
周産期部門とコラボレーションした研究を行っている．また，施設の特徴として多くの合併症を有する悪性腫瘍症例
や高齢者の悪性腫瘍症例も多いため「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」といった研究も行ってい
る．その他，「子宮肉腫の術前診断精度向上に関する研究」「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する
研究」といったいくつかの研究が進行中である．

不妊・内分泌部門では，体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確立，悪性腫瘍患者の妊孕性温存を
目的とした卵子・受精卵や卵巣組織の凍結保存とその応用，腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性
の確立などを主な研究課題として，学会および論文発表，学位取得へと導く．内視鏡下手術では，麻酔科との共同研
究で「高度肥満症例に対する腹腔鏡下手術への HAL（Hybrid Abdominal Lifting）法の応用とその有用性」などが進
行中である．
3-2．研究グループ

・婦人科腫瘍部門，不妊・内分泌部門の臨床研究
・基礎研究
　Hammersmith Hospital（London），大阪バイオサイエンス研究所，東京医科歯科大学分子細胞機能学教室，慶

応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，埼玉医科大学ゲノム医学センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血
細胞治療部，埼玉医科大学医学部解剖学教室，帯広畜産大学原虫病研究センター，城西大学薬学部薬科学科皮膚
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生理学部門，順天堂大学医学部産婦人科学教室，東京大学医学部産科婦人科学教室，加藤レディスクリニック先
端生殖医学研究所，国立成育医療研究センター研究所再生医療センター，米国マサチューセッツ総合病院ヴィン
セント生殖生物学研究センターとの共同研究．

3-3．研究内容と達成度
婦人科腫瘍学部門では，「妊娠に合併した子宮頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」，「妊娠に合併した卵巣

悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」，「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」，「子宮肉腫の術前診
断精度向上に関する研究」，「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する研究」といった臨床研究に対し，
国内外で研究成果の発表を行った．またこれらの研究内容に関して，現在，論文化を進めている．

不妊・内分泌部門では，生殖補助医療で得られた余剰の凍結胚盤胞を用いて，国内 2 例目となる胚性幹細胞（ES 細胞）
4 系列を樹立した．性同一性障害患者を対象としたヒト卵巣凍結保存技術の確立とその臨床応用に向けた研究を学内
倫理委員会へ申請・認可を受け，卵巣組織の凍結保存ならびに再移植に関する基礎研究を施行した．ヒト凍結卵巣組
織から卵子幹細胞の抽出に世界で初めて成功し，内外のメディアで広く報道された．達成度 70％．
3-4．自己評価と年次目標

臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，学位を取得を目指す．
来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
婦人科・腫瘍部門：2018 年度の年間の婦人科入院症例は 1161 件である．また婦人科手術件数は 711 例（うち内

視鏡手術は 342 件），産婦人科救急疾患センター，がんセンターとしての機能も果たしている．悪性腫瘍に対する腹
腔鏡手術も増加している．

不妊・内分泌部門：297 周期の採卵と 213 周期の凍結融解，計 510 周期の生殖補助医療を実施している他，悪性
腫瘍等に罹患した若年がん患者に対する生殖機能温存療法としての卵子・受精卵凍結も施行しており，大学病院なら
ではの多様性に富んだ不妊症診療を展開している．

その他，高齢者の骨盤臓器脱に対する新しい治療として腹腔鏡下仙骨腟固定術（Laparoscopic sacrocolpopexy: 
LSC）を開始するなど，幅広い産婦人科領域に対応し，地域医療にとって不可欠な診療を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1．日本母性衛生学会理事
2．日本妊娠中毒症学会理事
3．日本産婦人科学会代議員
4．日本内分泌学会評議員
5．日本新生児学会評議員
6．日本不妊学会評議員　　　
7．PSI-Japan 研究会顧問
8．日本産科婦人科学会教育委員会委員
9．日本産科婦人科学会教育委員会用語小委員会委員
10．日本産科婦人科学会埼玉認定医委員会委員
11．日本産科婦人科学会埼玉地方部会長
12．日本母性衛生学会埼玉県支部長
13．埼玉県母性衛生学会会長
14．埼玉県産婦人科医会理事，幹事
15．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
16．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
17．埼玉県産婦人科医会医療事故安全対策委員
18．埼玉県医師会周産期医療運営委員会委員
19．埼玉県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
20．埼玉県医師会母子保健委員会委員
21．埼玉県医師会子育て相談窓口運営委員会委員
22．埼玉県周産期医療対策協議会委員



産婦人科（産婦人科） 

630

23．埼玉県成人病検診管理指導協議会委員
24．埼玉県医学会運営委員
25．埼玉県消防学校救急科教育訓練講師
26．埼玉産婦人科研修学院講師
27．埼玉医科大学短期大学非常勤講師
28．県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
29．国家試験（保健師助産師看護師）委員
30．埼玉県不妊治療費助成事業に係る実施医療機関指定調査会・専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　

1．日本産婦人科医会研修委員会・委員
2．日本産婦人科医会・NIPT に関するテキスト作成のための委員会・委員
3．埼玉産婦人科学会雑誌編集員
4．関東連合産科婦人科学会査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

1．日本がん・生殖医療研究会・理事
2．厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略事業）「乳癌患者における妊孕姓保持支援のための治療選

択および患者支援プログラム・関係ガイドライン策定の開発」班・ガイドライン策定委員
3．関東連合産科婦人科学会庶務委員会・委員
4．日本産科婦人科内視鏡学会・評議員
5．日本生殖医学会・代議員
6．日本受精着床学会・評議員
7．日本産科婦人科学会サマースクール講師

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Seki H Animal models of preeclampsia: an examination of usefulness and limitations based on the metabolic 
domino theory. Hypertens. Res. Pregnancy. 2018；5：52-58

② Takahashi M, Takeda J, Ono Y, Nagai T, Seki H, Takeda S Safety and reliability of forceps delivery based on a 
3-dimensional fetal head evaluation: a retrospective study. Hypertens. Res. Pregnancy. 2018；5：65-72

② Miyazawa Y, Murakami K, Kizaki Y, Itaya Y, Takai Y, Seki H Maternal peripartum septic shock caused by 
intrauterine infection with Edwardsiella tarda: a case report and review of the literature J. Obstet. Gynaecol. Res. 
2018；44：171-174 doi.10.1111/jog.13476

③ Mikami Y, Takai Y, Era S, Ono Y, Saitoh M, Baba K, Suzuki H, Seki H Differences in home blood pressure 
and pulse rates between singleton and twin pregnancies.  J. Int. Med. Res. 2018；46：1496-1504 DOI: 
10.1177/0300060517727683

④ Ono Y, Murayama Y, Era S, Matsunaga S, Nagai T, Osada H, Takai Y, Baba K, Takeda S, Seki H Study of the Utility 
and Problems of Common Iliac Artery Balloon Occlusion for Placenta Previa with Accreta. ?J. Obstet. Gynaecol. 
Res. 2018；44：456-462

⑤ Nakamura E, Samejima K, Takayanagi N. Ono Y, Matsunaga S, Nagai T, Takai Y, Saito M, Baba K, Seki H 
Retrospective study of umbilical cord ulceration related to congenital intestinal atresia: A single-center report.  J. 
Obstet. Gynaecol. Res. 2018；44：873-879 doi: 10.1111/jog.13611

⑥ Bothun A, Gao Y, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Karger B, Tilly J, Woods DC Quantitive promeotic profilling of the 
human ovary from early to mid-gestation reveals protein expression dynamics of oogenesis and folliculogenesis. 
Stem Cells Dev. 2018；27：723-735 doi: 10.1089/scd.2018.0002.

⑦ Tajima Y, Eguchi H, Chika N, Nagai T, Dechamethakun S, Kumamoto K, Tachikawa T, Akagi K, Tamaru J, Seki 
H, Okazaki Y, Ishida H Prevalence and molecular characteristics of defective mismatch repair epithelial ovarian 
cancer in a Japanese hospital-based population. Jpn. J. Clin. Oncol. 2018；1-8 doi:10.1093/jjco/hyy081

⑧ Seki H Complications with vacuum delivery from a forceps-delivery perspective: Progress toward safe vacuum 
delivery. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2018；44：1347-1354 doi:10.1111/jog.13685

⑨ Hirashima C, Takahashi K, Saito S, Seki H, Watanabe K, Naruse K, Makino S, Metoki H, Matsubara S, Ichihara 
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A, Ohkuchi A Pregnancy outcomes in Japanese pregnant women with either chronic hypertension or white 
coat hypertension （JP-WCH）: protocol for a prospective multicenter cohort study. Hypertens. Res. Pregnancy. 
2018；6：7-10

⑩ Takai Y: Recent advances in oncofertility care worldwide and in Japan. Reprod Med Biol 2018; 17 : 356-368.
【総数：論文　30 件，学会発表　49 件】
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし 
6-5．研究会，セミナーの開催実績

1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検，自己評価
腫瘍学部門では，県内屈指の癌拠点病院であり，また総合周産期センターを併設した施設という特色をいかし，臨

床，研究，教育に力を注いでいる．不妊・内分泌部門では，体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確
立，悪性腫瘍患者の妊孕性温存，腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性の確立のため日々努力して
いる．県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきており，これらのニーズに応えうることができている
のは，医師としての良心のもと，一人一人の献身的な努力にほかならない．教育に関しては初期，後期研修医，学生
教育にスタッフが熱心に参加している．

研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表などを指導し多くの実績を重ね挙げてきている．全国でも多彩な症例の報告や先進的な治療を行なう施設と注目さ
れている．
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2．25）（2）産婦人科（総合周産期母子医療センター産科）

1．構成員
関　博之（SEKI, Hiroyuki）：副センター長：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育副主任：周産期学，妊

　　　　　　　　　　　　娠高血圧症候群，プロスタグランディン代謝，産婦人科手術学：博士
馬場一憲（BABA, Kazunori）：教授：教育主任：副診療科長：胎児医学，周産期医学，超音波診断，医用電子工学：

　　　　　　　　　　　　  博士
斎藤正博（SAITO, Masahiro）：教授：教育副主任：不育症 , 不妊症治療学 ,ART, 内視鏡手術：博士
小野　義久（ONO, Yoshihisa）：准教授：病棟医長：周産期医学：博士
矢部慎一郎（YABE, Shinichiro）: 講師
見上由紀子（MIKAMI, Yukiko）：講師：博士
江良澄子（ERA, Sumiko）：助教
成田達哉（NARITA, Tatsuya）：助教
鮫島浩輝（SAMEJIMA, Koki）：助教
酒井あゆみ（SAKAI, Ayumi）：助教
上村のぞみ（UEMURA, Nozomi）: 助教
木崎雄一朗（KIZAKI, Yuuichirou）：助教
武井かほり（TAKEI, Kahori）：助教
黄　海鵬（HUANG, Haipeng）：助教
重松幸佑（SHIGEMATSU, Kosuke）：助教
中村永信（NAKAMURA, Eishin）: 助教
助川　幸（SUKEGAWA, Sachi）：助教
入江佑子（IRIE, Yuko）: 助教
柏原総一郎（KASHIWABARA, Souichiro）：助教
宮澤祐樹（MIYAZAWA, Yuki）：助教
佐藤　翔（SATO, Sho）：助教
三澤将大（MISAWA, Masahiro）
品川裕伯（SHINAGAWA, Hironori）
岡野真大（OKANO, Masahiro）
高﨑はづき（TAKASAKI, Haduki）
中井葉子（NAKAI, Yoko）
山本祥子（YAMAMOTO, Shoko）

2．教育
2-1．目的・目標
　深い愛情と奉仕の精神を持ち，鋭い洞察力によって自ら問題を見つけ考え探求していく，優れた実施臨床医家の育
成を目標とする．特に，学生，初期研修医に対しては，産婦人科の魅力ややりがいを体得させ，なり手の減少が著し
い産婦人科医を目指す者を増やす．
2-2．教育内容

［卒前教育］
　本学医学部学生，短期大学学生，看護専門学校学生を対象に講義を行った．医学部 5 年生の BSL と CC，6 年生の
CC を行った．特に 2 週間の BSL では，下記のように明確な目標を示し，医局員全員が学生教育に尽力した．
◎ 2 週間の BSL 期間中に最低限行うべきこと
　1．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は，産泊すること）
　2．婦人科リプロ外来，婦人科腫瘍外来，産科外来を見学する（各半日程度）
　3．帝王切開手術，子宮全摘手術，腹腔鏡下手術に立ち会う
　4．体外受精や顕微授精のための採卵を見学する
　5．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け DVD『望妊治療』を視聴する
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　6．MFICU 病棟，母子 3 階病棟，3 階西病棟（婦人科病棟）の朝の病棟医回診に参加する
　7．割り当てられた医師チームの一員として診療を見学・実習する

8．割り当てられた産科 1 症例，婦人科 1 症例に関して，それぞれ A4 2-3 枚程度（計 4-6 枚程度）のレポートに
まとめて提出する

9．病棟カンファレンス，医局カンファレンス，周産期カンファレンス・ハイリスク妊娠カンファレンスに参加す
る

　10．クルズスに参加する
◎ 2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容

担当者 内　容
関教授 妊娠高血圧症候群，口頭試問

馬場教授／斉藤教授 オリエンテーション
馬場教授 超音波診断
斉藤教授 症例検討（各自受け持ち症例 2 例）

高井教授
不妊症，不育症，

婦人科救急疾患の診断と治療など
長井准教授 婦人科悪性腫瘍の治療と管理
小野准教授 妊娠高血圧症候群（基礎）

◎ 2 週間の BSL 期間中により興味を深めるために参加・見学を勧める．
　1．鉗子分娩，骨盤位分娩，双胎分娩を見学する
　2．子宮脱手術など腟式手術，広汎子宮全摘術に立ち会う
　3．人工授精，胚移植に立ち会う
　4．ヒト卵子，精子，初期胚を観察する
　5．当直医とともに，産婦人科当直業務を経験する
　6．母体搬送，産褥搬送，緊急手術症例などを見学する

［卒後教育－前期研修医］
　産婦人科専門医と後期研修医（産婦人科専攻医）3 ～ 4 人で構成される医師チームの 1 つに配属し，チームの一
員として臨床を行いながら，将来，他科医師になった場合でも必要な産婦人科領域の知識や技術を教育した．医師と
しての責任感と自覚を持たせることを目標に，病気ではなく人としての患者に積極的に関わり向かい合うよう指導し
た．興味のある者には，学会などでの発表も積極的に行わせた．

［卒後教育－後期研修医（産婦人科専攻医）］
　当センターは人口 720 万の埼玉県の中核的施設であり，産婦人科（総合周産期母子医療センター母体胎児部門を
含む）には，産婦人科領域すべての疾患の患者が多数集まってきている．また，日本周産期・新生児医学会基幹研修
施設，日本婦人科腫瘍学会修練施設，日本生殖医学会研修施設，日本超音波医学会研修施設，日本産科婦人科内視鏡
学会研修施設に指定されており，産婦人科領域のすべての分野において専門的な研修を受けることができる体制や人
員が整っている．
　これらの好条件を生かし，産婦人科専門医を長とする医師チームの 1 員として臨床を行うだけでなく，産婦人科
専門医を目指して，周産期，腫瘍，不妊・内分泌を中心とした産婦人科領域すべての分野において，自ら診断，治療
方針決定，治療ができるよう実施臨床を通じて指導を行った．さらに，周産期専門医，婦人科腫瘍専門医，生殖医療
専門医，超音波専門医などのサブスペシャリティーや日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医を視野に入れて，それぞ
れの専門医が専門的な立場から教育を行った．
2-3．達成度
　教授以下医局員全員が積極的に教育に参加した．特に BSL や CC の学生，初期研修医，後期研修医に対しては，臨
床を通して十分な教育を行い，今年度教育目標は十分に達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　わが国最大規模の総合周産期母子医療センターを抱え，また県内で数少ない腹腔鏡下手術可能な施設として緊急手
術を要する救急患者を数多く受け入れる過重勤務の中にあっても，医局員各々の高いモチベーションによって十分な
教育ができたと考えている．来年度は，減少著しい産婦人科医師を目指す学生や産婦人科医師になる初期研修医が少
しでも増えるよう，教室員一丸となって，より一層，教育に力を入れていく．

3．研究
3-1．目的・目標
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　妊娠高血圧症候群に関する研究（①現在の定義・分類は，superimposed gestational hypertension を病型から除い
たが，その妥当性に関して後方視的研究を行っている．②現在の定義・分類では，妊娠高血圧症候群の follow up 期
間を原則 12 週間としているが，その妥当性に関する後方視的研究を行っている．いずれも，これまでほとんど報告
されていない．③ prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する
基礎研究，④妊娠における血中可溶型 prorenin 受容体濃度の推移と妊娠高血圧腎症発症への関与に関する研究，⑤
妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科ストレスに対する反応に関する基礎的研究）と前置胎盤で癒
着胎盤である症例の安全な分娩方法（帝王切開）の確立，産科大量出血の管理法の確立（産科大量出血において，①
血中 fibrinogen 値が出血の重症度の評価因子となり得るかに関して，後方視的研究を行っている．②血中 fibrinogen
値が輸血必要量を推測するパラメーターとなり得るかに関して，後方視的研究を行っている．），吸収糸を用いた頚管
縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表，論文化，学位取得へと導く．また，大学院生や海外留学の医師によ
る基礎研究も行い，研究マインドを持った臨床医の養成を行う．
3-2．研究グループ
　上述した妊娠高血圧症候群に関する研究，前置癒着胎盤に関する研究，吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などの臨
床研究，および妊娠高血圧症候群に関する基礎研究を総合周産期母子医療センターで行う．
　その他，基礎的研究は慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，九州大学産婦人科教室，埼玉医科大学ゲノム医学
センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞治療部との共同研究として行われている．
3-3．研究内容と達成度
（1）妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては，superimposed gestational hypertension を病型から除

いたが，その妥当性に関して後方視的研究，および妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科スト
レスに対する反応に関する基礎的研究をそれぞれ英文論文として発表した．常位胎盤早期剥離における凝固因子
の動態に関して，日本産婦人科・新生児血液学会誌に論文として発表した．

（2）吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では，その有用性を明らかにし，現在論文作成中である．また，
prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究に関
しても，発症美かニズムに関与していることを明らかにし，英文論文として作成中である．

　それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
　臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
我々の施設の主な実績は，総分娩数 970，多胎妊娠 135（双胎 132，品胎 3），帝王切開 538，産科手術 89，早

産 309（妊娠 28 週未満の早産 39），母体救命コントロール症例 85，母体搬送依頼 364，母体搬送応需数 198，応
需率 54.4% で，症例の重症度，重症症例の数は全国トップと言っても過言ではない．埼玉県の周産期医療の「最後
の砦」としての役割を果たしている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1. 厚生労働省保健師助産師看護師医道審議会委員
2. 日本母性衛生学会常務理事
3. 日本妊娠高血圧学会常任理事
4. 日本産婦人科学会代議員
5. 日本周産期新生児医学会評議員
6. 日本不妊学会評議員　　　
7. PSI-Japan 研究会顧問
8. 埼玉県産婦人科医会副会長，幹事
9. 埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
10. 埼玉県産婦人科学会会長
11. 埼玉県産婦人科医会学術企画委員
12. 県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
13. 県医師会メディカル協議会委員
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14. 県医師会母子保健委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
（論文）
① Seki H Animal models of preeclampsia: an examination of usefulness and limitations based on the metabolic 

domino theory. Hypertens. Res. Pregnancy. 2018；5：52-58
84. Takahashi M, Takeda J, Ono Y, Nagai T, Seki H, Takeda S Safety and reliability of forceps delivery based on a 

3-dimensional fetal head evaluation: a retrospective study. Hypertens. Res. Pregnancy. 2018；5：65-72
② Miyazawa Y, Murakami K, Kizaki Y, Itaya Y, Takai Y, Seki H Maternal peripartum septic shock caused by 

intrauterine infection with Edwardsiella tarda: a case report and review of the literature J. Obstet. Gynaecol. Res. 
2018；44：171-174 doi.10.1111/jog.13476

③ Mikami Y, Takai Y, Era S, Ono Y, Saitoh M, Baba K, Suzuki H, Seki H 
Differences in home blood pressure and pulse rates between singleton and twin pregnancies.  J. Int. Med. Res. 

2018；46：1496-1504 DOI: 10.1177/0300060517727683
④ Ono Y, Murayama Y, Era S, Matsunaga S, Nagai T, Osada H, Takai Y, 
Baba K, Takeda S, Seki H Study of the Utility and Problems of Common Iliac Artery Balloon Occlusion for Placenta 

Previa with Accreta. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2018；44：456-462
⑤ Nakamura E, Samejima K, Takayanagi N. Ono Y, Matsunaga S, Nagai T, Takai Y, Saito M, Baba K, Seki H 

Retrospective study of umbilical cord ulceration related to congenital intestinal atresia: A single-center report.  J. 
Obstet. Gynaecol. Res. 2018；44：873-879 doi: 10.1111/jog.13611

⑥ Bothun A, Gao Y, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Karger B, Tilly J, Woods DC Quantitive promeotic profilling of the 
human ovary from early to mid-gestation reveals protein expression dynamics of oogenesis and folliculogenesis. 
Stem Cells Dev. 2018；27：723-735 doi: 10.1089/scd.2018.0002.

⑦ Tajima Y, Eguchi H, Chika N, Nagai T, Dechamethakun S, Kumamoto K, Tachikawa T, Akagi K, Tamaru J, Seki 
H, Okazaki Y, Ishida H Prevalence and molecular characteristics of defective mismatch repair epithelial ovarian 
cancer in a Japanese hospital-based population. Jpn. J. Clin. Oncol. 2018；1-8 doi:10.1093/jjco/hyy081

⑧ Seki H Complications with vacuum delivery from a forceps-delivery perspective: Progress toward safe vacuum 
delivery. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2018；44：1347-1354 doi:10.1111/jog.13685

⑨ Hirashima C, Takahashi K, Saito S, Seki H, Watanabe K, Naruse K, Makino S, Metoki H, Matsubara S, Ichihara 
A, Ohkuchi A Pregnancy outcomes in Japanese pregnant women with either chronic hypertension or white 
coat hypertension （JP-WCH）: protocol for a prospective multicenter cohort study. Hypertens. Res. Pregnancy. 
2018；6：7-10

【総数：論文 18 件，学会発表 36 件，講演 7 件】
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績

1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検，自己評価
　埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
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ないスタッフにも関わらず，これらのニーズに応えうることができているのは，医師としての良心のもと，ひとりひ
とりの献身的な努力にほかならない．
　教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している．
　研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表など義務づけ，多くの実績を重ね，英文論文として報告できるようになってきている．全国でも，多彩な症例の報
告や先進的な治療を行なう施設と注目されている．また，基礎研究も他施設と共同して継続的に行い，英文論文によ
る発表をおこなっている．
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2．26）歯科・口腔外科

1．構成員
堀江憲夫（HORIE, Norio）：教授：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：囊胞，口腔粘膜疾患：

　　　　　　　　　　　 博士（歯学）
金子貴広（KANEKO, Takahiro）：准教授：診療副部長：教育副主任：研究副主任：外来・病棟医長：研究員：指導

　　　　　　　　　　　　　　教員（大学院）：顎顔面外傷，口腔インプラント：博士（医学）
那須大介（NASU, Daisuke）：講師：研究員：博士（歯学）
日野峻輔（HINO, Shunsuke）：講師：研究員：研修・総務医長：指導教員（大学院）：顎顔面外傷：博士（医学）
深井俊一（FUKAI, Shun-ichi）：助教：研究員
近藤圭祐（KONDO, Keisuke）：助教：研究員：博士（歯学）
飯島洋介（IIJIMA, Yousuke）：助教：研究員
中村悟士（NAKAMURA, Satoshi）：助教：研究員
山田美喜（YAMADA, Miki）：助教：研究員
西原正樹（NISHIHARA, Masaki）：助教（シニアレジデント）
横井健太郎（YOKOI, Kentaro）：助教（シニアレジデント）
新井隆仁（ARAI, Takahito）：初期研修医
小林玄和（KOBAYASHI, Hirokazu）：初期研修医
柏俣玲於奈（KASHIMATA, Reona）：初期研修医
西村　響（NISHIMURA, Hibiki）：初期研修医
下山哲夫（SHIMOYAMA, Tetsuo）：名誉教授：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍：博士（歯学）
堀　稔（HORI, Minoru）：非常勤講師：顎変形症，口腔インプラント：博士
永田　温（NAGATA, Atsushi）：非常勤講師：歯科矯正：博士
井出文雄（IDE, Fumio）：非常勤講師：口腔病理：博士
種林康彦（TANEBAYASHI, Yasuhiko）：非常勤講師：顎変形症，歯科矯正
宮　恒男（MIYA, Tsuneo）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士
髙橋雅幸（TAKAHASHI, Masayuki）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士
増田一生（MASUDA, Issei）：非常勤講師：スポーツ歯科
山岸　清（YAMAGISHI, Kiyoshi）：歯科技工士長
大沼昭彦（OHNUMA, Akihiko）：歯科技工士
遠藤美樹（ENDO, Miki）：歯科衛生士
植松綾子（UEMATSU, Ayako）：歯科衛生士
鈴木　綾（SUZUKI, Aya）：歯科衛生士

2．教育
2-1．目的・目標
　歯科疾患を含めた顎顔面領域の疾患について解剖学的立場を含め理解するとともに，歯科口腔外科的疾患と全身疾
患との関連を理解する．
2-2．教育内容
　4 年生に対し，感覚器ユニットの一部として「口腔の嚢胞」「口腔ケア」について講義を行った．
2-3．達成度
　要点を絞ってわかりやすく解説しており，学生は時間内に十分理解できていると考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学部の学生に理解しやすい歯科学の講義に努めている．今後もわかりやすい講義を目標としている．

3．研究
3-1．目的・目標
　大学病院としての立場を生かし，臨床的研究，基礎的研究を行うことで，歯科口腔外科学の発展に寄与する．
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3-2．研究グループ
　動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析（日野，飯島）
　歯科用インプラントの臨床的及び基礎的研究（金子，日野，横井）
　マウスガード使用に対する臨床的研究（近藤，中村，西原，新井）
　化学療法患者の口腔内有害事象の検討（山田，遠藤，堀江）
　重症心身障害児施設での口腔ケアの検討（那須，植松，小林，堀江）
　静脈鎮静と歯科治療の研究（深井，堀江）
3-3．研究内容と達成度
　「動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析」は，昨年に引き続きラットにグリシンを用い睡眠時ブラキシズム発症
機構に関わる中枢神経機構を検討中である．
「歯科用インプラントの臨床的研究」はサイナスリフトを中心に症例を蓄積中である．一部学会発表，論文化をし

ている．
「マウスガード使用に対する臨床的研究」（近藤，中村）はマウスガードの有効性を引き続き検討中で，学会発表，

論文化も行われている．
ド装着の統計からスタートしている．学会発表，論文化を検討中である．

「化学療法患者の口腔内有害事象の検討」は，口腔内有害事象の統計的観察を行い，学会発表，一部論文化された．
「重症心身障害児施設での口腔ケアの検討」は引き続き患者機能と口腔ケアの関連を検討中で，学会発表，論文化

がなされた．
「静脈内鎮静法と歯科治療の研究」は特に鎮静下の抜歯患者の動態を検索する．
現在症例蓄積中である．
3-4．自己評価と次年度計画
　「動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析」は，次年度も継続して研究を行う．
　「歯科用インプラントの臨床的研究」は順調で，次年度も継続して研究を行う．
　「マウスガード使用に対する臨床的研究」は，次年度は症例報告も積極的に行う予定である．
「化学療法患者の口腔内有害事象の検討」は継続中で，さらなる論文化を計画中である．
「重症心身障害児施設での口腔ケアの検討」はさらなる論文化を計画中である．
「静脈内鎮静法と歯科治療の研究」は次年度も引き続き学会発表を計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　顎顔面外傷，腫瘍，嚢胞，インプラント，有病者患者の歯科治療，がん患者の周術期口腔機能管理等，地域基幹病
院歯科口腔外科の役割を踏まえた診療を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

【学会発表】
①遠藤美樹，山田美喜，飯島洋介，中村悟士，日野峻輔，近藤圭祐，金子貴広，佐野元彦，近藤正巳，堀江憲夫：

がん化学療法中の口腔有害事象の発現頻度．第 15 回日本口腔ケア学会総会・学術大会，2018 年 4 月 28,29 日，
福岡

②日野峻輔，中村悟士，飯島洋介，近藤圭祐，増田一生，下山哲夫，堀江憲夫：モトクロス競技中に受傷した広範
囲の口腔裂傷の 1 例．一般社団法人日本スポーツ歯科医学会　第 29 回総会・学術大会 , 2018 年 6 月 23,24 日，
仙台

③山田美喜，飯島洋介，近藤圭祐，深井俊一，日野峻輔，那須大介，金子貴広，工藤逸郎，下山哲夫，堀江憲夫 : 
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歯性感染が疑われた成人スチル病の 1 例．第 63 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会 2018 年 11 月 2,3,4,
日，千葉

④小林玄和，日野峻輔，山田美喜，那須大介，荒木隆一郎，近藤圭祐，金子貴広，工藤逸郎，下山哲夫，堀江憲夫：
医療型障害児入所施設に入所する小児の歯肉炎について．第 30 回一般社団法人日本小児口腔外科学会総会・学
術大会，2018 年 11 月 23,24 日 川越，

⑤西原正樹，深井俊一，遠藤美樹，中村悟士，飯島洋介，近藤圭祐，日野峻輔，金子貴広，工藤逸郎，堀江憲夫，
下山哲夫：心肺停止蘇生後に舌異物が判明した 1 例．第 28 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会 , 2019
年 3 月 1,2,3 日，千葉

【総数：論文 7 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費　
　埼玉医科大学若手育成研究助成費
　かもだ研究奨励賞：研究代表者　飯島洋介　助教：50 万円
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 30 回日本小児口腔外科学会総会・学術大会
　（平成 30 年 11 月 23.24 日・埼玉医科大学かわごえクリニック）

7．自己点検・評価
　教育面では医学生に対する歯科的知識普及の一助となり得たと考える．研究面では，マウスガード，障害児の口腔
ケア，化学療法中の口腔内有害事象は論文化まで行うことができた．臨床面ではインプラント治療患者は堅実に増加
している．また周術期口腔機能管理は患者数の増加が予測され，今後は当科の重点項目になると考える．
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2．27）リハビリテーション科

1．構成員
【医師】
山本　満（YAMAMOTO, Mitsuru）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究副主任：代表指導教員（大学院）；

　　　　　　　　　　　　　　   中枢神経，呼吸器・心臓・腎臓などの内部疾患のリハビリテーション：博士
藤本幹雄（FUJIMOTO, Mikio）：講師：外来医長，病棟医長：教育副主任：研究主任；中枢神経，嚥下障害・痙縮の

　　　　　　　　　　　　     リハビリテーション
陶山哲夫（SUYAMA, Tetsuo ）：客員教授：脊髄損傷，末梢神経，脳性麻痺，骨関節患など肢体不自由のリハビリテー

　　　　　　　　　　　　    ション：博士
【看護師】

吉本久子
【セラピスト】：國友淳子（統括責任者）：係長
＜理学療法士＞

武井圭一（係長），藪崎　純（主任），野々垣政志（主任），森本貴之（主任），高野敬士（主任），守岡義紀（主任），野々
垣直子，樺山有香，小林大祐，鈴木翔太，丸山侑里子，高畑朱理，大久保裕也，三本木光，長谷部悠葵，西本淳司，
岡本晴香，小山智世，大久保恵美，岩田一輝，萩原郁美，石川由樹，荒木心太，加藤星也，冨樫健太，武あかね，
藤井優梨子，岩田萌美，鈴木健太，三村孝雅，岩崎萌子，後藤ちひろ，久喜啓誉，小野巧介，秋元麻由，佐藤佑
実，濱田勇志，大沢巧，橘愛梨香，佐川大輔，小島沙織，小島一紗，増田みのり，河瀬朱加，齊藤光志，峯崎亮
磨，吉澤憧子

＜作業療法士＞　
平田樹伸（主任），高野香緒里，東謙一，平井良太，松原秀徳，高畑幸弘，中村さなえ，石動友里，加藤なつき , 
関根エリ子，鈴木美咲 , 飯塚航平 , 大川航洋，秋澤　亮，山本美咲，坂村あゆみ，関雪乃

＜言語聴覚士＞　
伊藤智彰（係長），伊藤淳子（主任），杉本真美（主任），中辻勝一，田中春野，片貝百花，橋本安里，後藤愛理，
高岡真衣，増田有希

2．教育
2-1．目的・目標
　WHO / ICF に基づき，リハ医学の理念と実際，および急性期から社会復帰・社会生活に至る一連の流れを理解する．
2-2．教育内容（担当者）
＜医学生への教育＞
　山本　満；循環器・呼吸器系・切断のリハ医学
　陶山哲夫；リハビリテーション概論，骨・関節のリハ医学
　藤本幹雄；脳卒中・小児のリハ医学
＜看護学生への教育＞山本　満，藤本幹雄，武井圭一，國友淳子，伊藤智彰の 5 名がリハビリテーション医学につ

いて年間 30 時間の教育を行った．
2-3．達成度

医学生，看護学生共にリハ医学の理念は理解できたと思われる．しかしリハ医学に関しては専門性が高く，医学全
般の基礎知識を習得していることが前提となるため，学生にはリハ医学の必要性を理解するように努めた．
2-4．自己評価と次年度計画
　自己評価；良くできたと思う．
　年次計画；医学生の BSL 指導・講義 ,　看護学生への講義の継続

3．研究
3-1．目的・目標
　リハビリテーション医学を基礎と臨床に分け，医師とセラピストが研究チームを編成し，各専門分野からみた研究
を行い，各々評価と今後の検討課題をまとめる．
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3-2．研究グループ
1. 不全頸髄損傷例の歩行獲得の予測因子に関する研究：武井圭一，高野敬士，森本貴之，山本満
2. 頸髄損傷例における嚥下障害に関する研究：杉本真美，伊藤智彰，中辻勝一，片貝百花，藤本幹雄
3. 携帯型加速度計を用いた上肢機能評価：東謙一，國友淳子，平田樹伸，山本満
4. 障害者のスポーツにおける障害別運動機能の評価に関する研究：山本満，陶山哲夫，藤本幹雄，高野敬士，鈴

木翔太，岩田萌美
5. ダウン症児に対する装具療法の効果に関する研究：守岡義紀，大久保恵美，山本満
6. 脳損傷患者の歩行能力に関する研究：藪崎純，高野敬士，藤井優梨子，山本満
7. がん患者の運動耐容能に関する研究：森本貴之，小林大祐，武井圭一，西本淳司，山本満
8. がん患者の運動による免疫応答に関する研究：小林大祐，森本貴之，藤本幹雄，山本満
9. NICU 患者の在宅移行に向けた病棟・家族・理学療法士の連携に関する研究：守岡義紀，岩田萌美，山本満
10. がん患者に対する作業療法からのアプローチに関する研究：平井良太，國友淳子，平田樹伸，東謙一，高野香

緒里，松原秀徳，髙畑幸弘，中村さなえ，石動友里，山本満
3-3．研究内容と達成度
　以下の内容に集約される
　①リハ医学に必要な基礎運動学の研究：70％
　②脳損傷者に伴う認知・高次脳機能障害：80％
　③脳損傷者の機能回復度と予測因子：50％
　④がん患者の運動耐容能：80％
　⑤障害者のスポーツと運動生理学的機能：70％
3-4．自己評価と年次計画
　自己評価；当科で研究すべきテーマは上記以外にも多数あるが，特にその中から選択して研究を行い，得られた評
価は「良」と判定した．
　年次計画；上記研究の継続．

4．診療内容（詳細は病院要覧に記載）
　当科は，骨・関節・体幹などの肢体不自由，および呼吸・循環器疾患，代謝疾患などの内部障害を対象としている．
取り扱い件数は前年比 20% の増加があり，入院症例は延べ約 120,000 件，外来症例は約 10,000 件であった．今後
も診療内容の拡大および充実，運動機能評価の開発，高次脳機能・認知機能の評価，下肢裝具の開発，がん患者の運
動耐容能の評価，免疫能からみた障害者スポーツの検討などの先進医療への取り組みを継続していきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　1）全国障害者スポーツ大会・内部障害者の参加検討委員会：厚生労働省・日本障害者スポーツ協会（山本　満）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　1）Japan Orthopaedic Association・査読；陶山哲夫
　2）日本脊髄障害医学会・編集委員長：陶山哲夫
　3）日本運動器リハビリテーション学会・編集委員；陶山哲夫
　4）日本リハビリテーション・ネットワーク研究会；査読・編集委員：山本満
　5）埼玉包括的リハビリテーション研究会；編集委員・査読委員：山本満
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　≪陶山哲夫≫

1）. 日本障害者スポーツ学会・理事長
2）. 日本生活支援工学学会・理事
3）. 日本リヒューマンケア・ネットワーク学会・理事長
4）. 日本義肢装具学会・理事
5）. 日本アンチ・ドーピング機構：理事
6）. 埼玉圏央リハビリテーション研究会・筆頭幹事
7）. 日本障害者スポーツ協会；理事・医学委員長
8）. Japan Paralympic Committee：医学委員長
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9）. Asia Paralympic Committee（APC）：医科学委員長
　≪山本満≫

1）. 日本リハビリテーション医学会・代議員
2）. 日本ヒューマンケア・ネットワーク学会・常任理事
3）. 埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
4）. 日本障害者スポーツ協会・医学委員
5）. 国際障害者バドミントン協会・International Classifier
6）. 日本義肢装具学会・正会員
7）. 埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事
8）. 埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事
9）. 埼玉県リハビリテーション医会・理事

6．業績
6-1．論文・学会発表

①秋元麻由，武井圭一，岩崎寛之，山本満：運動器疾患を合併した高齢の軽症脳梗塞患者における退院前後の身体
活動量の推移．日本ヒューマンケア・ネットワーク学会誌 16（1）：54-59，2018．

②小林大祐，三村孝雅，會田萌美，森本貴之，武井圭一，國澤洋介，山本満：無菌室内治療中の急性骨髄性白血
病患者に対して運動と栄養の併用療法によりサルコペニアの重症化予防を図れた一症例．日本ヒューマンケア・
ネットワーク学会誌 16（1）：60-65，2018．

③守岡義紀，武井圭一，山本満：当院 NICU における理学療法士の活動報告－医療安全の視点－．埼玉県包括的リ
ハビリテーション研究会雑誌 18（1）：40-45，2018．

④平井良太，伊藤智彰，野々垣政志，平田樹伸，國友淳子，山本満，荒木尚：小児重症外傷性脳損傷における高次
脳機能障害に対するリハビリテーションの経験．神経外傷 41，1，pp26-32，2018．

⑤石動友里，平田樹伸，山本満：電撃性紫斑病により四肢切断を呈した症例に対する急性期リハビリテーショ
ンが心理面に与える影響～インタビュー調査より～．第 18 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会会誌．
Vol18,1,pp32-36,2018.

⑥ Ono K,  Akasaka K, Otsudo T, Mizoguchi Y, Tamura A, Hattori H,Hasebe Y, Takei K, Yamamoto M, Hall T：Effects 
of neuromuscular training on ankle sprain in junior high school basketball players　12th The International 
Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, Paris．

⑦ Suzuki K, Akasaka K, Otsudo T, Mizoguchi Y, Ono K, Tamura A, Hattori H, Hasebe Y, Takei K, Yamamoto M, Hall 
T：Functional movement screen score and baseball performance in Japanese high school baseball players after 
corrective exercises. 12th The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, Paris．

⑧山本満，藤本幹雄：リハビリテーション医療が支える障害者スポーツー現状と課題．脳卒中者がスポーツをする
際の注意点．臨床リハ．27（13）,1309-1314,2018

⑨藤本幹雄，那須巧，山本満：【リハビリテーション治療戦略における痙縮治療の意義】 痙縮治療をデザインす
る　ボツリヌス毒素の濃度の使い分け，フェノールの併用などを含めて（解説 / 特集）?Journal of Clinical 
Rehabilitation　27 巻 13 号 Page1309-1314（2018.12）

⑩大久保裕也，武井圭一，髙野敬士，藤本幹雄，山本満：当院救命 ICU におけるせん妄・肺炎の発症状況とその特徴．
第 46 回日本集中治療医学会学術集会．2019/3/1-3，京都

【総数：論文 12 件，学会発表 50 件，講演 40 件，】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーの開催実績
　1）第 19 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会学術集会．2019/2/9，埼玉
　2）第 18 回日本ヒューマンケア・ネットワーク学会学術集会．2018/12/9，東京
　3）平成 30 年度第 7 回埼玉がんのリハビリテーション研修会，2018/8/26，埼玉
　4）平成 30 年度第 4 回がんのリハビリテーション研修会，2018/10/14，東京
　5）平成 30 年度第 6 回埼玉がんのリハビリテーション研修会，2018/12/16，埼玉



643

リハビリテーション科

7．自己点検・評価
1）診療：各科のご協力により治療患者数が着実に増加しており，ほぼ満足すべき結果である．
2）教育：学生のリハビリテーション医学に対する理解が不十分であり，今後教育の方法を検討する必要がある．
3）研究：研究課題が数多くあり未だ十分ではないが，可能な時間内で研究できたと思われる．
4）その他（学会，社会貢献）：充分行っている．
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2．28）（1）（2）麻酔科（麻酔科，産科麻酔科）

1．構成員
小山　薫（KOYAMA, Kaoru）：教授：運営責任者，麻酔科診療部長，教育主任，研究員：麻酔，集中治療，疼痛管理，
　　　　　　　　　　　　　 心臓麻酔：医学博士
照井克生（TERUI, Katsuo）：教授：教育員，研究副主任：麻酔，産科麻酔，小児麻酔：医学博士
鈴木俊成（SUZUKI, Toshinari）：准教授：手術室医長，教育副主任，研究員：麻酔，輸液：医学博士
丸尾俊彦（MARUO, Toshihiko）：講師：外来医長，教育員，研究員：麻酔，疼痛管理：医学博士
清水健次（SHIMIZU, Kenji）：講師：かわごえクリニック医長，教育員，研究員：医学博士
田村和美（TAMURA, Kazumi）：産科麻酔科診療副部長，教育員，研究員，山家陽児（YANBE, Yoji）：専門医員，
教育員，研究員：医学博士，加藤崇生（KATO, Takao）：ICU 医長，教育員，研究主任，加藤　梓（KATO, Azusa）：
専門医員，教育員，研究員，田澤和雅（TAZAWA, Kazumasa）：教室主事，専門医員，教育員，研究員，大橋夕
樹（OOHASHI, Yuuki）：専門医員，教育員，研究員：医学博士，北岡良樹（KITAOKA, Yoshiki）：専門医員，教育
員，研究員，大浦由香子（OOURA, Yukako）：専門医員，教育員，研究員，原口靖比古（HARAGUCHI, Yasuhiko）：
専門医員，教育員，研究員，青柳瑠美子（AOYAGI, Rumiko）：専門医員，教育員，研究員，金子恒樹（KANEKO, 
Kouki）：専門医員，教育員，研究員，研究員，岡本理沙子（OKAMOTO, Risako）：医員，教育員，研究員，野口翔
平（NOGUCHI, Shohei）：医員，教育員，研究員，小島崇史（KOJIMA, Takashi）：医員，教育員，研究員，近藤隼
人（KONDO, Hayato）：医員，教育員，研究員，金子恒樹（KANEKO, Koki）：専門医員，教育員，中野由惟（NAKANO, 
Yui）：専門医員，教育員，研究員，長根亜佐子（NAGANE, Asako）：専門医員，教育員，研究員，伊野田絢子（INODA, 
Ayako）：専門医員，教育員，研究員：医学博士，栗原郁美（KURIHARA, Ikumi）：医員，教育員，研究員，金子友
美（KANEKO, Tomomi）：医員，教育員，研究員，浅野麻由（ASANO, Mayu）：医員，教育員，研究員，黒川右基

（KUROKAWA, Yuki）：医員，教育員，研究員，肥塚幸太郎（HIDUKA, Koutaro）：医員，教育員，研究員，黒木将貴（KUROKI, 
Masataka）：医員，教育員，研究員，坂本尚子（SAKAMOTO, Shoko）：医員，教育員，研究員，小島　啓（KOJIMA, 
Akira）：医員，教育員，研究員，大久保訓秀（OOKUBO, Kunihide）：医員，教育員，研究員，松浦千穂（MATSUURA, 
Chiho）：医員，教育員，研究員
留学・産休：松田祐典（MATSUDA, Yusuke），菊池佳奈（KIKUCHI, Kana）
客員教授：宮尾秀樹（MIYAO, Hideki），重松俊之（SHIGEMATSU, Toshiyuki），川崎　潤（KAWASAKI, Jun）
客員准教授：小高光晴（KODAKA, Mitsuharu）
非常勤 : 官川　響（HIROKAWA, Toru），吉川由美（YOSHIKAWA, Yumi），源田　正（GENDA, Tadashi），林田真
吾（HAYASHIDA, Shingo）， 高 田 稔 和（TAKADA, Toshikazu）， 加 藤 里 絵（KATO, Rie）， 萩 原 大 士（HAGIWARA, 
Daishi），前島和美（MAESHIMA, Kazumi）, 高橋玲子（TAKAHASHI, Reiko），福山達也（FUKUYAMA, Tatsuya），
須藤貴世子（SUDO, Kiyoko），斉藤利恵（SAITO, Toshie），町田貴正（MACHIDA, Takamasa），佐々木麻美子（SASAKI, 
Mamiko），大橋　明（OOHASHI, Akira），原さやか（HARA, Sayaka） ，成田優子（NARITA, Yuko），花岡千佳（HANAOAK, 
Chika），濱口裕江（HAMAGUCHI, Hiroe），土岐和芳（TOKI, Kazuyoshi），高橋綾子（TAKAHASHI, Ayako）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：4 年生 6 年生の講義は麻酔科領域の基本的な知識を習得させる．BSL は医療センター麻酔科 4 部門（手
術室麻酔管理，ICU，ペインクリニック，周産期麻酔）の診療内容の理解．研修医は主に手術室麻酔研修，ICU・周産期・
ペインクリニックの内容理解，集中治療室での全身管理の基礎を学ぶ．スタッフ教育は最新の知識の取得と専門医に
必要な項目の理解を目的とした．開院以来使用している「麻酔科研修のために」は適宜改訂を行い教育の指針として
使用，定期的に改訂を行っている（ver6.4.4）．
2-2．教育内容（担当者）:4 年生，6 年生の系統講義を小山，照井，宮尾が担当した．BSL は小山，照井，清水，丸
尾，山家，鈴木，加藤，宮尾らが担当した．手術室は実習を主体とし，薬液注入，気道確保，静脈確保，シミュレー
ション人形での気管挿管練習，BSL 練習等を行った．ICU，周産期では症例ベースの実習，ペインはかわごえクリニッ
クでのペイン外来見学を行った．BSL 終了時に 4 部門それぞれの到達目標に関する小テストを行った．夏期学生プロ
グラム（課外プロ）を提示，医学部学生を受け入れた．初期研修医教育では毎年 4 月第 1 土曜日（今年度は第 2 週）
に初期研修医全員を対象としてアメリカ心臓協会認定心肺蘇生講習会（AHA BLS プロバイダーコース，小山コース
ディレクター，毛呂山会後援）を開催した．麻酔科研修中は日々の臨床麻酔を通して呼吸循環管理や急性期の輸液管
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理を教育した．救命救急士の挿管実習を継続した（3 ヶ月毎）．救命救急士の気管挿管プログラム（埼玉西部第 2 地
区気管挿管生涯教育ならびに埼玉県ビデオ喉頭鏡講習，小山担当）を実施した．後期研修医，他施設からの産科麻酔
研修（フェローシップ含め）を随時受け入れている．スタッフ教育では平日朝の症例カンファレンス後のミニレク
チャーを継続し，最新の知見から研修医向けの基礎的な内容まで幅広くカバーした．土曜医局会開催時は症例検討お
よび後期研修医向けの講義を継続し，教育システムの充実を図った．年に 2 回開催される埼玉医大 3 病院麻酔科研
究会（SMU-CAN，代表世話人小山）は，3 病院麻酔科の情報交換およびエキスパートからの講義を受ける貴重な研
究会である．同じく年 2 回開催される埼玉麻酔科専門医会は，埼玉県内麻酔科専門医の意見交換と同時に，1 年目後
期研修医の学会発表デビューの場になっている．
2-3．達成度：BSL では 4 部門それぞれ到達目標を定めて効果的に実習を行った．小テストはおおむね成績良好で，講義，
見学の満足度も高かった．研修プログラムの改訂で初期研修 1 年目の麻酔科研修は全員 2 ヶ月，希望に応じて 2 年
目での選択も可能となった．スタッフ教育は毎朝の症例検討，クルズス，抄読会を続けた．後期研修医教育は土曜日
を中心に系統講義を充実させた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL の教育は成果をあげた．研修医教育 1 年目では，より充実した教育を行なった．
2 年目麻酔科を選択した研修医には希望により 4 部門のうちの希望部門の研修を行った．スタッフ教育は毎朝の症例
検討，クルズス，抄読会が十分成果をあげている．教育主任小山教授，教育副主任鈴木准教授，後期研修担当原口助
教，初期研修担当加藤梓助教を中心に BSL および研修医教育，救急救命士教育の充実を図った．4 年生，6 年生の講
義では医師国家試験の出題傾向を考慮し学生からのフィードバック結果を基に内容をブラッシュアップしている．後
期研修医はオペ室での全身管理から研修を開始，後半は集中治療管理，産科麻酔も加え幅広く全身管理を教育した．

3．研究
3-1．目的・目標：大学院の学位論文作成，臨床での臨床研究を車の両輪として，学会発表のみならず，なるべく多
くの研究を論文化することに努めている．研究カンファを定期的に開催し，研究の方向性を探り，研究の推進をはか
る（従来の基本方針を堅持）．埼玉医科大学東洋医学講座，防衛医科大学校麻酔科学教室などと共同で研究を行い，
複数の分野で博士号論文につながる研究を継続している．
3-2．研究プロジェクト

麻酔：周術期血液凝固系の変化（ROTEM，TEG による評価），大手術における代用血漿剤（ボルベン）の臨床的検
討，レミフェンタニル投与中の血中グリシン濃度の推移，周術期イオン化マグネシウムの推移・総マグネシウムとの
比較，周術期心房細動発生危険因子の検討，心臓外科術後の急性腎障害早期指標の検討，等

周産期：帝王切開術での麻酔薬および輸液製剤の胎児移行，臍帯血イオン化マグネシウム値，妊娠高血圧症候群の
循環動態，妊婦ストレスの HPLC による評価，帝王切開術後の悪心・嘔吐および掻痒感に対する円皮鍼の効果，帝王
切開術後のアセトアミノフェン投与の有用性，帝王切開術時の腰椎くも膜下ブロックの低血圧予防および新生児への
影響，妊婦の循環血液量の測定，急性出血時の血液代替療法（動物妊娠モデル），等

ICU：人工呼吸中の加温加湿，新しい人工呼吸モードの検討，集中治療室患者における血糖測定器の精度，重症患
者での酸素需給バランスの評価（ScvO2・乳酸値），術後悪心・嘔吐，ICU 患者のイオン化マグネシウム値の推移，
新しい腎機能評価の指標としての尿中 PO2 測定，等

ペイン：神経ブロック後の重心動揺，抗凝固療法中の神経ブロック，帯状疱疹後神経痛の臨床経過，等
3-3．研究内容と達成度

血液凝固：達成度 70％，代用血漿製剤：70％
帝王切開術での胎児移行：達成度 90％，臍帯血イオン化マグネシウム値：90％，妊娠高血圧症候群：80%，悪心・

嘔吐：90%，HPLC を使用したストレス検討：70%，急性出血モデル：70%，人工呼吸中の加温加湿：90％，イオン
化マグネシウム値の推移：90％，悪心・嘔吐：90%，酸素需給バランスの評価：70％
3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数，論文等
　加藤，照井，小山，産科麻酔フェロー，菊池（東洋医学），その他関係医局員で月 1 回の研究カンファレンスを継続し，
研究環境の充実を図った．日本麻酔科学会，日本集中治療医学会，日本ペインクリニック学会，日本心臓血管麻酔学会，
日本産科麻酔学会等，日本での主要学会のみならず，ASA，SCA，SOAP，WCA 等の海外での学会で積極的に発表した．
研修医の学会発表の論文化を研究カンファレンスが主体となって推進している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　総合医療センター麻酔科は，手術室麻酔管理，集中治療室管理，産科麻酔，ペインクリニックの 4 部門に加え，
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ドクターヘリでの救急医療など，おおよそ麻酔科医が関与しうる全ての分野をカバーしていることが最大の特徴であ
る．3D 心エコーも導入され心臓血管麻酔の充実も期待されるところである．各分野で，最新の知見も視野に入れた，
質の高い医療を提供すると同時に，医学部学生，研修医の教育にも力を注いでおり，チーム医療やマンパワーの充実
も目標に掲げている．安全で質の高い麻酔を介して病院全体の安全管理，病院経営に寄与すべく医局員一丸となって
取り組んでいる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県西部第 2 地区 MC 協議会委員（小山）
　ISO-Technical Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバー（宮尾名誉教授）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia， editorial board（照井），査読委員（小山，宮尾），日本集中治療
医学会雑誌査読委員（小山），日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾），International Journal of Obstetric Anesthesia, 
occasional editor（照井），International Anesthesiology Clinic, contributing editor（照井）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　小山はアメリカ心臓協会認定の川越 ACLS トレーニングサイトのサイト長およびファカルティとして，Basic Life 
Support（BLS），Advanced Cardiac Life Support（ACLS），および Pediatric Advance Life Support（PALS）プロバイダー
コースを定期開催し，地域での蘇生教育の普及に貢献した．日本麻酔科学会代議員，日本臨床麻酔学会評議員，日本
心臓麻酔学会評議員，日本集中治療医学会評議員，日本臨床モニター学会評議員，体液代謝研究会評議員として活躍
した．
　照井は，日本麻酔科学会代議員，体液代謝研究会評議員，Obstetric Anesthesia subcommittee member，World 
Federation of the Societies of Anesthesiologists の active member として活躍した．

6．業績
6-1．論文・学会発表：3．研究の項を参照
6-2．獲得研究費：消防救命救急士気管挿管実習，旭化成ファーマ，味の素製薬工場，大塚製薬工場，エドワーズラ
イフサイエンス，等
6-3．受賞 
6-4．特許，実用新案：該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
6-5-1．埼玉医大臨床麻酔ネットワーク（SMU-CAN：毛呂，日高，川越麻酔科の合同研究会）：代表世話人小山，埼
玉県麻酔専門医会世話人：小山
6-5-2．体液代謝管理研究会：鈴木，丸尾，宮尾
6-5-3．AHA 認定 BLS，ACLS，PALS 講習会定期開催：小山

7．自己点検・評価
　鈴木，丸尾，清水，加藤，大橋，北岡，大浦，原口ら若いメンバーが総合医療センター麻酔科の 5 部門（4 部門＋
心臓血管麻酔）のさらなる充実を図っている．産科麻酔では照井の指導の下，他大学を含めた産科麻酔研修の希望者
を随時受け入れている．教育は 4 年生，6 年生の系統講義，5 年生の BSL を担当した．当科は BSL，CC の人気も高い．
研修医の教育体制は維持している．改訂された「麻酔科研修のために」を BSL 学生，初期～後期研修医の教育のた
めに有効活用している．BLS/ACLS/PALS の教育では小山が学生，研修医，病院職員の教育に力を発揮し，地域での
普及教育も積極的に行っている．救命新棟手術室置オープンに伴い手術室増室，昼夜を問わない緊急手術へ柔軟に対
応し，手術件数の増加，安全で質の高い医療の提供，研修医の育成を目標に，厳しい労働環境の中，医局員一丸となっ
て努力している．ICU も救命新棟 2 階に移動，入室患者も年々増加，リスクの高い症例を積極的に受け入れ手術室の
効率的な運営にも寄与している．ペインクリニックでは 2 つの外来診療（当院・かわごえクリニック）を継続している．
フライトドクターとしてドクターヘリ運営に貢献している．地域での急変患者の蘇生率向上に貢献すべく，AHA 認
定心肺蘇生講習会を定期開催している．このように総合医療センター麻酔科は，麻酔科の関与しうる，おおよそ全て
の分野で活動している．多忙な臨床の中でも，リサーチマインドを忘れることなく学会活動などを継続，最新の医療
を提供すべく研鑽を重ねている．



647

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．29）救急科（ER）

1．構成員
　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）：教授：運営責任者 , 診療部長：指導教員（大学院）：蘇生 , 心臓震盪：博士
　久村正樹（HISAMURA, Masaki）：准教授：研究主任：教員（大学院）：精神科救急：博士
　安藤陽児（ANDOU, Youji）：講師：教育主任：頭頸部外傷外科 , 航空医療
　中村元洋（NAKAMURA, Motohiro）：講師：教育副主任 , 研究副主任：教員（大学院）：航空医療 , 周術期管理：博士
　淺野祥孝（ASANO, Yoshitaka）：助教：専門委員：蘇生教育 , 小児救急
　園田健一郎（SONODA, Kenichiroo）：助教：専門委員：災害医療
　橋本昌幸（HASHIMOTO, Masayuki）：助教：専門医員：外傷外科
　城下　翠（JOUSHITA, Midori）：助教：専門医員：高齢者救急
　千田咲智子（TIDA, Sachiko）：後期レジデント：医員
　安齋勝人（ANNZAI, Masato）：救急救命士：蘇生教育 , 病院前救護：修士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

「卒前教育」　
BSL・CC において，救急患者の病院前医療や医療機関における初期評価，外傷初期診療の意義を理解し，心肺停

止症例においては BLS を体験し，ACLS の内容を理解する．体表の創傷処置を経験する．
「卒後教育」　

初期研修 1 年目では救急患者の初期診療において，蘇生処置，体表の外傷処置，中心静脈確保および総合的な救
急診療の基礎を修得する．また，救急車に同乗して病院前救護の意義を理解する．2 年目では 1 年目研修医および学
生の指導ができ，ACLS および JATEC が実行できる．また，病院前救護の内容を考察する．後期研修では救急科専門
医を取得する．
2-2．教育内容（担当者　研修医：安藤 , 学生：中村）

「卒前教育」　
独歩来院の救急患者に対して医療面接を行い，その病態を考えて診療録に記載する．診断に必要な検査を考え，そ

の結果を考察して治療方法を提案する．救急車で搬送される患者については静脈路確保や採血を適宜実施し，病態や
治療方針についてレクチャーを受ける．入院患者の回診に同行し，初期診療がその後の治療に及ぼす影響についてレ
クチャーを受ける．シミュレーターを活用し，侵襲的処置の指導を受け，機会があれば縫合処置など簡単な処置を経
験する．

「卒後教育」　
初期研修 1 年目では，独歩来院の救急患者や二次救急患者に対し自ら診療を行い，検査や治療内容について指導

を受けながら実施する．三次救急患者に対し，気管挿管や静脈路確保など蘇生処置を指導のもと実施する．生理学的
評価を行い，必要な蘇生処置など診療手順を提案する．JATEC を基本に，プライマリーサーベイを実施する．指導
のもと創処置など侵襲的処置を実施する．入院患者に対しては病態の変化を把握し，治療方針を考察する．ICLS コー
ス，JATEC などシミュレーターを活用し侵襲的処置を修練する．救急自動車に同乗し，病院前救護を見学する．2 年
目では独歩来院の救急患者に対し診療を行い，検査や治療方針を立案し実行する．救急車で搬送される患者に対し，
ACLS や JATEC に基づいた医療を実践する．1 年目が実施する際は指導をする．入院患者に対しては病態に応じた治
療計画を立案する．希望により，ドクターヘリに同乗し，病院前救急医療を体験する．後期研修では，2 年間 ER で
実地臨床を行い，2 年間を救命 ICU など他診療科で救急に関連する実地臨床を学び，専門医資格取得に必要な症例を
経験する．
2-3．達成度

「卒前教育」　
シミュレーション教育を実地臨床に活かすよう指導しているが，BLS では実習期間内に経験できない症例もあり，

すべての学生で均一な指導ができなかった．CC において，体験型実習が不足していた．
「卒後教育」　

初期研修では，研修医が主体となって診療を実践できるよう指導することが難しい．重症患者では，見学型になっ
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てしまうことが多い．ACLS については，研修医がコマンダーとしての役割を果たす機会が少ない．後期研修では，
専門医取得に必要な症例を十分に経験できた．
2-4．自己評価と次年度計画

北米型 ER 救急医療を目標に診療しており，内因性疾患の診療が徐々に増加している．重症患者では初期研修が主
体となって関わる機会が少ないので初期研修医の満足度は低いと思われる．重症患者では救命センターが主体となる
ので，研修医指導が難しくなってします．総合診療内科と連携し内因性救急患者を積極的に受け入れ，学生・研修医
に対し総合的な救急診療の研修ができる環境を提供していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

1）侵襲的検査および治療を，研修医が安全に実践できるようシミュレーションから臨床への応用を実現できる教
育システムを確立させる．

　2）ドクターヘリ事業内容をデータベース化し，病院前医療の意義を検証する．
　3）病院前医療における治療内容が救急患者の予後に与える影響について検証する．
　4）重症外傷患者の初期診療がその後の経過に及ぼす影響について検証する．
　5）救急ワークステーションが患者予後に与える効果を検証する．
　6）小中学生に対する蘇生教育の効果を検証する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　1）ドクターヘリ検証チーム
　2）ワークステーション検証チーム
　3）蘇生教育チーム
　4）戦略会議（救命と共同）
　5）ACLS 検証チーム
3-3．研究内容と達成度
1）ドクターヘリ検証チーム

全症例について症例検討を実施し，ドクターヘリ活用時と通常の救急システムとの差異および現場での活動内容に
ついて検証している．また，消防側職員も含めた検討会を行っている．現場で輸血を開始した症例について検証して
いる．
2）ワークステーション検証チーム
　症例を集積中である．
3）蘇生教育チーム

学校教育の一環として小学生に対する蘇生教育を実施しており，その経過を学会発表している．
4）戦略会議

救命と共同で，M&M カンファレンスを行い，その結果をふまえ外傷症例の治療戦略を検討している．ER スタッ
フとしては主にドクターヘリ搭乗医療スタッフとして，現場から開始される治療内容について議論に参加している．
5）ACLS 検証チーム

AHA ガイドラインに基づき診療を行っているが，エビデンスが明確でない治療や地域救急医療体制に則した治療
方針を検討し，地域メディカルコントロール協議会へ提言する．
3-4．自己評価と次年度計画

研究実績をまとめ一部学会報告を行ってきた．その成果を一部論文として発表している．
蘇生に関しては川越市内の小学生への蘇生教育を開始し，中学生に対象を拡大した．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
あらゆる救急患者を受け入れる ER 救急医療体制を確立し，救急応需率向上，診療の質向上を目指している．外傷

患者については救命センターや各診療科との連携により体制が確立され，治療成績も向上しているが，内因性救急に
ついてはまだ力不足である．今後の課題としては総合診療内科との連携により内因性救急初期診療を充実させること
である．

病院前救急医療については，ドクターヘリの出動件数が増加しつつあり，今後も充実させていきたい．救急ワーク
ステーション事業においても，川越市の病院前医療に貢献していきたい．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会
　埼玉県メディカルコントロール委員会
　埼玉県 DMAT
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　臨床救急医学会誌　査読
　日本行動療法学会編集委員，査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　埼玉県夢のかけはし事業
　川越市内小中学生の蘇生教育授業
　JICA
　埼玉県救急救命士養成所専任教員・講師
　日本臨床救急医学会評議員
　日本蘇生学会評議員
　日本臨床スポーツ医学会評議員
　日本航空医療学会評議員
　日本こころとからだの救急学会代表理事

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Acetylcholine stored in dendritic cells plays a role in the differentiation of naïve CD4’ T cells into a Th1 
phenotype, Clin. Exp. Neyroimmunol. 9, pp. 115-123

②心臓震盪 update - 国内例の状況と予後，今後の課題 , 臨床スポーツ医学 35（6）, 574-577
③有機リン中毒による遅発性神経毒性をきたしたが，良好な運動機能を保持し転院できた 1 例 , 日本救急医学会関

東地方会雑誌 39（2）, 315-318
④心臓震盪の現状と対策 - 少年野球を中心に - , トレーニング科学 30（4）, 231-236
⑤埼玉県ドクターヘリの現場滞在時間に与える因子についての考察 , 第 25 回日本航空医療学会
⑥埼玉県ドクターヘリの紹介 , 第 25 回日本航空医療学会
⑦埼玉県川越市での蘇生教育導入の経験 , 日本蘇生学会第 37 回大会
⑧気道熱傷患者の気道管理（緊急気道確保の適応について）, 第 46 回日本救急医学会総会・学術集会
⑨気管支喘息急性増悪による心停止症例と病院前活動の検討 , 第 69 回日本救急医学会関東地方会学術集会
⑩線維筋痛症と思われる疼痛を苦に自殺企図に至った 1 例 , 第 69 回日本救急医学会関東地方会学術集会

【総数：論文 5 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　あらゆる救急患者を受け入れる ER 救急医療体制を構築し，総合医療センターが一次・二次救急では地域医療に貢
献し，三次救急では埼玉県全域に貢献できることを目標としている．また，ドクターヘリ事業では群馬県とも協定を
結び，病院前医療を提供している．救急ワークステーション事業では，川越地区消防局と連携し，病院前救急医療の
充実と共に，救急隊員教育に努めていきたい．また，今後は総合診療内科を中心に各内科との連携を進めていき，内
因性救急患者への対応を強化していきたい．それにより，ER 型救急医療体制を作り，学生・研修医の満足度が高い



救急科（ER）

650

救急医療教育に繋げていきたい．
研究に関しては，小学生・中学生を対象とした BLS 普及に関する研究計画を継続し，蘇生教育を行える教員の育成
にも努めたい．また，ドクターヘリ症例などを中心にデータベースを作成し，臨床研究に活かしていきたい．意識が
高まってきた若手スタッフを運営責任者としてサポートしていく．
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2．30）高度救命救急センター

1．構成員
（平成 30 年 4 月 1 日現在）
堤　晴彦 （TSUTSUMI, Haruhiko）：教授：病院長：教育副主任：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一般），　

　　　　　　　　　　　　　　　救急医学：博士
杉山　聡 （SUGIYAMA, Satoru）：教授：高度救命救急センター長（運営責任者）：代表指導教員（大学院）：学位論文

　　　　　　　　　　　　　　審査教員（大学院）：脳神経外科学〔頭部外傷，脳血管障害，一般〕，救急医学：博士
澤野　誠 （SAWANO, Makoto）：教授：診療部長：研究副主任 : 学位論文審査教員（大学院）：外科学（消化器外科，

　　　　　　　　　　　　　 血管外科，一般），救急医学：博士
熊井戸邦佳 （KUMAIDO, Kuniyoshi）：准教授 , 研修担当医長：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一般），救急

　　　　　　　　　　　　　　　   医学：博士
中田一之 （NAKATA, Kazuyuki）：准教授：研究主任：診療副部長 , HCU 病棟医長：内科学（循環器，一般），救急

　　　　　　　　　　　　　　医学：博士
荒木　尚 （ARAKI, Takashi） ：准教授：教育主任：脳神経外科学〔頭部外傷，小児脳神経外科 , 脳死脳蘇生，一般〕. 救

　　　　　　　　　　　　急医学：博士
井口浩一 （INOKUCHI, Kouichi）：講師：診療副部長：整形外科学（脊椎，外傷，一般），救急医学
大河原健人 （OKAWARA, Kento）：講師：外来医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学：博士
福島憲治 （FUKUSHIMA, Kenji）：講師：教育副主任総務担当医長：整形外科学（外傷，一般），災害医学，救急医学
大餐和憲（OAE, Kazunori）：講師：診療専門員 , 整形外科学（外傷，一般）, 救急医学：博士
上村直子（KAMIMURA, Naoko）：助教，診療専門員
森井北斗（MORII, Hokuto）：助教，診療専門員
芝山浩樹 （SHIBAYAMA, Hiroki）：助教，診療専門員
松田真輝 （MATSUDA, Masaki）：助教，診療専門員
吉田　理 （YOSHIDA, Osamu）：助教，診療専門員
八幡直志（YAHATA, Tadashi）：助教，診療専門員
大井秀則（OI, Hidenori）：助教，診療専門員
西潟一也 （NISHIKATA, Kazuya） ：助教，診療専門員
安藤光宣 （ANDOU, Mitunobu） ：助教，診療員
米本直史 （YONEMOTO, Naofumi） ：助教，診療員
有馬史人 （ARIMA, Fumihito） ：助教，診療員
田　翔太 （DEN, Shouta） ：助教，診療員
平松玄太郎 （HIRAMATSU, Gentarou）：助教 , 診療員
今本俊郎 （IMAMOTO, Toshirou）：助教 , 診療員
亀田慎也 （KAMEDA, Shinya）：助教 , 診療員
久木原由里子 （KUKIHARA, Yuriko） : 助教（シ），診療員
横田美帆 （YOKOTA, Miho）: 助教（シ）, 診療員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

（1）卒前教育（学生）においては，クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけてもらう一方，救急医
療の第一線の現場を自ら体験し，救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを目標とした .

（2）卒後教育（初期臨床研修）に対しては，上述した目標以外にも，さらに各種重症疾患に対する集中治療につい
ての実践的な知識や技能の習得にも重点を置いた . 

（3）大学院教育においては , 救急医療の実践の中で見出した問題意識や疑問点を整理し , 新しい知見へと結び付ける
研究の方法論や技能を身につけさせることを目標とした . また , 基礎領域の学術集会の企画・準備・運営への参画
を通じて , 研究成果公表の方法論などの習得を目標とした . 

（4）救急救命士教育においては , 当直実習も含めて救急医療およびそのシステムについての , 救急救命士としての実
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践的な知識や技能の習得とともに , 医療現場への理解を深めることを目標とした . 
2-2．教育内容（担当者）

（1）卒前教育
　卒前教育は荒木　尚准教授が教育主任（責任者）, 上村直子助教が教育副主任（副責任者）として担当したが，そ
れ以外にもほとんどのスタッフが関与した . 学生に対しては，クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につ
けてもらう一方，救急医療の第一線の現場を自ら体験し，救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得ら
れることを目標とした . 具体的には救急医療現場への参加 . 昼間のみならず，希望者には夜間も許可している . ほぼ
全員夜間研修を希望し参加した . 

①人形を用いた心マッサージ , 点滴ライン確保 , 気管挿管などの実技実習や外傷 ･ACLS に対するシミュレーション
実習の実施 ,

②急性中毒，急性冠症候群，外傷などのクルズス，
　などを中心に教育を行った . さらにクリニカルクラークシップにおいては , 3 週間外科チーム , 整形外科チーム , ER
の各部門 1 週間ずつに所属して文字通り昼夜を問わず密度の高い実習をおこなった . 

（2）卒後教育（初期臨床研修）
　澤野　誠教授がプログラム責任者，熊井戸邦佳准教授が研修指導責任者として担当したが，それ以外にもほとんど
のスタッフが臨床研修医に対する卒後教育に関与した . 澤野　誠教授は研修管理委員，三病院自由選択プログラムの
プログラム責任者も担当した . 高度救命救急センター初期研修プログラムの理念は以下のとおりである . 

①すべての医師が，救急部門（高度救命救急センター・救急科 ER）の研修を通じて，救急患者の緊急性および重
症度の評価を行うことができ，そのための診断能力・知識・技術を身につけることを目標とする . 

②外傷，熱傷，中毒，心臓大血管疾患，脳血管障害など多岐にわたる最重症の三次救急患者の，初期治療から手術，
集中治療，リハビリテーションそして退院まで含めた一貫した診療に，主治医の一人として参画する . 

③一人の患者の救命から社会復帰，時には死亡までの全ての過程に関わり，緊急時の対応に必要な知識や技術を身
につけるとともに，地域の救急医療体制や，介護の体制，生命倫理などの問題についても理解を深め，一人の医
師として自分なりの医療観・生命観をはぐくむことも目標となる . 

④救急科 ER における研修と，高度救命救急センターにおける研修とが，連携し，相互に補完する乙とにより，一
次救急，二次救急，三次救急の全てをカバーする広範な救急部門研修を実践する . 

　このような理念を実現・実践する為に高度救命救急センター初期研修プログラムには以下の特色がある . 
●重症救急患者の初療から退院まで一貫して高度救命救急センターの専従医師が診療にあたるシステムをとってい

るため，多くの救急医療施設における研修のように初療や急性期に限定されることなくなく，慢性期の手術，治
療，リハビリまで経験することができる . 

●専従医師（指導医）は臨床経験 10 年以上，脳神経外科，外科，整形外科，集中治療，麻酔，内科，循環器，形
成外科，救急など各学会の専門医ないし指導医の資格を有し，高度救命救急センターに収容された患者の手術や
検査などは原則的に専従医師が施行するまた心臓外科や循環器内科など他の診療科と協同して診療にあたること
も多い . したがって，研修中は極めて多岐にわたる手技，手術，検査などを経験することができる . 

●当高度救命救急センターは，地域救急医療，災害医療，ドクターへリ事業，国際 , 緊急医療援助などでも中心的
な役割を担っており，他の施設では機会の少ないこれらの分野の研修ができる . 

　後期（専門）研修については , 2017 年度よりの新しい専門医研修制度に対する取り組みとして , 救急専門医の専
門研修プログラムを作成 , 日本救急医学会に提出し承認を得た . 

（3）大学院教育
　杉山　聡教授を代表指導教員，堤　晴彦教授，澤野　誠教授 , 熊井戸邦佳准教授，中田一之准教授，荒木　尚准教
授が指導教員として担当した . 以上 5 名は学位論文審査教員として担当した .  

（4）救急隊員・消防隊員教育
　救急隊員・消防隊員教育は福島憲治講師が教育副主任（責任者）として担当したが他のスタッフもほとんど全員
関与した . 県内の救急隊員の教育にも力を注いでおり，埼玉県の委託を受けて総合医療センター内で施行されている
年 3 回の救急標準課程の講義・教育の大半を救急科（ER）とともに当科のスタッフが担当しており，また埼玉県救
急救命士養成所（さいたま市）にも出張し，講義・教育を行っている . 救急救命士病院実習を定期的に受け入れてお
り，救急救命士の当直実習のない日は週末のみという日々が続いている . BLS（Basic Life Support）. ACLS （Advanced 
Cardiovascular Life Support）. JATEC CJapan Advanced Trauma Evaluation And Care）などをもとにした心肺蘇生法
や外傷初期治療の普及も，救急医に課せられた任務と考えており，適宜研修会を開催している . 5 月より救急ワーク
ステーションが稼働し , 救急科（ER）医師とともに現場も含め , 救急隊員のプレホスピタル活動の教育・指導に当たっ



653

高度救命救急センター 

た . 
2-3．達成度

（1）卒前教育
　学生に対する教育はほぼ BSL 実習としての 5 日間のみに限られたが，緊迫した救急医療現場の雰囲気を堪能して
もらい，それ以外の時聞を利用して，臨床に即したクルズスや実践的な実習が行われ，おおむね好評であった学生教
育は短期聞に限定され，その結果救急搬送される症例に偏りが生じ，心 , 肺蘇生法などの現場実習ができない学生も
存在したが，己れを克服すべく，人形を用いた BSL'ACLS の実技実習を積極的に取り入れた . 
　クリニカルクラークシップにおいては , 自ら高度救命救急センターでの実習を希望しモーチベーションの高い学生
が多かったこと , さらには実習期間が長期であったこと , が功を奏し文字通り昼夜を問わず密度の高い実習が実現で
きた . 

（2）卒後教育
　初期研修医教育では . 必修 2 か月間（高度救命救急センター 4 週間，救急科 ER4 週間〕という短期間のローテー
トではあったが，積極的な研修医に対しては幅広い知識を習得できるよう指導できたと考えている . 研修医に対して
は，上述したような個人差をなるべく解消させる意味からも，チェツクシートを活用して厚生労働省の指導する必修
項目が漏れなく習得できるような体制をとった . 
　2 年目の選択期間に高度救命救急センター ICU 部門での研修を希望する初期研修医の数も着実に増加しており , よ
り高度な集中治療を中心とした研修をおこなった . 

（3）大学院教育
　本年度 , 杉山　聡教授を代表指導教員，澤野　誠教授を指導教員として井口浩一講師が学位（乙種）を取得した .

（4）救急隊員・消防隊教育
　救急隊員教育では，地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，教育面では，消防学校・救
命士養成所などの講義を通じて貢献した .
2-4．自己評価と次年度計画
　卒然教育では , 短期間の BSL では人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた . クリニカルクラー
クシップではモーチベーションの高い学生が多かったこと , さらには実習期間が 4 週間と長期であったことが功を奏
したことから今後とも力を入れたい. 卒後教育では, 2年目の選択研修期聞に高度救命救急センターなかでも ICUチー
ム研修を選択する研修医が引き続き増加してきでいるのも卒後教育の成果と考えている . 大学院教育では , 大学院研
究生が 1 名学位（博士）を取得した . 引き続き充実した教育体制を構築していくべく努力したい . 救急隊員教育では，
地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，われわれも側面から多少なりとも貢献しているも
のと考える . 

3．研究
3-1．目的・目標
　中田一之准教授を研究主任（責任者）澤野　誠教授を研究副主任（副責任者）として , 救急患者の予後を改善する
ことを目的・目標として各種研究を行っているが，既存の科と違って診療分野が多岐にわたる . したがって , 特に研
究分野を絞り込むことをせず , 基礎研究から臨床研究まで世界標準（Global Standard）のエビデンスを発信できる研
究を展開することを目標としている . さらに , その研究成果の発信も国内外を問わず , 主要な学会あるいは Journal に
て行うことを目標としている . 特に学会発表については国際学会 , 論文については原著および英文誌を重視した
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

●杉山教授・福島講師（交通事故患者の病院前搬送における防災ヘリコプターのドクターヘリ的運用に関する研究）
●荒木准教授（小児脳死患者の評価に関する研究）
●澤野教授（呼気分析を用いた極低侵襲循環血液量・心拍出量測定法の研究・開発）
●澤野教授（心拍同期流量制御を用いた心肺補助装置の研究・開発 ）
●澤野教授（内因性一酸化炭素の体内動態に関する基礎的研究）
●澤野教授（生体ガス分析を教材とした理科・環境教育に関する研究）
●澤野教授（安定同位体トレーサ分析技術に関わる新技術・標準化法の研究と開発）
●澤野教授（安定同位体トレーサ分析を用いた胃切除手術後グルコース吸収・代謝の評価に関する研究）
●澤野教授（呼気分析によるココアの抗酸化作用に関する研究）
●澤野教授（呼気分析による完全無侵襲血糖値測定法に関する研究）
●大河原講師 , 澤野教授（腹部臓器外傷に対する手術治療に関する研究）



高度救命救急センター 

654

●井口講師（外傷患者の転院搬送におけるリスクの評価とその解決に向けての研究）
●井口講師 , 澤野教授（頸髄損傷の超急性期手術の予後改善効果に関する研究）
●井口講師 , 澤野教授（外傷性大量出血に対する濃縮フィブリノーゲン製剤の予後改善効果に関する研究）
●森井助教 , 芝山助教 , 澤野教授（重度四肢外傷における微小血行再建手術に関する研究）
●松田助教 , 澤野教授（造影超音波画像による中心性肝損傷の評価に関する研究）
●松田助教 , 大河原講師 , 澤野教授（重症体幹部外傷に対する治療戦略に関する研究）
●佐川大学院研究生 , 澤野教授（骨盤骨折患者における TAE 後の下部尿路症候群に関する研究）

　●その他
3-3．研究内容と達成度
　救急医療分野を中心としつつ , 基礎医学も含め医学全体の発展に貢献することを目的とし，上述した多方面の研究
を行っている . 本年度は , 上記研究プロジェクトのうち井口講師 , 澤野教授の研究成果を英文論文として公表したと
ともに, 井口浩一講師が学位（博士）を取得した. このように，すでに論文公表, 学位取得, 競争的資金の獲得につながっ
ている研究がある一方で，学会発表のレベルに止まっているものも多く，今後の課題である . さらに , 堤　晴彦教授 , 
杉山　聡教授 , 澤野　誠教授は多くの国内外の学会の役員として活発に活動しており , 今後数年間にわたり全国大会
レベルの学会開催を複数予定している . 今後全国大会レベルの学会あるいは国際学会の開催数も増加してゆくものと
おもわれ , 事務面や人員面での負担も増加することも課題である . 
3-4．自己評価と次年度計画
　上述したように学会発表レベルで留まっているものが多いが，漸次原著論文にしていく予定である . 

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　多発外傷，熱傷，中毒，循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療しているが，平成 29 年
は総数約 1400 例と安定して推移しつつ , 全身麻酔下手術件数は年間約 1200 例と急激に増加している . 各々の患者
の重症度は確実にアップしている . 病床数は ICU 16 床 , HCU 32 床に加え常に後方病床を 30 床以上を維持しており，
当科の専任医師が主治医として診療に当たっている．質的にも量的にも高度な診療体制は，スタッフのプライベート
タイムの犠牲の上にかろうじて成り立っているが，今後もこの体制を維持していくためには，スタッフの大幅な増員
は不可欠なものと考えている．

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無
　堤　晴彦教授が日本救急医療財団研修教育事業委員会委員 , 埼玉県医療対策協議会救急医療部会委員 , 埼玉県メ
ディカルコントロール協議会委員 , 埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会委員を委嘱されている . 
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無

堤　晴彦教授が救急医学会雑誌査読委員 , 救急医療ジャーナルの編集委員を委嘱されている . 澤野誠教授が Journal 
of Breath Research, Medical Gas Research, Acute Medicine and Surgery の編集委員を委嘱されている . 澤野誠教授
が文部科学省・学術振興会科学研究費補助金の審査委員ならびに救急医学会雑誌 , 安定同位体と医学応用（日本
安定同位体・生体ガス医学応用学会機関誌）, British Journal of Anaesthesia，Journal of Clinical Biochemistry and 
Nutrition, Artificial Organs, Acute Medicine and SurgeryPhysiological Measurement の査読委員を委嘱されている . 
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務
　社会的活動としては , 堤晴彦教授が , 日本救急医療財団研修教育事業委員会委員 , 埼玉県医療対策協議会救急医療
部会委員 , 埼玉県メディカルコントロール協議会副委員長 , 埼玉県医師会災害支援体制検討委員会委員 , 埼玉県救急
救命士養成所運営検討委員会委員に就任している . 
　医学貢献に関わる活動としては , 堤晴彦教授が日本救急医学会理事 , 日本臨床救急医学会評議員 , 日本脳死脳蘇生
学会理事 , 日本臨床医学リスクマネジメント学会理事 , 日本脳神経外科救急学会理事 , 日本航空医療学会評議員に , 杉
山聡教授が日本臨床救急医学会評議員 , 日本航空医療学会評議員に , 澤野誠教授が日本救急医学会評議員 , 日本安定
同位体・生体ガス医学応用学会理事に就任している . このように主要スタッフは多くの国内外の学会の役員として活
発に活動しており , 本年度と同様に今後数年間にわたり全国大会レベルの学会開催を複数予定している . 
　平成 18 年度から埼玉県防災ヘリコプターを使用した医師同乗システム（いわゆるドクターへリ的運用）が開始さ
れ，そのシステム作りから当 , 高度救命救急センターが携わった . 人口あたりの医師数が全国でも最低レベルである
埼玉県において，広い県域さらには北関東一帯から傷病者を迅速に搬送可能であることだけではなく，救急現場から
医師や看護師によって医療処置を開始できるという大きなメリットがあり，救急患者の救命に多大な利益をもたらす
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ものである . 平成 20 年度からは埼玉県の推進するドクターへリの運用が，当センター内にヘリポートを設置して行
われ , 現在は 365 日体制でその運営を総合医療センター全体として行っており，各科の登録医師に支えられている . 
当救命救急センターからも 6 名が登録し，またその運営に当たり中心的役割を担っている . 

6．業績
6-1．論文・学会発表

①井口浩一（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 【整形外科レジストリー】 （Part4）骨折　
DOTJ（日本骨折治療学会）　四肢長管骨開放骨折に対する手術登録制度 . Bone Joint Nerve（2186-1110）8 巻
3 号 Page375-380（2018.07）

②澤野　誠（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 呼気ガス測定の将来 呼気分析による医療
診断のこれまで，そしてこれから . Medical Gases20 巻 1 号 Page17-22（2018.07）

③荒木　尚（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 【現場で使い尽くす診療ガイドライン選集
2018】救急医ならはずせない必修ガイドライン 外傷　重症頭部外傷治療・管理のガイドライン第 3 版 . 救急医
学（0385-8162）42 巻 10 号 Page1154-1157（2018.09）

④荒木　尚（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. スポーツ脳振盪への新たな対応　第 5 回国
際スポーツ脳振盪会議（2016，ベルリン）を経て 小児のスポーツ脳振盪　Child SCAT5 が目指す方向性について . 
日本臨床スポーツ医学会誌（1346-4159）26 巻 3 号 Page340-343（2018.08）

⑤荒木　尚（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 【スポーツ神経外傷とアスリートの脳科学】 
スポーツ神経外傷総論　小児のスポーツ脳振盪 . Clinical Neuroscience（0289-0585）36 巻 10 号 Page1147-
1151（2018.10）

⑥荒木　尚（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 【小児救急最新の知識 - 小児外科と小児救急】 
小児の脳死と臓器提供 . 小児外科（0385-6313）50 巻 7 号 Page723-728（2018.07）

⑦芝山浩樹（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）, 井口浩一 , 八幡直志 . 徒手整復不能であっ
た坐骨結節裂離骨折の 1 例 . 東日本整形災害外科学会雑誌（1342-7784）30 巻 2 号 Page211-215（2018.06）

⑧芝山浩樹（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）, 藤井晶子 , 前川二郎 . Bowen 病に合併した
Merkel 細胞癌の 1 例 . 日本形成外科学会会誌（0389-4703）38 巻 5 号 Page234-241（2018.05）

⑨澤野　誠（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）. 【最新版 " 腸閉塞 " を極める !】初期対応と
診断 救急外来で必要な初期対応のポイント . 臨床外科（0386-9857）73 巻 7 号 Page782-785（2018.07）

⑩大饗和憲（埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター整形外科）. 【下肢の手術進入路の手引き】 骨
折外傷　膝周囲骨折に対するアプローチ . Orthopaedics（0914-8124）31 巻 5 号 Page29-35（2018.05）

【総数：論文 20 件 , 学会発表 49 件 , 講演 5 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許 , 実用新案　
　該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　教育面では , 卒然教育において短期間の BSL では人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた . ク
リニカルクラークシップではモーチベーションの高い学生が多かったこと , さらには実習期間が 4 週間と長期であっ
たことが功を奏したことから今後とも力を入れたい . 卒後教育では , 2 年目の選択研修期聞に高度救命救急センター
なかでも ICU チーム研修を選択する研修医が引き続き増加してきでいるのも卒後教育の成果と考えている . 大学院教
育では , 大学院研究生が 1 名学位（博士）を取得した . 引き続き充実した教育体制を構築していくべく努力したい . 
救急隊員教育では，地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，われわれも側面から多少なり
とも貢献しているものと考える .
　研究面では , 　救急医療分野を中心に医学全体の発展に貢献することを目的・目標として多岐にわたる研究を行っ
ており , 基礎研究から臨床研究まで数多くの研究プロジェクトを立ち上げてきた . すでに多数の論文や競争的資金の
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獲得につながっているプロジェクトがある一方で，学会発表のレベルに止まっているものも多く，今後の課題と思わ
れる . また , 学会の主催も増加しており , 今後の学会開催を見据えた事務面 , 人員面での体制造りが課題である . 
　多発外傷，熱傷，中毒，循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療しているが，平成 29 年
は総数約 1400 例と安定して推移しつつ , 全身麻酔下手術件数は年間約 1200 例と急激に増加している . 各々の患者
の重症度は確実にアップしている . 病床数は ICU 16 床 , HCU 32 床に加え常に後方病床を 30 床以上を維持しており，
当科の専任医師が主治医として診療に当たっている．質的にも量的にも高度な診療体制は，スタッフのプライベート
タイムの犠牲の上にかろうじて成り立っているが，今後もこの体制を維持していくためには，スタッフの大幅な増員
は不可欠なものと考えている．



657

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．31）（1）放射線科（画像診断・核医学科）

1．構成員
土屋一洋（TSUCHIYA, Kazuhiro）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　放射線画像診断：医学博士
熊倉嘉貴（KUMAKURA, Yoshitaka） ：教授：診療副部長：研究副主任：教育主任：指導教員（大学院）：核医学：

　　　　　　　　　　　　　　　　医学博士
阿部　敦（ABE, Atsushi）：講師：核医学：医学博士
清水裕次（SHIMIZU, Yuji）：助教：医局長：医学博士
渡部　渉（WATANABE, Wataru）：助教：外来医長：大学院教員（大学院）：医学博士
内田光紀（UCHIDA, Koki）：助教
半田　譲 （HANDA, Joe）：助教
後藤　俊（GOTO, Shun）：助教

（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA, Kikuo）：医学博士
本田憲業（HONDA, Norinari） ：医学博士

（客員教授）
奥　真也（OKU, Shinya）：医学博士
長田久人（OSADA, Hisato）：指導者教員（大学院）：医学博士

（非常勤講師）
薄井庸孝（USUI, Nobutaka）：医学博士
大野仁司（OHNO, Hitoshi）：医学博士
岡田武倫（OKADA, Takemichi） 
鹿島田明夫（KASHIMADA, Akio）：医学博士
河辺哲哉（KAWABE, Tetsuya）
河野正志（KONO, Masashi）
五明美穂（GOMYO, Miho）：医学博士
佐貫榮一（SANUKI, Eiichi）：医学博士
島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）：医学博士
瀧島輝雄（TAKISHIMA, Teruo）：医学博士
中田　桂（NAKADA, Kei）：医学博士

（非常勤医師）
天野芙美（AMANO, Fumi）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　放射線科としての全般的な広い知識に加え各自の専門領域での高度な知識と技術を備えた画像診断医を養成する．
2-2．教育内容（担当者）
　｢ 卒前教育 ｣｢ 卒後教育 ｣｢ 大学院教育 ｣
　●神経放射線診断学（土屋）
　●胸部領域の画像診断（渡部）
　●腹部領域の画像診断（渡部 , 長田）
　● IVR（渡部 , 長田，岡田）
　●脳シンチグラフィー（阿部）
　●肺シンチグラフィー（熊倉）
　●心筋シンチグラフィー（熊倉 , 清水）
　埼玉医科大学病院，埼玉医科大学国際医療センターと当施設 3 施設間をローテーションしながら，後期研修を行う．
2-3．達成度
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　達成度は約 80％である．
2-4．自己評価と次年度計画
　従来設定の目標をより上昇させる．

3．研究
3-1．目的・目標
　画像診断の臨床診療に即した実用性の高い研究を目指す．国際一流誌への掲載を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1. 頭蓋内の血管壁イメージングとその応用技術の臨床的有用性の研究
2. 脳腫瘍における CTA と CT 灌流画像の連続撮像の実用性と診断能に関する研究
3. 123I-MIBG 心筋シンチグラフィーの短時間撮像の検討
4. 鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－ Arterial spin-labeled MRI を用いた検討－
3-3．研究内容と達成度
　達成度は約 40％である．
3-4．自己評価と次年度計画
　上記テーマに基づき更なる上昇を計画する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　添付の表を参照
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　American Journal of Roentgenology，Journal of Magnetic Resonance in Medicine，American Journal of 
Neuroradiology などの査読者（土屋）
　「CI 研究」，「臨床画像」，「断層映像研究会雑誌」，「分子脳血管病」，　編集委員（土屋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本医学放射線科学会 専門制度委員会委員，国際交流委員会委員（土屋）
　日本神経放射線学会評議員 国際学会担当評議員（土屋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Nakane J, Honda N, Tsuchiya K.  Computed tomography pulmonary angiography and venography with a low 
dose of contrast medium.  Radiological Physics and Technology.  2018.  DOI: 10.1007/s12194-018-00492-5

②片瀬七朗，土屋一洋．脱髄 / 変性疾患．臨床画像．34（4）：79-99，2018．
③大原有紗，土屋一洋．頭蓋底の腫瘍性病変．臨床画像．34（6）：734-740，2018．
④本田憲業，長田久人，渡部　渉，清水裕次，青木耕平，中山光男，伊藤俊英．非放射性キセノン吸入と静注ヨー

ド造影剤による dual energy CT 撮影を用いた喚起血流比画像の作成．臨床放射線．63（1）：75-80，2018．
⑤立石秀勝，土屋一洋，五明美穂，横山健一．Multi-detector computed tomography（MDCT）を用いた脳腫瘍に

おける CT perfusion および CT angiography からの脳表画像の連続撮影に関する研究．CI 研究．40（1）:23-32，
2018．

⑥土屋一洋．頭蓋・顔面病変の画像診断．2019 年 3 月 30 日．メジカルビュー社．
⑦ Tsuchiya K, Gomyo M, Hosoi S, Tahara T.  Assessment of extracranial-intracranial bypass for intracranial major 

trunk stenoocclusive lesions by whole-brain vessel wall imaging. The 56th American Society of Neuroradiology 
Annual Meeting. June 2-7, 2018.  Vancouver, BC, Canada.

⑧Kumakura Y.  An RI angiographic approach to estimate cardiac blood pool contribution to heart ROI radioactivity 
of planar 123I-MIBG myocardial scintigraphy.  Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2018.  June 
23-26, 2018.  Philadelphia, PA, U.S.A 

⑨ Tsuchiya K． Consecutive acquisition of MRDSA and perfusion MRI in cases of brain metastasis through the 
addition of a supplementary dose of a Gd-based contrast agent at 3T.  European Congress of Radiology 2019.  
February 27-March 3, 2019.  Vienna, Austria.

⑩清水裕次，熊倉嘉貴，土屋一洋，髙橋健夫，西村敬一郎，山野貴史，鷲巣佳奈，惣田梨加奈，中田　桂，瀧島輝
雄．当科における，塩化ラジウム（Ra-223）を用いた去勢抵抗性前立腺癌の治療経験．第 58 回日本核医学会学
術総会．2018 年 11 月 15 日，沖縄コンベンションセンター

【総数：論文 13 件，学会発表 18 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 52 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2018/9/22
　第 53 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2019/2/23
　第 12 回埼玉西部放射線医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2018/5/11
　第 25 回埼玉画像フォーラム，ラフレさいたま，2018/9/1
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7．自己点検・評価
研究の業績が少なく，一層の努力が必要である．
若手医局員獲得の為，医局専用ＨＰを運営している（ http://www.rad-smc.jp/ ）．
クニカル・クラークシップの 3 年目を行い学生への広報を行った．
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2．31）（2）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：教授：診療部長：研究主任：教育副主任：指導教員（大学院）：放射線腫瘍学：

　　　　　　　　　　　　　　 医学博士
新保宗史（SHINBO, Munefumi）：准教授：放射線医学物理：工学博士，放射線治療管理室室長
山野貴史（YAMANO, Takafumi）：講師：外来医長 : 総務医長：医学博士
西村敬一郎（NISHIMURA, Keiichiro）：助教：診療副部長：教育副主任：医学博士
鷲巣佳奈（WASHIZU, Kana）：助教
惣田梨加奈（SODA, Rikana）：助教
畑中星吾（HATANAKA, Shogo）：助教：放射線医学物理，放射線治療管理室副室長
針生将嗣（HARIU, Masatsugu）：助教；放射線医学物理
内海暢子（UTSUMI, Nobuko）：大学院生（がんプロフェッショイナル養成プラン）
水野統文（MIZUNO, Norifumi）：大学院生
兒玉　匠（KODAMA, Takumi）：大学院生

（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA, Kikuo）：放射線医学：医学博士

（非常勤講師）
村田　修（MURATA, Osamu）: 放射線腫瘍学，医学博士
本戸幹人（HONDO, Mikito）: 放射線腫瘍学，緩和ケア
木谷　哲（KITANI, Akira）：放射線腫瘍学，乳腺腫瘍学，緩和ケア
北本佳住（KITAMOTO, Yoshizumi）：放射線腫瘍学，医学博士
黒崎弘正（KUROSAKI, Hiromasa）：放射線腫瘍学，医学博士
中村香織（NAKAMURA, Kaori）：放射線腫瘍学，医学博士
大久保悠（OKUBO, Yu）：放射線腫瘍学，医学博士
上野周一（UENO, Shuichi）：放射線腫瘍学

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
●卒前教育：
　腫瘍学の教育を重点的に行い，その中で放射線腫瘍学，画像腫瘍医学について教育する．放射線医学に関して被曝・
防護，放射線生物学ならびに医学物理の基礎を教育する．
●卒後教育：
　がん治療の 3 柱の一つである放射線治療の実践を学ぶのはもちろんのこと，臨床腫瘍学ならびに放射線腫瘍学の
基礎・実践を学ぶことを目標とする．臨床腫瘍学をよく理解したうえで質の高い放射線治療を実践できる医師を育成
する．高精度放射線治療を含む根治的放射線治療から，緩和的放射線治療に至るまであらゆる状況に対応できる放射
線腫瘍医（放射線治療医）を養成する．実践的トレーニングとしては精度の高い放射線治療計画の作成ができる国内
トップレベルの臨床医を育成する．また放射線治療部門はもとより，担当診療科や緩和ケアチーム，他施設スタッフ
ともチーム医療が実践できる良医を育てる．
●大学院教育：
　高い研究マインドを持つ臨床腫瘍医を育成する．放射線腫瘍学，放射線生物学，医学物理に腫瘍画像医学の分野を
加え，最新放射線治療戦略の開発，品質管理や治療効果に関する分子生物学的解明，治療計画における機能画像情報
の融合による有害反応予測，放射線治療による QOL 改善効果，等に関する国際的レベルの研究を行う．臨床，研究
両面のバランスのとれた実地医療をリードできる医師を，大学院での教育を通じて育成する
2-2．教育内容（担当者）
●卒前教育（担当：髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，鷲巣佳奈，惣田梨加奈，畑中星吾，針生将嗣，上

野周一）
○講義；放射線治療の基礎，臨床腫瘍学の中での放射線腫瘍学の位置づけを明確にして，放射線治療の適応，治療
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効果，さらには放射線生物学の基礎を含めた講義を行う．各臓器別の特色も踏まえた講義を行う（担当：髙橋健
夫，西村敬一郎，山野貴史）．医学物理の基礎，被曝に関する講義を行う（担当：新保宗史，畑中星吾）

○ BSL（担当：髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，鷲巣佳奈，惣田梨加奈，畑中星吾，針生将嗣）；
　放射線医学，放射線腫瘍学，腫瘍画像医学の基礎知識を整理しながら（スライド小講義含む），症例閲覧を交え

た実践的な臨床教育を行う．学生に自主的に考える時間を作りながら，学習効率のよい臨床実習を実践する．特
に臨床推論に力を入れている．クリニカルクラークシップでは教室員に準じて各種カンファレンスに参加し担当
患者サマリーを作成し，臨床の現場を体験しながら多くの症例を経験させ学習の向上を図る．

●卒後教育（担当：髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，鷲巣佳奈，惣田梨加奈，畑中星吾，針生将嗣，上
野周一）
腫瘍学を十分理解した中での放射線腫瘍学を習得できるように努める．放射線腫瘍学で学ぶ領域はきわめて広範囲

であるため，臨床腫瘍学，緩和ケア，腫瘍画像医学，腫瘍病理学の基礎を理解しつつ放射線治療を実践できる医師を
養成する．外来における通常診察，ならびに放射線治療計画の実践，さらに放射線治療品質管理を学ぶ．国内一線で
活躍できる放射線腫瘍医の育成を行っている．
●大学院教育（担当：髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，針生将嗣）

国際的に通用する臨床・基礎研究を推進しつつ，研究マインドを持った優れた臨床医を育成する．がんプロフェッ
ショナル養成プランに大学院を入学させ，基礎・臨床の両面に精通するリーダーとなれる良医を育成する（在籍 3 名）．
2-3．達成度

卒前教育はおおむね目標が達成されている．達成度 80%．
さらにスタッフ全員でより密度の高い臨床実習 （BSL）を行えるよう努める．クリニカルクラークシップにも積極

的に対応している．卒後教育に関しては画像診断・核医学科と連携して放射線科全体の教育を行いつつ，腫瘍学に根
差した放射線腫瘍学の教育を行う．わが国において放射線治療患者数が急激に増加する中，放射線治療医数が大幅に
不足している．一人でも多くの高い臨床レベルを身に着けた放射線腫瘍医（放射線治療医）を継続的に育成する必要
がある．大学院教育はがんプロフェッシナル養成プランに 3 名在籍し，研究を推し進めている．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育の達成度は 90%．卒後教育の達成度は 90%．
卒前教育はいまの教育内容をさらに充実させていくことが目標である．卒後教育に関しては腫瘍学らならびに放射

線腫瘍学の臨床能力を高められるよう，濃密な教育体制を作り上げていく．大学院教育においては国際的な仕事が継
続的に行えるように努めていく．

3．研究
3-1．目的・目標

放射線腫瘍学は放射線医学，臨床腫瘍学，医学物理学，放射線生物学，等と密接に関連する学問であり，臨床なら
びに基礎面から研究を進める．臨床的には現在の治療内容の成績を解析しつつ，新規治療法の開発を目指す．その際
の付随研究としての治療効果判定予測や予後予測に関する画像医学的研究，臨床―基礎の連携によるトランスレー
ショナル・リサーチ，医学物理的な解析による研究等を推進する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・脳グループ（髙橋健夫，畑中星吾，山野貴史，上野周一）
・呼吸器グループ（髙橋健夫，畑中星吾，西村敬一郎，鷲巣佳奈，内海暢子）
・泌尿器グループ（髙橋健夫，畑中星吾，山野貴史，西村敬一郎，惣田梨加奈）
・婦人科グループ（髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，山野貴史，鷲巣佳奈）
・消化器グループ（髙橋健夫，山野貴史，西村敬一郎，惣田梨加奈）
・高精度治療グループ（髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，山野貴史，西村敬一郎）
・緩和グループ（髙橋健夫，山野貴史，西村敬一郎，鷲巣佳奈，惣田梨加奈）
・医学物理グループ（髙橋健夫，新保宗史，畑中星吾，針生将嗣）
●研究プロジェクト：機能画像を融合させた有害反応予測を可能とする放射線治療の開発，機能画像融合による放

射線治療効果予測，放射線治療線量分布の新規検証法開発，緩和照射における QOL への影響効果，寡分割定位
放射線治療の開発，等．

3-3．研究内容と達成度
日本放射線腫瘍学会，日本医学放射線学会，日本癌治療学会をはじめとする関連学会に，高精度治療に関する演題

を発表．各研究グループでの治療成績解析，トランスレーショナル・リサーチを推進する．また院内や多施設共同研
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究，日本放射線腫瘍学臨床研究機構 （JROSG）などの臨床研究を通して，臨床研究・臨床試験を推進している．大学
院生の国際学会での発表も行っている．
3-4．自己評価と次年度計画

学会発表に関しては継続的に成果をあげている．達成度 80%．
次年度はそれぞれの研究の論文化をさらに推進する．多くの臨床研究・臨床試験ならびにトランスレーショナル・

リサーチが開始されているので，その確実な実施を結果の解析を準備行い，エビデンスを発信していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍学に根差した放射線治療を推進し高い治療効果，QOL の向上を目指した治療を行っている．放射線治療のみ

ならず腫瘍外科学，腫瘍内科学，緩和ケア領域との密接な連携のもと包括的な治療（診断含む）を実施し，地域がん
診療連携拠点病院としての機能を果たす．通常放射線治療に加え，定位放射線治療，強度変調放射線治療，小線源治
療などの高精度放射線治療を推進．緩和的放射線治療にも力を注いでいる．国内・海外に向けエビデンスを発信し，
地域におけるがん診療に貢献する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

International Cancer Conference Journal （Editorial Board）; 髙橋健夫
Journal of Radiology & Radiation Therapy （Editorial Board）; 髙橋健夫
Journal of Clinical Oncology & Research （Editorial Board）; 髙橋健夫
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構，特定非営利活動法人日本ネパール医療協力機構に加わり社会貢
献を行っている．後者では理事を務めておりネパールにおける放射線診療の発展に貢献している（髙橋健夫）．医用
原子力技術研究振興財団・医療用線量等校正部会委員ならびに放射線治療品質管理部会委員（新保宗史）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Yamano T, Takahashi T, Ueno S, Iigima Y, Nishimura K, Washizu K, Soda R, Utsumi N, Hondo M, Shimbo M, 
Hatanaka S, Haryu M.  Evaluation of Quality of Life and Psychological Response in Recurrent and Metastatic 
Tumors Treated with Palliative Radiotherapy.  Journal of Cancer Therapy.  9:351-361, 2018. 

② Mizuno N, Takahashi H, Kawamori J, Nakamura N, Ogita M, Hatanaka S, Yamauchi R, Hariu M, Sekiguchi K.  
Determination of the appropriate physical density of internal metallic ports in temporary tissue expanders for 
the treatment planning of post-mastectomy radiation therapy.  Journal of Radiation Research 59（2）：190-
197，2018.

③ Hatanaka S, Shimbo M, Hariu M, Nakajima G, Todoroki K, Hosaka K, Watanabe T, Washizu K, Utsumi N, Yamano 
T, Nishimura K, Takahashi T.  Simple index for validity of the evaluation point for dosimetric verification results 
of intensity-modulated radiation therapy using a Farmer-type ionization chamber.  Journal of X-Ray Science and 
Technology.  26（3）：473-480，2018.

④ Murata H, Okamoto M, Takahashi T, Motegi M, Ogoshi K, Shoji H, Onishi M, Takakusagi Y, Okonogi N, 
Kawamura HY, Okazaki A, Asao T, Kuwano H, Nakano T.  SUVmax-based Parameters of FDG-PET/CT Reliably 
Predict Pathologic Complete Response After Preoperative Hyperthermo-chemoradiotherapy in Rectal Cancer.  
Anticancer Research.  38: 5909-5916, 2018.

⑤ Watanabe T, Miyashita H, Notake R, Todoroki K, Nakajima G, Washizu K, Utsumi N, Hatanaka S, Hariu M, 
Yamano T, Nishimura K, Shimbo M, Takahashi T.　 Retrospective analysis of multi-institutional, patient-specific 
treatment planning results of high-dose-rate intracavitary brachytherapy for gynecological cancer using V100.  
Australas Phys Eng Sci Med.

⑥ Nakamura N, Kawamori J, Takahashi O, Shikama N, Sekiguchi K, Takahashi T, Kato S, Ogita M, Motegi A, 
Akimoto T.  Palliative radiotherapy for breast cancer patients with skin invasion: a multi-institutional prospective 
observational study.  Jpn J Clin Oncol.  48（6）:555-558, 2018.  



667

放射線科（放射線腫瘍科）

⑦ Takahashi S, Kinuya S, Nonomura N, Shinohara N, Suzuki K, Suzuki H, Nakamura K, Satoh T, Tateishi U, Yoneda 
T, Horikoshi H, Igawa T, Kamei T, Koizumi M, Kosaka T, Matsubara N, Miyake H, Mizokami A, Mizowaki T, 
Nakamura N, Nozawa M, Takahashi T, Uemura H, Uemura M, Yokomizo A, Yoshimura A, Kakehi Y. Japanese 
expert panel meeting on the management of prostate cancer with bone metastases. Oncol Ther.  6: 157-171, 
2018.

⑧山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，鷲巣佳奈，惣田梨加奈，上野周一，畑中星吾，針生将嗣，新保宗史．当施設
における T4 食道癌の放射線治療成績．埼玉医学会雑誌．53（1）404-408，2018．

⑨ Takahashi T, Murata H, Shoji H, Onishi M, Takakusaki Y, Okonogi N, Okazaki A, Nishimura K, Yamano T, Ogoshi 
K, Nakano T.  Prediction of preoperative hyperthermo-chemoradiotherapy response in locally advanced rectal 
cancer.  ESTRO 37.  April 20-24, 2018.  Barcelona, Spain.

⑩ Yamano T, Takahashi T, Nishimura K, Washizu K, Soda R, Kurosaki H, Utsumi N, Shimbo M, Hatanaka S, Hariu M.  
Clinical outcome of hypofractionated stereotactic radiotherapy for inoperable skull base meningioma.  ESTRO 
meets Asia 2018.  December 7-9, 2018. Singapore

【総数：論文　7 件，学会発表　14 件，講演　6 件】
6-2．獲得研究費

・髙橋健夫．放射線治療領域における放射線防護に関する研究．厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推
進研究事業）．研究代表者：細野　眞．新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究．

・髙橋健夫．学術研究助成基金助成金（科学研究費助成事業）．基盤 C. 局所進行非小細胞肺癌に対する重粒子線・
化学療法併用に向けて基礎的研究．

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 31 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2018/9/22
　第 12 回埼玉西部放射線医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2017/5/11
　平成 27 年度がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン共催
　放射線腫瘍学セミナー（第 1 回）　埼玉医科大学総合医療センター管理棟　2018/6/21
　放射線腫瘍学セミナー（第 2 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2018/11/1
　放射線腫瘍学セミナー（第 3 回）　埼玉医科大学総合医療センター小講堂　2019/2/25
　第 52 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2018/9/22
　第 53 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2019/2/23
　第 27 回地域の緩和ケアを考える会，ウエスタ川越 ，2018/3/29
　第 4 回川越 Cancer Manegement Forum, 埼玉医科大学総合医療センター大講堂 2019/3/20

7．自己点検・評価
診療・教育・研究のさらなる充実と規模の拡大をはかり多くの学生，若手医師に放射線腫瘍学に興味をもってもら

い，診療の質ならびに体制の向上に継続的に努める．
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2．32）神経精神科

1．構成員（2019 年 3月 31 日時点）
吉益晴夫（YOSHIMASU, Haruo）：教授：診療部長：代表指導教員（大学院）：神経心理学 ･ 高次脳機能障害 ･ 記憶

　　　　　　　　　　　　　　  障害 ･ 解離性障害：博士
安田貴昭（YASUDA, Takaaki）：専任講師：診療副部長：研究主任：コンサルテーション・リエゾン精神医学・周

　　　　　　　　　　　　　  産期メンタルヘルス・生殖精神医学・地域連携：指導教員（大学院）：博士
小林清香（KOBAYASHI, Sayaka）：専任講師（臨床心理士）：研究副主任：かわごえクリニック／教職員・学生健康

　　　　　　　　　　　　　　 推進センター兼担：認知行動療法・コンサルテーション・リエゾン心理学：指
　　　　　　　　　　　　　　 導教員（大学院）：博士

棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）：助教：教育主任
倉持　泉（KURAMOCHI, Izumi）：兼担医師：埼玉医科大学病院
志賀浪貴文（SHIGANAMI, Takafumi）：助教：教育副主任
森田美穂（MORITA, Miho）：助教
梅村智樹（UMEMURA, Tomoki）：助教
嶋崎広海（SHIMAZAKI, Hiroumi）：助教（後期研修医）
栗原瑛大（KURIHARA, Akihiro）助教（後期研修医）
佐々木剛（SASAKI, Go）助教（後期研修医）
和氣大成（WAKE, Taisei）助教（臨床心理士）：修士
藤井良隆（FUJII, Yoshitaka）心理士（臨床心理士）：修士
宮脇優子（MIYAWAKI, Yuko）：精神保健福祉士
樋渡豊彦（HIWATASHI, Toyohiko）：助教（出向中）
畠田順一（HATAKEDA, Junichi）: 助教（出向中）
深津　亮（FUKATSU, Ryo）：客員教授：指導教員（大学院）
仙波純一（SENBA, Junichi）：客員教授
内田貴光（UCHIDA, Takamitsu）：非常勤講師
大村裕紀子（OMURA, Yukiko）：非常勤講師
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）：非常勤講師（臨床心理士）：指導教員（大学院）：博士（人間科学）
丸　玲奈（MARU, Reina）：非常勤医師
松原　理（MATSUBARA, Osamu）：非常勤医師
岩山孝幸（IWAYAMA, Takayuki）：非常勤臨床心理士：修士
藤井秀都（FUJII, Syuto）：非常勤臨床心理士：修士
吉田絵美子（YOSHIDA, Emiko）：非常勤臨床心理士：修士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育において学生は，診療の一端を担いながら，時間をとって患者に寄り添うことを経験し，精神医学的問題
を抱える患者と家族の苦悩の大きさを知る．どのように精神科的な診断や見立てが行われるか，どのように患者や家
族の意向が汲み取られ，合理的な介入が進んでいくか，実際の診療に立ち会いながら体得していく．また，精神医療
が多職種多領域の協同によって成り立っていることを知り，チームの一員として医療に参加する心構えを養う．もし
精神障害や精神医療に対して誤解と偏見を有していたならば，正しい知識と理解を得るための機会とする．
　初期研修においては，上述した卒前教育の内容に加え，プライマリケア診療での頻度が高い精神障害について，診
断と治療を行うための具体的な知識を身につけ，経験を積む．また，医師として必要なコミュニケーション能力を拡
充する．病める人に寄り添い，安心や安寧を与えられるような，いわゆる人間力の向上も期待する．
　後期研修において専攻医（シニアレジデント）は，精神医学を自らの専門分野として学びながら，さらに深い知識
と経験，見識を持つことを目指す．多職種多領域によるチームの中での協同を経験し，必要に応じてリーダーシップ
を発揮できること，あるいはスタッフのメンタルケアも含め，サポーター・フォロワーの役割を果たせることを目指
す．相手の意向を汲みとる懐の深さと，全体を俯瞰していく視野の広さ，これらを併せ持つことができる医師像を理
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想とする．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育として，医学部学生に対し以下の講義を行った．医学部 4 年生では心因性精神疾患領域について講義を行っ
た（吉益，安田，小林）．医学部 6 年生ではリエゾン精神医学，心身症および精神科救急について講義を行った（吉益）．
医学部 1 年生から 4 年生では行動科学と医療倫理について講義を行った（小林）．
　医学部のクリニカルクラークシップでは，医学部 6 年生が 4 月（1 名），5 月（2 名），医学部 5 年生が 1 月（2 名），
2 月（2 名）に配属された．患者の予診を実際に経験し，その後の本診での陪席を通して，精神科臨床についての指
導を行った．
　医学部 4 年生が臨床導入実習として 2 月（1 名），医学部 3 年生がプレクリニカルクラークシップとして 5 月（2 名），
7 月（2 名），9 月（2 名），12 月（2 名）に配属された．精神科診療の現場を見学するなかで，今後の臨床実習に向
けて学習の動機づけが進むように工夫し指導を行った．
　医学部と保健医療学部の学生の希望者に対して課外プログラムを実施し，「精神科入門」に 1 名，「医療に活かさ
れる心理学」に 1 名，の参加があった．
　医学部アドバイザーとして，医学部 4 年生第 22 班 6 名を担当した（吉益）．
　初期研修では，研修医の多くが精神科での研修を選択している．精神科病床のない当院では，主に外来診療とコン
サルテーション・リエゾン精神医学に関する研修を行っている．精神科入院診療，精神科救急に関する研修は研修協
力病院で行うことができ，研修医は事前に研修先を選択することができる．近年では精神科研修期間のうち 1 週間
程度を埼玉精神神経センターでの研修に充てる研修医が多い．
　後期研修では精神保健指定医と日本精神神経学会専門医の取得を目標とし，3 年間で一通りの精神科の臨床経験を
積むことを基本としている．当院での研修を主とし，入院診療や精神科救急の研修については精神科病床のある研修
協力病院にて行う．具体的には，埼玉精神神経センター，埼玉医科大学病院などに 1 ～ 2 年程度出向し，当院とは
性格の異なる医療施設での臨床や業務を経験しながら，資格取得に必要な症例を担当する．研修協力病院に出向して
いる期間も週 1 日は当院で診療を行い，勉強会に出席することによって研修の連続性が途切れないように配慮して
いる．平成 30 年度は 1 名の後期研修医が研修協力病院に出向した．
　大学院教育では，主にコンサルテーション・リエゾン精神医学と老年精神医学について，講義，実習，臨床研究の
指導を行っている．平成 30 年度に大学院に在籍する者はいなかった．
　その他の教育活動として，埼玉医科大学短期大学と埼玉医科大学付属総合医療センター看護専門学校において精神
看護などの講義を医局員（非常勤を含む）で分担して行った．また，医局員を対象に仙波客員教授による月 1 回の
精神薬理学連続講義，深津客員教授による認知症セミナーを開催した．
2-3．達成度
　各種講義においては，医局内で内容を相互に確認し，連続性や一貫性に配慮することが　できた．
　卒前教育では，指導に十分な時間を確保することで，精神医療への誤解，偏見を正し，その重要性を理解し，興味
を持ってもらうことができた．
　初期研修医教育では，精神医療に参加するなかで全人的な視点で患者と家族にとって何が大切であるかを考え，患
者中心の医療を実践することの理解を深めることができた．また，カンファレンスなどでの発表や発言の機会を増や
すことで，研修医としての目標や医療者としての責任をあらためて自覚させることができた．
　後期研修医教育では上級医が自らの診療に研修医を同伴させ，規範を示しながら見て学ばせることと，上級医の見
守りのもとで研修医が主体的に診療に取り組んで学ぶことの 2 つのバランスが重要である．各研修医の個性や特性
に合わせた研修が行えるよう配慮することができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　学生実習では，より参加型の実習になるよう，さらに工夫をしていく．初期研修では，リエゾン診療への参加をさ
らに増やし，どの専門に進んだとしても必要となる精神科的初期対応が確実に身につくよう指導するのが目標である．
後期研修では，専門医制度の本格的な開始に伴い，より質の高い教育プログラム，システムを追及していく必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
　精神科臨床では，ひとりの患者が複数の病態や心理社会的問題を抱えており，単純な疾患治療だけでなく，家族や
地域生活を含めた包括的な支援が求められることが多い．包括的なアプローチは，高齢者医療だけでなく，がんや神
経難病，心不全などの緩和医療，周産期をはじめとする生殖医療，血液透析や臓器移植など重症慢性疾患に関わる医
療，救急医療，高次脳機能障害を含むリハビリテーション医療など多くの分野で必要であり，精神医療の積極的関与



神経精神科 

670

が求められる．そうした背景をもとに，当科では従来の外来通院患者に対する精神医療の実践だけでなく，コンサル
テーション・リエゾン精神医学にも力を入れている．
　当科では，日々の臨床で得られた経験を症例報告としてまとめ，自らの臨床実践を振り返る中で，事象の客観的吟
味や批判的検証のプロセスとその意義を学び，研究マインドを併せ持つ医療者としての資質を高めていくことを目指
す．さらに，日々の業務のなかで見出される臨床疑問を検証するための研究計画を立て，質の高い臨床研究を行うこ
とによって，自らの専門性を高めていくことを目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　救急搬送された自殺未遂患者に関する研究，てんかんや精神障害のスティグマに関する調査，周産期のメンタルヘ
ルスに関する研究，認知症リスクの告知に関する研究，身体疾患における精神医学的問題に関する研究等に取り組ん
でいる．
3-3．研究内容と達成度
　てんかん患者のセルフスティグマに関する研究（倉持），アルツハイマー病発症リスクの告知に関する研究（和氣），
妊産婦の自殺に関する研究（安田）について，国際学会での発表を行った．また，日本総合病院精神医学会では自殺
企図で入院となった患者群の特性を報告する（志賀浪）など，国内学会においても報告を行った．
　全生活史健忘の症例報告論文が，東京精神医学会誌に掲載された（栗原）ことを始め，臓器移植（小林），社交不安（五十
嵐），てんかん患者への集団療法（倉持），不妊治療に伴う不安・抑うつ（安田）など，精神医療，コンサルテーショ
ン・リエゾン精神医学の各領域での実態調査や介入研究について原著論文が受理・掲載された．
　また，複数の領域での研究を遂行，計画しており，積極的な成果報告に取り組んでいく予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
　医局内での研究に対する関心や研究マインドの重要性の認識は，年々高まっている．医局員で定期的に研究に関す
る検討会を開き，研究計画や成果発表に関する意見交換を行い，研究活動を相互支援する環境が整いつつある．研究
マインドは精神科専門医に必須の素養であり，後期研修医の研究活動を教育支援する体制を整えていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科では，精神科外来診療と他の診療科の入院患者に関するコンサルテーションを受けるリエゾン診療を行ってい
る．外来においては，専門外来の稼働を推進し，リエゾン活動においては他科との連携を深め，質のよいコンサルテー
ション活動が行えるよう努力している．精神科リエゾンチームの活動は 3 年目を迎え，精神科医，精神保健福祉士，
精神看護専門看護師，臨床心理士の多職種での活動を継続している．また，複数の診療科の開催するカンファレンス
に参加し，他の診療科と合同の症例検討会を継続するなど，院内外との連携を深めながら，病院機能を意識し，精神
医療の専門性を発揮する診療に取り組んでいる．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員の有無
　川越市自殺対策連絡協議会（吉益）
5-2．学術誌・編集委員・査読委員の有無
　日本周産期メンタルヘルス学会　学会誌編集委員（安田）
5-3．その他・社会あるいは医学貢献に関わる業務
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構　AMED 課題評価委員（吉益）
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムオフィサー（吉益）
　日本高次脳機能障害学会　社会保険・障害認定検討委員会（吉益）
　日本サイコオンコロジー学会  気持ちのつらさガイドライン策定委員会小委員会（五十嵐）
　日本産婦人科医会　妊産婦死亡症例検討評価委員会（吉益・安田）
　日本周産期メンタルヘルス学会　評議員・情報関連委員会・学会誌編集委員会（安田）
　日本循環器心身医学会　理事（小林）
　日本精神神経学会　代議員（吉益）
　日本総合病院精神医学会　リエゾン多職種委員会（五十嵐・小林）
　日本総合病院精神医学会　臓器不全・臓器移植関連委員会・専門医制度委員会（小林）
　妊産婦メンタルヘルスケアプロジェクト委員会（安田）
　精神保健福祉士試験委員（吉益）
　日本サイコネフロロジー研究会　世話人（志賀浪・小林）
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　埼玉サイコネフロロジー研究会　世話人（志賀浪・小林）
　埼玉周産期メンタルヘルス研究会　世話人・事務局長（安田）
　日本臨床心理士会　災害支援プロジェクトチーム・医療保健領域委員会（小林）
　東京公認心理師協会　代議員・医療保健福祉領域委員会・倫理委員会（小林）
　一般社団法人 公認心理師の会 運営委員（五十嵐）
　埼玉医科大学短期大学　非常勤講師（吉益・安田・棚橋・志賀浪・梅村・五十嵐・藤井（良）・和氣）
　埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校　非常勤講師（吉益・安田・棚橋・志賀浪・梅村・五十嵐・藤井
　（良）・和氣）
　さいたま看護専門学校　心理学　講師（五十嵐）
　東京女子医科大学医学部精神医学教室 非常勤講師（小林）
　早稲田大学人間科学学術院心理相談室　臨床指導員（五十嵐）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①倉持　泉・山口しげ子・村田佳子・渡邊さつき・渡辺裕貴・小林清香・堀川直史・太田敏男　心因性非てんかん
性発作への集団認知行動療法の試み　精神科治療学   33（7） 879-887,2018

② Noda T, Kobayashi S, Sawamura J, Oshibuchi H, Nishimura K: Withdrawal of the decision to donate kidney by 
living related donors; a single-center study in Japan. Transplantation Proceedings, 50:3045-3052,2018 

③栗原瑛大・安田貴昭・嶋﨑広海・棚橋伊織・志賀浪貴文・森田美穂・梅村智樹・畠田順一・佐々木剛・吉益晴夫
　健忘発症から 34 年を経て医療機関受診に至った全生活史健忘の 1 例　東京精神医学会誌　33:10-14,2018

④村林奈緒・安田貴昭・望月知佳・松浦　恵・福田純子・宗　修平・山口和香佐・俵　史子　不妊治療専門施設に
通院する女性の抑うつと不安　日本周産期メンタルヘルス学会学会誌　4（1）:61-66,2018

⑤ Funaki K, Nakajima S, Noda Y, Wake T, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Kameyama M, Nakahara T, Murakami K, 
Jinzaki M, Mimura M, Tabuchi H. Can we predict amyloid deposition by objective cognition and regional cerebral 
blood flow in patients with subjective cognitive decline? Psychogeriatrics. 2019

⑥五十嵐友里・嶋田洋徳：出来事の事後の認知的処理が社交不安に与える影響―post event processing，反すう，
心配による社交不安症状の維持メカニズム―　東京家政大学附属臨床相談センター紀要　19:47-55,2019

⑦ Wake T, Tabuchi H, Funaki K, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Kameyama M, Nakahara T, Murakami K, Jinzaki M, 
Yoshimasu H, Tanahashi I, Shimazaki H, Mimura M. Disclosure of amyloid status for risk of Alzheimer's disease to 
cognitively normal persons with subjective cognitive decline. Alzheimer's Association International Conference. 
Chicago. 2018

⑧ Kuramochi I・Watanabe M・Hiwatashi T・Watanabe S・Ota T　The self-stigma of people with epilepsy: a 
qualitative approach　13th European Congress on Epileptorogy. Austria,Vienna. 2018 

⑨ T.Yasuda, H.Yoshimasu, K.Terui, A.Sekizawa, I.Ishiwata, T.Ikeda, S.Hoshi, S.Suzuki, K.Kinoshita  Suicide cases 
reported in the maternal death registration system in Japan. International Marcé Society Biennial Scientific 
Meeting.  India,Bengaluru. 2018

⑩ Kuramochi I・Horikawa N・Shimotsu S・Hiwatashi T・Watanabe M・Okazaki M・Matsuo K・Ota. T　
Depression and Self-stigma in Patients With Epilepsy.　The 5th East Mediterranean Epilepsy Congress. 
Morocco,marachesh. 2019

【総数：原著論文 8 件・学会発表 20 件】
6-2．獲得研究費

①平成 30 年度厚生労働科学研究費　「産婦死亡に関する情報の管理体制の構築及び予防介入の展開に向けた研究」
（吉益・研究分担者・安田・研究協力者）

②平成 30 年度労災疾病臨床研究事業費補助金　「治療と職業生活の両立におけるストレスマネジメントに関する
研究 」（小林・研究分担者）

③基盤研究（C）　「心不全に伴う不眠症への段階的ケアシステム構築を目指した非薬物療法の開発と効果検証」　
（小林・研究代表者）

④基盤研究（C）　臓器移植希望者（レシピエント）に対する心理社会的評価のためのガイドラインの作成 （小林・
研究分担者）

⑤公益財団法人明治安田こころの健康財団第 54 回（2018 年度）研究助成　「自覚的認知機能低下患者に対するア
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ルツハイマー病発症前診断の心理的影響」（和氣・研究代表者）
⑥埼玉医科大学学内グラント　「自覚的認知機能低下の人に対するアミロイド PET 結果告知の長期的影響」（和氣・

研究代表者）
⑦公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 2018 年度福祉諸科学事業ジェロントロジー研究助成　「健常高齢

者および軽度認知障害患者に対する発症前診断告知の影響－認知症の効果的な告知マニュアル開発に向けて－」
（和氣・研究代表者）

6-3．受賞
①第 15 回「精神科治療学賞」最優秀賞  倉持　泉・山口しげ子・村田佳子・渡邊さつき・渡辺裕貴・小林清香・

堀川直史・太田敏男　心因性非てんかん性発作への集団認知行動療法の試み　精神科治療学   33（7） 879-887 , 
2018

②第 52 回日本てんかん学会学術集会優秀ポスター賞（みなとみらい賞） 倉持　泉・堀川直史・下津咲絵・樋渡豊
彦・渡辺雅子・村田佳子・渡邊さつき・岡崎光俊・吉益晴夫・太田敏男　てんかん患者のセルフスティグマ低減
に向けた効果的介入方法に関する質的研究　第 52 回日本てんかん学会学術集会 2018

6-4．特許・実用新案
　該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
　第 38 回日本精神科診断学会（2018.10.18-19. ウェスタ川越　副大会長 : 吉益）
　埼玉周産期メンタルヘルス研究会（安田・小林・五十嵐）
　埼玉サイコネフロロジー研究会（志賀浪・小林）
　糖尿病とこころのケア研究会（五十嵐）
　リエゾンに関わる精神科医と心理職の勉強会（五十嵐）
　リエゾン心理士の会（小林）

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療において，基本的な力を付け，バランスよく発揮することが可能となりつつある．今後も，病院
内の他診療科，埼玉医科大学内の他施設，地域との連携・協働を継続的に進め，病院内外に貢献することのできる体
制をさらに整備していきたい．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．33）臨床検査医学

1．構成員
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）： 
　　　　　　　　　　　　　　　　  臨床検査医学，内分泌学：博士
竹下享典（TAKESHITA, Kyousuke）：准教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：指導教員（大学院）：臨床検査
　　　　　　　　　　　　　　　　  医学，循環器内科学：博士
吉元美知子（YOSHIMOTO, Michiko）：技師長

［分析検査］　室谷孝志（MUROYA, Takashi），伊藤浩治（ITO, Koji），庄司和春（SHOJI, Kazuharu），関根和江（SEKINE, 
Kazue），藤宮　敏（FUJIMIYA, Satoshi），高田雅代（TAKADA, Masayo），中野博貴（NAKANO, Hiroki），井上彩子（INOUE, 
Ayako），渡辺　剛（修士）（WATANABE, Tsuyoshi），谷合希和（TANIAI, Kiwa），大谷瑠璃（OOTANI, Ruri），鈴木
理恵（SUZUKI, Rie），藤沢佳大（FUJISAWA, Keidai）

［形態検査］　寺井弘明（TERAI, Hiroaki），奈良　豊（NARA, Yutaka），笛木知子（FUEKI, Tomoko），鈴木美子（SUZUKI, 
Yoshiko），鈴木　勤（SUZUKI, Tsutomu），石塚めぐみ（ISHIZUKA, Megumi），島田崇史（SHIMADA, Takashi），
西牧　悦（NISHIMAKI, Etsu），東田久美子（HIGASHIDA, Kumiko），大出　淳（OOIDE, Jun），渡邊裕樹（修士）

（WATANABE, Hiroki），根本彩子（NEMOTO, Saiko），芳野友里恵（YOSHINO, Yurie）
［微生物検査］関根　進（SEKINE, Susumu），江端英祐（EBATA, Eisuke），松村敬依子（MATSUMURA, Keiko），波
木井裕之（HAGII, Hiroyuki），渡辺裕子（修士）（WATANABE, Yuko），酒井良太朗（SAKAI, Ryoutaro），大塚聖也

（OTSUKA, Masaya）
［生理機能検査］吉田和広（YOSHIDA, Kazuhiro），金島奈津子（KANESHIMA, Natsuko），伊藤友彦（ITO, Tomohiko），
安田あさみ（YASUDA, Asami），矢島市淑（YAJIMA, Ichitoshi），伊藤真千子（Ito, Machiko），江原由美香（EHARA, 
Yumika），茂木　健（MOGI, Takeshi）

［遺伝子検査］松尾千賀子（MATSUO, Chikako）
［中央採血室］大野優子（OHNO, Yuko），廣瀬久美（HIROSE, Kumi），鈴木康巴（SUZUKI, Yasuha），新井雅人（ARAI, 
Masato）

［出向（超音波センター）］山下美奈子（YAMASHITA, Minako），三村弘司（MIMURA, Kouji），瀬戸山昌宏（SETOYAMA, 
Masahiro），黒田正徳（KURODA, Masanori），波木井清夏（HAGII, Kiyoka），田中映美（TANAKA, Emi），野口　咲

（NOGUCHI, Saki），那須野智美（NASUNO, Tomomi），大山貴衣（OOYAMA, Kie）
［出向（放射線部 MRI）］木下佳美（KINOSHITA, Yoshimi），渡邊彩香（WATANABE, Ayaka）
［出向（かわごえクリニック）］広瀬ヒロ子（HIROSE, Hiroko）
［非常勤（中央採血室）］吉野恵美（YOSHINO, Emi）
（吉元美知子から吉野恵美まで：臨床検査技師）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：臨床検査医学科・中央検査部は，医学部 6 年生の講義，医学部 5 年生の BSL，保健医療学部 4 年
生の臨地実習，看護学生に対する講義などの教育を担当している．医学部 5 年生の BSL の目的・目標は，検査のオー
ダーから結果が出るまでの一連の過程の理解，各検査の方法と特性および限界・機器等の概略理解，基本的検査手技
の実習などを通じて各種臨床検査を的確にかつ効率よく使いこなし検査結果を正しくかつ総合的に判定する技量を身
につけることである．臨床検査技師に対しては，skill-up，新たな知識・技術の習得，能力開発を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）「卒前教育」中央検査部 BSL は主に竹下准教授が担当し医学部卒前教育に関与した．また，
医学部学生に対して臨床検査医学の試験問題作成・6 年生講義を担当した．三橋教授は中央検査部 BSL および総合医
療センター看護学校非常勤講師として看護学校 1 年生講義「臨床検査」を担当した．技師長以下臨床検査技師が中
心となって保健医療学部 4 年生の臨地実習を行うとともに，BSL においても医学部学生教育に大きく貢献した．「卒
後教育」では新研修医に対する臨床検査関連のガイダンスを行った．三橋教授は医療人育成支援センターのメンバー
として関与した．「臨床検査技師教育・能力開発」では，部内及び他科と共同での定期的勉強会開催，学会・各種研
究会・セミナーへの発表・出席を奨励・支援した．
2-3．達成度：中央検査部 BSL では実習中および終了後にディスカッションを行い理解度を確認し，概ね目標を達成
できた．臨地実習・看護学生教育では所定の目標を達成できた．検査技師教育では定期的勉強会の内容の充実が達成
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でき，良好な出席率が得られた．また，各種学会・研究会・セミナーへの出席も活発に行われた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL，臨地実習，看護学生教育，職員教育・能力開発のそれぞれにおいて年度目標を
ほぼ達成できた．特に BSL においては教育担当技師の世代交代を行い，教育内容の刷新を行った．2019 年度はこれ
らの教育活動の一層の充実を目指す．

3．研究
3-1．目的・目標
　1）新しい臨床検査法の開発および既存検査法の問題点の発見と改良
　2）院内の臨床検査ビッグデータを整理し，解析するためのシステムを構築する
3-2．研究グループ（研究プロジェクト） 
　1）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異の検討．
　2）臨床検査ビッグデータの解析システムの構築
3-3．研究内容と達成度

1）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について遺伝子解析研究を継続
した．

2）解析システムである deep learning に必要なコンピューターシステムを確立した．
3-4．自己評価と次年度計画

1）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について検索・検討を進め，同
遺伝子の coding region について HRM （High Resolution Melting）解析法および塩基配列の決定を進めた．次年
度はさらに症例を集積し，病態の解明とスクリーニング法の開発を目指す．

2）データの集積とデータクレンジングを行い，解析を勧められるようにする．心電図の自動判別ができるように
プロトコールを作成する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対して正確かつ迅速に結果を報告すること・臨床検査がより適切か
つ効率的に行われることを第一の使命としており，特に診察前検査・時間外検査などに注力している．また，NST，
SMBG，ICT，術中生理機能検査，周産期母子総合医療センター NICU 病棟検査技師派遣，放射線部 MRI 検査技師派
遣などにおいてチーム医療の一端を担っている．さらに先進医療を支える新規検査の積極的導入を図っている．各科
で行われている治験について各種要求事項が高度複雑化している検体採取・処理・保存などを担当し，協力した．また，
より良い患者サービスの提供・検査結果の質の向上・人的資源の有効活用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全
な職場環境の構築を目指し，中央検査部の大規模改修工事を完了し，臨床検査室の品質と能力に関する国際規格であ
る ISO15189 認証の取得に向けて準備を進めた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　三橋知明：日本臨床検査自動化学会誌編集委員・査読委員
　竹下享典：査読委員 Annual of Internal Medicine, Journal of Biochemistry, Archives
　of Toxicology, Scientific Reports, Plos One, Environmental Health and Preventive
　 Medicine ほか 5 誌 
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　三橋知明：日本甲状腺学会バセドウ病治療ガイドライン作成委員，　
　　甲状腺病態生理研究会事務局長，埼玉県西部甲状腺カンファランス世話人，
　　関東臨床免疫化学研究会世話人，埼玉甲状腺疾患研究会代表世話人
　竹下享典：血栓止血学会評議員　学術標準化委員会（血栓溶解部会部会長）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文：
① Sasaki Y, Hirooka Y, Kawashima H, Ishikawa T, Takeshita K, Goto H. Measurements of renal shear wave velocities 
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in chronic kidney disease patients. Acta Radiol.59（7）:884-90. 2018.
② Hamrah MS, Hamrah MH, Ishii H, Suzuki S, Hamrah MH, Hamrah AE, Dahi AE, Takeshita K, Yisireyili M, 

Hamrah MH, Fotouhi A, Sakamoto J, Murohara T. Anxiety and Depression among Hypertensive Outpatients in 
Afghanistan: A Cross-Sectional Study in Andkhoy City. Int J Hypertens. 2018 Aug 1;2018:8560835

学会発表：
③秋山義隆 , 坂下杏奈 , 的場玲恵 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 阿部義美 , 大竹啓之 , 森田智子 , 矢澤麻佐子 , 皆川真哉 ,

中島　啓 , 和田誠基 , 大村栄治 , 三橋知明 , 松田昌文：ベキサロテン内服開始 3 日後に中枢性甲状腺機能低下症を
きたした菌状息肉症の一例

　第 61 回日本甲状腺学会学術集会　2018 年　埼玉
④秋山義隆 , 坂下杏奈 , 的場玲恵 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 阿部義美 , 大竹啓之 , 森田智子 , 矢澤麻佐子 , 皆川真哉 ,

中島　啓 , 和田誠基 , 大村栄治 , 三橋知明 , 松田昌文：臍帯血輸血後に無痛性甲状腺炎と抗 GAD 抗体陽性を呈し
免疫再構築症候群が疑われた急性骨髄性白血病の一例　第 61 回日本甲状腺学会学術集会　2018 年　埼玉

⑤大竹啓之 , 的場玲恵 , 坂下杏奈 , 山崎悠理子 , 梅原敏弘 , 阿部義美 , 森田智子 , 秋山義隆 , 高嶋正利 , 和田誠基 , 大
村栄治 , 菊地　茂 , 三橋知明 , 松田昌文：40 歳代後半に発症した右側急性可能性甲状腺炎の一例　第 61 回日本
甲状腺学会学術集会　2018 年　埼玉

⑥竹下享典　Xanthine oxidase inhibition attenuates stress-induced hyperuricemia and glucose dysmetabolism. 第
65 回臨床検査医学会学術集会　2018 年　東京

⑦竹下享典　Xanthine oxidase inhibition attenuates stress-induced hyperuricemia,and prothrombotic state in mice. 
第 40 回 日本血栓止血学会学術集会　2018 年　札幌

⑧ Takeshita K  Imaging Biomarkers for Early Detection of Drug-Induced Cardiotoxicity. The 7th Cardiac Safety 
Workshop in Japan. Tokyo, 2018.

⑨竹下享典 第 28 回日本循環薬理学会学術集会 東京　2018 年　「Cardio-oncology」心臓超音波検査を用いたがん
治療関連心機能障害の早期検出を目指して

著書：
⑩竹下享典 The Manual 心不全のセット検査 凝固線溶系マーカー　146-50　メディカルビュー社　2019

【総数：論文 4 件，学会発表 9 件，著書 1 件】
6-2．獲得研究費：

竹下享典：2018 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 年
 基盤研究（B）　内科学一般（平成 30- 令和 3 年度）尿毒素による Notch シグナルと代謝リプログラミングを介

した血管障害の病態解明　代表
 2018 年度：6,240 千円 （直接経費：4,800 千円）2019 年度：4,550 千円 （直接経費：3,500 千円）
6-3．受賞：該当なし．
6-4．特許，実用新案：該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし．

7．自己点検・評価
医学部 5 年生の BSL に関しては，実習および講義・ディスカッションを通じて成果を上げている．検査技師教育

については，今後の臨床検査の一層の高度化に対応できるよう，修士・博士の取得を目指す教育を推進し，能力開発
を進める．研究に関しては高性能遺伝子解析装置を用いて通常検査では分類が困難な細菌の同定・希少疾患の研究体
制構築などに成果を挙げている．また，各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異の病因的意義の解析を進めている．
日常の検査業務については，各臨床科の要望に十分応えるようさまざまな努力が続けられた．特に細菌同定検査では
質量分析装置により結果報告時間短縮とより正確な菌種同定に貢献している．また，感染症迅速遺伝子検査の導入に
積極的に取り組み，結核などの感染症診療に貢献した．より良い患者サービスの提供・検査結果の質の向上・人的資
源の有効活用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全な職場環境の構築を目指し，中央検査部の大規模改修工事を
完了した．臨床検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得に向けて着実に準備を進めた．
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2．34）病理部

1．構成員
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：教授：運営責任者：診療科長，研究主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　  人体病理学，血液分子病理学：博士
東　守洋（HIGASHI, Morihiro）：准教授：研究副主任，教育副主任，診療副部長：指導教員（大学院）：人体病理学，

　　　　　　　　　　　　　　分子病理学：博士
百瀬修二（MOMOSE, Shuji）：准教授：研究副主任，教育主任，診療副部長：指導教員（大学院）：人体病理学，分

　　　　　　　　　　　　  子病理学：博士
増田　渉（MASUDA, Wataru）：助教，研究員，教育副主任，医員，博士
山下髙久（YAMASHITA, Takahisa）: 助教，研究員，教育員，医員，博士
菊地　淳（KIKUCHI, Jun）：助教，研究員，教育副主任，医員，大学院
高柳奈津子（TAKAYANAGI, Natsuko）：助教，研究員，教育員，医員，大学院
山崎真美（YAMAZAKI, Mami）：助教，研究員，教育員，医員，博士
川野竜太郎（KAWANO, Ryutaro）：助教，研究員，教育員，医員，大学院
沢田圭佑（SAWADA, Keisuke）：助教，研究員，教育員，医員，大学院
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）：名誉教授，客員教授：人体病理学，造血器の病理学：博士
堀江　弘（HORIE, Hiroshi）：客員教授：小児病理学：博士
秋草文四郎（AKIKUSA, Bunshiro）：客員教授：腎病理：博士
岸　宏久（KISHI, Hirohisa）：客員准教授：博士
中澤温子（NAKAZAWA, Atsuko）：客員准教授：博士
岡　輝明（OKA, Teruaki）：非常勤講師
山口　浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）：非常勤講師：博士
阿部倫子（ABE, Michiko）, 木内恭子 （KIUCHI, Kyouko）, 大澤久美子 （OHSAWA, Kumiko）, 松野和子（MATSUNO, 
Kazuko）, 大野優子 （OHNO, Yuko）, 青木智章 （AOKI, Tomoaki）,日下　卓万（KUSAKA, Takuma）, 秋山慶介（AKIYAMA, 
Keisuke）, 阿部藍子（ABE, Aiko）, 鈴木星也（SUZUKI, Seiya）, 佐藤達也（SATO, Tatsuya）, 笹谷愛結（SASAYA, 
Ayu）, 石澤　綾（ISHIZAWA, Aya）, 針谷佳那（HARIGAI, Kana）. 以上臨床検査技師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育としては，医学系総合大学の一員として，疾患の本態について，病理学に基づく細胞学的，組織学的な理
解を深めることを目的とし，将来，医療現場で役にたつ実践的な病理学を教育の目標としている．卒後教育としては，
カンファレンス，CPC を通して，疾患の成因と進展を形態学で捉えることにより診断・治療に直結する病理学を目
標としている．大学院教育は研究の実践を通して論理的に考え，問題解決に至るプロセスを学び，さらに病理診断業
務からの問題発見能力を養うことを目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育として，医学部 2 年生，3 年生の病理学総論および各論講義，5 年生の BSL（田丸，百瀬，増田，菊地），
埼玉医科大学総合医療センター看護学校 1 年生の病理学講義（川野，山崎，沢田），埼玉医科大学保健医療学部，女
子栄養大学，東武医療技術専門学校，西部医療技術専門学校，東京電子専門学院などの病院実習（臨床検査技師），
千葉大学医学部 3 年生の血液病理講義（東），順天堂大学医学部 3 年生の腫瘍学総論講義（百瀬）．卒後教育として，
CPC，CC（年 11 回），当センター特定看護師認定のための講義（東，川野），臨床とのカンファレンス（血液内科，
泌尿器科，腎臓内科，消化器肝臓内科，肝胆膵外科，脳神経外科）を行っている．大学院教育としては医学部大学院
講義（田丸），保健医療学部修士講義（田丸，百瀬），大学院生の研究指導（田丸，東，百瀬）を行っている．
また，株式会社ニチレイバイオサイエンスから社員の研修を受け入れている．
2-3．達成度
　卒前教育としては，教育内容については達成されている．スタッフの人数は以前と比べて徐々に増加傾向にあり，
これまで行なってきたことを継続している．医学部病理学講義，総合医療センター看護学校講義については前年度よ
り担当講義を増加した．卒後教育としては臨床とのカンファレンス，CPC を行った．また，臨床医と個々の症例に
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つきディスカッションを行う機会もあり概ね達成されている．大学院教育としては，実際の研究を通して目標は達成
しつつあると考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育では BSL や病院実習をとおして，医療における病理学の役割について概ね目標とする内容が達成されて
いると思われる．BSL では，スタッフ増加により昨年度よりきめ細かな対応ができたと考えている．次年度ではさら
に，専門科としての病理学についても内容に加えていきたい．卒後教育としてはカンファレンス，CPC が主となるが，
例年どおりであると考える．次年度も継続していきたい．大学院教育は概ね順調であり，4 年以内に学位取得できる
よう研究内容をまとめていく．

3．研究
3-1．目的・目標
　当センターにおけるすべての病理組織検体，細胞検体症例に対し，適切で質の高い分析と報告をすることが全ての
前提条件としてあり，研究もそれに沿ったものとなっている．特にリンパ血液系疾患に関して症例集積がなされてい
るため，症例の解析を中心とした研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明
2）各種悪性腫瘍の臨床病理学的研究
3）膀胱癌の化学療法耐性メカニズム
3-3．研究内容と達成度
1）［悪性リンパ腫における転写因子 NF-kB signal の役割］

B 細胞性リンパ腫ではその病態形成に転写因子である NF-kB の活性化が重要と考えられており，新薬のターゲッ
トとして注目されている．近年，この分子は " 細胞質 - 核振動 " という動きをしていることが見出されてきた．この
細胞内の移動がホジキンリンパ腫においていかなる挙動を示すか，生きた細胞を用いタイムラプス観察を行ない 細
胞内の NF-kB との挙動と NF-kB により調節される分子の発現を解析している．
2）［がん発生における性指向分子の役割］

腫瘍発生における性差はよく知られており，性ホルモンとの関連は古くから研究されている．しかしながら，性ホ
ルモン依存性でない細胞種を起源とする腫瘍発生の性差についてはほとんどわかっていないのが現状である．われわ
れは悪性リンパ腫の遺伝子変異探索の過程において，性指向性に変異を認める遺伝子を新たに見出した．今後，この
遺伝子を，リンパ腫発症にかかわる分子メカニズム・分子標的治療への展望とともに，分子疫学的観点からの解明を
目指す．
3）［蛍光ナノ粒子を用いたリンパ腫治療階層化のための試み］

病理診断において免疫染色は診断の確定のみならず，分子標的治療適応の可否や治療階層化などに広く用いられて
いる．悪性リンパ腫の中で最も多い疾患単位であるびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 （DLBCL）は病理形態，分子病
態ならびに臨床病理学的にも雑多な疾患群である．現在広く用いられている通常の免疫組織化学染色では客観的定量
は克服すべき問題が多いのが現状である．われわれは蛍光ナノ粒子 Phosphor Integrated dot （PID）を用いて，タン
パク発現の客観的定量法を確立することで，DLBCL の治療階層化ならびに分子標的治療適応の可否を目的としたシ
ステムの開発に取り組んでいる．実際，MYC の半定量的測定により，MYC のタンパク発現と予後に有意な相関を見
出した．
4）［口腔内白板症診断のためのバイオマーカーの探索］

口腔内白板症は一部悪性化の転機をたどる病変であるが，その診断は主に病理形態診断によるところが大きい．ま
た境界悪性と思われる症例や自然消退する症例もあり，その診断根拠として形態的変化以外のバイオマーカーが求
められている．われわれは，実際の患者検体にて遺伝子検索を行い，遺伝子変異による層別化を行っている．さらに
mRNA を抽出し，網羅的遺伝子発現解析系を確立した．
5）［Hodgkin リンパ腫におけるがん微小環境の解明］

Hodgkin リンパ腫は，多数の非腫瘍性細胞を背景に少数の腫瘍細胞が生存する特異な微小環境を構築している . こ
の微小環境の一端を解明するため，我々は複数のサイトカインを調節するプロテアーゼに着目した . Hodgkin リンパ
腫培養細胞株にプロテアーゼ阻害剤を投与すると，リンパ腫細胞が相互接着して大型集塊を形成した． これは，プ
ロテアーゼ阻害による腫瘍の運動能低下・浸潤抑制の可能性が示唆された．この現象を支配する分子機構の解明は，
サイトカイン調節というがん微小環境の解明を越え，治療応用への展望まで見込まれる意義深い研究と考えている． 
6）［尿路上皮癌における薬剤耐性能獲得機序の解明および癌幹細胞の研究］
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これまで我々は尿路上皮癌において薬剤耐性分子 YB-1 の発現と癌抑制遺伝である p53 や膜型薬剤耐性分子
p-glycoprotein の発現間に関連があることを示し，さらに YB- がゲムシタビンの薬剤耐性分子の 1 つであることを報
告した．現在尿路上皮癌のゲムシタビン耐性機序を解明すべく，ゲムシタビン耐性尿路上皮癌モデルを作製し，癌幹
細胞や薬剤耐性分子を中心とした分子機構の解明を行っている．ゲムシタビンは尿路上皮癌の標準的な化学療法の中
心薬剤であるが，その耐性獲得が臨床上問題となっているため，ゲムシタビン耐性機序を解明することは尿路上皮癌
の新規治療法へとつながるものと期待している．
7）［悪性リンパ腫に おける LR11 発現と機能］

LR11 は「病的未分化バイオマーカー」として注目されつつある分子で，千葉大，東邦大，ウィーン大学（オース
トリア）との共同研究で白血病症例にて，血中可溶型 LR11 濃度が 30-50 倍へと増大することを見出した．さらに 
B 細胞リンパ腫の一部で発現が高いことを見出した．可溶型 LR11 の検出はリンパ腫診断に用いられる sIL-2R より
も特異性が高い可能性もあり，臨床的な研究と機能解析を行なっている．
8）［悪性リンパ腫 における CSD family 分子の役割］

薬剤耐性に関与するとされる CSD ファミリー分子の一つが CD30 陽性の種々のリンパ腫において高率に発現し，
さらにこの分子を発現するびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫は予後が悪いことを見出している．CD30 陽性のリンパ
系腫瘍の病態の解明ならびに分子標的 を用いた治療戦略の新しい道を切り開くものと期待される．
3-4．自己評価と次年度計画
　リンパ造血器疾患で論文が数編発表された．悪性リンパ腫関連で国内の研究者との共同作業による論文が数編発表
された．今後も悪性リンパ腫の症例集積により新たな展開を考えたい．とくに Hodgkin リンパ腫の症例集積は国内
有数の規模であるため，国内外の共同研究も進めていきたい．今年度は共同研究を含む複数の研究課題が開始もしく
は遂行されている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　病理部は患者に直接接触してはいないが，細胞診や組織診，手術標本に関する診断，病理解剖が病理部の基本診療
に相当する業務である．形態診断のほか電顕，免疫染色，in situ hybridization，PCR 等のタンパク，遺伝子解析もそ
の中に含まれている．これらの基本業務を適正に，確実にこなすことが当然のこととして求められており，標本作製
から診断にいたる精度管理を確実に行い質の高い診断を行うことを目標とする．開院以来，病理診断，迅速診断数が
伸びてきている．このことは臨床各科の信頼を（少なくとも）損なっていないと評価できる．精度管理に関しては標
本作製時のダブルチェック，診断時ダブルチェックを全例行っており，今後も継続していく．また非常勤講師を多数
招聘し consultation も随時行い，診断精度を管理している．切り出し室はホルマリン対策，染色室は有機溶媒対策を
施した．解剖室に関してもホルマリン対策，有機溶媒対策，感染症対策を行った．さらに標本作製過程について効率
化をはかっていく．現在，血液内科，泌尿器科，腎臓内科，消化器肝臓内科，肝胆膵外科，脳神経外科とカンファレ
ンスや勉強会を通して discussion の機会がある．院内 CPC についても同様に継続していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

厚生労働省：「小児造血器腫瘍の標準的治療法の確立に関する研究」班 : 病理委員会委員 : 田丸淳一
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

田丸淳一：Reviewers Board in Japanese Journal of Clinical Oncology. Editorial Board in Pathology International. 
Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology. 日本臨床細胞学会編集査読委員 . 日本病理
学会編集委員会査読委員 .
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

A member of European Intergroup Cooperation on Childhood Non-Hodgkin lymphoma（EICNHL）: Jun-ichi Tamaru 
日本リンパ網内系学会理事，評議員，プログラム委員，編集委員，学術集会査読委員：田丸淳一
日本血液学会代議員（評議員），学術集会査読委員　問題作成委員：田丸淳一

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Saito S, Suzuki K, Yoshimoto K, Kaneko Y, Yamaoka K, Shimizu T, Mori T, Okamoto S, Kameyama K, Amano K, 
Tamaru JI, Tokuhira M, Takeuchi T. Restoration of Decreased T Helper 1 and CD8+ T Cell Subsets Is Associated 
With Regression of Lymphoproliferative Disorders Developed During Methotrexate Treatment. Front Immunol. 
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2018 Apr 4;9:621.
② Kuwabara K, Suzuki O, Chika N, Kumamoto K, Minabe T, Fukuda T, Arai E, Tamaru JI, Akagi K, Eguchi H, Okazaki 

Y, Ishida H. Prevalence and molecular characteristics of DNA mismatch repair protein-deficient sebaceous 
neoplasms and  keratoacanthomas in a Japanese hospital-based population. Jpn J Clin Oncol. 2018  Jun 1;48

（6）:514-521.
③ Kumagai Y, Tachikawa T, Higashi M, Sobajima J, Takahashi A, Amano K, Fukuchi M, Ishibashi K, Mochiki E, 

Yakabi K, Tamaru J, Ishida H. Vascular endothelial growth factors C and D and lymphangiogenesis at the early 
stage of esophageal squamous cell carcinoma progression. Dis Esophagus. 2018 Aug 1;31（8）.

④ Yamashita T, Morozumi M, Higashi M, Momose S, Tamaru JI. Retroperitoneal Cystic Nodal Metastasis of Renal 
Cell Carcinoma. Case Rep Urol. 2018 May3;2018:1605102.

⑤ Tajima Y, Eguchi H, Chika N, Nagai T, Dechamethakun S, Kumamoto K, Tachikawa T, Akagi K, Tamaru JI, Seki 
H, Okazaki Y, Ishida H. Prevalence and molecular characteristics of defective mismatch repair epithelial ovarian 
cancer in a Japanese hospital-based population. Jpn J Clin Oncol. 2018 Aug 1;48（8）:728-735.

⑥ Tanaka Y, Takahashi Y, Kimura Y, Tomikawa T, Anan T, Sagawa M, Tabayashi T, Watanabe R, Tokuhira M, 
Momose S, Tamaru JI, Kizaki M. ［Human parvovirus B19-induced hemophagocytic lymphohistiocytosis and 
myocarditis in an adult patient with hereditary spherocytosis］. Rinsho Ketsueki. 2018;59（6）:682-687.

⑦ Tokuhira M, Saito S, Okuyama A, Suzuki K, Higashi M, Momose S, Shimizu T, Mori T, Anan-Nemoto T, Amano 
K, Okamoto S, Takeuchi T, Tamaru JI, Kizaki M. Clinicopathologic investigation of methotrexate-induced 
lymphoproliferative disorders, with a focus on regression. Leuk Lymphoma. 2018 May;59（5）:1143-1152.

⑧ Nakamura E, Samejima K, Takayanagi N, Ono Y, Matsunaga S, Nagai T, Takai Y, Saitoh M, Baba K, Seki H. 
Retrospective study of umbilical cord ulceration related to congenital intestinal atresia: A single-center report. 
The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2018 May, 44（5）,pp.873-879

⑨増田　渉 , 川野竜太郎 , 菊地　淳 , 阿部藍子 , 日下卓万 , 青木智章 , 松野和子 , 大野優子 , 大澤久美子 , 木内
恭子 , 阿部倫子 , 藤野　節 , 田丸淳一 . 腋窩リンパ節転移を伴う左乳癌に左鎖骨下腫瘤を呈した spindle cell/
pleomorphic lipoma の 1 例 . 第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会 . 2018/11/18.

⑩沢田圭佑 , 百瀬修二 , 高柳奈津子 , 菊池　淳 , 東　守洋 , 田中佑加 , 増田　渉 , 得平道英 , 木崎昌弘 , 田丸淳一 . 胃
原発 EBV 陽性 MALT リンパ腫と考えられた一例 . 第 58 回日本リンパ網内系学会総会 . 2018/06/30.

【総数：論文 8 件，学会発表 27 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費

文部科学省科学研究費補助金基盤（C） 16K08673  2016-04-01 - 2019-03-31「がんの発生の男女差を規定する単
一遺伝子 DDX3X の同定」研究代表：百瀬修二

日本医療研究開発機構専任研究開発（革新的医療実用化研究事案）; 平成 29 年度 , JCOG1305 病理事務局：田丸
淳一

文部科学省科学研究費補助金基盤（C） 16K08577  2016-04-01 - 2019-03-31「Notch シグナルの調節因子
almondex/TM2D3 の機能」　研究分担：増田　渉　（研究代表：北川元生）

武田薬品工業株式会社タケダ・リサーチサポート TKDS20180614010　田丸淳一
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　第 3 回埼玉リンパ腫研究会

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療について，概ねの目標は達成されているものと考えられる．全国的に病理医不足が問題視されて
いるなかで，より魅力ある施設を目指し，職場環境の充実を一つ重要な課題として提言してきた．このことはすぐに
は解決しないまでも，その方向性がみえてきている．
　埼玉医科大学の 3 医療施設は，リンパ造血器系疾患において，国内では大きな存在となりつつあり，当病理部も
その中での重要な役割を担っている．そのことを更に追求していくと同時に，すべての症例において，一例として比
重の軽いものはない，ということを肝に銘じ，教育，研究，診療において，病理部が果たしている役割について正し
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い評価が得られるように努力する．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．35）輸血部（輸血細胞医療部・細胞移植療法部）

1．構成員
　山本晃士（YAMAMOTO, Koji）：教授；運営責任者：輸血細胞医療部診療部長；教育主任；研究副主任
　　　　　　　　　　　　　　　 医学博士；輸血学，血液凝固学，血栓止血学，幹細胞学
　田坂大象（TASAKA, Taizo）：教授：細胞移植療法部診療部長；教育副主任；研究主任
　　　　　　　　　　　　　　医学博士；血液学，造血幹細胞学，造血細胞移植学
　別宮好文 （BEKKU, Yoshifumi）：肝胆膵外科・小児外科教授（兼）
　得平道英（TOKUHIRA, Michihide）：血液内科教授（兼）
　前田平生（MAEDA, Hiroo）：客員教授
　阿南昌弘 （ANAN, Masahiro）：主任：薬剤師：修士 . 
　大木浩子 （OHKI, Hiroko）：係長：臨床検査技師．
　今井厚子 （IMAI, Atsuko）：主任：臨床検査技師 . 
　野呂光恵（NORO, Mitsue）：臨床検査技師 . 
　安田絵理子 （YASUDA, Eriko） ：臨床検査技師 . 
　植松正将（UEMATSU, Seisho）：臨床検査技師 .
　関　佐織（SEKI, Saori）：臨床検査技師．
　鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）：薬剤師（兼）.
　平田蘭子 （HIRATA, Ranko）：実験助手．

2．教育
2-1．目的・目標
　「卒前教育」：輸血部では座学や見学のみならず，実際の輸血医療に必要な手技と輸血過誤防止のための知識を初期
臨床研修に先んじて実習にて習得させることを目標としている . 
　「卒後教育」：輸血に関する知識はすべての診療科の医師に必須である．適切な輸血医療は病院の医療安全対策と密
接に関わる . これらの背景のもと医師と看護師に適切な輸血療法を指導するとともに，資格取得のための研修も行う
ことを目的とする．
　「大学院教育」：輸血学に関する学術業績をあげるための指導を行うことを目的としている．（本年度は該当無し．）
2-2．教育内容（担当者：山本，田坂，前田）．
　「卒前教育」：5 年生に対する輸血医学の講義と実習は BSL 期間の 1 日間 9:00-17:00 が割り当てられている . 講義
内容は，輸血の歴史，本邦の血液事業，血液製剤の種類・製法・特性・適応，適正な輸血療法，血液型検査・不規則
抗体検査・交差適合試験など赤血球輸血に関する免疫血液学，血小板輸血と大量血小板採取法，白血球型（HLA）・
血小板型と同種免疫，輸血後 GVHD，輸血感染症等の副作用・合併症である．実習は，自己血輸血，血液型，交差適
合試験の実際である . また，3 年生の血液内科学および 6 年生の医療総論内で輸血学の系統的講義を行った .
　「卒後教育」：4 月の新入職者のオリエンテーションにて，血液製剤の適正使用，医療安全，血液型判定実習等をあ
わせて 1 日指導している．また，輸血療法委員会から指名を受けた医師に対して，血液型判定の再実習を行っている．
この他，資格取得などの目的で研修の依頼があった医師，看護師および臨床検査技師に指導を行っている．現在，当
院は日本輸血・細胞治療学会，日本血液学会，日本外科学会，日本産科婦人科学会，日本麻酔科学会協議会と日本看
護協会推薦による学会認定・臨床輸血看護師制度の研修認定施設である．また，認定輸血検査技師制度指定施設と日
本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設でもあり，それぞれの研修・教育に協力している．
2-3．達成度
　「卒前教育」：BSL では，実習レポート，筆記試験等を併用しながら指導している . 特に昨年度からは実習にも確認
試験を導入して，指導が確実に達成されていることを確認している．講義・実習終了時には回収する学生の感想・評
価の内容，教育センターからのフィードバックにより確認している．評価は毎年向上しており，目標は達成されてい
ると判断される .
　「卒後教育」：個々の事例に対して，該当する個人に教育と指導をおこなうとともに，院内全体へは，院内セミナー
や輸血療法委員会を通じて教育を行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
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　「卒前教育」：実習の充実に努めている．例えば， 写真を加えた専用のテキストの作成．さらに実習内容を教員が実
演する DVD を作成している . これにより，実習に対する学生からの評価は高くなっている . 学生は口頭試問を苦手と
しており，質問を促しても自ら質問をすることはほとんどない．そこで，学生の知識整理と習熟の手助けとなるよう
に，過去に学生から質問のあった事項や実習で誤りやすい事項をまとめた自学自習用のプリントを配布することとし
た . また，到達度確認試験を充実させることも次年度計画とする．
　「卒後教育」：輸血部門の卒後教育の成果は輸血療法の診療内容に反映するものと考えられる．今年度から当院では
輸血管理料の適正使用加算の申請ができるようになった．このレベルにまで当院の適正輸血が到達したことは，各診
療科の協力と広い意味での「卒後教育」の成果であると考えられるため，今後もこれらを推進してゆく． 

3．研究
3-1．目的・目標
　輸血部では輸血医療のみならず細胞治療，移植医療，遺伝子に関連する広い分野の研究を行っている . たとえば，
HLA と疾患の関係，がんの細胞治療，大量出血患者における血中フィブリノゲン値の調査などである . その目的は最
先端の研究成果を臨床に応用し患者に還元することである .
3-2．研究グループ

1）末梢血幹細胞移植併用化学療法は血液内科・泌尿器科との臨床研究 .2）輸血管理，適正使用については埼玉県
合同輸血療法委員会世話人施設と共同して行っている .3）ICT を活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研究
を AMED 研究班の一員として行っている．
3-3．研究内容と達成度

1）末梢血幹細胞移植併用化学療法については，末梢血への幹細胞動員の至適条件を検討している .2）県内の適正
輸血推進のための方策を検討する埼玉県合同輸血療法委員会における活動成果は「埼玉輸血フォーラム」にて継続し
て報告している . 3）ICT を活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研究については，全国の医療機関の輸血
部宛てに血液製剤使用実態についてのアンケート調査を行った．それをもとに，e- ラーニングによる輸血教育を実
践するために必要なシステムの構築を行い，各施設に通知したところである .
3-4．自己評価と次年度計画
　共同研究者として参加している全ての研究において，十分な役割を果たしている．しかし，診療科の対象患者数の
増減に左右される共同研究は次年度の計画を立てるのが難しい．3）については，実効性の挙がる e- ラーニングシス
テムの確立と運用をめざし，次年度以降も共同研究を進める予定である． 

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　輸血部は診療科と協力し，血液製剤の安全で適正な使用の推進と，末梢血幹細胞移植等の先進的な治療において
重要な役割を果たしている . 本年度の診療実績は，血液型検査：時間内 8,469 件，交差適合試験：時間内 13,991 単
位 ＋ 時間外 4,202 単位，感染症検査（輸血部での感染症検査は平成 30 年 12 月をもって終了）：時間内 14,570 件 
＋ 時間外 1,878 件（於 HCV 抗体の検査）, HLA 検査は 66 件である . 実使用量は RBC 15,810 単位，自己血 302 単
位（採取 252 バッグ，不使用 131 単位），FFP 8,630 単位：うち血漿交換 1,802 単位，PC 32,390 単位，アルブミ
ン 73,925g=24,641.7 単位．末梢血幹細胞 10 回採取，移植 7 回，この他骨髄液からの単核球精製・赤血球除去を実施 . 
O 型赤血球濃厚液の緊急輸血に対応 .24 時間体制で輸血用血液製剤と全血漿分画製剤の受注，払出しに対応 . FFP/
RBC（補正）=0.48，アルブミン /RBC =1.529（輸血管理料 I；施設および適正使用加算を満たす）．
　日本臓器移植ネットワークの支部基幹移植検査センターとしてドナー及び腎臓移植希望者の HLA 等の検査と移植
外来を実施．学会認定・臨床輸血看護師研修認定施設，認定輸血検査技師制度指定施設および日本輸血・細胞治療学
会認定医制度指定施設であり，日本輸血・細胞治療学会認定医，学会認定・自己血輸血責任医師，学会認定輸血検査
技師，学会認定・臨床輸血看護師，学会認定 HLA 検査技術者が常勤している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会
　埼玉県輸血療法委員会：世話人（山本，阿南），小委員会委員（大木）.
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　日本輸血細胞治療学会誌：編集委員および査読者（山本）．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

一般社団法人日本輸血・細胞治療学会：評議員，クリオ・フィブリノゲン製剤小委員会委員長，学会認定・アフェ
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レーシスナース制度試験委員長（山本）．
　一般社団法人日本血液学会：評議員（山本，田坂）．
　一般社団法人日本血栓止血学会：代議員（山本）．

6．業績
6-1．論文・学会発表　

① Yisireyili M, Uchida Y, Yamamoto K, Nakayama T, Cheng XW, Matsushita T, Nakamura S, Murohara T, Takeshita 
K. Angiotensin receptor blocker irbesartan reduces stress-induced intestinal inflammation via AT1a signaling and 
ACE2-dependent mechanism in mice. Brain, Behavior, and Immunity 69:167-179, 2018.

②Okada M, Tasaka T, Ikegame K, Aotsuka N, Kobayashi T, Najima Y, Matsuhashi Y, Wada H, Tokunaga H, Masuda S, 
Utsu Y, Yoshihara S, Kaida K, Daimon T, Ogawa H. A prospective multicenter phase II study of intrabone marrow 
transplantation of unwashed cord blood using reduced intensity conditioning. Eur J Haematol 100:335-343, 
2018.

③山本晃士．大量出血妊産婦の救命に貢献するフィブリノゲン製剤．日本産婦人科・新生児血液学会誌 27 : 69-
74, 2018.

④阿南昌弘，大木浩子，今井厚子，野呂光恵，森絵理子，植松正将，田坂大象，山本晃士．輸血部門での解凍によ
る新鮮凍結血漿の依頼量・輸血量の削減．日本輸血細胞治療学会誌 64 : 484-489, 2018.

⑤中桐逸博，和田秀穂，徳永博俊，田坂大象，杉原　尚．免疫クロマトグラフィ法でありながら発光免疫測定法に
匹敵する検出感度を有する新規 HBs 抗原検出試薬の性能評価．感染症学雑誌 92 : 126-132, 2018.

⑥山本晃士．血小板製剤の適正使用．日本血栓止血学会誌 29 : 647-650, 2018.
⑦山本晃士．大量出血に対するフィブリノゲン製剤の投与実態・意義と MTP．第 66 回日本輸血・細胞治療学会

総会シンポジウム（2018）
⑧阿南昌弘，大木浩子，今井厚子，野呂光恵，安田絵理子，植松正将，田坂大象，山本晃士．輸血部における新鮮

凍結血漿解凍の有用性と意義．第 66 回日本輸血・細胞治療学会総会（2018）
⑨今井厚子，安田絵理子，大木浩子，野呂光恵，植松正将，阿南昌弘，田坂大象，山本晃士．輸血により生後 6 ヶ

月で不規則抗体を産生した乳児例．第 66 回日本輸血・細胞治療学会総会（2018）
⑩山本晃士．凝固異常値への対応と止血重視の輸血療法．第 146 回日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部例会

特別講演（2018）
【総数：論文 12 件，学会発表 10 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許 , 実用新案
　該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　輸血部はその高い専門性（輸血認定医，自己血輸血責任医師，細胞治療認定管理師，学会認定・臨床輸血／自己血
輸血／アフェレーシス看護師，輸血認定技師）を生かして , 少ない人員ながら着実に運営されている．特に診療実績
は良好に推移している．1） 診療に関しては , 末梢血幹細胞採取を過去 20 年以上（平成 5 年～平成 31 年 3 月末）安
全に実施して，延べ 600 人以上に達した．さらに細胞の処理は GMP 準拠の施設で無菌的に行っている．2） 自己血
採血は件数が増加しているため，自己血外来を週 8 コマ実施して対応している．なお，貯血のみならず（自己血採
血が手術前4週間ほど前から始まるため）術前検査の再確認や患者の合併症の把握などで診療各科に協力している．3） 
日本臓器移植ネットワークにおける支部基幹移植検査センターとして，24 時間体制でドナー検査に対応しているこ
とと移植外来は評価されている．4） 教育では講義と実習に関して自己学習用冊子と専用テキストの貸し出し，DVD
などの視覚的教材を提供して，実習終了後には達成度確認テストを行うなど，きめ細かい指導を行ってきた．5） 研
究に関しては , 院内のみならず他大学との共同研究を行っている．また，AMED の研究班に参画して研究費を得てい
る．このように，教育，研究においても概ね目標は達成されている．また，6） 学会認定・輸血看護師研修認定施設 ,
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認定輸血検査技師制度指定施設と日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設，HLA 研修施設として，さらには埼
玉県合同輸血療法委員会の中心として社会的にも貢献している．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

3．36）健康管理科

1．構成員
　伊藤博之（ITO, Hiroyuki）：教授（心臓内科兼担）：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：指導教員（大学
　　　　　　　　　　　　　  院）：循環器，心電学：博士
　丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）：教授（健康管理センター兼担）：指導教員（大学院）：循環器，動脈硬化：博士
　井上芳郎（INOUE, Yoshiro）：助教（心臓内科兼担）

2．教育
卒前教育
2-1．目的 ･ 目標
　心臓内科参照．健康管理科は卒前教育・卒後教育への関与はなく，心臓内科の卒前教育の一部を担当している．
2-2．教育内容（担当者）
　1．4 年生臨床入門「身体診察のまとめ・胸部・バイタルサイン」チューター（伊藤）
　2．心臓内科 BSL のクルズス 2 枠を担当（伊藤）
　3．4 年生共用試験 OSCE ステーションリーダー（伊藤）
　4．6 年生卒業時 OSCE 学内評価者（伊藤）
　5．課外学習プログラム「心電図を読めるようになりたい！」実施（伊藤）
2-3．達成度
　心臓内科参照
2-4．自己評価と次年度計画
　昨年度から BSL クルズスを 2 枠に増やした．学生からの評価は高く，次年度も継続予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　心臓内科：院外心停止蘇生例および心原性失神例の診断と予後評価，特に除細動器植込みの適応を検討する．
　健康管理科：動脈硬化性疾患のさらなる一次予防の臨床研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　心臓内科：院外心停止蘇生例における冠攣縮性狭心症の寄与を検討する．さらに退院後の致死的不整脈再発リスク
を検討し，植込み型除細動器の適応を明らかにする．
　健康管理科：ドック受診者の経年データから，古典的心血管リスク因子に追加して中期の心血管病発症を予測でき
る因子を見出し，より有効な動脈硬化性疾患の予防戦略を検討する．
3-3．研究内容と達成度
　心臓内科：心停止から蘇生し除細動器を植込み退院した冠攣縮性狭心症例の致死的不整脈再発状況を調査し再発
予測因子を検討したが有意なものを見いだせず，現時点では全例除細動器植込みが妥当と結論した．以上を第 11 回
Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　心停止蘇生後冠攣縮性狭心症の除細動器植込み適応は未解決の課題であり，今後も新規例追加および退院例長期追
跡により，知見を蓄積する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当院人間ドックでは，一泊二日で通常の人間ドック健診より精密に悪性腫瘍の早期発見と心血管疾患のリスク評
価を行い，結果説明も十分に行っている．要精査・治療の場合は各診療科に情報を共有して紹介できる．本年度は
263 名が受診し，154 名が要精査・治療として院内各科に紹介となった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　学会評議員：日本不整脈心電学会（伊藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Isshiki A, Ito H, Taomoto Y, et al
Clinical and electrocardiographic variables of patients with vasospastic angina resuscitated form cardiac arrest.
11th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions
Taipei, Taiwan　2018 年 10 月 17-20 日

【総数：論文 0 件，学会発表 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　心臓内科参照

7．自己点検・評価
　人間ドックは各診療科・検査部・9 階 /2 階西病棟のご協力で，精密かつ効率的に行われている．教育・研究は心
臓内科と協働で行い，それぞれ成果をあげている．今後は健康管理科独自の臨床研究をたちあげることが必要である．
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3．1）消化器内科

1．構成員
良沢昭銘（RYOZAWA, Shomei）：教授，運営責任者：消化器内視鏡科診療部長：教育主任：研究主任：診療主任：
　　　　　　　　　　　　　　　代表指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
濱口哲弥（HAMAGUCHI, Tetsuya）：教授：消化器腫瘍科診療部長：教育主任：研究主任：診療主任：指導教員（大
　　　　　　　　　　　　　　　　 学院）：消化器がん薬物療法：博士
真下由美（MASHIMO, Yumi）：准教授：消化器内視鏡科診療副部長：研修医長：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：
　　　　　　　　　　　　　   博士
野中康一（NONAKA, Kouich）：准教授：外来医長：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
水出雅文（MIZUIDE, Masafumi）：准教授：病棟医長：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
堀田洋介（HORITA, Yosuke）：准教授：外来医長：教員（大学院）：消化器がん薬物療法
新井　晋（ARAI, Shin）：講師：指導教員（大学院）：消化器内視鏡：博士
三原良明（MIHARA, Yoshiaki）：講師：研修医長：消化器がん薬物療法
谷坂優樹（TANISAKA, Yuki）：講師：消化器内視鏡：博士
田島知明（TASHIMA, Tomoaki）：助教
原田舞子（HARADA, Maiko）：助教
小川智也（OGAWA, Tomoya）：助教
菓　裕貴（KURUMI, Hiroki）：助教

2．教育
2-1．目的 ･ 目標：
　「卒前教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，学生の意欲を引き出し，ひとりの学生もドロップアウトすること
のない教育，学生指導を実践する．
　「卒後教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，内視鏡関連知識および技術の指導を行い優れた臨床医の育成を目
指す．
2-2．教育内容（担当者）
　「卒前教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して教育した．
　「卒後教育」消化器腫瘍の診断，治療に関して，主として内視鏡関連知識および技術，ならびにがん薬物療法につ
き教育した．
2-3．達成度：
　「卒前教育」目標はほぼ達成された．
　「卒後教育」目標はほぼ達成された．
2-4．自己評価と次年度計画
　「卒前教育」学生の意欲を引き出すことができた．次年度も同様の目標を継続する．
　「卒後教育」所属医師の臨床能力を高めることができた．次年度も同様の目標を継続する．

3．研究
3-1．目的・目標
　消化器腫瘍の診断，治療に関する研究を行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト） 
　内視鏡的画像解析，内視鏡治療の開発，がん薬物療法治療成績の解析
3-3．研究内容と達成度 
　上記研究を進めている
3-4．自己評価と次年度計画：
　次年度も同様の目標を継続する
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　消化器腫瘍の診断について，消化管領域においては，一般的な内視鏡検査のほかに，NBI をはじめとする特殊光や
共焦点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている．胆膵領域においては，一般的な ERCP 関連検査のほかに，超音波
内視鏡や共焦点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている．内視鏡治療については，消化管領域では ESD を中心と
した低侵襲治療を，胆膵領域では一般的な ERCP 関連治療のほかに，超音波内視鏡ガイド下治療やバルーン内視鏡を
用いた術後再建腸管に対する治療を行っている．また，消化管および胆膵癌，さらには消化器系希少癌のがん薬物療
法をおこなっており，昨年度より治療件数は 1.3 倍に増えており，さらに増え続けている．さらに今年度は消化器病
センター上部消化管外科との共同で消化器腫瘍の中でも胃癌や食道癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の有用性
を検証する治験に取り組み，登録数も上位で貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本消化器病学会雑誌編集委員，消化器内視鏡編集幹事，日本 DDS 学会学会誌編集委員
　以下査読委員：
Endoscopy ，American Journal of Gastroenterology，Journal of Gastroenterology，Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Science（JHBP），Journal of Gastrointestinal Cancer，Clinical Journal of Gastroenterology，Digestive 
Endoscopy，Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International，Endoscopic Ultrasound Scandinavian Journal of 
Gastroenterology，Pancreatology，日本消化器病学会雑誌，日本消化器内視鏡学会雑誌，日本胆道学会雑誌，日本膵
臓病学会雑誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本消化器病学会専門医試験実施・判定委員会委員，日本消化器病学会学術集会検討委員会委員，日本消化器内視
鏡学会用語委員会委員，日本消化器内視鏡学会ガイドライン委員会委員，日本消化器内視鏡学会薬事・社会保険委員
会委員，日本胆道学会社会保険委員会委員，日本胆道学会閉塞性黄疸に対する超音波内視鏡下瘻孔形成術ガイドライ
ン作成委員，日本大腸癌研究会編大腸癌治療ガイドライン委員会委員，日本臨床腫瘍学会高齢者がん薬物療法診療ガ
イドライン委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ryozawa S, Yasuda I. Current strategies for the endoscopic management of difficult-to-treat bile duct stones in 
Japan.Dig Endosc. 2018 Apr;30 Suppl 1:54-58. doi: 10.1111/den.13020. Review. No abstract available. PMID: 
29658641

② Nonaka K, Shinichi Ban, Ryozawa S. Strictures after endoscopic submucosal dissection of the esophagus: Are the 
histopathological findings the same between human and porcine models? Dig Endosc. 2019;31:106

③ Tashima T, Ohata K, Sakai E, Misumi Y, Takita M, Minato Y, Matsuyama Y, Muramoto T, Satodate H, Horiuchi 
H, Matsuhashi N, Nonaka K, Ryozawa S. Efficacy of an over-the-scope clip for preventing adverse events after 
duodenal endoscopic submucosal dissection: a prospective interventional study. Endoscopy 2018 May;50

（5）:487-496. doi: 10.1055/s-0044-102255.
④ Fujita A, Ryozawa S, Kobayashi M, Araki R, Nagata K, Minami K, Tanisaka Y, Kobatake T, Mizuide M. Diagnostic 

ability of a 22G Franseen needle in endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of subepithelial lesions. 
Mol Clin Oncol. 2018 Nov;9（5）:527-531. doi: 10.3892/mco.2018.1709. Epub 2018 Sep 3.PMID: 30345047 

⑤ Tanisaka Y, Ryozawa S, Mizuide M, Kobayashi M, Fujita A, Minami K, Kobatake T, Omiya K, Iwano H, Araki R. 
Usefulness of the "newly designed" short-type single-balloon enteroscope for ERCP in patients with Roux-en-Y 
gastrectomy: a pilot study. Endosc Int Open. 2018 Dec;6（12）:E1417-E1422. doi: 10.1055/a-0754-2290. 
Epub 2018 Nov 29. PMID: 30505936 

⑥ Kobayashi M, Ryozawa S, Iwano H, Araki R, Tanisaka Y, Fujita A, Kobatake T. The usefulness of wire-
guided endoscopic snare papillectomy for tumors of the major duodenal papilla. PLoS One. 2019 Jan 23;14

（1）:e0211019. doi: 10.1371/journal.pone.0211019. eCollection 2019. PMID: 30673748 
⑦ Kurumi H, Nonaka K, Ryozawa S. Probe-based confocal laser endomicroscopy of the gastric mucosa with 
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curcumin dripping. Dig Endosc. 2019;31:105
⑧ Fujii Y, Nonaka K, Ryozawa S. Use of probe-based confocal laser endomicroscopy for colon adenomas with 

topical application of acrinol drops. Dig Endosc. 2019;31:101
⑨ Hamaguchi T, Tsuji A, Yamaguchi K, Takeda K, Uetake H, Esaki T, Amagai K, Sakai D, Baba H, Kimura 

M, Matsumura Y, Tsukamoto T. A phase II study of NK012, a　polymeric micelle formulation of SN-38, 
in unresectable, metastatic or recurrent colorectal cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 2018 
Dec;82（6）:1021-1029.doi: 10.1007/s00280-018-3693-6. Epub 2018 Oct 4. PubMed PMID: 30284603; 
PubMedCentral PMCID: PMC6267673.

⑩ Tanisaka Y, Ryozawa S, Kobayashi M, Harada M, Kobatake T, Omiya K, Iwano H, Arai S, Nonaka K, Mashimo 
Y. Usefulness of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for lymphadenopathy.Oncol Lett. 2018 
Apr;15（4）:4759-4766. doi: 10.3892/ol.2018.7939. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29552115

【総数：論文 77 件，学会発表 31 件，講演 101 件】
6-2．獲得研究費： 
　①平成 30 年 4 月

AMED 研究費　「Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのアスピリンの有用性を検証する二重盲
検ランダム化比較試験」研究分担者

　②平成 30 年 4 月
AMED 研究費　「超高齢者社会における治癒困難な高齢切除不能進行再発大腸癌患者に対する標準治療確立のた
めの研究」研究代表者

　③平成 30 年 4 月　
AMED 研究費　「認知症合併に対応した最適の治療選択と安全性の向上を目指した支援プログラムの開発」（研究
代表者：小川朝生）研究分担者

　④平成 30 年 4 月　
厚労科研費　「高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定支援プ
ログラムの開発に関する研究」（研究代表者：小川朝生）分担研究者 

　⑤平成 30 年 4 月　
AMED 研究費　「薬剤抵抗性の切除不能膵癌に対する核酸医薬 STNM01 の超音波内視鏡ガイド下投与の第 I/IIa
相臨床試験」（研究代表者：矢作直久）研究分担者

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

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成された．次年度も教育，研究，診療のいずれにおいても目
標達成に努めたい．
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3．2）心臓内科

1．構成員
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）教授：運営責任者：診療部長（心臓内科）：指導教員（大学院）：循環器病学：

　　　　　　　　　　　　　　　  心不全：心臓核医学：心臓移植：博士
加藤律史（KATO, Ritsushi）教授：診療部長（不整脈科）：研究主任：科目責任者・代表指導教員・指導教員（大学

　　　　　　　　　　　  院）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士
岩永史郎（IWANAGA, Shiro）教授：診療副部長：教育主任：指導教員（大学院）：循環器病学：器質的心疾患：心

　　　　　　　　　　　　  不全：心エコー図学：博士
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）教授：指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：

　　　　　　　　　　　　　　  博士，平成 26 年 6 月より東松山医師会病院病院長出向
中埜信太郎（NAKANO, Shintaro）教授：研究副主任：指導教員（大学院）：循環器病学：小児循環器病学：救急医学：

　　　　　　　　　　　　　虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）兼担教授（RA センター）：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：薬

　　　　　　　　　　　　　　　　　理学：分子生物学：博士
中島淑江（NAKAJIMA, Yoshie）准教授：教育副主任：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士
池田礼史（IKEDA, Yoshifumi） 講師：外来医長：：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士
後藤貢士（GOTO, Koji）講師：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士
杉　佳紀（SUGI, Keiki）講師：指導教員（大学院）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
長瀬宇彦（NAGASE, Takahiko） 講師：循環器病学：不整脈：カテ - テルアブレーション：博士
吉本晴美（YOSHIMOTO, Harumi）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士
有山幸紀（ARIYAMA, Miyuki）助教：循環器病学：画像診断，心エコー図学：博士
浅野　奏（ASANO, So）助教：研修医長：循環器学：不整脈：カテーテルアブレーション
筋野容守（SUJINO, Yasumori） 助教：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
山田良太（YAMADA, Yoshihiro） 助教：病棟医長：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
神田さやか（KANDA, Sayaka） 助教：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
大山馨子（OYAMA, Kyoko） 助教：循環器病学
小國哲也（OGUNI, Tetsuya） 助教：循環器病学
関　要（SEKI, Kaname） 助教：循環器病学：博士
長谷川早紀（HASEGAWA, Saki） 助教：循環器病学：博士
保谷洋貴（HOYA, Hiroki） 助教：循環器病学
江木竜太（EGI, Ryuta） 助教：循環器病学
松尾圭祐（MATSUO, Keisuke） 助教：循環器病学
田中尚道（TANAKA, Naomichi） 専攻医：循環器病学
非常勤医師
田中沙綾香（TANAKA, Sayaka）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
坂下　徳（SAKASHITA, Toku）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
潟手庸道（GATATE, Yodo）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
森　仁（MORI, Hitoshi）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
田原　舞（TAHARA, Mai）：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
伊藤　桂（ITO, Kei）：循環器病学：不整脈：カテーテル治療
名誉教授：
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki） 名誉教授：指導教員（大学院）：循環器病学：虚血性心疾患：心臓核医学：博士
客員教授：
河本修身（KOMOTO, Osami）：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：博士
清水　渉（SHIMIZU, Wataru）：指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：博士
小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）：指導教員（大学院）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
小泉智三（KOIZUMI, Tomomi）：指導教員（大学院）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
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客員准教授：
丹野　巡（TANNO, Jun）：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
客員講師：
元山　猛（MOTOYAMA, Takeshi）：循環器病学：博士
森本義博（MORIMOTO, Yoshihiro）：循環器病学：博士
宮本直政（MIYAMOTO, Naomasa）：循環器病学：虚血性心疾患：博士
山田裕一（YAMADA, Yuichi） ：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
荻野達夫（OGINO, Tatsuo） ：環器病学：不整脈：博士
原　幹（HARA, Motoki）：循環器病学：不整脈：博士

2．教育
2-1．目的・目標

卒前教育：3 年生は循環器ユニット中の症候論や検査・治療の基本を，病態生理に基づいて講義している . 4 年生
は臨床入門（臨床推論）を分担・担当している . また，5 年生の Bed side learning（BSL）および Clinical Clerkship（CC）
では，学生を医療チームの一員として，診断と治療に関して能動的な経験を行うことを目標としている．BSL 循環器
ユニットのプログラムでは，循環器系 3 診療科（心臓内科，心臓血管外科，小児心臓科）を 2 週間でローテートし，
心臓血管外科と小児心臓科にそれぞれ 2 日間をかける．このユニットでは心臓内科の実習を中心とし，総括も当科
で行っている．6 年生の講義は，第一に医師国家試験に合格することを目標として企画しているが，一部は初期臨床
研修で求められる事項も含んでいる．新専門医制度に伴ってプログラムを変更する準備をした．
　卒後教育：初期研修医は主に緊急入院する救急患者の受持医となり，医療チームの一員として症例の診断・検査に
携わり，治療方針を立案できることを目標としている． 
　大学院教育：数名が在籍し，学位取得を目指し研究を継続している .　社会人大学院生も入学しているが，臨床研
修と研究が両立できるように配慮している .
2-2．教育内容（担当者）

卒前教育：卒前教育は，教育主任の岩永教授を責任者として実施している．3 年生は系統講義を前期：25 コマ，6
年生は前期：3 コマ，後期：1 コマを担当した . 5 年生 BSL は，学生自身のチェックリストによる自己評価，新入院
患者のプレゼンテーション，教授回診時の聴診実習，終了時の諮問などを通して学習させている．
　卒後教育：初期臨床研修のローテートを最大 6 名受け入れている . 主に緊急入院患者を受け持ち，プライマリーケ
アに限らず，循環器疾患の専門研修を指導医の下で行っている．月曜日に行われる研究カンファレンスや火曜日午前
7:30 から行われている心臓血管外科との合同カンファレンスや，木曜日午前 7:30 からの不整脈カンファレンス，そ
の他，CPC などにも自主的参加させている．
2-3．達成度

卒前教育：5 年生 BSL をローテートする学生の知識や理解度などで，臨床実習を問題なく受けることができるレベ
ルに達していないものもあり，勉強会（心電図診断など）を補講として行っている．臨床実習は，今後要求される国
際標準レベルに到達するためには，時間数と質ともに向上が望まれる．
　卒後教育：チームでの受け持ち患者は 15-20 名 / 月であり，急性冠症候群や急性心不全など緊急入院患者を主に
担当させている．このため，循環器領域の救急医療や緊急時の対処法を理解することができている .
　大学院教育：社会人大学生 4 名（非常勤医師含む），研究マインドプログラム専攻医 1 名が，現在博士号取得に向
けて研究中である . 
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：概ね目標を達成できた．系統的講義は基礎となる解剖学や生理学を理解した上で，循環器疾患の病態生
理を学べるように行えている．胸部診察は臨床医学入門の中で重要な部分を占めるため，OSCE への対応として指導
医が十分な内容の教育を行えるように今後，指導医にさらに指導者としての研鑽を積ませる必要がある．心臓内科で
の BSL 実習期間は 7 日間と少なくなり，循環器内科全般の知識を復習する時間的余裕がなかった．BSL では一般内
科の診断や治療に関する技能の習得は賄えているが，循環器領域の専門技能の取得にはさらなる努力を要する．5 年
生後半から 6 年生初頭にかけての CC では，各チームで 4 名の学生を受け入れ，医療チームの一員として診療に当た
らせ卒後臨床研修と同等のレベルを目指した指導を行った．
　卒後教育：到達目標の大部分を達成できた．初期臨床研修においては，すべての到達目標を達成する必要があるた
め，他診療科と協力して教育を行った．
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3．研究
3-1．目的，目標
　循環器診療から発見される臨床課題の中で，その解決により，診療の質向上に貢献できる臨床研究テーマを選んで
研究させている．他大学・医療機関と共同で行う多施設研究への参加，translational research の推進を目標とした．
専門研修および初期臨床研修中の医師には，経験した症例を深く掘り下げて検討し学術集会などで積極的に症例報告
させ，さらに論文とすることを義務づけている．
3-2．研究グループ・研究プロジェクト
　虚血グループ，不整脈グループ，心不全グル - プ，画像診断グループに分かれて，関連する診療科とも共同で研究
している．心不全グループでは，埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンターとの兼担千本松教授が中心
となり，心不全モデルを用いた研究を行っている．また，心臓血管外科と共同研究で，同意を得た手術症例の摘出組
織から iPS 細胞を誘導し，疾患の病因を解明する研究を行っている .

・安定型狭心性に関する保存的または侵襲的アプローチの健康効果に関する国際共同比較研究
・慢性虚血性心疾患による重症心不全研究対象患者に関する前向き研究（心筋 sheet の治験協力）
・日本における成人先天性心疾患患者の通院状況に関する調査
・サムスカ注射剤の OPC-61815
・ivabradine の第 3 相試験の ONO-1162
・2 型糖尿病合併不整脈治療デバイス植え込み患者におけるエンパグリフロジン介入後の重症不整脈数変化を評価

するためのプラセボ対照二重盲検比較試験（特定臨床研究）
・至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンションの複雑性病変における臨床経過を評価する前向き観

察研究（特定臨床研究）
上記以外にも他多数の前向き観察研究，医師主導の国内治験を実施した．
3-3．研究内容と達成度
　虚血グループは，中埜教授を中心に薬物溶出性ステントなどによる経皮的冠動脈形成術と抗血栓療法について，ま
た，冠動脈内超音波（IVUS）による動脈硬化病変の性状診断の研究などを行っている .
　不整脈グループは，加藤教授を中心に心室頻拍や心房細動へのカテーテルアブレーションの症例を積み重ね，その
治療成績を研究している．心室細動など致死性不整脈のハイリスク症例へ一次的自動除細動器植込みの研究，左室収
縮障害例へのデバイスによる心室再同期治療の研究も継続している．心房細動アブレーション後の再発予測因子を解
析研究も継続しており，左房機能の影響を検討している .
　心不全グループでは，村松教授を中心に重症心不全，特に心移植前後の評価と管理について検討している． 
3-4．自己評価と次年度計画
　それぞれの研究の主テーマは，前年度から継続して研究してきたものである．徐々にではあるが，その成果を原著
論文としてまとめている．当診療科の特徴を活かし，地域関連施設も参加する広域臨床研究を準備している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　緊急を含めたすべての循環器疾患に 24 時間対応できるように，最先端の診療を行える医療チームが形成されつつ
ある．診療する体制の強化は行っているが，まだ，症例数の増加に対応できる十分なキャパシティではない．冠動脈
インターベンション，不整脈アブレーション，デバイス治療に加えて，器質的心疾患を対象とする低侵襲治療の導入
を継続している．画像診断は症例数の増加に満足することなく，診断制度の向上を目指した方策を検討している．心
臓移植が必要となり得る重症心不全症例の診断，内科的および外科的治療，術後管理を拡充し，他医療機関からのコ
ンサルテーションにも当たっており，当科は循環器疾患一般から心臓移植までの幅広い分野を診療対象にした医療機
関であり，臨床との橋渡し的役割を担う translational research も積極的に行っている .

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　西村重敬：労働省労働基準局中央労災医員，さいたま地方裁判所専門委員

松本万夫：厚生労働省社会保障審議専門委員，さいたま地方裁判所専門委員，独立行政法人医薬品機器総合機構専
門委員，日本学術会議連携会員

　村松俊裕：埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員，さいたま地方裁判所専門委員
5-2．学術誌．編集委員，査読の有無
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編集委員
　岩永史郎：Journal of Cardiology Cases
　西村重敬：日本冠疾患学会誌
　松本万夫：臨床電気生理，Circulation Up date，APHRS news（編集委員長）
　千本松孝明：日本臨床検査自動化学会誌，Vascular Biology Innovation Conference（審査員）
　加えて，
　村松俊裕，加藤律史，岩永史郎，西村重敬，松本万夫，は，American Journal of Cardiology, Circulation Journal, 
Journal of Cardiology, International heart Journal, International Journal of Cardiology, Journal of Ultrasonics in 
Medicine, International Journal of Molecular Imaging, Annals of Nuclear Medicine,Open Journal of Clinical ＆
Medical Case Reports, 日本核医学学会誌 , Internal　Medicine（日本内科学会雑誌英語版），心電図（心電学会誌），
心臓などの査読者を務めた．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

村松俊裕：日本循環器学会心臓移植実施施設部会委員，日本循環器学会心臓移植検討小委員会委員

6．業績
6-1．論文，学会発表

原著論文（英語）
① Nagase T, Bordignon S, Perrotta L, Bologna F, Weise FK, Konstantinou A, Kato R, Schmidt B, Chun JKR：Low Risk

of Pulmonary Vein Stenosis After Contemporary Atrial Fibrillation Ablation　- Lessons From Repeat Procedures
After Radiofrequency Current, Cryoballoon, and Laser Balloon. Circ J. 82（6）:1558-1565. 2018 May

② Mori H, Kato R, Ikeda Y, Goto K, Tanaka S, Asano S, Shiki Y, Nagase T, Iwanaga S, Nishimura S, Muramatsu T,
Matsumoto K：Analysis of the heart rate variability during cryoballoon ablation of atrial fibrillation. Europace.
1;20（8）:1259-1267. 2018 Aug

③ Mori H, Kato R, Ikeda Y, Goto K, Tanaka S, Asano S, Shiki Y, Nagase T, Tahara M, Iwanaga S, Muramatsu T,
Matsumoto K：The influence of the electrodes spacing of a mapping catheter on the atrial voltage substrate
map. J Cardiol. 72（5）:434-442. 2018 Nov

症例報告（英語）
④ Nagase T, Asano S, Goto K, Ikeda Y, Kato R, Matsumoto K：Phrenic nerve injury contemporaneous with acute

decrease in compound motor action potential during laser balloon pulmonary vein isolation for atrial fibrillation.
HeartRhythm Case Rep. 5（2）:83-87. 2018 Nov.

症例報告（日本語）
⑤森 仁， 加藤 律史， 池田 礼史， 後藤 貢士， 田中 沙綾香， 志貴 祐一郎， 浅野 奏， 岩永 史郎， 村松 俊裕， 松本 万夫， 

飛梅 威：焼灼により回路が変化したと考えられた拡張型心筋症に合併した刺激伝導系関連心室頻拍の 1 例 . 臨
床心臓電気生理 . 41. 31-38. 2018.05

⑥田原舞，加藤律史，森仁，浅野　奏，志貴祐一郎，田中沙綾香，後藤貢士，池田礼史，村松俊裕，松本万夫：
最早期興奮部位の両方向に slow conduction が存在する ATP 感受性心房頻拍の 1 例，心臓 . 150（12）.13-18.
2018.12

学会発表
⑦関　要，中島淑江，小川晴美，筋野容守，有山幸紀，中埜信太郎，加藤律史，村松俊裕，岩永史郎：Mycotic

pulmonary arterial pseudoaneurysm: A rare complication of right-sided infective endocarditis. 日本心エコー図学
会第 29 回学術集会 . 2018.04

⑧山田良大，潟手庸道，中埜信太郎，中島淑江，岩永史郎，村松俊裕，加藤律史：閉塞性睡眠時無呼吸症候群に合
併した症候性洞不全症候群に対し，CPAP 導入によりペースメーカ植込みを回避できた 1 例 . 第 66 回日本心臓
病学会学術集会 . 2018.09

⑨ K. Goto, R. Kato, M. Tahara, H. Mori, S. Asano, T. Nagase, Y. Ikeda, S. Iwanaga. T. Muramatsu, K. Matsumoto：
Impact of clinical outcome of ablation of the non pulmonary vein foci after cryothermal pulmonary vein isolation.
ESC2019. 2019.03

⑩池田礼史，加藤律史，後藤貢士，長瀨宇彦，田中沙綾香，浅野　奏，森　仁，田原舞，松本万夫：Prognostic
Impact of Acute Heart Failure Complicating Atrial Fibrillation. 第 83 回日本循環器学会学術集会 . 2019.03

【総数：論文 14 件，学会発表・講演 79 件】
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6-2．獲得研究費
　H30 年度日高グランド　杉　佳紀
6-3．受賞
　 該当無し
6-4．特許，実用新案
　発明の名称：足関節循環動態指標算出装置，足関節循環動態指標算出方法，足関節循環動態指標算出プログラム，
　　　　　　　血圧測定装置 
　登録日：2019/03/22
　発明者：丹野　巡，西村重敬
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績 

埼玉不整脈ペーシング研究会主宰（加藤律史）
埼玉北西部心不全治療フォーラム主宰（村松俊裕）
埼玉 Interventional Cardiology 研究会主宰（村松俊裕）
新鎌北湖カンファレンスを 2 回，日高ハートカンファレンスを 1 回開催した .

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいてもほぼ目標は達成できた．卒前教育では，3 年生への循環器ユニットの講義の
主たる部分，4 年生の臨床入門，5 年生の BSL，6 年生の総まとめ講義を，医学部学生の目標である医師国家試験合
格に加えて，医師となった後に必要な病態生理の理解を目標として行い達成できた．広範囲にわたる循環器病学のす
べてを 6 年生に理解させることは困難であるため，重要な点に絞りこんで講義を行った．CC ではで初期臨床研修と
リンクした臨床実習を行った．
　卒後教育において，初期臨床研修で当科の研修期間は 1-2 か月にすぎないため，緊急症例をできるだけ多く診療で
きるように配慮した．初期臨床研修医および後期臨床研修医には，自身が経験した症例を，可能な限り学術集会で，
少なくともカンファレンスでプレゼンテーションさせた．後期臨床研修医には，循環器専門医試験資格に合格できる
ように，専門的な教育を行った．
　研究では，虚血性心疾患の病態，不整脈の治療，心不全治療に関する臨床研究を継続している．症例報告も英文あ
るいは邦文で，学術集会や学術誌に報告した．



695

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．3）呼吸器内科

1．構成員
各務　博（KAGAMU, Hiroshi）: 教授：運営責任者，研究主任：診療部長：指導教員（大学院）：腫瘍免疫：博士
解良恭一（KAIRA, Kyoichi）教授：診療副部長：指導教員（大学院）：肺癌：博士
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：兼担教授：肺癌：博士
村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）：准教授：教育主任：代表指導教員（大学院）：肺癌：博士
毛利篤人（MOURI, Atsuto）：助教：研究員：肺癌
山口　央（YAMAGUCHI, Ou）：助教：研究員：肺癌
塩野文子（SHIONO, Ayako）：助教：研究員：肺癌
内田貴裕（UCHIDA, Takahiro）：助教：研究員：呼吸器内科
三浦　雄（MIURA, Yu）：助教：研究員：呼吸器内科
橋本康佑（HASHIMOTO, Kousuke）：助教：研究員：呼吸器内科
西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）：非常勤一類：研究員：肺癌
宇津木春枝（UTSUGI, Harue）：非常勤一類：研究員：肺癌
前野有理（MAENO, Yuri）：非常勤二類：研究員：肺癌：博士
北野滋久（KITANO, Shigehisa）：客員教授：腫瘍内科：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育では，学生が呼吸器悪性疾患についてただ単に暗記するのではなく，系統立てて習得することを目的とし
た．臨床実習に意欲的に取り組み，医師として最低限必要な知識を体得することを目標とした．卒後教育では，研修
医が呼吸器悪性疾患の診断から治療までを一通り実践するとともに，日常臨床で遭遇するさまざまな状況に臨機応変
に対応できるよう指導した．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育では，担当講義ごとにポイントをわかりやすく説明することに力点を置いた．最低限必要な知識について
は繰り返し説明し，学生たちの習得を促した．5 年生の BSL では，画像診断教育を行いながら，呼吸器疾患の診断か
ら治療にいたるまで，それぞれの症例に基づいて深く理解できるように指導した．また，肺癌治療の最新の知識につ
いてもわかりやすく説明し，学習意欲を喚起させた．クリニカル・クラークシップにおいては，担当症例について実
際の臨床に即した教育を行うとともに，ディスカッションにも積極的に参加するように促した．試験問題作成につい
ては，最近の国家試験の傾向を鑑み，実際に臨床の場面で起こり得るあらゆる事態に対応できるような問題作成を心
がけた．
　卒後教育において，初期研修医に対しては，スムーズに臨床研修に入れるよう指導するとともに，カンファレンス
におけるプレゼンテーションについても細かく指導した．また，ある程度基礎的臨床技能を習得している者に対して
は，症例に応じて気管支内視鏡の実技についても指導した．また，胸部画像診断については，一定以上の水準に到達
できるように，胸部エックス線と胸部 CT の読影指導を行なった．
2-3．達成度
　卒前教育の講義では，学生が無理なく最低限の知識を習得させることができた．BSL では，主な呼吸器疾患につい
て，画像診断を基にして体系的に理解させることができた．クリニカル・クラークシップでは，診断から治療への流
れを実際の症例を通して体験させることができた．3 年生のユニット試験では学生の知識習得をはかるために適切な
問題を出題することができた．6 年生の実力試験・卒業試験の問題については，過度な難問を避け，学生の知識が一
定以上の水準に達しているかどうかをみるために適切な問題を出題した．
　卒後教育の初期研修では，呼吸器だけでなく一般内科としても，必要な知識や技術を習得させることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育の BSL は，実質，2 週間に 2 回のクルズスのみであるが，各 3 時間の中にさまざまな内容を織り交ぜて，
その中で画像読影と肺癌の診断・治療については十分理解させることができたと考える．また，肺癌以外の呼吸器の
代表的疾患についても最低限必要な知識を理解させることができた．次年度も同様のシステムで教育を行う．クリニ
カル・クラークシップは，1 か月間の病棟実習で研修医の仕事を身近で体感することができたと認識している．4 年
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生の pre-CC については，今年度は最初の年ではあったが，各症候について最低限必要な知識は提示できた．次年度は，
3 年生の pre-CC が加わり，いかにわかりやすく説明するかを心がけたい．講義は，肺癌を中心に十分な理解が得ら
れたと考えている．次年度は，最近の国家試験の傾向を把握した上で，カリキュラムの変更に対応して必要十分な内
容の講義を行いたい．
　卒後教育の初期研修については，呼吸器悪性疾患を中心にして，最低限必要な事項を習得させることができたと考
える．次年度は，プレゼンテーションも含めてより高みに向けての教育を心がける．

3．研究
3-1．目的・目標
　免疫チェックポイント阻害薬が肺癌で使用されるようになり 3 年が経過し，2nd line 単剤治療による長期生存例も
みられるようになってきた．進行期肺癌では，細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法が 1st 
line 標準治療となり，切除不能局所進行期肺癌でも化学放射線治療後の免疫チェックポイント阻害薬治療が標準治療
となってきた．臨床における広い展開の中で，患者の層別化と個別化に関する知見が必要とされている．
　本診療科における研究の目的は，末梢血という低侵襲，安価で経時的観測が可能な検体を用いて詳細な免疫モニタ
リングを行い，がん免疫プレシジョン医療を具現化することにある．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．腫瘍免疫グループ
　1）PD-1・PD-L1 blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究
　2）EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
　3）放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　4）PD-1・PD-L1 blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
　5）細胞障害性抗がん剤治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　6）手術が T 細胞免疫に与える影響の研究
　7）小細胞肺癌の病期，予後と末梢血免疫状態の相関解析
2．癌細胞における G-protein の役割研究
3．QoL study（ライデン大学との共同研究）
4．PET-CT を使った免疫チェックポイント効果判定
3-3．研究内容と達成度
1．腫瘍免疫グループ
1）PD-1・PD-L1 blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究
　末梢血中の CD62Llow CD4+ T 細胞に着目した研究を進め，この細胞分画が短期的奏効のみならず，無増悪生存期
間と直接の相関関係を有することで，長期生存症例の予測が可能であることを明らかとした．
　また，1 年以上に渡る経時的測定の結果，一旦奏効した後の耐性化獲得時にこの細胞割合が減少しており，耐性メ
カニズムの一つと考えられた．これらの性能については特許出願を終え，現在論文投稿中である．
　多施設共同前向き試験 NEJ029B として NEJ グループでの臨床試験を行った結果を，2019 年 ESMO で発表する．
　経済産業省・AMED における「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」の中の追加プロジェクト
として約 1.5 億円の経費を承認され，マスサイトメーター（CyTOF）を取得した．この解析により，これまで着目し
てきた CD62LlowCD4+ T 細胞の詳細な phenotype が明らかとなり，CD27-CXCR3+CCR4-CCR6-T-bet+FoxP3- CD4+ 
T 細胞という高度に分化した Th1 型の CD4+ T 細胞を主成分としていること，従来の分化マーカーであった CCR7 と
CD45RA を用いて分画したエフェクターメモリーサブセットよりも均質であることなどが解明された．これらの解析
については，客員教授に就任して頂いた国立がんセンター先端医療科北野滋久先生に指導を仰いでいる．
　また，上記 AMED 資金をもとに，泌尿器科癌グループにおける観察研究を行った．これにより，腎癌，膀胱癌な
ど肺癌以外の癌腫でも CD62LlowCD4 T 細胞割合を用いた効果予測式で効果予測できることが明らかになった．
　以上の結果に基づき，2019 年度 AMED 公募（5 億円 / 年 x5 年）申請中であり，ヒアリングを終了している．
2）EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
　EGFR 遺伝子変異陽性肺癌において抗 PD-1 抗体効果が得られにくいことは，複数の臨床試験の結果から明らかに
されている．本研究に於いて，EGFR-TKI 治療を受けた肺癌症例の末梢血を解析することにより，EGFR 遺伝子変異
陽性肺癌患者では，EGFR 野生型肺癌患者に比べて eTreg が多いこと，この eTreg は EGFR-TKI により減少すること
を見出した．また，EGFR-TKI 治療後の無増悪生存期間は，末梢血中の CD62LlowCD4 T 細胞割合と正の相関，eTreg
割合と負の相関を有していた．
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　抗腫瘍 T 細胞免疫が EGFR-TKI の mode of action に直接関連す売ることを示す世界初の発見と考えられた．
3）放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　56 名の切除不能局所進行非小細胞肺癌患者末梢血を，放射線治療前後で比較した．この結果，放射線治療を受け
ることで，末梢血中の樹状細胞が増加し，CD62LlowCD4+ T 細胞割合も増加すること，この細胞上の ICOS 陽性率が
上昇することが認められた．ICOS 陽性 CD62Llow CD4 T 細胞は，ノーベル賞を受賞した J. Allison らが抗腫瘍免疫現
象に重要と提唱している分画であり，放射線治療が T 細胞免疫を活性化するメカニズムの一端を明らかにすること
ができた．この結果は，本年秋の ESMO で発表を予定している．
4）PD-1・PD-L1 blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
　抗 PD-1 治療により 4-5% に免疫関連有害事象として肺障害（ILD）を生じる事が報告されている．興味深いことに，
肺障害を発症した症例では免疫チェックポイント阻害薬の効果が高く，予後が良好である．これは，抗腫瘍免疫現
象と ILD メカニズムが多くの部分で共通項を有するためであると考えられる．肺障害発症例では，CD62LlowCD4+ 
T 細胞割合と制御性 T 細胞割合を用いた効果予測式の数値が極めて高いことが判明した．奏効閾値は 192 であるが，
420 を越える数値をとった症例では odds ratio 14.8 倍で肺障害を発症していた．これは，抗腫瘍免疫の状態が良好
であるがために，免疫チェックポイント阻害薬により過剰な免疫活性化を生じたものと考えることができる．効果を
持続しながら，肺障害を防ぐ免疫チェックポイント阻害薬治療法の開発に，本研究の末梢血単核球解析法が有用であ
ることが示唆された．
5）細胞障害性抗がん剤治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
　細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の複合療法が保険承認され，非小細胞肺癌の標準治療となった．
しかし，細胞障害性抗がん剤が免疫細胞に与える影響はほとんど知られていない．本研究では，細胞障害性抗がん剤
治療を行った肺癌患者末梢血を治療前後で比較することにより，T 細胞免疫への影響を評価した．細胞障害性抗がん
剤治療後の PFS は末梢血中エフェクター CD8 T 細胞と相関することから，この治療を行っても癌進行のスピードは
T 細胞免疫により規定されていることが明らかとなった．一方，抗がん剤治療前後では，エフェクター T 細胞の減少
傾向が認められた．これは，抗がん剤治療そのものは抗腫瘍免疫に負のインパクトを有していることを示唆していた．
現在論文準備中である．
6）手術が T 細胞免疫に与える影響の研究
　免疫チェックポイント阻害薬は，手術前後のネオアジュバント，アジュバントセッティングでも有効性を示して
おり，今後手術との併用療法が予想される．本研究では，手術が有する免疫システムへの影響を評価した．この結
果，手術により腫瘍が除かれることで腫瘍抗原が消失した場合には，末梢血中 effector memory T 細胞割合が減少し，
central memory T 細胞割合が増加することが明らかとなった．また，手術侵襲は NK 細胞割合を減少させ，MDSC 割
合を増加させていた．以上より，手術は免疫を沈静化させる方向に働いていることが示唆された．この結果は，呼吸
器外科との共同研究で行っており，ESMO に採択された．
7）小細胞肺癌の病期，予後と末梢血免疫状態の相関解析
　2008 年に，小細胞肺癌患者末梢血の免疫細胞割合が，病期・予後と関連していることを Clinical Cancer Research
において報告している．本研究テーマでは文科省科研費基盤 C を得ている．本研究では，治療前後の免疫細胞
変化及び無増悪生存期間との相関について解析を行った．この結果，限局型症例では進展型症例に比べて有意に
CD62LlowCD4 T 細胞割合が高く，この細胞割合は細胞障害性抗がん剤治療後の無増悪生存期間と r = 0.8 という高
い係数で強い正の相関を有していた．小細胞肺癌に対しても，細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬と
の併用療法が保険承認された．今後は，併用療法の予後と末梢血中免疫担当細胞との相関を検討し，効果予測バイオ
マーカーとしての性能を評価する予定である．この結果，腫瘍免疫学会に於いて発表した．
2．癌細胞における G-protein の役割研究
　小細胞肺癌細胞の浸潤・転移に gastrin-releasing peptide（GRP）が重要な役割を果たしていることが知られている．
GRP は細胞表面の GRP 受容体に結合し，三量体 G-protein を介して下流にシグナルを伝えている．三量体 G-protein
の中でも，G12 や G13 が浸潤・転移に重要な役割を演じていると考えられているが，そのメカニズムについては明
らかではない．そのメカニズムを明らかにするとともに，それらのシグナルを特異的に阻害することにより，癌細胞
の浸潤・転移を抑制することも視野に入れて研究を行っている．
　G-protein に共役する分子を抑制する peptide を合成し，in vitro, in vivo での研究により，これが癌転移抑制効果
を持つことを見出し，特許出願を行った．
3．肺癌患者における QoL study
　ライデン大学と共同で肺癌患者における QoL 解析の臨床研究を行っている．
4．PET-CT を使った免疫チェックポイント効果判定
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　解良教授を中心として，免疫チェックポイント阻害薬治療効果と PET における FDG 集積変化の関連をみる臨床研
究を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
　2015 年着任以来，免疫チェックポイント阻害薬の効果を予測するバイオマーカーを T 細胞免疫解析の面から進め
てきた．末梢血単核球検体数は，のべ 3000 検体を超え，世界にも類を見ない末梢血免疫細胞バイオバンク化している．
　2018 年度は，AMED 予算を獲得し約 1 億円を要する CyTOF 購入を行うことができた．これは，今後の免疫細
胞解析において世界と互する研究を行うために不可欠なものである．また，CyTOF を用いることで，末梢血 T 細
胞クラスターとして着目している CD62LlowCD4 T 細胞分画の詳細な characterization を行うことが可能であった．
CD62LlowCD4 T 細胞分画分類は，従来用いられてきた CCR7 と CD45RA による effector, CM, EM, naïve という 4 分画
分類に比べても高い性能を有しており，ほぼ均一な CD27-CXCR3+CCR4-CCR6-T-bet+FoxP3- という高度に分化した
Th1 型 CD4 T 細胞を主成分としていることが明らかとなった．この細胞分画は，肺癌の無増悪生存期間と良好な相
関関係を有していることを明らかにすることができた．さらに，数理学的ネットワーク解析を行うことで，個々の細
胞クラスターとしてではなく，免疫システムとして理解する手法を確立した．
　次年度は，これらの研究成果や解析技術を用いて，末梢血免疫細胞モニタリングによる癌免疫プレシジョン医療を
具現化するためのプロジェクトを展開する予定である．研究資金として，新規 AMED 予算応募中であり，すでにヒ
アリングを終了している．今後は，末梢血から俯瞰されるＴ細胞免疫パターン変化のメカニズム，遺伝子的背景につ
いての解析など，深く探求するために，リン酸化アレイ解析，single cell RNAseq 解析，epigenome 解析などを行う
予定である．
　三量体 G-protein の G12 と G13，それぞれの細胞内シグナルを特異的に阻害するペプチドを開発し，特許出願を行っ
た．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科は，肺癌を中心とした胸部悪性腫瘍患者の診断，薬物療法を担当している．これまで予後不良と言われてきた
肺癌は，いまや薬物療法進歩のトップランナーとして大きな飛躍を遂げている．昨年までの標準治療は，もはや今年
の標準治療ではなく，常に新たなエビデンスに基づいた治療が創出され，保険承認をうけ，社会に導出されている．
当科は，この変化の最前線に立ち，新たな治療を広く，適切，安全に行うことで，最善の治療効果を生むシステム構
築を目指している．また，免疫チェックポイント治療薬のバイオマーカー研究に於いては，大きな成果をあげつつあ
り，特許出願に至る成果も 2 つ得られている．
　今後とも，胸部悪性腫瘍治療の発展に寄与するため，積極的に臨床研究，臨床試験を遂行していく所存である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　①各務博：Respiratory Investigation（日本呼吸器学会英文誌）編集委員
　　　　　　TRENDS IN CANCER IMMUNOLOGY 編集委員
　　　　　　International Journal of Clinical Oncology Editorial Board
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Mouri A, Kaira K, Yamaguchi O, et al. Clinical difference between discontinuation and retreatment with 

nivolumab after immune-related adverse events in patients with lung cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 
2019.

② Kaira K, Kagamu H. Drastic Response of Re-challenge of EGFR-TKIs Immediately After Nivolumab Therapy in 
EGFR-TKI-Resistant Patients. J Thorac Oncol. 2019;14（6）:e135-e136.

③ Yamaguchi O, Kaira K, Hashimoto K, et al. Radiotherapy is an independent prognostic marker of favorable 
prognosis in non-small cell lung cancer patients after treatment with the immune checkpoint inhibitor, 
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nivolumab. Thorac Cancer. 2019;10（4）:992-1000.
④ Uchida T, Kaira K, Yamaguchi O, et al. Different incidence of interstitial lung disease according to different kinds 

of EGFR-tyrosine kinase inhibitors administered immediately before and/or after anti-PD-1 antibodies in lung 
cancer. Thorac Cancer. 2019;10（4）:975-979.

⑤ Mouri A, Kaira K, Shiono A, et al. Clinical significance of primary prophylactic pegylated-granulocyte-colony 
stimulating factor after the administration of ramucirumab plus docetaxel in patients with previously treated 
non-small cell lung cancer. Thorac Cancer. 2019;10（4）:1005-1008.

⑥ Shiono A, Kaira K, Mouri A, et al. Improved efficacy of ramucirumab plus docetaxel after nivolumab failure in 
previously treated non-small cell lung cancer patients. Thorac Cancer. 2019;10（4）:775-781.

⑦ Hashimoto K, Kaira K, Kobayashi K, Murayama Y, Kagamu H. Spontaneous aspiration of a long tree twig as 
foreign body. Respirol Case Rep. 2019;7（3）:e00401.

⑧ Yamaguchi O, Kaira K, Mouri A, et al. Re-challenge of afatinib after 1st generation EGFR-TKI failure in patients 
with previously treated non-small cell lung cancer harboring EGFR mutation. Cancer Chemother Pharmacol. 
2019;83（5）:817-825.

⑨ Osaki A, Inoue K, Sakai H, et al. A dose-finding randomized Phase II study of oral netupitant in combination with 
palonosetron .75 mg intravenous for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in Japanese 
patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Jpn J Clin Oncol. 2019;49（2）:121-129.

⑩ Mouri A, Yamaguchi O, Miyauchi S, et al. Combination therapy with carboplatin and paclitaxel for small cell lung 
cancer. Respir Investig. 2019;57（1）:34-39.

【総数：論文 13 件，学会発表 9 件，講演 5 件】
6-2．獲得研究費

＊ AMED（平成 26-30 年度），「体液中マイクロ RNA 測定技術基盤開発」，分担研究者，150,000 千円
＊基盤研究（B）（平成 29- 令和 3 年度），「新規免疫学的バイオマーカーを用いた画期的免疫チェックポイント阻

害治療の開発」，研究代表者
　2019 年度 1,600 地縁，期間全体 13,000 遅延
＊基盤研究（C）（平成 29- 令和元年度），「小細胞肺癌に対して抗腫瘍免疫を賦活化する抗がん剤治療の開発」，研

究分担者，
　2019 年度 50 千円，期間全体　4,680 千円
＊基盤研究（C）（平成 29- 令和元年度），「抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応抗原の解明」，

研究分担者，
　2019 年度 100 千円，期間全体　4,680 千円
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許，実用新案

1. 放射線治療による抗腫瘍免疫効果を評価する末梢血バイオマーカー
　発明者　各務博，権利者　各務博
　J1180RK174，出願年 2019 年
2. がん免疫療法における長期生存を予測するための方法および組成物
　発明者　各務博，権利者　各務博
　J1180RK176，出願年 2019 年
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　① 2018 年 12 月 8 日，第 5 回がん免疫道場，大宮

7．自己点検・評価
　本年度は，小林国彦教授が埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンターに異動され，群馬大学から解良
恭一教授を迎えることができた．臨床研究，実臨床のボリューム，レベルともにさらに高くなっていると考えている．
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3．4）内分泌内科・糖尿病内科

1．構成員
栗原　進（KURIHARA, Susumu）：准教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：大学院教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　  糖尿病：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　当院で行われている特に周術期の血糖管理法，抗がん剤治療時の血糖管理を習得する．免疫チェックポイント阻害
薬使用時の 1 型糖尿病，下垂体炎，甲状腺機能障害の発症に対してのメネージメントを理解する．
　また他科との連携，多職種連携によるチーム医療を実践し習得する．
2-2．教育内容（担当者）
　内分泌・糖尿病内科に関する学生教育に関しては，基本的には，毛呂の内分泌・糖尿病内科ですべて行われている．
しかし，Clinical Clarkship の学生に対する BSL を週 1 回，外来実習と病棟の見学を約 4 時間行った．また医学部 2
年生の外来実習を今年度から受け入れた．
2-3．達成度
　十分達成している．
2-4．自己評価と次年度計画
　Clinical Clarkship には充実した研修ができたと考えている．医学部 2 年生の外来実習も充実した研修ができた．
BSL，Clinical Clarkship などに症例を通じて卒前教育していく方針である．毛呂内分泌糖尿病内科をラウンドしてい
る 5 年生，6 年生も当科に週 1 回はラウンドし急性期の糖尿病治療を実習していただく計画を立てている．また担
がん患者の血糖管理も実習してもらう計画も立てている．免疫チェックポイント阻害薬使用時の 1 型糖尿病，下垂
体炎，甲状腺機能障害の発症に対してのメネージメントの理解も新たに計画している．医学部 2 年生の外来実習も
継続していく予定である．また内科専攻医の教育も行っていく計画である．

3．研究
3-1．目的・目標
　内分泌疾患全般，ならびに糖尿病に関する臨床データを蓄積し，学会発表，論文発表などにおいて，当科をアピー
ルすることを目標とする．特に SGLT2 阻害薬の心不全合併糖尿病に対する有用性を心臓内科と協同で検討していく．
また免疫チェックポイント阻害薬使用時の 1 型糖尿病，下垂体炎，甲状腺機能障害の発症機序や担がん患者の予後
についても他科と連携して研究していく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　＊新しいインスリン混合製剤ライゾデクの糖尿病患者に対する有用性の検討
　＊肥満 2 型糖尿病に対する心理面での介入

＊免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎，甲状腺疾患に関する調査研究を推進し
ていく．

　＊ CGM，フリーフタイルリブレ，CSII，SAP を利用した血糖コントロールの充実．
　＊周術期の血糖管理．
　＊ SGLT2 阻害薬の心不全合併糖尿病に対する有用性
　＊肥満 2 型糖尿病における高容量リラグルチドの有用性の検討．
3-3．研究内容と達成度

新しいインスリン混合製剤ライゾデクの糖尿病患者に対する有用性の検討を糖尿病学会で学会発表を行った．
また小児思春期糖尿病学会では，小児心臓外科の症例で大動脈弁狭窄症手術前に 1 型糖尿病が発症したが手術施

行できた 12 歳男子の一例を発表した．
日本心不全学会では心臓内科と共同で学会発表を行った．
国際医療センターの症例で初めて学会発表ができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　当院は周術期の血糖管理が多く，定期的な血糖管理をしている患者がいないため，今後は抗がん剤（m-TOR 阻害
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薬など）の耐糖能に及ぼす影響や免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎，甲状腺疾
患に関する調査研究，抗がん剤治療を受けている糖尿病患者の心理的ケアーについても検討していく．最適なインス
リン療法の検討（トレシーバー，ライゾデク，ランタス XR，CSII，SAP），肥満症治療，糖尿病治療に対する行動療
法の確立（臨床心理士との連携）は毛呂内分泌糖尿病内科と共同して進めていく．

新しいインスリン混合製剤ライゾデクの糖尿病患者に対する有用性の検討は糖尿病学会で発表した．また小児思春
期糖尿病学会では，小児心臓外科の症例で大動脈弁狭窄症手術前に 1 型糖尿病が発症したが手術施行できた 12 歳男
子の一例を発表した．

国際医療センターの症例で初めて学会発表ができた．
免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎，甲状腺疾患に関する調査研究，最適なイ

ンスリン療法の検討（トレシーバー，，ランタス XR，CSII，SAP），肥満 2 型糖尿病における高容量リラグルチドの
有用性の検討を計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　国際医療センター入院患者の手術成績の向上，周術期の感染症などに対する安全管理を目標とし，数字では表れな
いものの，裏方としての役割を十分果たせたと考えている．
　また免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎，甲状腺疾患に対して他科と連携して
十分役割を果たしている．SGLT2 阻害薬，GLP-1 受容体作動薬を他科との連携で使用していき糖尿病患者の心血管
イベントが減少するように治療にあたっていき十分役割を果たしている．
　今年度は週 6 日当科の医師が勤務している体制が更に軌道にのりコンサルト件数が外来病棟ともに非常に増加し
た．糖尿病リンクナースを立ち上げてインスリンのインシデント数が非常に減少した．
　糖尿病専門チームが軌道にのり，糖尿病診療の充実と医療スタッフの教育や糖尿病療養指導士が増えるように勉強
会を開催しサポートした．
　糖尿病リンクナースが各部署に配置し院内の糖尿病チーム医療を更に発展させていく．
　免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎，甲状腺疾患に関する調査研究を他科や薬
剤部と協力して推進していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　プラクティスのアドバイザー査読委員．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　医師会などと連携し，糖尿病の勉強会を開催し地域連携を強化していく．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Saito Daigo, Oikawa Yoichi, Yano Yuya, Ikegami Yuichi, Satomura Atsushi, Isshiki Masashi, Kurihara Susumu, 
Inoue Ikuo, Noda Mitsuhiko, Shimada Akira.
Detailed Time Course of Decline in Serum C-Peptide Levels in Anti-Programmed Cell Death-1 Therapy-Induced 
Fulminant Type 1 Diabetes. 
Diabetes Care42（3）:e40-e41
日本糖尿病学会
第 61 回（平成 30 年 5 月 26 日，東京）
①混合型インスリンから IdegAsp への切り替えの有用性の検討
　栗原　進，井上郁夫，野田光彦，島田　朗
日本小児思春期糖尿病学会
第 24 回（平成 30 年 7 月 15 日，大阪）
②大動脈弁狭窄症手術前に 1 型糖尿病が発症したが手術施行できた 12 歳男子の一例
　栗原　進 , 中島理津子 , 波田祐生子 , 石丸安明 , 島田　朗
日本肥満学会
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第 39 回（平成 30 年 10 月 7 日～ 8 日　神戸）
③臨床心理士を含むチーム医療で減量に成功した統合失調症合併高度肥満 2 型糖尿病の一例
　栗原　進 , 波田裕生子 , 相場美穂 , 矢野裕也 , 野田光彦 , 島田　朗
④学童期からの食習慣により高度肥満症となったが食事療法のみで体重管理良好となった一例
　波田裕生子 , 堀口さやか , 栗原　進 , 須田幸子 , 小沢悦子 , 野田光彦 , 島田　朗
日本心不全学会学術集会
第 22 回（平成 30 年 10 月 12 日，東京）
⑤経口血糖降下薬内服中の心疾患合併 2 型糖尿病患者に急性代謝失調を合併した 3 症例に対する検討
　山田良大 , 大山馨子 , 長谷川早紀 , 杉　佳紀 , 中埜信太郎 , 岩永史郎 , 加藤律史 , 村松俊裕 , 栗原　進 , 千本松孝明

【総数：論文 1 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　越生毛呂山糖尿病症例検討会，西北部糖尿病懇話会，西北部糖尿病セミナー，
　埼玉糖尿病研究会

7．自己点検・評価
　教育は，clinical clarkship の学生実習，医学部 2 年の外来実習，保健医療学部と医学部 6 年の講義，BSL の外来実
習を行っており，また，診療，研究に関しては，従来通り，概ね目標は達成できた．今後は，さらなる業績が残せる
ように一層の精進に励みたい．包括的がんセンターの各科，心臓病センターの各科との連携を更に充実していきたい．



703

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．5）造血器腫瘍科

1．構成員
　別所正美（BESSHO, Masami）：教授：学長：臨床血液学，造血因子，貧血：博士
　麻生範雄（ASOU, Norio）：教授：運営責任者，診療部長 , 研究主任：大学院教員（大学院）：臨床血液学，白血病：
　　　　　　　　　　　　　博士
　松田　晃（MATSUDA, Akira）：教授：専門医員，教育主任：指導教員（大学院）：臨床血液学，骨髄異形成症候群：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
　塚崎邦弘（TSUKASAKI, Kunihiro）：教授：専門医員，教育主任，大学院教員（大学院）：臨床血液学，造血器腫瘍，
　　　　　　　　　　　　　　　　　悪性リンパ腫：博士
　高橋直樹（TAKAHASHI, Naoki）：准教授：副診療部長，外来医長，研究副主任，研修医長：大学院教員（大学院）：
　　　　　　　　　　　　　　　　臨床血液学，造血器腫瘍，悪性リンパ腫：博士
　前田智也（MAEDA, Tomoya）：講師：専門医員，病棟医長，教育副主任：大学院教員（大学院）: 臨床血液学，白血病，
　　　　　　　　　　　　　　  特発性造血障害，造血幹細胞移植：博士
　郡　美佳（KOHRI, Mika）：助教：専門医員：博士
　石川真穂（ISHIKAWA, Maho）：助教：専門医員：大学院教員（大学院）：博士
　岡村大輔（OKAMURA, Daisuke）：助教：医員
　阿久澤有（AKUZAWA, Yu）：助教：医員
　佐伯豪士（SAEKI, Tsuyoshi）：助教：医員：大学院生
　川井信孝（KAWAI, Nobutaka）：（兼担）教授：大学院教員（大学院）：医療安全管理学，臨床血液学，造血幹細胞移植：
　　　　　　　　　　　　　　　博士
　石田　明（ISHIDA, Akaru）: （兼担）（輸血・細胞移植科）教授：専門医員：臨床血液学，輸血学，細胞治療：博士
　中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）：（兼担）教授：専門医員：臨床血液学，多発性骨髄腫：博士
　脇本直樹 （WAKIMOTO, Naoki）：（兼担）准教授：専門医員：臨床血液学：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　3 年生では主に講義で病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する．4 年生では内科的診療技能
と臨床推論の基本を身につけ，Pre-CC で症候をより学ぶ．BSL と CC に対応できる総合的な学力を形成する．5 年生
では BSL と CC を通じて，医学教育の国際基準に準拠した認証評価である Post-CC OSCE に対応できる基礎的知識や
技能・態度血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する．6 年生でも CC と講義を通じて，医師国家試
験と初期臨床研修に対応できる総合的な学力を形成する．初期臨床研修では，内科診療の全般と代表的な血液疾患の
診断と治療の基本を身につける．後期研修では，医学博士の取得，日本内科学会認定内科医，日本内科学会総合内科
専門医，日本血液学会認定血液専門医，日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医，日本がん治療認定医機構がん治療認
定医の資格取得を目指す．学会の主導する血液専門医の養成企画にも積極的に協力する．大学院教育では，主に造血
器腫瘍の病態解析をテーマに，診断や治療の進歩に貢献する新発見を目指した研究を行い，学会発表や論文作成を指
導医とともに行って博士号を取得する過程において，血液学の最先端の知見に触れるとともに広く血液内科の診療能
力を身につける．
2-2．教育内容（担当者）
　実習では医師業務見学実習，PBL，OSCE，臨床推論ユニット実習の実施に協力した．OSCE 評価者，卒業試験監督，
入学試験監督を務めた．3 年生では血液ユニットの講義（総時限数 43，うち血液内科担当（大学病院血液内科を含む）
は 27）を担当した．4 年生では臨床推論ユニットの講義と新たに始まった Pre-CC を担当した．5 年生の BSL では 1
グル－プにつき 1 週間を担当し，血液学を担当した．5 年生 CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）．松田，
塚崎，前田，岡村，川井，麻生は 4 年生 OSCE 評価者をつとめた．6 年生には臨床科目の総仕上げと国家試験への対
応を主眼に血液学の演習（5 時限）を実施した．6 年生 CC では 1 回 4 週間を 1 回担当した（1 回 1 名）．松田，塚崎，
麻生は 6 年生 OSCE 評価者をつとめた．各学年の実習には，教授から助教までが参加した．松田は造血器領域の代表
教育主任，5 年生学年小委員会委員を努めた．中村は 3 年生血液ユニットのユニットディレクターを務めた．脇本，
松田，塚崎，前田，岡村，川井は，OSCE の外部評価者である．高橋，前田，郡，石川は臨床研修指導医として，初
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期研修医の指導を担当した．松田，麻生は研修医のためのセミナーの講師を担当した．さらに，海外の交換留学生の
受け入れも行った．
2-3．達成度
　3 年生血液ユニットと 4 年生 Pre-CC は学生より高い満足度が得られた．5 年生でも BSL は，学生より高い満足度
が得られ不合格者はいなかった．6 年生の造血器領域の講義も学生より高い満足度が得られた．特に，6 年生の造血
器領域の講義の学生からの評価は，全領域の常に上位である．研修医の指導に関しても，研修医から高い評価を得た．
当科の教育活動実績登録システムの登録ポイントも 1,125.56 と前年度の 1,279.69 と同様であった．
2-4．自己評価と次年度計画
　平成 30 年度の 5 年生の臨床実習（BSL）の血液学への 1 組当たりの割り当ては 1 週間であった．そこでは，臨床
推論のトレーニングを主眼とし，今まで学んだ血液学の知識を整理し，さらに理解を深めることを目的として実習が
行なわれた．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分に与えることが重要と思われた．
顕微鏡を用いた血液疾患の検鏡実習も行っている．骨髄検査の理解を深める目的として DVD を用いた講習も行って
いる．次年度は，さらに BSL のあり方に工夫を加える予定である．研修医の指導に関しては，指導医の負担が大き
いので，指導医の数を増やし，負担の分散をはかりたい．学会等の教育関連企画にも引き続き積極的に協力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，白血病，悪性リンパ腫等の血液疾患に関する多施設共同研究や治験に積極的
に参加するとともに，これら疾患の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎的研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　1）特発性造血障害に関する調査研究
　2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究
　3）悪性リンパ腫の基礎的研究と多施設共同治療研究
　4）造血幹細胞移植に関する研究
3-3．研究内容と達成度
1）特発性造血障害に関する調査研究：厚生労働省の研究班の一員として，主として骨髄異形成症候群を対象に研究

を行った．松田が中心となり，セントラルレビュ－システムを構築し，班員施設からの血液標本を評価し，中央診
断の責任者を担当している．これは，研究班の中でも重要な研究と位置づけられている．成果の一部は，松田，前
田により 2018 年に英文学術誌（Leuk Res 誌）へ掲載された．松田による再生不良性貧血に対するトロンボポエ
チン受容体作動薬の研究は 2019 年の英文学術誌（IJH 誌）への掲載が確定している．松田は，骨髄異形成症候群
の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の作成に寄与し，診断基準の作成を行った．赤芽球癆に関しては，松
田は Japan PRCA collaborative study group のメンバーとして活動し，赤芽球癆の本邦のガイドラインである「参
照ガイド」の作成に寄与した．松田は，26 年度から開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員と 27 年度
から開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめている．その成果の 2018 年の米国血液学会で発表
された．

2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究：多施設共同治療研究グループに参加し，多くの患者を登録した．所
属団体は，主に全国規模の成人白血病治療共同研究機構（Japan Adult Leukemia Study Group; JALSG）である．麻生，
前田は JALSG 常設委員会のうち，検体保存・付随研究委員会メンバーとして JALSG におけるプロトコール管理に
関与し，全臨床試験の遂行にあたり重要な職務を担っている．麻生，前田，石川は同グループの臨床研究プロトコー
ルの作成と遂行，治療結果の解析などに参加した．昨年度に引き続き JALSG の APL204 の解析結果がアメリカ血
液学会（ASH）において発表された．また，前田，石川，岡村が中心となり，遺伝学的解析を中心とした随伴研究
および疫学調査の協力も含めた基礎的研究を行った．臨床で生じる問題や課題の解明のための研究体制の構築を目
指す中，大学院生の佐伯が基礎的研究を担い，有益な知見が得られつつある．さらに，石川を中心に，慢性骨髄性
白血病の共同研究グループ（CML-CSG）として活動し，構築されたデータベースを基に臨床的な課題に着眼した種々
の解析を行い，今年度も数多くの学会発表と論文化を行ってきた．以上の成果は，造血器腫瘍における最適な治療
法の選択と治療成績の向上が期待されるだけでなく，多くの分子異常の解析結果の蓄積が新しい疾患概念・分類の
提唱や治療薬開発へ向けた企業への提案や日本発の新規治療薬の開発や臨床応用を担うことが期待される．

3）悪性リンパ腫の基礎的研究と治療に関する多施設共同研究 :　2018 年度より，JCOG（日本臨床腫瘍研究グルー
プ）のリンパ腫グループに正式に加入し参加し，多施設共同臨床研究を積極的に進めている．JCOG1411：｢ 未治
療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関するランダム化比較第Ⅲ相試験 ｣ に 1
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例登録した．国立がん研究センターがん研究開発費 29-A-3「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究」
班（大江班）の「難治性リンパ腫小班」（山口小班）で高橋らが，｢ 消化管病変を伴う末梢性 T 細胞リンパ腫にお
ける Indolent T-Lymphoproliferative Disorders of the GI tract の検討 ｣ について発表した．
　世界でも地域遍在性があり希少な HTLV-1 ウイルスによる ATL の診療の標準化について，下記の AMED 班と
も連携しながら塚崎は，国際会議を重ねた後に Corresponding Author として Revised International Consensus 
Report を J Clin Oncol 2019 に刊行した．
　高橋，郡，塚崎が中心となり「未治療 CD5 陽性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する Dose-adjusted 
EPOCH-R/HD-MTX 療法の第Ⅱ相試験について」の臨床試験に参加している．
現在新規登録は終了しているが，附随研究 ｢CD5 陽性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫における遺伝子発現解析と
遺伝子変異の検討 ｣ に参加している．
　塚崎，高橋，郡が中心となり，｢ 再発又は難治性末梢性 T 細胞リンパ腫（PTCL）患者を対象とした HBI-8000
経口投与の有効性及び安全性を評価する第 2b 相非盲検単一群試験 ｣ と ｢ 再発又は難治性成人 T 細胞性白血病リン
パ腫（ATLL）患者を対象とした HBI-8000 経口投与の有効性及び安全性を評価する第 2b 相非盲検単一群試験 ｣ の
企業治験に参加し，2 例登録している．
塚崎，高橋，郡が中心となり，｢ 経口アザシチジン（CC-486）の血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫を対象とした第
3 相試験 ｣ の臨床研究に参加し，1 例登録している．
　塚崎，高橋，郡が中心となり，｢ 再発又は難治の血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫患者を対象とした CC-486（経
口アザシチジン）と治験責任医師による選択治療の有効性及び安全性を比較する第 3 相ランダム化試験 ｣ の企業
と仏の LYSARC による国際共同治験（塚崎は日本側の Primary investigator）に参加し，1 例登録している．
 また塚崎，高橋，郡が中心となり，｢ 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 ｣ の
臨床研究に 15 例を登録，｢ 造血器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベース構築に関する研究　リンパ腫分
野 ｣ の臨床研究を 23 例登録，｢ 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後
方視的観察研究 ｣ の臨床研究に 16 例を登録した．
　塚崎が主任研究者を務めている AMED「臨床試験と全国患者実態把握による indolent ATL に対する標準治療の
開発研究」研究班による「第 12 次 ATL 全国実態調査研究」と，この班と合わせて塚崎が分担研究者を務めている
国立がん研究センター開発費「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究（JCOG）」班（大江班）によ
る「未治療 indolent 患者に対するインターフェロン α（IFN）+ ジドブジン（AZT）療法と watchful waiting（WW）
療法とのランダム化比較第Ⅲ相試験」は，学外の分担研究者，研究協力者とともに研究を進めている．
　日本で開発された EZH1/2 阻害剤の DS-3201b の First in human 試験の「DS-3201 第Ⅰ相臨床試験 - 日本人非ホ
ジキンリンパ腫患者を対象とした DS-3201 の安全性及び薬物動態の評価」では塚崎が医学専門家を務め，その中
間解析結果を踏まえて第Ⅱ相試験を計画しており，当科も次年度に参加予定となっている．

4）造血幹細胞移植に関する研究：日本造血細胞移植学会（JSHCT）認定医である前田，川井が中心となり，JSHCT
主導の研究や JSHCT/ 日本造血細胞移植データセンター（JDCHCT）の全国調査に加え，関東造血幹細胞移植共同
研究グループ（KSGCT）の多数の共同研究に参加した．また，埼玉医科大学病院血液内科による多発性骨髄腫の診
療に協力する形でお茶の水血液検討会の臨床研究に参画し移植部分を当科が担った．さらに今年度は幹細胞移植に
携わる専任看護師とともに国立がんセンター研究開発費福田班の基盤研究である「移植後長期フォローアップ外来
に関する全国調査」や「同種造血幹細胞移植後の就労に関する実態調査」にも参加し，今後，これらの移植医療の
実態が論文などで報告の予定である．埼玉県内においても埼玉造血細胞移植連絡会の開催などを通じて症例検討を
行うことにより移植治療の成績向上に努めた．
3-4．自己評価と次年度計画
　特発性造血障害に関する調査研究では厚生労働省の研究班の一員として，松田は，わが国の再生不良性貧血と骨髄
異形成症候群のセントラルレビュ－システムの責任者として，研究班の重要な役割を果たしている．次年度も，この
システムによる前方視的な予後調査等，さらに充実をはかり，成果の一部の論文化を予定している．松田による再生
不良性貧血に対するトロンボポエチン受容体作動薬の研究は 2019 年の英文学術誌（IJH 誌）への掲載が確定した．
松田は，骨髄異形成症候群の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の 2019 年度改訂版の作成作業中である．赤
芽球癆に関しては，松田は Japan PRCA collaborative study group のメンバーとして活動し，赤芽球癆の本邦のガイ
ドラインである「参照ガイド」の作成に寄与した．松田は再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめ，その成果
の論文化を予定している．松田と前田は骨髄異形成症候群の診断のための AI 開発の研究を開始した．
　白血病に関しては，多施設共同臨床試験として，JALSG（成人白血病治療共同研究機構）の試験へ積極的に登録を
行なっている．麻生は JALSG 理事として，前田，石川は正会員として各種プロトコールの作成や試験の評価にも関
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与して来た．平成 29 年度より佐伯が大学院生として基礎的研究を担い，臨床検体を用いた解析を行っている．引き
続き JALSG の参加施設として積極的に共同研究へ参加するとともに，治験や独自の臨床研究，基礎的研究を行い，
より良い治療ストラテジ－の開発に貢献したい．
　悪性リンパ腫の治療研究については，今年度から正式参加施設となった JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）のリ
ンパ腫グループによる多施設共同研究に適格患者を積極的に登録する．また，積極的に新薬の治験に参加を行ってい
きたい．現在も継続中の ｢ 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 ｣ および新規の多
施設共同の観察研究についても，当科で適格患者がいれば積極的に参加していく．塚崎の AMED 研究班は，引き続
き学外の分担研究者，研究協力者とともに研究を進める．
　造血幹細胞移植に関する研究については，前田，川井が中心となり，日本造血細胞移植学会（JSHCT）主導の研究
や JSHCT/ 日本造血細胞移植データセンター（JDCHCT）の全国調査に加え，関東造血幹細胞移植共同研究グループ

（KSGCT）やお茶の水血液検討会における多施設共同研究にも参加した．埼玉県内では埼玉造血細胞移植連絡会を開
催し，症例検討を行うことにより移植治療の成績向上に努めた．今後も多施設治療研究による成果を世界に向けて発
信することにより移植治療の向上へ寄与したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科は血液疾患の中でも，特に再生不良性貧血，骨髄異形成症候群などの特発性造血障害と，白血病，悪性リンパ
腫などの造血器腫瘍に力を入れている．厚生労働省研究班，JALSG，JCOG-LSG，KSGCT などの共同研究グル－プの
一員として，また日本造血細胞移植学会，骨髄移植推進財団，さい帯血バンクの認定施設として造血幹細胞移植や臨
床治験を含む先端医療の実践を目指している．血液疾患の診療は専門性が高く，また当院の置かれている地域の特殊
性から近隣の医療施設からの紹介患者が多い．これら疾患の当科における治療成績は，国際的に先端的な治療を行っ
ている施設の治療成績と比べて遜色のないものである．問題点としては，地域での血液疾患患者の当科への受け入れ
の要望は増加傾向にあるが，これに対応する病床および専門医の確保が困難になっている点があげられる．今後も人
的資源の確保に努めるとともに，近隣の病院との連携を深めて，病院機能に応じた診療体制を構築する必要がある．
また，高齢の患者が増加しており，高齢者血液疾患患者に対する最適な治療を開発していく必要がある．今後も治験
や多施設共同臨床研究へ積極的に参加し，患者に最先端医療を提供するとともに地域医療に貢献することが目標であ
る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　別所正美：埼玉県総合医局機構運営委員，埼玉県医療対策協議会委員，
　　　　　　文部科学省私立医科大学改革総合支援事業委員
　松田　晃：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員
　塚崎邦弘：厚生労働省 HTLV-1 対策推進協議会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Annals of Oncology 副編集長，査読委員；塚崎邦弘
　Cancer Research 査読委員；塚崎邦弘
　Cancer Science 査読委員；麻生範雄，塚崎邦弘
　International Journal of Hematology 査読委員；麻生範雄，松田　晃
　International Journal of Cancer 査読委員；塚崎邦弘
　Japan Journal of Transfusion Medicine 査読委員；石田　明
　Japanese Journal of Clinical Oncology 編集委員，査読委員；塚崎邦弘 
　PNH Frontier 編集アドバイザー；前田智也
　臨床血液　査読委員；麻生範雄
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構理事：別所正美
　公益財団法人ライフサイエンス振興財団評議員：別所正美
　公益財団法人医学教育振興財団運営委員：別所正美
　一般社団法人日本医学教育評価機構副理事長：別所正美
　一般社団法人さいしんコラボ産学官理事：別所正美
　一般社団法人全国医学部長病院長会議監事：別所正美
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　医療系大学倫理委員会連絡協議会理事：別所正美
　彩の国大学コンソ－シアム会長：別所正美
　埼玉県立大学研究評価委員会委員長：別所正美
　学校法人香川栄養学園評議員：別所正美
　日本輸血・細胞治療学会評議員：石田　明
　日本輸血・細胞治療学会　認定医制度審議会委員：石田　明
　日本輸血・細胞治療学会　認定医資格審査委員長：石田　明
　日本輸血・細胞治療学会　血小板委員会小委員：石田　明
　日本輸血・細胞治療学会　顆粒球輸血小委員会委員：石田　明
　日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部理事：石田　明
　日本血液学会評議員：松田　晃，脇本直樹，中村裕一，麻生範雄，塚崎邦弘
　MDS Center of Excellence （MDS Foundation）施設責任医師：松田　晃
　特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：三谷絹子）研究協力者：松田　晃

特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラル
レビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田　晃

日本臨床腫瘍学会協議員： 塚崎邦弘
日本リンパ網内系学会監事，COI 委員会委員：塚崎邦弘
日本癌学会評議員：塚崎邦弘
日本 HTLV-1 学会理事，財務委員会委員長，総務委員会委員，診療委員会委員：塚崎邦弘
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）リンパ腫グループ代表者：塚崎邦弘

　日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン作成委員；麻生範雄，塚崎邦弘
　特発性造血障害に関する調査研究　骨髄異形成症候群診療の参照ガイド作成のためのワーキンググループ：松田　晃
　特発性造血障害に関する調査研究　赤芽球癆診療の参照ガイド作成のためのワーキンググループ：松田　晃

成人白血病治療共同研究支援機構 （JALSG） 検体保存・付随研究委員会：麻生範雄，前田智也
JALSG 施設正会員：前田智也，石川真穂
JALSG 理事：麻生範雄
日本血液学会プログラム企画委員：松田　晃，塚崎邦弘
日本血液学会関東甲信越地方会幹事：松田　晃，塚崎邦弘，麻生範雄
公益財団法人日本骨髄移植推進財団　調整医師：高橋直樹，川井信孝
公益社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構 共用試験医学系臨床実習前 OSCE 認定評価者：松田　晃，前田

智也，岡村大輔
日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG） 小児ランゲルハンス細胞組織球（LCH）に対するリスク別臨床研
究 LCH-12 効果安全性評価委員会　委員：高橋直樹
埼玉県立高等看護学院 非常勤講師：前田智也
日本血液学会 2018（平成 30）年度　血液専門医試験問題作成委員（輸血・移植・免疫）：石田　明

　東京骨髄病理研究会世話人：松田　晃，前田智也
　埼玉合同輸血療法委員会世話人：石田　明
　ラジオ NIKKEI　ドクターサロンでの成人 T 細胞白血病についての解説：塚崎邦弘

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①Matsuda A, Kawabata H, Tohyama K, Maeda T, Araseki K, Hata T, Suzuki T, Kayano H, Shimbo K, Usuki K, Chiba S, 
Ishikawa T, Arima N, Nohgawa M, Ohta A, Miyazaki Y, Nakao S, Ozawa K, Arai S, Kurokawa M, Mitani K, Takaori-
Kondo A. Interobserver concordance of assessments of dysplasia and blast counts for the diagnosis of patients 
with cytopenia: From the Japanese central review study. Leukemia Research 2018; 74:137-143

② Ishikawa M, Matsuda A, Okamura D, Maeda T, Kawai N, Asou N, Bessho M. The progression of severe aplastic 
anemia to hypoplastic leukemia in a long-term observation after the administration of pegylated rHuMGDF. 
Hematology Reports 2018; 10:56-58

③ Hatta Y, Mizuta S, Matsuo K, Ohtake S, Iwanaga M, Sugiura I, Doki N, Kanamori H, Ueda Y, Yoshida C, Dobashi 
N, Maeda T, Yujiri T, Monma F, Ito Y, Hayakawa F, Takeuchi J, Kiyoi H, Miyazaki Y, Naoe T.：Final analysis of the 



造血器腫瘍科

708

JALSG Ph+ALL202 study: tyrosine kinase inhibitor-combined chemotherapy for Ph+ALL. Ann Hematol. Apr 24. 
2018 doi: 10.1007/s00277-018-3323-8.

④ Fujioka I, Takaku T, Iriyama N, Tokuhira M, Kimura Y, Sato E, Ishikawa M, Nakazato T, Sugimoto KJ, Fujita H, 
Asou N, Kizaki M, Hatta Y, Komatsu N, Kawaguchi T. Features of vascular adverse events in Japanese patients 
with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors: a retrospective study of the CML 
Cooperative Study Group database. Ann Hematol. 2018 Nov;97（11）:2081-2088.

⑤ Kawashima N, Akashi A, Nagata Y, Kihara R, Ishikawa Y, Asou N, Ohtake S, Miyawaki S, Sakura T, Ozawa Y, Usui 
N, Kanamori H, Ito Y, Imai K, Suehiro Y, Kitamura K, Sakaida E, Takeshita A, Suzushima H, Naoe T, Matsumura 
I, Miyazaki Y, Ogawa S, Kiyoi H; Japan Adult Leukemia Study Group （JALSG）. Clinical significance of ASXL2 
and ZBTB7A mutations and C-terminally truncated RUNX1-RUNX1T1 expression in AML patients with t（8;21） 
enrolled in the JALSG AML201 study. Ann Hematol. 2019 Jan;98（1）:83-91.

⑥Takeshita A, Asou N, Atsuta Y, Sakura T, Ueda Y, Sawa M, Dobashi N, Taniguchi Y, Suzuki R, Nakagawa M, Tamaki S, 
Hagihara M, Fujimaki K, Furumaki H, Obata Y, Fujita H, Yanada M, Maeda Y, Usui N, Kobayashi Y, Kiyoi H, Ohtake 
S, Matsumura I, Naoe T, Miyazaki Y; and the Japanese Adult Leukemia Study Group. Tamibarotene maintenance 
improved relapse-free survival of acute promyelocytic leukemia: a final result of prospective, randomized, JALSG-
APL204 study. Leukemia. 2019 Feb;33 （2）:358-370.

⑦ Watanabe T, Tobinai K, Wakabayashi M, Morishima Y, Kobayashi H, Kinoshita T, Suzuki T, Yamaguchi M, Ando 
K, Ogura M, Taniwaki M, Uike N, Yoshino T, Nawano S, Terauchi T, Hotta T, Nagai H, Tsukasaki K; JCOG0203 
Collaborators. Outcomes after R-CHOP in patients with newly diagnosed advanced follicular lymphoma: a 10-
year follow-up analysis of the JCOG0203 trial. Lancet Haematol. 2018 Nov;5（11）:e520-e531.

⑧ Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, Illidge T, Fanale M, Advani R, Bartlett NL, Christensen JH, Morschhauser F, 
Domingo-Domenech E, Rossi G, Kim WS, Feldman T, Lennard A, Belada D, Illés Á, Tobinai K, Tsukasaki K, Yeh 
SP, Shustov A, Hüttmann A, Savage KJ, Yuen S, Iyer S, Zinzani PL, Hua Z, Little M, Rao S, Woolery J, Manley T, 
Trümper L; ECHELON-2 Study Group. Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral 
T-cell lymphoma （ECHELON-2）: a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2019 Jan 19;393

（10168）:229-240.
⑨ Cook LB, Fuji S, Hermine O, Bazarbachi A, Ramos JC, Ratner L, Horwitz S, Fields P, Tanase A, Bumbea H, 

Cwynarski K, Taylor G, Waldmann TA, Bittencourt A, Marcais A, Suarez F, Sibon D, Phillips A, Lunning M, Farid 
R, Imaizumi Y, Choi I, Ishida T, Ishitsuka K, Fukushima T, Uchimaru K, Takaori-Kondo A, Tokura Y, Utsunomiya 
A, Matsuoka M, Tsukasaki K, Watanabe T. Revised Adult T-Cell Leukemia-Lymphoma International Consensus 
Meeting Report. J Clin Oncol. 2019 Mar 10;37（8）:677-687.

⑩ Tsukasaki K, Fukushima T. JSH Practical Guidelines for Hematological Malignancies, 2018: II. Lymphoma-8. 
Adult T-cell leukemia-lymphoma. Int J Hematol. 2019 Mar;109（3）:249-259.

【総数：論文 21 件，学会発表 24 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

① AMED，革新的がん医療実用化研究事業「急性骨髄性白血病における PDX モデルで意義づけられた分子層別化
システムの確立と臨床的実効性と有用性の検証」，研究代表者：清井仁，研究分担者：麻生範雄

② AMED，臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備
に関する研究」研究代表者：堀部敬三，研究分担者：麻生範雄

③ AMED，革新的がん医療実用化研究事業「AYA 世代における急性リンパ性白血病の生物学的特性と小児型治療
法に関する研究」，研究代表者：早川文彦，研究分担者：麻生範雄

④ AMED 難治性疾患等実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療
に関する研究」研究代表者：廣川 誠 研究分担者：松田 晃

⑤厚労科研費，レギュラトリーサイエンス政策研究事業「地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究」
分担研究者：石田　明

⑥ AMED「臨床試験と全国患者実態把握による indolent ATL に対する標準治療の開発研究」研究班の主任研究者：
塚崎邦弘

⑦国立がん研究センター開発費「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究（JCOG）」班（大江班）の
分担研究者：塚崎邦弘

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

①「特発性造血障害に関する調査研究」平成 30 年度第一回検鏡会 2018 年 6 月 23 日東京：松田　晃
②「特発性造血障害に関する調査研究」平成 30 年度第二回検鏡会 2019 年 1 月 26 日東京：松田　晃
③第 146 回日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部例会 2018 年 9 月 30 日埼玉ソニックシティ：石田　明

7．自己点検・評価
　教育では，当科の教育活動実績登録システムの登録ポイントも，前年度の 1106.95 から 1119.36 と確実に伸びて
いる．講義に対する学生からの評価は高く，特に 6 年生では造血器領域が全ての領域の中で上位の評価を得た．次
年度も，さらに充実した講義を行いたい．実習に関しては，平成 25 年度の 5 年生の臨床実習（BSL）の血液学への
割り当ては 1 週間であった．5 年 CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）．6 年 CC では 1 回 4 週間を 1 回
担当した（1 名）．そこでは，臨床推論のトレーニングを主眼とし，今まで学んだ血液学の知識を整理し，さらに深
めることを目的として実習が行なわれた．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分に
与えることが重要と思われた．今後も，さらに BSL のあり方に工夫を加えていく予定である．研修医の指導に関し
ては，指導医の負担が大きいので，指導医の数を増やし，負担の分散をはかりたい．学会等の教育・研修に関する企
画にも引き続き積極的に協力したい．
　骨髄不全症の研究面では，再生不良性貧血および骨髄異形成症候群のセントラルレビュ－の責任者を務め，特発性
造血障害の班研究で重要な役割を果たしてきた．その成果は，骨髄異形成症候群の診断基準の作成の一助となってい
る．2018 年度には，セントラルレビュ－の成果を論文として公表した．2018 年度は 3 つの再生不良性貧血の国内
臨床試験の委員として活動した．再生不良性貧血に対する新たな薬剤の開発にも取り組み，トロンボポエチン受容体
作動薬の適応承認を得た．その成果の論文化掲載が確定し，さらなる論文化も準備中である．赤芽球癆に関しては．
Japan PRCA collaborative study group のメンバーとして活動し，研究は継続されている．
　白血病症例の多くは JALSG の治療プロトコールへ登録し，多施設共同研究による新規治療法の開発へ貢献してい
る．全国の 200 を超える JALSG 施設の中で，臨床試験の施設登録数，症例登録数ともに上位施設となっている．また，
CML-CSG は，多数例のデータベースを構築して，種々の臨床的課題に関する後方視的解析を積極的に行なっている．
近年では高齢者の増加に伴い，高齢者の白血病に対する治療の開発は社会的にも大きな課題と考えられる．治験に積
極的に症例登録を行うことにより，新規治療法の開発に貢献した．今後も白血病症例の病態解析と最先端医療の提供
により，少しでもその予後の改善に結びつく成果を出していきたい．
 悪性リンパ腫の治療研究については，今年度から正式参加施設となった JCOG-LSG による多施設共同研究に適格患
者を積極的に登録している．また，複数の新薬の治験に参加している．進行中の多施設共同の観察研究についても，
当科で適格患者がいれば積極的に参加していく．塚崎の AMED 研究班は 3 年目となるが，ATL の臨床試験と実態調
査の研究を進めている．引き続き，悪性リンパ腫に対する新たな診断，治療研究を進めていきたい．
　白血病および悪性リンパ腫の紹介患者数は増加の一途にあるが，地域の医療施設からの要望にまだ十分に対応はで
きているとはいえない．今後も，造血器腫瘍に対する治験や臨床研究に積極的に取り組み，患者へ最先端医療を提供
するとともに，より良い治療法の開発へ貢献する努力を継続したい．さらに，早期診断治療や在宅医療を目指して地
域医療との連携の構築が最大の課題である．また，平成 29 年度は 3 名の新しいスタッフに加わってもらったが，引
き続き人的資源の確保に努めたい．
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3．6）神経内科・脳卒中内科 

1．構成員
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：教授：専務理事：代表指導教員（大学院）：脳卒中の診療，脳微小循環：博士
髙尾昌樹（TAKAO, Masaki）：教授：運営責任者：研究主任：診療部長：指導教員（大学院）：脳卒中の臨床，臨床

　　　　　　　　　　　　  神経学，神経病理学：博士
高橋愼一（TAKAHASHI, Shinichi）：教授：指導教員 （大学院）：脳卒中の診療，臨床神経学，トランスレーショナ

　　　　　　　　　　　　　　　ルリサーチ：博士
林　健（HAYASHI, Takeshi）：教授：教育主任：指導教員（大学院）：脳卒中の診療，臨床神経学：博士
佐々木貴浩（SASAKI, Takahiro）：准教授：脳卒中の診療，臨床神経学：博士
加藤裕司（KATO, Yuji）：准教授：病棟医長：脳卒中の診療，臨床神経学：博士
出口一郎（DEGUCHI, Ichiro）：准教授：外来医長：脳卒中の診療，臨床神経学：博士
大平雅之（OHIRA, Masayuki）：講師：脳卒中の臨床，臨床神経学，臨床神経生理学：博士
長田高志（OSADA, Takashi）：講師：脳卒中の臨床，臨床神経学，運動障害疾患の臨床：博士
木村浩晃（KIMURA, Hiroaki）：講師：脳卒中の臨床，臨床神経学：博士
丸山　元（MARUYAMA, Hajime）：講師：脳卒中の診療，臨床神経学：博士
佐野博康（SANO, Hiroyasu）：助教：脳卒中の診療，臨床神経学
水野諭児（MIZUNO, Satoko）：助教：脳卒中の診療，臨床神経学
新井徳子（ARAI, Noriko）：助教：脳卒中の診療，臨床神経学

2．教育
2-1．目的・目標
　脳卒中をはじめとする神経救急疾患の専門的・多角的・効率的な診療経験を積むことが出来る体制を整える．また，
教室員は，各種専門医資格および学位を最短年限で取得することを目指す．
2-2．教育内容
　卒前教育：4 年生の講義では，神経疾患について詳細に解説し深い理解を求めている．5 年生の BSL では，総回診
をしながら，患者へ接する態度，問診の取り方，神経学的所見の取り方，画像診断などについて詳細に指導している．
6 年生に対しては，国家試験に向けて知識の整理を行っている．
　卒後教育：週 1 回（月曜夕方）の脳卒中センター全入院患者の症例プレゼンテーション，週 3 回（月・水・金曜の朝）
の新入院カンファレンス，週 1 回（火曜日の昼）の症例検討会，スタッフレクチャー，抄読会を通じて，研修医お
よび教室員の神経疾患への理解を深めている．
　大学院教育：積極的に大学院生の受け入れを行っている．基礎もしくは臨床研究の指導を行い，成果を国際雑誌に
発表し，最短年限の学位取得を目指している．
2-3．達成度
　病棟・外来では神経疾患の患者を研修医とともに診療し，診断や治療の考え方を直接指導できた．とくに，厚生労
働省の指定した経験目標および到達目標（下記）を，大学病院の神経内科と協力することでほとんどの研修医に修得
させることができた． 
経験目標

1）頭痛，2）めまい，3）失神，4）けいれん発作，5）視力障害，視野狭窄，6）聴覚障害，7）四肢のしびれ，8）
排尿障害，9）意識障害，10）脳・脊髄血管障害（脳梗塞，脳内出血，くも膜下出血），11）認知症，12）脳・脊髄
外傷（頭部外傷，急性硬膜外・硬膜下出血），13）変性疾患，14）脳炎・髄膜炎
到達目標

1）神経学的診察ができ，記載できる．
2）髄液検査の適応や検査結果の評価を行うことができる．
3）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）の適応の判断や検査結果の評価を行うことができる．
4）穿刺法（腰椎）を合併症なく実施できる．
2-4．自己評価と次年度計画
　脳血管障害を中心に重要事項についてはベッドサイドのみでなく，カンファレンスを行い，最新の知見を共有し，
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理解を深めることができた．教室員においては，日本神経学会専門医および脳卒中学会専門医の合格者を輩出できた．
このような傾向を次年度以降も継続していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　教室員全員が，研究に携わり新しい知見を世の中に発信することを目標とした．
3-2．研究グループ

1）脳血管障害の臨床・神経病理学的研究
2）神経変性疾患，プリオン病，高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究
3-3．研究内容と達成度

1）脳血管障害の臨床的研究：急性期脳血管障害の予後規定因子の検討，超急性期脳梗塞における rt-PA 静注療法
の治療効果に関する検討，心原性脳塞栓症と新規抗凝固薬内服についての検討，抗血小板薬の血小板凝集能につ
いての検討などを行っている．多施設共同研究も積極的に行っている．

2）神経変性疾患，プリオン病，高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究を行っている．
　いずれのグループも国内外の学会で研究成果を発表した．学術雑誌に投稿した複数の論文が受理・掲載された．
3-4．自己評価と次年度計画
　各研究グループとも精力的に国内外で学会発表を行った．投稿した論文が publish された．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当科の診療実績は，TIA, 脳梗塞といった虚血性脳卒中が年間 500 例以上を占める．虚血性脳卒中の症例数につい
ては，全国屈指の数で，昼夜を問わず，搬送される急患に対して，教室員が協力し合い，安全かつ質の高い医療を提
供している．診療実績をさらに積み上げ，地域医療で信頼される脳卒中センターを目指している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　内閣府食品安全委員会プリオン専門調査会委員（高尾）　
　埼玉県保健医療部医療人材課　埼玉県総合医局機構専任医師（林）
　埼玉県保健医療部医療人材課　キャリアコーディネーター（林）
　日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員（髙橋）

社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系 OSCE 実施小委員会（髙橋） 
社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系 OSCE 事後評価解析小委員会（髙橋）
5-2．学術誌編集委員の有無

日本神経学会邦文誌　臨床神経学 （高尾），Neuropathology （高尾），Brain and nerve （髙尾），日本神経学会英文誌
　Neurology and Clinical Neuroscience （高尾，髙橋），
日本脳循環代謝学会邦文誌 （林，髙橋），日本脳卒中学会英文誌　J Stroke Cerebrovasc Dis （林，髙橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業績
　群馬県警察本部　司法警察員講習講師 （高尾）

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Deguchi I, Tanahashi N, Takao M. Selection of Oral Anticoagulants in Ischemic Stroke 
　Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018;27:2627-2631.
② Kato Y, Hayashi T, Tanahashi N, Takao M. The Dose of Direct Oral Anticoagulants and Stroke Severity in Patients 

with Acute Ischemic Stroke and Nonvalvular Atrial Fibrillation. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018;27:1490-1496.
③ Deguchi I, Tanahashi N, Takao M. Clinical Study of Intravenous, Low-Dose 
　Recombinant Tissue Plasminogen Activator for Acute Cerebral Infarction: Comparison of Treatment within 3 

Hours versus 3-4.5 Hours. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018;27:1033-1040.
④ Deguchi I, Mizuno S, Kohyama S, Tanahashi N, Takao M. Drip-and-Ship Thrombolytic 
　Therapy for Acute Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018;27:61-67.
⑤ Kato Y, Hayashi T, Sano H, Kato R, Tanahashi N, Takao M. Cough Headache Presenting 
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　with Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome. Intern Med. 2018;57:1459-1461.
⑥ Kato Y, Nagamine Y, Hayashi T, Takao M. Extending Carotid Artery Thrombus 
　Associated with Thrombocytosis. Intern Med. 2018;57:2437-2438.
⑦ Takao M, Kimura H, Kitamoto T, Mihara B. PrPres deposition in the retina is a common finding of sporadic, 

familial and iatrogenic Creutzfeldt-Jakob diseases （CJD）. Acta Neuropathol Commun. 2018;6:78.
⑧ Ohira M, Takao M. Superficial Siderosis. Brain Nerve. 2018;70:1107-1113.
⑨ Takao M. Neuropathologic Aspects of Co-occurrence of Dementia with Lewy Bodies and Alzheimer's Disease. 

Brain Nerve.2018;70:905-913.
⑩ Arai N, Deguchi I, Hayashi T, Tanahashi N, Takao M. Recombinant tissue plasminogen activator therapy for acute 

ischemic stroke in older patients. Nihon Ronen Igakkai Zasshi. 2018;55:632-639.
6-2．獲得研究費

1.2018（平成 30）年度～ 2020（令和 2）年度　科研費　基盤研究 C．プリオンによる Aβ・タウ・α シヌクレイン・
TDP43 の脳内沈着誘発の可能性の検討（代表：髙尾昌樹）

2.2017（平成 29）年度～ 2019（平成 31）年度　厚生労働省　難治性疾患性等政策研究事業 プリオン病及び遅
発性ウイルス感染症に関する調査研究（代表：山田　正仁）（分担：髙尾昌樹）

3.2017（平成 29）年度～ 2019（平成 31）年度　厚生労働省　難治性疾患性等政策研究事業 運動失調症の医療
基盤に関する調査研究（代表：水澤　英洋）（分担：髙尾昌樹）

4.2018（平成 30）年度～ 2021（平成 33）年度　遺伝子プリオン病の未発症の臨床調査と画像・生検材料の採取
に基づく超早期診断基準にかかわる有効性の検証 （代表：佐藤 克也） （分担：髙尾昌樹）

5.2016（平成 28）年度～ 2021（平成 33 年度）新学術領域研究（研究領域提案型）『学術研究支援基盤形成』　コホー
ト・生体試料支援プラットフォーム（代表：村上 善則）（分担：髙尾昌樹）

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

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成された．
　教育面では，研修医に対して教授が直接的に指導し，カンファレンスやレクチャーを通じて，病巣診断，病態の考
え方を中心に脳血管障害について理解を深めさせるよう努力した．中堅クラスの指導医が充足しつつあり，研修医へ
の指導に十分な指導時間をとることができた．研究面では，学会活動や論文投稿を通じて，国内のみならず，世界に
新しい知見を発信する下地ができつつあり，次年度以降さらなる飛躍が期待される． 
　診療面では，限られたベッドを最大限有効に使うことで，虚血性脳卒中の入院患者数が年間約 500 例を数え，国
内最大級の症例数である．教育，研究，診療のいずれの面においても，国内屈指の脳卒中センターを目指している．
さらに高齢化に伴い，多くの合併症をかかえる症例に対応するため，総合内科としての診療，広く神経疾患に対応で
きる体制の構築を目指し，引き続き魅力ある教室作りを心掛けたい．
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3．7）腎臓内科

1．構成員
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：教授：統合責任者：代表指導教員（大学院）：腎臓病学・透析療法・高血圧： 医学
　　　　　　　　　　　　　　 博士
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）：講師：運営責任者・診療部長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：腎臓
　　　　　　　　　　　　　　　  病学・透析療法： 医学博士

（以下，大学腎臓内科と兼担）
井上　勉（INOUE, Tsutomu），友利浩司（TOMORI, Koji），井上秀二（INOUE, Shuji），瀬戸　建（SETO, Takeru），
小野　淳（ONO, Atsushi），天野博明（AMANO, Hiroaki），伊藤悠人（ITO, Yuto），杉山　圭（SUGIYAMA, Kei）　
佐々木正道（SASAKI, Masamichi），近藤立雄（KONDO, Tatuo），田村郁恵（TAMURA, Ikue），深谷大地（FUKAYA, 
Daichi），川崎大記（KAWASAKI, Daiki），萩原龍太（HAGIHARA, Ryuta），横田順奈（YOKOTA, Junna）　小山紗椰
佳（KOYAMA, Sayaka），樽澤太一（TARUSAWA, Taichi）

（非常勤医師）高根裕史（TAKANE, Hiroshi），加藤信孝（KATO, Nobutaka），末吉慶多（SUEYOSHI, Keita），小島
恵理子（KOJIMA, Eriko）
　岡田教授を大学病院腎臓内科との統合責任者，渡辺講師を腎臓内科・血液浄化部部長とし，以下兼任医師も含め
24 時間常に専門的な血液浄化療法を施行出来る体制を整えている．

2．教育
2-1．目的・目標
　大学病院腎臓内科と連携して質の高い腎臓病学教育を目指している．医師卒後教育として，総合内科専門医及び腎
臓専門医・透析専門医資格取得を医局員全員に課している．加えて，腎臓病学・透析療法学に関しては，教育に関し
ても情報発信源としての大学病院・医局を常に意識する事を求めている．
2-2．教育内容（担当者：渡辺）

医療センターであること，すべての構成員が大学病院腎臓内科と兼担であることから，4 年生までの卒前教育に関
しては主に大学病院で行っている．臨床実習が導入される 5 年生以降では，定期的なクルズス（少人数講義），臨床講義，
試験問題作成，クリニカルクラークシップ，交換留学生の受け入れ等，専門分野を生かして卒前教育の重要な一翼を
担っている．大学を挙げて取り組んでいる夏期プログラムにおいても，医学部生に限らず保健医療学部生，大学院生
にも臨床現場を体験して頂ける様に広く門戸を開き，実際に見学を希望する学生は多い．

また卒後教育に関しては，現在，急性血液浄化施行件数は大学病院を大きく上回っており，腎臓内科の介入が必要
な緊急疾患である電解質・酸塩基平衡異常や，急性血液浄化法に関する分野の教育を担っている．他科と併診中の症
例に関して各研修医・担当医と discussion する中で，実践的な教育を実行している．また，構成員が積極的に専門
資格を取得するだけでなく，急性血液浄化法に関する教育を希望する医師・臨床工学士・看護師を広く受け入れる準
備がある．加えて，患者の個人情報に配慮しながら「実臨床に役立つ臨床研究」のデザイン法，効率的なデータ収集，
周囲に理解されやすい研究発表の手法など，research-mind を持った社会に役立つ医師・臨床工学技士の育成を目指
している．
2-3．達成度

卒前，卒後教育ともに 90％以上の達成率はあるものと考えられる．卒前教育では，実症例の呈示など，より実践
に近い教材を取り入れており，年々改善が図られている．卒後教育として，専門資格の習得や，医師の指導に関して
は大学病院腎臓内科と内容が共通する部分が多い．臨床工学技士の教育に関しては，慢性疾患を主体とする大学病院
とは異なる当院血液浄化部の特徴を最大限に活用し，日本でもトップクラスの急性血液浄化件数を武器に，実践的な
教育を実施している．他施設で指導的立場となる人材を輩出している．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：前述のごとく毎年改善を図っている．これまでのように大学に出向いて講義を行うだけではなく，腎臓
内科の実習一環として「維持血液透析を大学病院で，急性血液浄化を国際医療センターで」見学することで，広く血
液浄化の分野を理解して頂くだけではなく，双方の医療機関の有機的なつながりを体験して貰っている．今後も積極
的に学生・留学生を受け入れて行きたい．

卒後教育：多くの診療科の担当スタッフと有機的な連携をとることができる「総合内科専門医・腎臓内科専門医・
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透析専門医」の育成を目指して，構成員自らそのあるべき姿を模索中である．

3．研究
3-1．目的・目標

臨床医学教室が社会に果たすべき役割は，近年大きく変化した．これまでより一層，臨床に直結する研究を目指す
方針となり，基礎研究についても，常に臨床応用を最終目標としている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

急性血液浄化に関する研究が，当血液浄化部の主要課題であることはいうまでもないが，維持血液透析や他の腎疾
患に関わる臨床研究にも寄与している．血液型不適合生体腎移植時のアフェレーシス治療や，透析患者の心血管手術
後の予後調査，急性腎障害発症後の長期予後調査，心腎連間と急性腎障害，Onco-nephrology などの研究も行っている．
3-3．研究内容と達成度

研究内容に関しては学会・研究会での演目に代表される．持続透析に関連する研究発表は，国内最大規模の症例数
に裏打ちされているため，非常に信頼度の高いデータとして，他院のみならずメーカー側からも注目を集めている．
日本は諸外国と比較しても血液浄化療法が盛んに施行されている事情もあり，国内外への影響を考慮し，十分に吟味
したデータを公表するように心がけている．達成度は 90％以上と自負している．
3-4．自己評価と次年度計画

小規模の研究体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる．大学腎臓内科，地域医学医療センター
とは研究室を共有しており，互いに綿密な協力体制をとっている．血液浄化部専任の臨床工学技師が多数おり，配属
直後から各自に研究テーマが与えられる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターでは周術期急性腎障害と，入院中の透析患者の維持透析，Consultation Nephrology が主たる業

務と成っている．持続的血液濾過透析の延べ施行回数は年間 1000-1500 件，症例数は 150-200 件，その他，血漿
交換やエンドトキシン吸着などのアフェレーシス施行回数が延べ 50-100 件である．同時に入院中の慢性腎不全患者
に対する間歇的・通常透析も専用の透析室（最大同時透析施行件数 5 件）提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員等

AMED　医薬品等規制緩和・評価研究事業　腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガイドライン
腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガイドラインの策定に関する研究班（渡辺）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
　Editorial board: American Society of Nephrology 等
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Predictors of long-term prognosis in acute kidney injury survivors who require continuous renal replacement 
therapy after cardiovascular surgery. Sueyoshi K, Watanabe Y, Inoue T, Ohno , Nakajima H, Okada H. PLoS One. 
2019 Jan 31;14（1）:e0211429

② Effect of Combined Peritoneal Dialysis and Hemodialysis on Health-Related Quality of Life.　 Watanabe Y, Okada 
H. Contrib Nephrol. 2018;196:135-140.

（国際学会発表）
③ Long-term prognosis of acute kidney injury required continuous renal replacement therapy after cardiovascular 

surgery: ISN-Nexsus 　渡辺裕輔
（国内学会発表，商業誌への原稿は除く）【総数：英文論文 2 件，学会発表 50 件】
6-2．獲得研究費
　該当無し
6-3．受賞
　該当無し
6-4．特許・実用新案
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　該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉透析医学会，埼玉県内科専門医会

7．自己点検・評価
教育分野では多くの学生を積極的に受け入れている．大学病院との特色の違いを生かして，急性腎障害や onco-

nephrology などの consultation nephrology に加え，血液浄化法の多様性と可能性を印象深く学んで頂く事に成功し
ている．卒後教育では，具体的目標として各種専門医資格と医学博士号の取得を掲げることで生涯教育にも積極的に
取り組んでいる．研究面でも充実した結果が安定して得られているが，さらに臨床研究を継続していく．診療面で他
科に無い特徴は，大学病院，地域の透析クリニックや総合病院との治療の一貫性の担保である．周辺地域の腎不全患
者は，保存期から長い場合は 10 年以上に亘って我々が拝見する事になる．責任有る診療を心がけていきたい．近年，
埼玉県でも腎疾患・透析診療，特にそれらの救急医療に関わる医師・医療機関数が減少しており，以前とは比較無い
成らないほど広範囲から入院・転院の御相談を受ける様になっている印象がある．医局員数は少人数であるが，各ス
タッフは診療の質と安全の確保のために最大限の努力を惜しまなかった．今後も変わらず理想を追求していく所存で
ある．
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3．8）腫瘍内科（原発不明・希少がん科）

1．構成員
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育主任：腫瘍内科学：博士
板谷亜希子（ITAYA, Akiko）：非常勤講師：博士
米盛　勧（YONEMORI, Kan）：非常勤講師：博士
公平　誠（KOUDAIRA, Makoto）：非常勤講師：博士
渡邊清高（WATANABE, Kiyotaka）：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．薬物療法および緩和医療を中心としたがん医療について学習し，専攻した診療科に関わらずがん患者に対して
適切な医療を提供できることを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）

「卒前教育」
　2 年生 医師業務見学実習 1 名 （畝川）
　3 年生 診療総論：がん・緩和医療 （畝川）
　4 年生 腫瘍総論：薬物療法 1 （畝川）
 腫瘍総論：薬物療法 2 （畝川）
 腫瘍総論：腫瘍学的緊急症 （畝川）
 腫瘍総論：がん医療における医療倫理 （渡邊）
 腫瘍各論：原発不明がん / 胚細胞腫瘍 / 肉腫 （米盛）

「卒後教育」
　医療関係者 包括的がんセンター教育カンファレンス（卒後教育委員会後援）
 「ゲノムバイオマーカーに基づく肺癌個別化医療の現状と今後の展望」
 国立がん研究センター東病院呼吸器内科：梅村茂樹先生を講師に招聘
　初期研修医 「原発不明癌の診断と治療」 （畝川）
2-3．達成度　
　2018 年度においては臨床腫瘍学に関わる講義等の充実を達成できつつある．しかしながら，依然として構成員が
十分ではなく，卒前教育としての臨床実習や初期研修医を対象とした卒後教育を十分担うことができていない．
2-4．自己評価と次年度計画
　臨床腫瘍学に関わる腫瘍ユニットの講義については，国際医療センター包括的がんセンターを構成する内科系 7
診療科，外科系 4 診療科および放射線腫瘍科の連携協力を図ることにより，その充実を達成できつつある．しかし
ながら，卒前教育としての臨床実習や初期および後期研修医を対象とした卒後教育を十分担えていない．今後の目標
としては初期研修医の多くにローテート診療科として選択していただけるよう研修内容の充実を図り，延いては後期
研修医の興味を引き付けるような教育研修指導を実施していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　各種がんに対する臨床研究（治験や臨床試験等）を積極的に推進し，より有用性の高い新規治療を開発する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①非特定営利活動法人　日本がん臨床試験推進機構（Japan Clinical Cancer Research Organization: JACCRO）
②非特定営利活動法人　西日本がん研究機構（West Japan Oncology Group: WJOG）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1. 臨床研究

①抗 EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のある KRAS 遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療に
おけるパニツムマブ再投与の第 II 相試験

②未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治療効果の意義を問う第 II 相試験
③分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究
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④「原発不明癌に対する Nivolumab （ONO-4538）の有効性を検討する第Ⅱ相試験」（医師主導型治験）における
附随研究

3-3-2．治験
①原発不明癌に対する Nivolumab （ONO-4538）の有効性を検討する第Ⅱ相試験（医師主導型治験）
　原発不明がんや希少がんを含む各がん種に対する臨床試験を推進することにより，より有用性の高い新規治療を開
発していくことが腫瘍内科の使命であり，上記試験への症例登録を積極的に進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
　臨床研究を進めるための基盤整備を行うと共に構成員の充実を図り，各種がんに対する治験や臨床試験を更に推進
していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　原発不明がんや希少がんに対する薬物療法を中心に据えつつ，その他の固形がんの薬物療法においても，他診療科
との連携を図りつつ臓器横断的な診療を実践していくことを目標としている．各がん種に対する標準的な治療の実施
を基本とし，治験や臨床試験を推進することにより，より有用性の高い新規治療を開発していく．また，地域に根差
したがん薬物療法専門医を養成していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　さいたま地方裁判所　さいたま医事関係事件鑑定人候補者
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本臨床腫瘍学会「新臨床腫瘍学改定第 5 版」編集委員会委員
　Japanese Journal of Clinical Oncology （Reviewer）
　第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会（査読委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本臨床腫瘍学会　教育企画部会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Kimura Y, Fujii M, Masuishi T, Nishikawa K, Kunisaki C, Matsusaka S, Segawa Y, Nakamura M, Sasaki K, Nagao 

N, Hatachi Y, Yuasa Y, Asami S, Takeuchi M, Furukawa H, Nakajima T, JACCRO GC-06 Study Group. Multicenter 
phase II study of trastuzumab plus S-1 alone in elderly patients with HER2-positive advanced gastric cancer 

（JACCRO GC-06）. Gastric Cancer 21: 421-427, 2018.
② Sunakawa Y, Mogushi K, Lenz H, Zhang W, Tsuji A, Takahashi T, Denda T, Shimada K, Kochi M, Nakamura M, 

Kotaka M, Segawa Y, LaFleur B, Luecke J, Thompson D, Moran M, Astrow SH, Hsiang J, Fujii M, Ichikawa W. 
Tumor sideness and enriched gene groups for efficacy of first-line cetuximab treatment in metastatic colorectal 
cancer. Mol Cancer Ther 17: 2788-2795, 2018.

学会発表
③谷崎潤子，林　秀敏，南　博信，新井誠人，高橋　信，畝川芳彦，尾崎由記範，上田弘樹，秋吉宏平，岩本康男，

米盛　勧，木寺康裕，福岡和也，西尾和人，中川和彦 . 原発不明癌に対する Nivolumab の有効性を検討する第Ⅱ
相試験 （NivoCUP）. 第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会 . 神戸市 . 2018 年 7 月 .

④瀧川奈義夫，越智宜昭，山根弘路，畝川芳彦，堀田勝幸，田端雅弘，前田嘉信，木浦勝行 . 局所進展肺非小細胞
癌（LA-NSCLC）に対する放射線化学療法の無作為化比較試験（OLCSG 0007）における組織型別長期予後解析 . 
第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会 . 神戸市 . 2018 年 11 月 .

著書
　なし

【総数：論文 2 件，学会発表 2 件，書籍：0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
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　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　診療科として教育，研究および診療の充実を図るため構成員の補充を進めていく．また，がん診療に関わる内科系
の卒前・卒後教育は，国際医療センター包括的がんセンターが全体として取り組んでいくべき課題として捉え，その
課題解決のための対応を図っていきたい．
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3．9）感染症科・感染制御科

1．構成員
光武耕太郎（MITSUTAKE, Kotaro）：教授：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）：感染症，感染制御：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

「卒前教育」　医療関連感染症および市中感染症について発症病態を理解する．またその診断と治療について，基本的
な知識を習得する．
　医療関連感染については，宿主の状態と発症の関連を理解し，対策としての標準予防策や感染経路別予防策につい
て基本的な知識と PPE 使用方法を習得する．

「卒後教育」　医療関連感染症および市中感染症の診断が行える知識の習得と検査の適応を理解する．加えて適正使用
をふまえた標準的抗菌薬治療が行える．感染対策は，医療関連感染についてリスク評価に基づいた対策を立案するこ
とができ，PPE 着脱，感染管理について必要な知識の習得と実践を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）光武

「卒前教育」
　1）感染症総論・各論　感染症の診断と治療
　2）感染制御学　医療関連感染の基礎知識の習得
　【4 年生】総論，各論　
　【6 年生】内科総論　
　【BSL】BSL　疾患と感染症の考え方
　【保健医療学部】感染対策全般，性感染症・輸入感染症

「卒後教育」
＊感染対策の基本的考え方と方法
＊抗菌薬の使い方・適正使用（AMR と AST）について
2-3．達成度

試験結果等から判断して，知識の習得度は講義時間に見合う目標レベルにあると思われる．
2-4．自己評価と次年度計画

スタッフは年度途中から 1 名減って 1 名となり，マンパワーは不足している．BSL も担当しているが，必要レベ
ルが行えていると思われる．今後とも埼玉医科大学感染症科・総合医療センターと分担して教育を担当する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床感染症センターとして，耐性菌を含む病原微生物に関する基礎的・臨床的研究を行う．また医療関連感染にお
ける有効な対策を検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）MRSA の難治性感染症治療に関する研究　
2）抗菌薬適正使用・AMR に関する AST 活動
3）埼玉医大臨床感染症センターとしてのプロジェクト（ナノポア型シーケンサー MinIONTM の臨床検査への応用）

を継続中
3-3．研究内容と達成度

1）MRSA 感染症および対策における研究：重症の MRSA 感染症治療における併用療法は後ろ向きに症例検討を行
う予定．また MRSA による感染性心内膜炎症例について多施設共同研究を予定し IRB へ申請の準備を開始した．

2）抗菌薬適正使用・AMR に関する AST 活動：抗菌薬の使用状況と耐性に関するグローバル時点有病率調査
（GLOBAL-PPS）2018 年の調査結果を学会報告した．また，症例報告として，コリスチン耐性のエンテロバクター
に関して論文化した（Tarumoto N. et al.　JIC 誌）．

3）血液培養分離菌に対して有用性を検討し論文化した（Ashikawa S, et al. Journal of Medical Microbiology）．そ
の他論文投稿中および準備中あり．
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3-4．自己評価と次年度計画
少ない人員の中で活動はできている．AST に関しては今後も薬剤師の活躍が期待できる．手指衛生に関しては，病

院プロジェクトとして取り組み，さらに改善のプロセス（PDCA サイクル）を進展させる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　診療科としてはベッドをもたず病院横断的な活動を行っている．感染症診療では，幅広く診療科からからコンサル
トが日常的に行われている．とくに薬剤師との連携が徐々に進んでいる．研究は埼玉医科大学臨床感染症センターと
して 3 病院で連携して行っている．感染症診療も強化しつつ，抗菌薬の適正使用（AMS）活動に力を入れたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　編集委員：Journal of Infection and Chemotherapy　（査読）Journal of Infection and Chemotherapy,　Internal Medicine 他
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　MRSA 感染症治療ガイドライン（日本化学療法学会）作成委員
　感染性心内膜炎診療ガイドライン（日本循環器学会）作成委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①第 92 回日本感染症学会総会　当院における過去 10 年間の 感染性心内膜炎の起炎菌検出状況
②第 67 回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会　教育講演：敗血症
③第 67 回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会　敗血症ショックと

の鑑別が困難であった肝切除後副腎不全を発症した 1 例
④第 67 回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 65 回日本化学療法学会東日本支部総会　埼玉医大国際医療

センターにおける抗菌の使用状況と耐性に関するグローバル時点有病率調査（GLOBAL-PPS）2018 年の調査結
果

⑤第 34 回日本環境感染学会総会・学術集会　バンコマイシン中等度耐性腸球菌（VIE）アウトブレイクへの対応
⑥第 34 回日本環境感染学会総会・学術集会　シンポジウム　AS チームが知っておきたい MRSA 治療　感染性心

内膜炎
⑦第 233 回日本呼吸器学会関東地方会・第 175 回日本結核病学会関東支部学会　合同学会　埼玉医科大学国際医

療センターにおける 10 年間の結核菌分離症例の解析
⑧第 30 回　臨床微生物学会総会　セミナー　感染性心内膜炎
⑨第 30 回　臨床微生物学会総会　血液培養から検出された多剤耐性の Streptococcus oralis の 1 症例
⑩ 55 回医学検査学会　首都圏支部・関甲信支部　感染性心内膜炎患者におけるプロカルシトニンの臨床的検討

【総数：学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師 2 名から 1 名となったが，各診療科からのコンサルトに対して 24 時間 365 日対応可能となってい

る．薬剤師や検査技師との連携で感染症診療や AST 活動を維持している．研究は，埼玉医科大学臨床感染症センター
として，学会発表・論文投稿ができている．学会発表は，検査技師や薬剤師と連携して ICT・AST の活動に関連して行っ
ており評価できる．
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3．10）総合診療・地域医療科

1．構成員
古屋大典（FURUYA, Daisuke）：教授：研究主任：診療部長：総合診療：博士
坂本博文（SAKAMOTO, Hirofumi）: 助教：研究副主任：副診療部長：総合診療
齋木　実（SAIKI, Minoru）：客員准教授：総合診療：博士
内田　望（UCHIDA, Nozomu）：客員准教授：総合診療

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　医学教育センターの柴崎教授や林教授が中心となって，地域医学推進室のワーキンググループが立ち上がり当科も
参加することになった．ここでは，埼玉県地域枠奨学金受給学生に対する教育が話し合われる．現在，地域で活躍さ
れているカリスマ的総合診療医から，地域医療にかける想いを本学の学生（おもに低学年）に伝えていただく予定で
ある．そのなかで，将来的に埼玉県西部地区の地域医療を担う人材を発掘し育成に努力したい．従来から行ってきた
卒前教育では，医学部 5 年生の BSL や海外留学生，または救急救命士専門学校などの生徒に対して，救急現場にお
ける総合診療科の役割を説明する．保健医療学部では意識障害やてんかん，めまいなどの神経救急疾患について病態
生理などを紹介する．卒後教育では，研修医，看護師，消防職員などを対象に，内科的救急疾患の診かた，考え方な
どの基本的内容の教育を行う．
2-2．教育内容（担当者：古屋大典）
　4 年生：救急疾患の診断と治療（ヒトの病気 2　救急・麻酔ユニット），てんかん，意識障害，めまい，失神 
　5 年生：BLS 実習を含む，内科救急の小講義および臨床実習
　初期研修医の教育，地域医からの紹介患者に対する初期診療および急性期治療
　外部からの研修者に対する指導として，地域消防署から研修にこられる救急救命士，救急救命士研修所研修生，救
急救命士養成学校生徒，交換留学生など
　保険医療学部の学生に脳卒中の講義
2-3．達成度
　卒前教育では，意識障害やめまいについて講義でもベッドサイドでも繰り返し指導してきたつもりであった．しか
し，OSCE で学生を評価してみると意識と認知機能すら理解できていないことが稀でなかった．卒後教育では，おも
に地域のクリニックなどから緊急で紹介された，さまざまな内科的・外科的救急患者を研修医とともに診療した．必
要に応じて，専門の診療科へ連絡し初療室での診察を依頼した．そうすることで，研修医には地域医，総合診療医お
よび専門医という，それぞれ立場の異なる指導医から患者の診かたを学ぶ機会が与えられた．
2-4．自己評価と次年度計画
　総合診療医の育成にさらに努力したい．埼玉県地域枠奨学生に対する教育のあり方を，医師会の先生とともに緊密
に話し合い，将来的には，この地区がモデルケースと言われるようなシステムを構築したい．近年では専門分野が細
分化され，学生や研修医の多くは世界水準の先端医療に興味をもっているようだ．しかし，いま医師不足の時代だか
らこそ，総合的な臨床力を身につける必要があると考える．そのために，連携医療機関からの紹介患者が来院したら，
BSL の学生や研修医とともに診療しつつ，同時に議論していくような場面を多くつくりたい．

3．研究
3-1．目的・目標

一地方都市におけるビタミンＢ 1 欠乏の割合とその要因に関する横断研究：Ogano Study．ビタミンＢ 1 は糖代謝
に必須の補酵素であるが，生体内で合成できないため，体外からの摂取に依存している．しかし，ビタミンＢ 1 の
体内蓄積量は約 18 日分と十分でなく，食欲低下などによる食事摂取量の低下が続くと，欠乏を生じやすい．ビタミ
ンＢ 1 欠乏により生じる疾患はウェルニッケ脳症である．治療はビタミンＢ 1 の経静脈的投与であり，早期発見で
あれば合併症を残さずに回復可能である．しかし，治療が遅れると重篤な後遺症を残し（コルサコフ症候群），死亡
率は 20％近いと報告されている．近年，ビタミン欠乏が原因となったせん妄など，多くの症例が報告されているが，
一般人口におけるビタミン欠乏の割合やその背景については明らかにされていない．本研究は，横断的な疫学研究で
あり，これまで明らかにされていなかった一般人口におけるビタミンＢ 1 欠乏の割合とその背景，及びビタミンＢ 1
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欠乏に関与する因子を明らかにする研究である．目標症例を 500 例として静脈血採血と問診（アンケート）による
横断的研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　小鹿野町立中央病院　総合診療科　内田望
　埼玉医科大学国際医療センター総合診療・地域医療科　古屋大典
　精神腫瘍科　大西秀樹，石田真弓
　支持医療科　高橋孝郎
　中央検査部　海老原康博
3-3．研究内容と達成度
　小鹿野町健康まつり開催日に，健康ふれあいフェスティバルへの来場者に対し，研究参加者を募集する．説明，同
意取得後にアンケート（項目は後述）の記入と採血を実施，対象者に研究 ID を付与し研究登録を行う．
3-4．自己評価と次年度計画
　まだ，症例数が不十分であり，結果についてはもう少し数を増やさないと何とも言えないだろう．同意の取得など
は特に問題なく，文書で取得できた．ここでは，対象が歩いて病院祭りに来られる一般成人なので，今後はたとえば
老人ホームなどの施設入所者ではどうなのか気になるところではあるので，さらに広げていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　地域のドクターからの紹介患者を迅速に受け入れる．当センターの専門診療科と協力し，臓器や重症度にとらわれ
ることなく診療する．また，退院前の患者に在宅医療を導入する際，往診をされる地域医と緊密に連携しスムーズに
タスキをつなげられるよう支援する．外来診療では頭痛，めまい，胸水，腹部腫瘤などで紹介された初診患者が 35
名であった．入院では，地域のクリニックから上腸間膜動脈症候群の小児を紹介され受け入れた．拒食症に関して当
センターの精神腫瘍科や支持医療科からサポートを受け，体重がある程度増加した段階で都立小児医療センター精神
科へ転院させた．紹介患者への対応はできたと考えるが，まだ当診療科が周知されていないために，初診患者数は多
いとは言えない．今後は，地域の医師会などとさらに連携を強化したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①内田望：病院で終活やっちゃいました（入棺体験が全国に拡散中）第 2 弾．第 58 回全国国保地域医療学会
P54-151，2018 年 10 月 5 日，アクティスとくしま

②齋木実：高齢者と在宅医療．日本内科学会誌　107：2478 ～ 2484，2018
【総数：論文 1 件，学会発表 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　埼玉県地域枠奨学金受給学生の教育について，実務者レベルでの話し合いが始まっている．地域で活躍されるカリ
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スマ的総合診療医から，熱い想いを本学の学生に伝えていただくよう既に何名かの先生にはお願いした．また，来年
度から始まる新カリキュラムの臨床実習 CC の中で，HAPPINESS 館クリニックでの実習において医学部 4 ～ 5 年生
に在宅医療実習を行う予定である．
　研究では，Ogano Study での症例数を増やして，その結果に期待したい．あまり前例のない研究であるため，論文
を投稿すればアクセプトされる可能性は高いだろう．また，この研究に関連する症例報告を現在投稿中である．他に
も，連携医療機関の医師と連名で執筆できるよう若手医師に指導したい．英文の一流誌を目指すことなく，日本語で
比較的通りやすい学会誌への投稿をすすめたい．
　外来診療では，紹介患者への対応はできたと考えるが，まだ当診療科が周知されていないために，初診患者数は多
いとは言えない．今後は，地域の医師会などとさらに連携を強化したい．小児の拒食症を当科に入院させ，精神腫瘍
科や支持医療科からサポートを受けチーム医療を実感できた．体重がある程度増加したため，都立小児医療センター
へ転院させた．来年度は地域医療支援病院を取得する予定である．医師会や行政と緊密に連携し，どのような形の支
援を実践するのか話し合う必要がる．
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3．11）消化器外科

1．構成員　
山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）：教授：運営責任者：診療部長：教育員研究員専門医：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　　消化器外科（下部消化管）：博士
小山　勇（KOYAMA, Isamu）：教授：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）・臓器移植：

　　　　　　　　　　　　  博士
櫻本信一（SAKURAMOTO, Shinichi）：教授：診療部長：教育主任：研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外

　　　　　　　　　　　　　　　　 科（上部消化管）：博士
岡本光順（OKAMOTO, Kojun）：教授：診療部長：教育員：研究員専門医：医長：指導教員（大学院）：消化器外科

　　　　　　　　　　　　　（肝胆膵）：博士
佐藤　弘（SATO, Hiroshi）：教授：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：博士
合川公康（AIKAWA, Masayasu）：准教授：研究主任：病棟医長：教育員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科

　　　　　　　　　　　　　　（肝胆膵）：博士
平能康充（HIRANO, Yasumitsu）：准教授：外来医長：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（下

　　　　　　　　　　　　　　  部消化管）：博士
石井利昌（ISHII, Toshimasa）：講師：病棟医長：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（下部消

　　　　　　　　　　　　　化管）：博士
椙田浩文（SUGITA, Hirofumi）：講師：外来医長：教育副主任：教育員研究員専門医：教員（大学院）：消化器外科

　　　　　　　　　　　　　（上部消化管）：博士
宮脇　豊（MIYAWAKI, Yuataka）：講師：病棟医長：教育員研究員専門医：指導教員（大学院）：消化器外科（上部

　　　　　　　　　　　　　　  消化管）：博士
岡田克也（OKADA, Katsuya）：助教：外来医長：副研究主任：教育員専門医：消化器外科（肝胆膵）
渡邉幸博（WATANABE, Yukihiro）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（肝胆膵）
近藤宏佳（KONDO, Hiroka）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
藤原直人（FUJIWARA, Naoto）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（上部消化管）：博士
原　聖佳（HARA, Kiyoka）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
高瀬健一郎（TAKASE, Kenichiro）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（肝胆膵）：博士
粕谷真郷（KASUYA, Masato）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（上部消化管）
岡田拓久（OKADA, Takuhisa）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
石川慎太郎（ISHIKAWA, Shintaro）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）
石井　智（ISHII, Satoru）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（上部消化管）
渡邉健次（WATANABE, Kenji）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（上部消化管）
伊藤　直（ITOU, Sunao）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（上部消化管）
王　利明（WANG, Liming）：助教：教育員研究員専門医：消化器外科（下部消化管）：博士
小原　尚（OBARA, Nao）：助教：教育員研究員医員：消化器外科（下部消化管）
タン ･ エンジウ ･ ポーリオン（TAN Enjiu Pauleon）： 臨床研修外国医師：消化器外科（下部消化管）
鈴木麻未（SUZUKI, Asami）：大学院生：消化器外科
加藤琢也（KATO, Takuya）：大学院生：消化器外科
秋元尚枝（AKIMOTO, Naoe）：非常勤講師：博士
田代　浄（TASHIRO, Jo）：非常勤講師：博士
ステファノ ジダーロ（Stefano Gidaro）：客員教授
ディートマー ステファン（Dietmar Stephan）：客員教授

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　消化器外科の年間手術件数は約 1,300 例を超え，がん専門機関として多数の症例を経験することができる．卒前
教育では基礎的な知識を修得させ疾患の多様性を認識できる医師になること，卒後教育では，消化器外科領域におけ
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る幅広い知識と専門性の高い治療法を修得させ，日本の消化器外科をリードする優れた臨床医を育成することが目標
である．大学院教育では，消化器外科に関する新たな知見を模索する研究を通じて，外科学の発展に寄与できる基礎
をつくり，さらに将来の指導者としての資質向上をめざしている．
2-2．教育内容
　当包括的がんセンター消化器病センターでは，内科と外科の垣根がなく連携して臨床を行っていることが他施設と
比べ大きな特徴である．これにより消化器癌の診断および治療は，外科学，内科学の両面から学ぶことができる．消
化器外科では，上部消化管，下部消化管，肝胆膵の臓器別専門チームに分かれ，診療部長を中心にそれぞれ 5 名ほ
どのスタッフにより実臨床が行われている．また，スタッフの指導の下，後期研修医および専門医取得前後のフェロー
が教育を受けている．当科ではそれぞれの専門学会の専門医取得，日本内視鏡外科学会の技術認定医取得，日本肝胆
膵外科学会の高度技能指導医・専門医などの修得をめざす医師への教育に特に力を入れている．
　卒前教育では，食道外科を佐藤教授，胃外科を櫻本教授，大腸外科を山口教授，肝胆膵外科を岡本教授が担当して
いる．5 年生のベッドサイド実習およびクリニカルクラークシップは助教を含めた全員で学生の教育・指導を行って
いる．卒後教育においては，臨床フェロー制度により外部から原則 2 年間，臓器別にその専門分野で修練を希望す
る外科医を受け入れている．大学院教育では，研究のデザイン，研究の方法，結果の導き方などを教授し，データの
科学的分析法とともに論文作成を指導している．
2-3．達成度
　卒前教育では，医学部 3，4 年生に各講師が講義を行っており，いずれも平均以上の授業評価を受けた．ベッドサ
イド教育では学生 1 人につき 1 週間実習を行ったが，上部消化管，下部消化管，肝胆膵の手術をまんべんなく実習
できるよう配慮した．各領域の代表的な疾患については画像の読影法から診断に至るまでをクルズスにより習得させ，
学生の理解が得られた．
　卒後教育では．初期研修医に対しての教育は大学病院と連携して行い，総論的な外科学の基礎は主に大学病院で行
われた．当院では，胃癌，大腸癌，肝胆道系悪性腫瘍などの数多くの症例を経験するなかで，縫合や周術期管理など
の基礎的な知識や技術を教育し習得させた．また日本外科学会専門医育成に必要な手術経験を積むことができた．後
期研修医では外科学会専門医取得，臨床フェローの内視鏡外科学会技術認定取得を達成し，高度技能医修得に向けて
は継続的な教育ができた．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育では各講師が学生に分かりやすい講義を行い，平均以上の評価が得られた．ベッドサイド教育では消化器
外科領域，特に悪性疾患の診断と治療，周術期管理について各医師が教育し学生の理解が得られた．医師国家試験を
念頭に消化器外科領域の代表的疾患の診断・治療を臨床実習・クルズスを通して学習させ，国家試験合格率を上げる
よう，既出問題を精査し教育に反映させていきたい．
　卒後教育では，当科を選択した初期研修医が 2 名，後期研修医が 2 名と少なかった．これは当科が悪性腫瘍の診
療に特化しているため初期・後期研修医には選択されにくいものと思われる．このような状況の中で，当科で研修し
た医師に対しては熱心に教育できたと思われ，将来的には当科を選択する可能性がうかがえた．
　2018 年度の臨床フェローは上部消化管外科が 4 名，下部消化管外科が 4 名の計 8 名であった．スタッフから十分
な教育を受け多数の手術を経験することにより，定型的な手術を安全に執刀できるようになった．また，難関である
内視鏡外科学会技術認定医合格者も輩出した．全国的に外科医不足であるが，次年度も引き続き多数の症例を確保し，
臨床フェローに魅力的な教育システムを構築させていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　当センターにおける外科研究は，外科治療の進歩に貢献できる結果を出すことが目標であり，外科臨床の問題点を
解決するための研究テーマを重点に研究を行っている．教員棟 7 階には各種組織学的検査，細菌学的検査，PCR な
どの遺伝子情報検査が可能な設備があり，秋元尚枝（博士）がさまざまなグループの研究サポートを行っている．ま
た，毛呂山の第 3 実験棟には大動物の手術室があり，通常の臨床に近い麻酔と手術がブタを用いて施行可能である．
さらに，国際医療センターの教育研究棟に大動物のウエットラボが使用可能になり，平成 30 年 3 月 25 日にブタを
用いた研修医向けの内視鏡外科トレーニングプログラムを行った．今後は，内視鏡外科トレーニングプログラムや初
期外科系医師に対するトレーニングプログラムを実施予定である．
　臨床研究では，各グループがさまざまな大規模スタディに参加し治療の妥当性有効性を検証している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　大学病院の動物実験室を利用しながら，教員棟の研究室で臨床の合間をみて研究を行った．
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山口班：結腸・直腸がんに対する腹腔鏡下手術の安全な施行に関する研究（腹腔鏡下大腸切除研究会），右側結腸
癌のリンパ節転移，分類に関する検討（大腸癌研究会プロジェクト研究），化学療法に関する他施設共同
研究（がん集学的治療財団），大腸癌の手術および化学療法に関する研究（JCOG 臨床試験），大腸癌術後
短期・長期成績に関する多国比較に関する研究（IC3　trial），直腸癌術後肛門機能に関する研究

櫻本班：JCOG 胃癌グループの臨床試験に参加している．臨床病期 I 期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔
鏡下噴門側胃切除術の安全性に関する非ランダム化検証的試験（JCOG 1401），進行胃がんに対する腹腔
鏡下 D2 リンパ節郭清手技の開発および適応拡大に関する研究，進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手
術 の安全性と根治性に関するランダム化比較試験（JLSSG 0901），高度リンパ節転移を有する HER2 陽
性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前 trastuzumab 併用化学療法の意義に関するランダム化第 II 相試験

（JCOG 1301），病理学的 Stage II/III で “vulnerable” な 80 歳以上の高齢者胃癌に対する開始量を減量し
た S-1 術後補助化学療法に関するランダム化比較第 III 相試験（JCOG 1507），局所進行胃癌における術後
補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第 III 相試験

（JCOG 1509）．がん患者を対象とした静脈血栓塞栓症（VTE）に関する大規模臨床研究（Cancer VTE）．
治験として切除不能，局所進行性または転移性の胃腺癌または胃食道接合部腺癌の被験者を対象に維持療
法として avelumab（MSB0010718C）と一次化学療法の継続とを比較する第Ⅲ相非盲検多施設共同試験

（Avelumab（胃癌）），胃がんに対する術後補助化学療法における多施設共同二重盲検無作為化試験（ONO-
4538（胃がん）試験），切除不能な進行又は再発胃がんに対する多施設共同無作為化試験（ONO-4538（再
発胃がん）試験）．

合川班：生体吸収性材料を用いた組織再生療法（グンゼと共同実験），大動物を用いた実験栄養学（協和発酵と共
同実験），ナノテクノロジーを応用した新規ステントの開発（立命館大学と共同研究），臨床検体を用いた
がん抗原の探索を主なテーマとして行っている．

佐藤班：JCOG 関連では（JCOG1109）臨床病期 IB/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する術前 CF 療法 / 術前 DCF 療
法 / 術前 CF-RT 療法の第 III 相比較試験，（JCOG1409）　臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する
胸腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第 III 相試験，（JCOG1314）　切除不能または再発食道癌に対
する CF（シスプラチン +5-FU）療法と bDCF（biweekly ドセタキセル +CF）療法のランダム化第 III 相比
較試験に参加した．治験として，食道癌患者を対象とした術後補助療法としての S-588410 第 3 相多施
設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験，フルオロピリミジン系薬剤及びプラチナ系薬剤を含む併
用療法に不応又は不耐の食道がんに対する多施設共同無作為化比較試験に参加し，登録は終了し経過観
察中である．食道がん患者を対象としたニボルマブとイピリムマブの第 III 相試験は，現在登録中である．
ＡＭＥＤ　外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究（分担研究）の食道癌の外来リハ
ビリテーションは当院が基盤施設となり，現在登録中である．

3-3．研究内容と達成度
山口班：55GC研究のうちStageIIの予後に関する遺伝子プロファイル研究は2018ASCO annual congressのポスター

発表に採用され，first author として発表した．また進行中の腹腔鏡下大腸切除研究会，がん集学的治療
財団および JCOG のグループに臨床試験に継続参加している．企画段階から参加した自動縫合器や直腸癌
の病理学的検索に関する前向き試験に関しては登録を進め着実に進んでいる．

櫻本班：臨床試験・臨床研究を積極的に行った．胃癌に対する腹腔鏡下手術の短期成績および長期成績，噴門側胃
切除術の再建法，食道胃接合部癌に対する適正な切除範囲決定と再建法の開発，進行胃癌に対する腹腔鏡
下手術の適応拡大，高度進行胃癌に対する術前補助化学療法と conversion surgery の成績などについて，
学会発表・講演を積極的に行った．JCOG 胃がんグループの臨床試験およびがん患者を対象とした静脈血
栓塞栓症（VTE）に関する試験（Cancer VTE）に積極的に症例登録を行った．

合川班：臨床研究では，多施設共同研究である「腹腔鏡下肝切除における安全性の検討」は 2019 年度で登録最
終年度となり，現在解析中である．また，当院オリジナルの臨床研究として，腹腔鏡下肝切除における
ERAS の効果等，後ろ向き試験を含めると多数の臨床研究を行い，成果を発表してきた．基礎研究では，
大静脈，肝外胆管，食道，胃，大腸，膀胱再生に関する実験においては，研究結果を国内外に報告した．
現在，臨床研究に進めるよう，多数の大動物における実験を継続している．栄養関連実験としては協和発
酵と共同研究でオルニチンによる消化管吻合部の創傷治癒促進効果を大動物で検討中である（平成 28 年
科学研究費獲得）．立命館大学とバイオミメティクス構造を応用した防汚効果を持つ生体内チューブを開
発中であり，本研究にて平成 31 年度の科学研究費を獲得し研究を進めている．また，産学協同研究も進
めており，日本ピストンリング（株）と atraumatic なトロッカー針（BLAKE ドレーンの金属部分）を共
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同開発中である．
佐藤班：臨床試験・研究を積極的に施行している．食道癌の再建に関する研究，食道癌に対する根治的化学放射線

療法後の救済手術に関する研究，周術期管理のプログラムに関する研究・栄養管理の研究を中心に学会発
表・講演を積極的に行った．JCOG 試験のほか，各臨床研究や臨床治験に積極的に登録を行った．

3-4．自己評価と次年度計画
上部消化管

食道癌に対する胸腔鏡下食道切除を積極的に実施し，術後入院期間の短縮および肺炎のリスクの軽減に寄与した．
食道癌術後の外来リハビリテーションの介入研究を開始し，保険収載を目指した重要な第 1 歩となると考えられる．
当科は事務局を担当している．H28 年度より JCOG 食道癌グループの登録施設となり，前向きの多施設共同研究に
参加している．

胃癌領域も同様に全国規模で実施されている臨床試験に積極的に参加した．また，当科で行った胃癌切除例のデー
タベースを構築し臨床研究を積極的に行ってきた．来年度も，引き続き臨床試験には積極的に参加し，自験例を対象
とした臨床研究を推進する方針である．
下部消化管

横行結腸・下行結腸癌に対する腹腔鏡下切除の集積結果が Asian Journal of Endoscopic Surgery に掲載され，同雑
誌のなかでダウンロード数が top10 の論文であるとの報告が届いた．また，JCOG，がん集学的治療財団研究の臨床
試験に引き続き参加している．再発リスク遺伝子診断については 55GC 研究から Stage2 の結果を ASCO で発表した．
直腸癌術肛門機能検査，大腸癌術後効率的フォローアップの研究は進行中，さらに CT 画像を利用した右結腸血管分
岐に関する研究についても画像診断科と協力して進行している．大腸癌取扱い規約の改定に影響する研究として右側
結腸癌中枢リンパ節転移の検討が始まりプロトコールがほぼ固まった．
肝胆膵外科

日本肝胆膵外科学会高度技能修練施設として肝胆膵癌の外科的治療と肝胆膵外科医養成に取り組んでいる．これ
まで 3 名の高度技能専門医を排出することができた．今後も難治性癌の外科的治療に取り組み，あきらめない治療，
安全確実な手術を念頭に診療にあたりたい．また治療成績向上を目指して術前化学治療の導入のエビデンスを構築し，
新たな治療方針を発信していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　消化器系臓器の悪性疾患および悪性類似疾患について，埼玉県全県や近県を対象に「手術」を中心にした診療を行っ
ている．特に，Center of Excellence として，低侵襲手術，腹腔鏡下手術を積極的に取り入れ，手術の安全性の上に
患者のＱＯＬを重視してきた．また高難度な手術や合併症をもつハイリスク症例を積極的に受け入れ，こうした症例
にも安全な外科治療を心がけている．
上部消化管
　2018 年度の全身麻酔下の手術症例は 340 例．胃癌切除例が 197 例．腹腔鏡下手術が 125 例（幽門側切除 97 例，
幽門保存胃切除 1 例，胃全摘 5 例，噴門側切除 22 例）で開腹術が 72 例（幽門側切除 29 例，胃全摘 37 例，噴門
側切除 6 例）．胃 GIST に対する手術は 19 例で，腹腔鏡下手術 17 例（2 例は内視鏡腹腔鏡合同手術 LECS），開腹 2 例，
その他 37 例であった．胃癌切除例は 2017 年が　199 例で全国 7 位であった（手術数でわかるいい病院 2019　朝
日新聞出版）．食道手術件数は 87 例．食道がん切除は 70 例で，胸腔鏡下切除が 59 例，サルベージ手術が 9 例であった．
胃癌，食道癌ともガイドラインに沿った診療を行っており，消化器内視鏡科，消化器腫瘍科，放射線腫瘍科とともに
チーム医療を展開した．また，大規模臨床試験（JCOG 胃癌グループ・食道癌グループ）にも積極的に症例を登録した．
実臨床においては切除不能高度進行癌に対する化学療法の奏功により，R0 手術が増加した．さらに高度な手術手技
を修得させる教育施設としての役割，臨床研究などによる最先端の研究施設としての役割を達成できるよう体制強化
に努め，臨床・研究・教育をバランスよく実施したい．
下部消化管
　2018 年全手術症例は 834 例で過去最高．結腸癌切除 269 例，直腸癌切除 183 例．結腸癌切除のうち開腹が 18 例，
腹腔鏡が 251 例，直腸癌切除は開腹 6 例，腹腔鏡 174 例で，ほぼ前年同様の症例数だった．厚労省発表の 2017 年
度 DPC データによると，症例数，平均在院日数は結腸悪性腫瘍切除で 247 例（全国第 2 位）11.9 日（全国第 6 位），
直腸肛門悪性腫瘍切除で 159 例（全国第 2 位）12.2 日（全国第 2 位）であり，多くの症例で低侵襲性を生かし合併
症も少なく管理できた．さらに全体のレベルアップを図り日本内視鏡外科学会技術認定所得医の増加に努めたい．
肝胆膵外科
　全手術症例は 261 例．肝臓癌根治切除は 110 例で，肝細胞癌 54 例，肝内胆管癌 5 例，転移性肝癌 49 例，その他 2 例．
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胆道癌根治切除は 47 例．乳頭部を含む胆管癌は 41 例．胆嚢癌 6 例．胆嚢良性腫瘍 20 例．膵癌切除 36 例．うち通
常型膵管癌 30 例，PNET4 例，IPCN2 例，等であった．術式別では肝切除術 115 例，膵切除術 71 例（膵頭十二指
腸切除術 53 例，膵体尾部切除 16 例，膵全摘術 1 例，核出術 1 例）であった．
　上部消化管外科，下部消化管外科，肝胆膵外科，の 3 診療科ともに全国有数の手術数を誇る施設を維持している．
特に消化管の腹腔鏡手術の増加は際立っており，腹腔鏡手術率も全国有数である．今後も全体のレベルアップを図り，
合格率 25% 前後と一段ときびしくなった日本内視鏡外科学会技術認定取得医の増加に努めたい．肝胆膵外科は中堅
以上の全員が高度技能医を取得し，今後は若手も取得を目指す．消化器癌手術の成績向上のために術前術後の全身化
学療法の重要性が高まっている．今後，消化器腫瘍科と連携を強めて成績向上に尽くしたい．現状消化器腫瘍科の人
員不足が続いているので補充されるまでは消化器外科が補う必要性は続いている．安全確保のために十分な人員の補
充を図りつつ，患者満足度の高い診療を行っていく．また消化器外科で研修する若い外科医やフェローの専門医資格
取得に向けた技術的指導や，他施設や諸外国からの研修を希望する医師を受けいれて教育病院としての使命を果たし
たい．さらに関連科と協力して臨床試験に加わり，あらたなエビデンス構築にも貢献していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県がん検診委員として山口が大腸がんを担当し，がんの早期発見に努めた．また埼玉県がん対策推進協議会，
がん患者の就労等部会には部会長として参加，企画に当たった．

小山：埼玉地方裁判所専門委員（2012 年 5 月より），埼玉県総合医局機構委員
岡本：埼玉県難病指定医（2014 年 11 月より），さいたま医事関係事件鑑定人候補者（さいたま地方裁判所）（2015

　　年 1 月より）
合川：埼玉県肝がん集団検診医会担当理事（平成 28 年 4 月より）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本外科系連合学会雑誌編集アドバイザー（小山），日本消化器外科学会雑誌編集委員（山口），International 
Cancer Conference Journal 編 集 委 員（ 山 口 ），World Journal of Surgery 査 読 委 員（ 小 山 ），Journal of the Anus, 
Rectum and Colon 編集委員（山口），日本ヘルニア学会誌顧問（小山），J.Hepato-biliary-pancreatic science 査読委員（小
山），Surgery Today 査読委員（山口），Surgical Endoscopy 査読委員（山口），Annals of Gastroenterological Surgery
査読委員（山口），Asian Journal of Endoscopic Surgery 査読委員（山口），Journal of the Pancreas 査読委員（岡本），
Journal of Huazhong University of Science and Technology 査読委員（岡本），The Japanese Journal Of Thoracic And 
Cardiovascular Surgery 査読委員（佐藤），World Journal of Clinical Oncology 編集委員（岡本），埼玉県医学会雑誌
編集委員（小山），日本移植学会査読委員（小山）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
①理事

埼玉県外科医会 副会長（小山），埼玉県腎・アイバンク協会副理事長（小山），日本ヘルニア学会監事（小山），日
米医学医療交流財団（小山），埼玉県外科医会（山口），日本内視鏡外科学会（山口），日本外科代謝栄養学会（佐藤）
②評議員

日本外科学会代議員（小山），日本消化器外科学会（小山，山口），日本臨床外科学会（山口，岡本，平能），日本
大腸肛門病学会（山口），日本手術医学会（小山），日本肝胆膵外科学会（小山，岡本，合川，岡田，渡邉），日本胃
癌学会（櫻本），日本食道学会（櫻本，佐藤，宮脇）日本内視鏡外科学会（山口，櫻本，平能），日本外科系連合学会

（小山，岡本），日本外科感染症学会（小山），日本静脈経腸栄養学会（佐藤），日本ストーマ排泄リハビリテーション
学会（山口），日本外科代謝栄養学会（佐藤），日本ヘルニア学会（小山），International College of Surgeons（山口），
American Society of Colon and Rectal Surgeons（山口）日本胸部外科学会（佐藤），日本消化管学会（佐藤），日本が
んサポーティブケア学会（佐藤）
③その他

日本病院会国際委員（小山），日本診療情報管理学会国際統計分類委員会協力委員（小山），日本外科代謝栄養学会
保険診療検討委員会委員長（佐藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表

①山口茂樹 他：右結腸切除に必要な局所解剖　胃結腸静脈幹のバリエーションを中心に　臨床外科 73（11）:81-
85,2018
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②小山　勇：急性期病院の改革は中央手術部から始まる―病院マネジメントの縮図の観点から―　新医療 46
（1）:25-27,2019

③櫻本信一 他：Technique of esophagojejunostomy using OrVil after laparoscopy assisted total gastrectomy for 
gastric cancer　 Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 2018 2018.4.12（Seattle）

④岡本光順 他：がん診療の現状 胆道癌　今日の診療のためにガイドライン外科診療 2019 P581-584,2019
⑤佐藤　弘 他：食道外科における運動療法　外科と代謝・栄養 52（6）:289-293,2018
⑥合川公康 他：膵尾側吻合法（生体吸収性材料を利用）　消化管吻合法バイブル P210-212,2018
⑦平能康充 他：RPS による右半結腸切除術　臨床外科　73（13）:1499-1503,2018
⑧石井利昌 他：当院における下部進行直腸癌に対する側方リンパ節郭清の現状　第 118 回日本外科学会定期学術

集会 2018.4.7（東京）
⑨椙田浩文 他：当院における進行胃癌に対する術前補助化学療法の成績　第 91 回日本胃癌学会総会 2019.3.1（静

岡）
⑩宮脇　豊 他：Evaluation of Associations between Gastric Tube Preparation Methods and the Incidence of Cervical 

Anastomotic Leakage after Esophagectomy for Thoracic Esophageal Cancer　16th World Congress of the 
International Society for Diseases of the Esophagus 2018.9.17-19（Austria）

【総数：論文 9 件，分担執筆 6 件，学会発表 155 件，講演 35 件】
6-2．獲得研究費

①櫻本信一：平成 28- 平成 30 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）革新的がん医療実用化研究
事業：病理学的 Stage Ⅱ / Ⅲで” vulnerable" な 80 歳以上の高齢層胃癌に対する開始量を減量したＳ -1 術後補
助化学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG 1507）

②合川公康：平成 28-30 年度 文部科学省科学研究費（基盤研究 C）：消化管吻合部における創傷治癒促進栄養素の
効果

③佐藤　弘：平成 28-30 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）革新的がん医療実用化研究事業：
外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究（食道がん術後の外来リハビリテーションの効果に
関する研究）

④岡田克也：平成 29-30 年度日高研究プロジェクト：術後膵液瘻による仮性動脈瘤形成の予防を目的とした生体
吸収性材料利用の研究

⑤櫻本信一：平成 29-31 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）革新的がん医療実用化研究事業 : 
患者の QOL 向上をめざした胃がんに対する低侵襲標準治療確立に関する多施設共同試験（JCOG1401）

6-3．受賞
　合川公康：第 26 回日本消化器関連学会週間　優秀演題賞 2018.11.2（神戸）
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 33 回関東腹腔鏡下胃切除研究会：櫻本信一（当番世話人）2018.4.21（東京）
②第 12 回彩の国腎移植フォーラム：小山　勇（代表世話人）2018.11.20（さいたま）
③第 22 回 KSOA（北里大学外科臨床腫瘍研究会）：櫻本信一（当番世話人）2018.2.9（東京）
④第 6 回埼玉肝胆膵外科手術手技勉強会：岡本光順（当番世話人）2018.10.12（川越）
⑤第 10 回埼玉上部消化管手術研究会：櫻本信一（当番世話人）2018.7.27（さいたま）

7．自己点検・評価　
　国際医療センターの開設後 12 年目となり，内科・外科の垣根のない消化器病センターを掲げて活動してきた．上
部消化管，下部消化管，肝胆膵外科の 3 診療科の体制も安定した．症例数は増加から横ばいであるが，土曜日の手
術枠をそれぞれの診療科が恒常的かつ有効に利用することでこの数を維持している．外科診療，臨床教育については
ほぼ満足のいく成果が上げられたと評価している．平成 30 年度も消化器病センターにおける主たる術式の手術件数
は，いずれの部門でも全国トップレベルにあり今後も継続していく．一方，化学療法担当の消化器腫瘍科のスタッフ
は，まだまだ不足状態であり消化器外科による外来・病棟診療を余儀なくされている．消化器腫瘍科が充実するまで
は消化器外科のスタッフ補充によって化学療法の担当を含めた体制作りを進めていく．研究面では，腫瘍外科，再生
医療の領域における基礎研究を継続しているとともに低侵襲手術に関する臨床研究を推進している．薬物治療や癒着
防止剤の治験にも取り組んでおり，これを継続していく．学会活動では日本外科学会学術集会や日本消化器外科学会
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総会といった主要な学会に多くのスタッフが発表し意欲的に活動しているが，論文発表，特に英文発表がまだ少ない
のでその増加を図る．毎年恒例の外科・内科合同の消化器病センター年次報告会では，各部門からの教育・研究・臨
床の業績報告を行っている．1 年の業績を振り返って，次年度の教育・研究・臨床の事業を計画的に行っていくとと
もに，診療科の交流の場として継続してゆく．
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3．12）乳腺腫瘍科

1．構成員
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：教授：乳癌の薬物療法，薬剤感受性：診療副部長，研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　博士
大崎昭彦 （OSAKI, Akihiko）：教授：乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技：診療部長，教育主任，研究副主任：

　　　　　　　　　　　　指導教員（大学院）：博士
長谷部孝裕 （HASEBE, Takahiro）：教授：乳癌の病理診断，乳癌の予後因子：教育員，研究員，指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　 博士 （2018.9.1 ～）
上田重人 （UEDA, Shigeto）：助教：乳癌の薬物療法，薬物療法の画像効果予測：教育員，研究員：博士
杉谷郁子（SUGITANI, Ikuko）: 助教：乳癌の薬物耐性 , 遺伝性乳癌：教育員，研究員
島田浩子 （SHIMADA, Hiroko）：助教：乳癌の病理学的予後因子：教育員，研究員
近藤奈美（KONDO, Nami）：助教：乳癌の生物学的予後因子 ,QOL：教育員，研究員 （2018.8.1 ～）
井原規公（IHARA, Norimasa）：助教：乳癌の画像診断 , 家族性腫瘍：教育員，研究員（2018.4.1 ～ 2019.3.31）
榊原彩花 （SAKAKIBARA, Ayaka）：助教：家族性腫瘍 , 遺伝子パネル検査：教育員，研究員：遺伝カウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　 （～ 2019.3.31）
福島久代 （FUKUSHIMA, Hisayo）：助教：家族性腫瘍 , 遺伝子パネル検査：教育員，研究員：遺伝カウンセラー 　

　　　　　　　　　　　　　　（2018.5.1 ～ 2019.3.31）

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対する正確な診断能力と診
断技術を習得する．治療面では外科的基本手技の習得をするとともに特に乳癌の外科的治療につき理解し技術を習得
する．最終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である．大学院教育においては
乳腺外科学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的
研究が行える人材の育成を行う．
2-2．教育内容（担当者）
　乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる．画像診断は，
まず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの読影能を身に
つけ，CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる．毎週行われ
るカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し，要点を人に伝える技
術も習得でき，術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・再発乳癌の薬物療法の治療アルゴリ
ズムも理解できる．近年，話題にのぼることの多い遺伝性乳癌や多遺伝子遺伝子パネル検査についても理解させる．
　医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常識
として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した画像診
断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象とした BSL，クリニカル・クラークシップではケース・
プレゼンテーションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる．大学院教育におい
ては，乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．
こうしてバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラメイド治療につながる遺伝子解析につい
ての研究を行う．
2-3．達成度
　前期研修のローテーターにはクルズスを組み，①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画
像診断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法
＆ホルモン療法）⑩遺伝性乳癌および遺伝子パネル検査の内容で講義を行った．個別にマンモグラフィの読影の講義
などを行い，基本的なマンモグラフィとエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基
本的な外科手技である縫合，糸結びを単独で施行可能になるまで指導できた．
2-4．自己評価と次年度計画
　短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで
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外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，少しでも興味を持たせたい．5 年生のク
リニカルクラークシップ，6 年生のアダバンストクラークシップでは診療での魅力に加え，自分のキャリアパスを考
える場として色々なアドバイスを提供したい．研修医，特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治
療面での当科の魅力をさらにアピールしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　① Diffuse optical spectroscopy imaging（DOSI）による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの 有用性の検討②
効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義③アロマターゼ阻害剤投与時の骨密度，骨強度および骨
代謝マーカーの変化④ ER 関連蛋白とホルモン耐性の基礎的研究⑤ SPECT-CT を用いたセンチネルリンパ節の同定と
転移リンパ節同定のための体外診断システム⑥乳癌診療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑦乳癌における
マウス移植モデルを用いた治療効果に関する研究⑦治療効果の画像診断および病理診断⑧高齢者乳癌の生物学的特徴
と予後に関する研究⑨併存疾患を有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑩乳癌間質の組織形態像および生物学的性
状に基づく癌悪性度に関する研究⑪若年性乳癌と家族性腫瘍に関する研究
3-3．研究内容と達成度
　新規研究プロジェクトとして薬物療法における早期効果予測として functional imaging を取り入れ，promising な
臨床データが蓄積されている（Breast Cancer Res. 2018 Jul 27;20（1）:78.）．ホルモン抵抗性乳癌に対する遺伝子
学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い，新たな因子の臨床的意義について研究を進
めている（乳癌における化学療法ならびにホルモン療法耐性に関与する因子の発現に関する臨床病理学的研究）．
3-4．自己評価と次年度計画
　化学療法に対する効果予測因子として光イメージンングを用いた効果予測の研究とホルモン療法耐性にかかわる
ER 関連蛋白の研究を柱にしてさらに研究を推し進め，症例を蓄積している．最近注目されている家族性乳癌卵巣癌
症候群（Hereditary Breast Ovarian Cancer: HBOC）に関する取り組みを 2015 年 4 月より始め，院内の婦人科腫瘍科，
看護部，中央検査部，医事課を含む多職種でのミーティング（家族性乳癌卵巣癌カンファレンス）を月 1 回のペー
スで行っている．2 名の遺伝カウンセラーも加わり遺伝外来もスタートした．臨床データを解析するためのデータベー
スの構築はほぼでき，次年度は，癌登録や NCD 登録にリンク可能な患者の予後調査も含めた充実したデーターベー
スの構築を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新規患者数は右方上がりに増え，手術症例数は約 500 例を維持し
ている．手術は乳房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な内容で入院日数短縮に大いに貢献
している．形成外科医との連携により一期乳房再建数が増加した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　佐伯俊昭は埼玉県医師会がん診療連携検討部会，埼玉県がん対策推進協議会の委員を務め，日本乳癌学会の理事，
教育委員長として活動し，大崎昭彦は日本乳癌検診学会，日本乳がん検診精度管理中央機構の理事とし活動し乳癌の
診断，治療両面から活躍している．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　佐伯俊昭は International Journal Clinical Oncology, Breast Cancer の査読委員を務めている． 大崎昭彦は Breast 
Cancer の査読委員，日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会誌の編集委員 , 日本乳癌検診学会誌の編集委
員長を務めている．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　地域の乳がん検診に一部参画しており，近隣の医師会や薬剤師会への学術的講演の依頼もあり，社会的貢献も行っ
ている．
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6．業績
6-1．論文・学会発表

① Esteva FJ, Saeki T, Kim H, Stebbing J. Efficacy and safety of the trastuzumab biosimilar candidate CT-P6. Future 
Oncol. 2018 Aug;14（19）:1909-1919.

② Takano T, Tsurutani J, Takahashi M, Yamanaka T, Sakai K, Ito Y, Fukuoka J, Kimura H, Kawabata H, Tamura 
K, Matsumoto K, Aogi K, Sato K, Nishio K, Nakagawa K, Saeki T. A randomized phase II trial of trastuzumab 
plus capecitabine versus lapatinib plus capecitabine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer 
previously treated with trastuzumab and taxanes: WJOG6110B/ELTOP. Breast. 2018 Aug;40:67-75.

③ Yoshida K, Otani Y, Nose T, Yoden E, Asahi S, Tsukiyama I, Dokiya T, Saeki T, Fukuda I, Sekine H, Kumazaki 
Y, Takahashi T, Kotsuma T, Masuda N, Nakashima K, Matsumura T, Nakagawa S, Tachiiri S, Moriguchi Y, 
Itami J, Oguchi M. Case report of a dose-volume histogram analysis of rib fracture after accelerated partial 
breast irradiation: interim analysis of a Japanese prospective multi-institutional feasibility study. J Contemp 
Brachytherapy. 2018 Jun;10（3）:274-278.

④ Asano A, Ueda S, Kuji I, Yamane T, Takeuchi H, Hirokawa E, Sugitani I, Shimada H, Hasebe T, Osaki A, Saeki T. 
Intracellular hypoxia measured by 18F-fluoromisonidazole positron emission tomography has prognostic impact 
in patients with estrogen receptor-positive breast cancer. Breast Cancer Res. 2018 Jul 27;20（1）:78.

⑤ Osaki A, Inoue K, Sakai H, Yamada K, Minato K, Ohyanagi F, Tokuda Y, Ikeda N, Kagamu H, Kubota K, Tamura T, 
Saeki T. A dose-finding randomized Phase II study of oral netupitant in combination with palonosetron .75 mg 
intravenous for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in Japanese patients receiving 
highly emetogenic chemotherapy. Jpn J Clin Oncol. 2019 Feb 1;49（2）:121-129.

⑥佐伯俊昭 . Breast and Endocrine Tumor Genomic Medicine for Endocrine Tumor. 癌と化学療法 . 2018 Dec;45
（12）:1710.

⑦ Shimokawa M, Hayashi T, Kogawa T, Matsui R, Mizuno M, Kikkawa F, Saeki T, Aiba K, Tamura K. Evaluation of 
Combination Antiemetic Therapy on CINV in Patients With Gynecologic Cancer Receiving TC Chemotherapy. 
Evaluation of Combination Antiemetic Therapy on CINV in Patients With Gynecologic Cancer Receiving TC 
Chemotherapy. Anticancer Res. 2019 Jan;39（1）:225-230.

⑧ Fujiwara Y, Mukai H, Saeki T, Ro J, Lin YC, Nagai SE, Lee KS, Watanabe J, Ohtani S, Kim SB, Kuroi K, Tsugawa K, 
Tokuda Y, Iwata H, Park YH, Yang Y, Nambu Y. A multi-national, randomised, open-label, parallel, phase III non-
inferiority study comparing NK105 and paclitaxel in metastatic or recurrent breast cancer patients. A multi-
national, randomised, open-label, parallel, phase III non-inferiority study comparing NK105 and paclitaxel in 
metastatic or recurrent breast cancer patients. Br J Cancer. 2019 Mar;120（5）:475-480.

⑨貫井麻未，上田重人，杉谷郁子，大崎昭彦，佐伯俊昭，長谷部孝裕 . ジェムシタビン＋パクリタキセルが奏効し
た乳腺血管肉腫再発の 1 例 . 日本臨床外科学会雑誌 . 2018 Apr; 79（4）:21-31.

⑩大崎昭彦 . 乳頭乳輪温存乳房全切除術 . Oncoplastic Breast Surgery. 2018 Aug;3（3-4）:40-50.
【総数：論文　13 件，学会発表　8 件】
6-2．獲得研究費
（1）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）「マルチパラメテオリック拡散光イメージングを用いたがん薬

物治療の超早期治療効果予測」課題番号：16K10293　研究代表者　上田重人　1,560 千円
（2）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｂ）「拡散光イメージングを用いた薬物療法における乳がん微小環

境の変化の多面的測定」課題番号：17H03591 研究代表者　佐伯俊昭　研究分担者　上田重人　6,110 千円
（3）文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）「非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET による乳が

ん治療戦略構築のための研究」課題番号：16K10361　研究分担者　佐伯俊昭・上田重人　200 千円
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
　診療面では，平成 16 年 7 月開設以来，紹介患者数も含めた新規患者数は着実に増え，セカンドオピニオンを求め
て当科を受診する患者も増加したことは評価できる．平成 30 年 4 月 1 日より井原規公助教，同年 8 月 1 日より近
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藤奈美助教，同年 9 月 1 日より長谷部孝裕教授が加わり，また，同年 5 月 1 日より福島久代講師は遺伝カウンセラー
として当科のスタッフに加わり遺伝外来で精力的に診療を行っている．
　研究面でも新たな研究プロジェクトが立ち上がり，promising なデータが蓄積されており，学会発表や論文発表も
積極的に行えた．基礎と臨床の溝をうめ，橋渡しとなるべくユニークな立場をとり，この点においてさらに特色を鮮
明にし，貢献したいと考えている．今後は，質のいい臨床研究をデザインし積極的に推し進めたい．
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3．13）呼吸器外科

1．構成員
金子公一（KANEKO, Koichi）：教授 / 平成 30 年 9 月まで：客員教授 / 平成 30 年 10 月～平成 31 年 3 月：代表指

　　　　　　　　　　　　   導教員（大学院）：肺癌の拡大手術，胸腔鏡下手術，肺気腫の外科治療：博士
　坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）：准教授：診療科長：教育主任：指導教員（大学院）：肺癌の拡大手術・拡大郭清術，
　　　　　　　　　　　　　　　　胸腔鏡下肺癌根治術，胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術・胸腔内温熱化学灌流術，
　　　　　　　　　　　　　　　　気道ステント術：博士
　石田博徳（ISHIDA, Hironori）：准教授：副診療科長：研究主任：大学院教員（大学院）：肺癌・縦隔腫瘍の手術，　
　　　　　　　　　　　　　　　気胸の治療，胸腔鏡下手術，肺癌の化学療法：博士
　二反田博之（NITANDA, Hiroyuki）：講師 : 研究員：大学病院兼担：大学院教員（大学院）：肺癌の手術，気胸の治療，
　　　　　　　　　　　　　　　　　気管支鏡の検査と治療：博士
　山﨑庸弘（YAMASAKI, Nobuhiro）：助教：研究員：肺癌の手術，気胸の治療，胸腔鏡下手術：修士 / 平成 30 年 5
　　　　　　　　　　　　　　　　　月まで
　栁原章寿（YANAGIHARA, Akitoshi）: 助教：研究員：修士
　田口　亮（TAGUCHI, Ryo）：助教：研究員：修士
　吉村竜一（YOSHIMURA, Ryuichi）: 助教（フェロー）：研究員：修士 / 平成 31 年 1 月～
　小檜山律（KOHIYAMA, Ritu）：非常勤講師：深谷赤十字病院：呼吸器外科：修士
　中西浩三（NAKANISHI, Kozo）：非常勤講師：国立病院機構・埼玉病院：呼吸器外科：博士
　青山克彦（AOYAMA, Katuhiko）：非常勤講師：春日部市立医療センター：呼吸器外科：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　「卒前教育」医学生は基本的な医学知識を学び，呼吸器外科領域の専門的知識・外科の基本手技の基礎を学ぶ．
BSL などの臨床実習で患者さんとの面接や診察を通して，実臨床を体験する．
　「卒後教育」研修医は医師として必要不可欠な呼吸器外科領域の知識と技術を臨床の中で習得する．学会発表を通
して診断・治療・困難症例の対応の仕方を学ぶ．プロフェッショナルの意識を持つ．
2-2．教育内容（担当者）
　「卒前教育」①医学生 3 年，5 年，6 年の臨床講義，試験問題の作成（坂口，石田，二反田）．②臨床実習，CC で
の教育指導（医局員全員）．③特別カリキュラムにおける呼吸器外科実習（医局員全員）．④医学生のチューターまた
は医学生の進路相談としての活動（主に坂口）．
　「卒後教育」初期ないし後期研修医に対して，外科の基本手技や考え方を呼吸器外科領域の疾患の診断，検査，治
療までを実臨床の中で習得する．後期研修医に対しては，手術（気胸など）の執刀も経験し，当科における基本的な
手術手技を積極的に習得する（医局員全員）．
2-3．達成度
　「卒前教育」医局員の熱心な教育指導あり，80% は達成．学生からのフィードバックでも，評価が高い．全 5 年生
BSL の半数が日高呼吸器外科を 1 週間づつローテとする．終了時評価は 5 段階評価で 5 が最も多い．質問しやすかっ
た，との感想が多い．
　「卒後教育」当科ローテーターの研修後のアンケートでは 80% 以上の満足度を得ている．
　特に臨床実技習得の満足度が高い
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育」医局全員による教育指導は，次年度も継続する．
　「卒後教育」当科ローテートの研修医を更に増やす努力をする．一人でも多くの研修医に呼吸器外科・呼吸器・外
科のへの理解と興味を抱くように指導し，将来の専門医を育てたい．学会活動も積極的に参加するよう環境と雰囲気
を整えていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標



呼吸器外科

736

　呼吸器疾患全般，とくに原発性肺癌や自然気胸に対する完全胸腔鏡下手術，原発性肺癌の積極的縮小手術，進行肺
癌の拡大手術と集学的治療，胸膜中皮腫に対する温熱化学潅流療法と胸膜肺全摘術などの実践と臨床研究を行って
いる．末血中リンパ球組成の変化を肺癌手術の根治度と関連した基礎的な研究を呼吸器内科とコラボレーションして
行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　A　肺癌の病理組織学的研究；　石田，坂口，栁原，田口，吉村
　B　診断に関する研究；　石田，山崎，二反田，吉村
　C　治療法に関する研究；　坂口，石田，二反田，栁原，田口
　D　合併症や予後に関する臨床研究；　坂口，石田，山崎，吉村
　E　肺移植に関する研究；　二反田
　F　縦隔腫瘍に関する研究：栁原，坂口，石田，吉村
　G　胸膜中皮腫の診断，外科治療に関する研究；　坂口，石田，二反田，田口，吉村
　H　標本回収鉗子の開発 - 発表 - 広報 : 坂口，二反田，田口，吉村
3-3．研究内容と達成度
　A　病理組織学的研究；

1）肺すりガラス様結節（GGN）“早期肺癌” の病理診断・手術に関する研究・・・論文化（英文）：100％
2）肺腺癌切除例における上皮内腺癌（AIS）と微少浸潤性腺癌（MIA）の臨床病理学的特徴と EGFR 遺伝子変異，

手術成績の検討・・・論文化（1 と合せて）100％
3）肺癌組織における　TS,DPD,OPRT 活性などの核酸代謝関連酵素の発現に関する研究（山崎）
4）末血中リンパ球組成の変化を肺癌手術の根治度と関連した基礎的な研究（栁原）

　B　診断に関する研究；
1）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究，継続中　70%
2）原発性肺腺癌の前がん状態，上皮内腺癌，微少浸潤性腺癌の CT 画像上の特徴と肺 GGN との関係　90%

　C　治療に関する研究；
1）悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法（ＩＰＨＣ）・・・学会報告，達成度　85%　（坂口）
2）胸膜中皮腫に対するＩＰＨＣと全身化学療法後の胸膜肺全摘術・・・学会報告　80%　（坂口）
3）自然気胸手術時の臓側胸膜カバーリング後（酸化セルロース）の再発率・・・学会報告後も臨床研究継続中　（栁

原，田口）
4）難治性気胸に対する治療法の検討．気管支鏡下の気管支充填（EWS）法と透視下の胸腔造影と肺瘻閉鎖術・・・

症例蓄積中　50％　（山﨑，二反田）
5）肺癌手術時の胸腔内洗浄細胞診における癌細胞陽性症例に対する胸腔内温熱化学潅流療法の検討・・・現在症

例蓄積中　（田口，坂口，二反田）
6）気管支断端瘻予防のための吸収性シートと心膜周囲脂肪織による断端被覆法・・・学会発表，症例蓄積中　（石

田，二反田，栁原，田口）
7）電動式低圧持続吸引器（トパーズ）による胸腔ドレナージ管理に関する検討・・・症例蓄積中　（吉村）
8）巨大肺嚢胞に対する手術治療に関する研究，学会報告 - 論文作成　（田口）
9）周術期における LAMA/LABA 吸入による肺機能・不整脈の検討（田口）　70％

　D　合併症や予後に関する臨床研究；　
1）有漏性膿胸の後方視的調査と治療方法と予後に関する検討，学会報告 - 論文作成　（二反田）　
2）肺切除後の気管支断端瘻の発生状況・発生率とその臨床的特徴の調査・・・症例蓄積中 70%
3）原発性肺腺癌の上皮内腺癌，微少浸潤性腺癌の手術成績に関する調査　（石田）

　E　肺移植に関する研究； 
1）外来で行う免疫抑制剤の効率的なモニタリング　症例蓄積中　20%　（二反田）

　F　縦隔腫瘍に関する研究：
　1）胸腺癌の治療に関して後方視的調査と学会報告－論文作成　（栁原）
　G　胸膜中皮腫の診断，外科治療に関する研究；　

1）胸腔鏡下胸膜生検の確実性　- 発表済み　　　　（坂口）
2）胸腔内温熱化学療法の後ろ向き解析　- 学会発表　　論文作成中　（坂口）

　H　標本回収鉗子の開発 - 発表 - 広報
　1）学会発表済み　ビデオ発表予定．論文作成中　　（坂口）
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3-4．自己評価と次年度計画
　上記研究課題対して，中間報告など約 70％は学会報告を行った．多くは研究継続中で，データ収集を行っている．
論文完成の研究もある．診断と治療を含めた臨床研究においてはとくに倫理的・安全面での問題の発生なく，治療効
果として有益な結果を得ており，逐次発表している．論文作成が大切である．次年度も，上記の研究テーマを継続す
る．また呼吸器内科と共同して肺癌の遺伝子解析，血液検体からの情報採取等の検討を進めていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
1）胸部に関する疾患を幅広く扱い，原発性肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，胸膜中皮腫など悪性腫瘍に対して根

治的な外科治療を行った．比較的早期な癌に対しては低侵襲で機能温存できる手術を行い，局所浸潤の高度な進
行癌に対しては内科にて放射線化学療法により縮小した場合，サルベージ手術を積極的に行った．また，自然気
胸の治療や炎症性肺疾患の外科治療，診断と治療のための未診断肺結節の手術，胸膜炎や間質性肺炎の胸腔鏡下
生検も施行した．総手術の完全胸腔鏡下ないし補助下の手術は 8 割弱であった．呼吸器外科の手術件総数 354
例そのうち原発性肺癌 170 例であった．

2）術後の診療は，紹介医療機関との連携を密にした外来通院と定期的な検査を行った．
3）手術日以外は外来診療や気管支鏡などの検査に従事した．患者さんとの対話やインフォームドコンセントを大

切にした医師とコメディカルによるチーム医療に心掛けた．
4）毎週土曜日に，外科，内科，放射線診断科，放射線腫瘍科，他の関連科との合同カンファレンスを行い，個々

の症例に関して年齢，病状，病期，合併症などを考慮して最も適した治療方針の決定をし，患者中心の医療を実
践した．

5）関連病院（虎ノ門病院）からの専門研修医の定期的受け入れは 4 人目になり軌道に乗ってきた．外部病院への
研修派遣，若手医師の獲得を努力している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　日本臨床外科学会誌　編集委員（金子　2018.10 まで），日本外科学会誌　邦文誌編集委員（金　2018.10 まで），
日本呼吸器外科学会誌　編集（査読）委員（坂口），日本気管食道科学会誌編集委員（坂口），日本呼吸器内視鏡学会
誌編集委員（坂口），日本肺癌学会査読委員（坂口）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【学会発表】
①田口　亮，石田博徳，栁原章寿，山﨑庸弘，二反田博之，坂口浩三，金子公一 : 飛行機搭乗後に症状が出現した

巨大肺嚢胞の 1 切除例 . 第 22 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会（岡山）2018.8.31　 
②坂口浩三，二反田博之，田口　亮，栁原章寿，石田博徳，金子公一，仲村秀俊，長谷部孝裕，安田政実，清水禎彦：

小型 2 連結節の形態を呈し限局性悪性胸膜中皮腫と考えられた 1 切除例．第 9 回 JMIG（Japan Mesothelioma 
Interest Group）研究会（山口）

　2018.9.8　 
③石田博徳，坂口浩三，二反田博之，山﨑庸弘，栁原章寿，田口　亮，金子公一：
　修練医のための胸腔鏡下肺部分切除の容易で確実な手技 .　第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会（東京）

2018.10.5　 
④栁原章寿，坂口浩三，二反田博之，田口　亮，石田博徳，金子公一，藤野　節，鎌田孝一，清水禎彦：術前診断

に苦慮した悪性孤立性線維性腫瘍の 1 切除例．第 178 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会（東京）2018.11.3
⑤坂口浩三，石田博徳，田口　亮，栁原章寿，二反田博之，金子公一：シンポジウム 3「肺・気管支乳頭腫の取り

扱い－呼吸器外科の立場から－」．第 70 回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会（東京）2018.11.9　 
⑥二反田博之，田口　亮，栁原章寿，坂口浩三，石田博徳，金子公一：自然閉鎖した大きな気管支断端瘻の 1 例．

第 80 回日本臨床外科学会総会（東京）2018.11.22　 
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⑦吉村竜一，坂口浩三，小林広樹，山田明子，田口　亮，栁原章寿，二反田博之，石田博徳，仲村英俊：胸腔内温
熱化学灌流療法が胸水コントロールに有効であった上皮型胸膜中皮腫の一例．第 23 回関東ハイパーサーミア研
究会／全身ハイパーサーミア研究会合同学術研究会（東京）2019.3.23　 

【論文】
⑧ Hironori Ishida, Yoshihiko Shimizua Hirozo Sakaguchi, Hiroyuki Nitanda, Koichi Kaneko, Nobuhiro Yamazaki, 

Akitoshi Yanagihara, Ryo Taguchi, Fumikazu Sakai Masanori Yasudac, Kunihiko Kobayashi：Distinctive 
clinicopathological features of adenocarcinoma in situ and minimally invasive adenocarcinoma of the lung: A 
retrospective study,　Lung Cancer 129 （2019） 16-21. [Volume 129, March 2019]

⑨二反田博之，田口　亮，栁原章寿，坂口浩三，石田博徳，金子公一：肺葉切除が不可能な非小細胞肺癌症例に対
する縮小手術の検討．胸部外科 Vol.72　№ 1　2019-1

⑩ Matsutani N, Yoshiya K, Chida M, Sakaguchi H, Kikkawa T, Fukuda H, Takahashi N, Sawabata N, Horio H, Seki N, 
Kawamura M.：Postoperative empyema following lung cancer surgery. Oncotarget. 2018 Jul 3;9（51）:29810-
29819

【総数：論文 4 件，学会発表 12 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
臨床，教育，研究に対して全医局員が尽力し協力し合い，概ね目標は達成されたと思われる．実働スタッフの減少

により，総手術数は一昨年より軽度減少したが，転移性肺腫瘍の手術症例は増加した．完全鏡視下手術と開胸手術の
比率は教育病院としてほどよいと思われた．臨床にて術死亡・術関連死亡なく，安全性が確保できたことは，当科の
総合的臨床能力が向上していると判断する．教育に関して，学生講義や BSL に力を入れ，学生からの高い評価を得た．
臨床研修医に対しても，診断学の指導や外科的手技や実技の指導に重点を置き，好評であった．他施設から吉村医師
の 6 か月助教フェローとして当科の外科研修を行い，専門医育成として他施設と連携にも力を入れることができた．
研究に関して，限られた医局員数のために臨床と教育にやや時間とられたが，それでも学会発表は維持できたようだ．
ただし，論文作成に力を入れる必要あり，今後の課題として取り組みたい．更なる若手医師の獲得を計画している．
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3．14）心臓血管外科

1．構成員
中嶋博之（NAKAJIMA, Hiroyuki）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員：虚血性心疾患：弁膜症：ロボッ

　　　　　　　　　　　　　　　ト手術：博士
井口篤志（IGUCHI, Atsushi） ： 教授：副診療部長：研究主任：教育副主任：指導教員：重症心不全：博士
朝倉利久（ASAKURA, Toshihisa）：教授：教育主任：血管内治療：成人心臓血管外科：博士
吉武明弘（YOSHITAKE, Akihiro） ： 准教授：病棟医長
德永千穂（TOKUNAGA, Chiho）：講師
栃井将人（TOCHII, Masato） ： 講師：外来医長
神戸　将（KAMBE, Masaru）： 助教
高橋　研（TAKAHASHI, Ken）：助教
林　潤　（HAYASHI, Jun） ： 助教
泉田博彬（IZUMIDA, Hiroaki）：助教
髙澤晃利（TAKAZAWA, Akitoshi）：助教
金行大介（KANEYUKI, Daisuke）：助教
西村元延（NISHIMURA, Motonobu）：客員教授
福嶌教偉（FUKUSHIMA, Norihide）：客員教授
田鎖　治（TAGUSARI, Osamu）：客員教授
落　雅美 （OCHI, Masami）：客員教授
齋木佳克（SAIKI, Yoshikatsu） ：客員教授
石川雅透（ISHIKAWA, Masayuki）：客員講師
中村喜次（NAKAMURA, Yoshitsugu）：非常勤講師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
卒前教育

卒後に心臓血管外科を専門とするか否かに関わらず日常の臨床を行うにあたって必要な心臓血管外科の教育を行
う．心臓血管外科以外の診療科で，心臓大血管に問題のある場合に適切な対応できること，どのような疾患は重篤で
あると考えるべきか，また早急に対応しなければならいかという基本的なことを習得する．また，心臓血管外科術後
の集中治療を通じて循環器疾患を有する患者管理について学ぶ．
卒後教育
　心臓血管外科医及び，外科専門医の取得を最大の目標としている．代表的な循環器疾患の診断とその外科的適応，
外科的治療の実践を学び，基本的な臨床能力を身に付けさせた上で，豊かな教養を兼ね備えた医療人として，社会に
幅広く活躍できる素質を身に付けられる心臓血管外科医を養成できるよう研修プログラムを組んでいる．外科専門医
の資格は 5 年目終了時に，心臓血管外科専門医は最短で 7 年目終了時には取得することができる．
大学院教育
　大学院生は研究に専念する．心臓血管外科領域の臨床を行う上で解決されていない問題から研究テーマを決定し，
場合によっては基礎医学の研究室との共同研究により研究を進める．学位論文の作成，学位の所得を最終目的とする
が国際的にも通用する研究者を育成することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者：朝倉　利久）
卒前教育
　心臓血管外科領域の疾患について病態，診断方法，治療方法を理解する．特にそれぞれの疾患の手術適応について
理解し，病気の重症度と外科手術の至適時期，複数の治療法がある場合は，患者の状態に応じた治療方法の適応につ
いて具体例から習得し，正しい治療法の選択ができるようにする．術後管理の実際に接して，各種薬剤の使用方法，
補液，輸血，感染対策などを学ぶ．
卒後教育
　心臓血管外科医としての専門養成教育に徹している．一般業務以外に心臓大血管外科の手術適応決定に必要な特殊
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検査に参加し，データの読み方や診断基準などについて学習する．また，積極的に手術に参加できるよう配慮し，手
術手技では，グラフト採取法や簡単な末梢血管手術を術者として経験する．患者を術前検査から術後管理まで責任を
持って担当し，指導医や上級医師とも自由に討論できる体制を取ることで，上記目標を達成できるようスタッフ一同
で教育にあたる．
大学院教育
　研究テーマにそって実験研究を進める．何が問題点かを自分で明らかにし，これまで既に解決されていると思われ
る問題についても固定概念にとらわれない新たな観点から再検討し，問題点をどのような方法で証明したらよいかを
考えて研究方法を組み立てる．研究の過程で得たデータについて，そのデータをもっとも矛盾のないように説明でき
る理論を構築してゆき，更に新しい手法を用いて説明することができるように教育する．
2-3．達成度
卒前教育
　心臓血管外科領域の疾患について基礎的な解剖学，生理学などの知識を習熟し，臨床に即した対応ができる．周術
期管理，外科的感染症，輸液と輸血について習熟する．臨床実習での手術見学にさいして，症例の病態，手術適応と
なった病態，治療方法の選択について説明できる．病棟に入院中の患者の病態の説明ができ，どのような治療を行う
か説明できる．
卒後教育
　本邦での専門医認定は手術症例数と論文業績に依拠しており，心臓血管外科専門医は 3 編以上の論文業績と 50 例
の手術実績を必要とする．その認定基準をクリアするよう手術スケジュールを作成する．
大学院教育
　研究結果をもとに学術論文を作成する．論文は英文で作成し，結論の導き方，統計方法などについて充分に研鑽し，
それぞれの専門家がみても誤りがない論文を作成することが必須である．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
　疾患に対する理解，病態生理，手術適応，周術期管理，外科的感染症，輸液と輸血について正しく理解している．
卒後教育
　学術集会に出席して，討論に参加することができる．学術研究の目的で資料の収集，文献の検索を行うことができ
る．臨床の現場で，診断方法，重症度の判定，手術方法の具体的な計画をたてることができる．
大学院教育
　基礎的な研究を対象としている学術集会に参加して，積極的に討論に参加する．他施設から提出された学術論文を
読み，内容について批判的に吟味する．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床研究として，心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行っており，再生医療を目的とした基
礎的研も行っている．　　
　特に焦点を当てている研究領域として，①重症心不全の外科治療，②心臓大血管外科領域の臨床に関する諸問題，
③大血管疾患に対するステントグラフト治療，④経皮的大動脈弁置換術 TAVI，⑤ヒト組織を用いた再生医療などの
研究．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）
　②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
　③経皮的大動脈弁置換術の臨床的問題に関する研究
3-3．研究内容と達成度
①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究
　平成 14 年，埼玉医科大学病院時に心臓移植実施施設に認定され，平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実
施した．当院においては，平成 22 年 7 月に心臓移植実施施設の認定を受け，同年 9 月に第 1 例目の心臓移植手術を
実施した．また，補助人工心臓治療症例の自己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓再生医療
も実施し，LVAS 離脱成功症例も増加しつつある．植込み型補助人工心臓を装着した患者は増加している．現在，植
込み型補助人工心臓として，HeartMate II，EVAHEART，DuraHeart，Javik 2000 が使用されており，これらの植込
み手順，操作方法については熟知する必要がある．
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②心臓血管外科領域の臨床研究
1）心臓大血管手術後に発症する心房細動の機序解明と予防方法の確立
2）腎機能が低下した症例の心臓大血管手術と周術期の問題点
3）人工心肺を使用する心臓手術の諸問題
4）心臓大血管外科領域の臨床に関する研究として，術後感染症のバイオマーカーの検討
　心房細動の機序解明はゲノムセンターとの共同研究を行うことより，新しい手法でこの問題に取り組んでいる．

③大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
　近年台頭してきているステントグラフトも，本邦では着実に症例数を伸ばし，国際医療センターとしては平成 19
年度にステントグラフト実施施設として認定を受けた．今後も血管内治療や手術治療におけるステントグラフトの臨
床応用は増加すると考えられる．
④経皮的大動脈弁置換術 TAVI に関する臨床研究
　臨床治験：症候性重度大動脈弁狭窄症を有する患者に対する MDT-2111 の臨床評価は既に植込み手技を終了し，
臨床経過を観察している．当施設はサピエン XT 生体弁の実施施設となっており，施行症例数は増加している．安全
に TAVI を施行するための臨床研究を行っており，合併症のない手技の確立を目指している．
3-4．自己評価と次年度計画
　今まで蓄積したデータをもとに，学会等を通じて積極的に臨床データを発表した．また，重症心不全の外科治療に
関しても，更に研究に注力し，成果を出していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　成人心臓血管疾患全般（末梢血管を含む）の外科治療を行っている．大動脈解離，不安定狭心症に対する緊急手術
も積極的に実施し，豊富な臨床症例に恵まれている．
冠動脈疾患に対する off-pump バイパス lower-end sternal splitting （LESS）手術，弁疾患に対する小切開心臓手術（低
侵襲心臓手術 Minimally Invasive CardiacSurgery: MICS）など低侵襲の治療に特化し，大血管疾患に関しては，ステ
ントグラフトを用いた血管内治療も行っている．当診療科は，外科手術の適応外とされる合併症等がなければ，低左
心機能，慢性維持透析患者なども手術適応と考えており，特に維持透析患者の開心術は全体のほぼ 10% に及ぶ．ま
た，当院は心臓移植の認定施設であり，心臓移植以外では救命できない患者に対しては心臓移植手術を実施している．
昨年度から引き続き，24 時間体制での緊急手術の対応や，重症患者などの手術にも積極的に対応した結果，平成 27
年度の総手術件数は，826 件だった．更なる高みを目指すべく，他科との連携を更に深め，手術症例数の増加と重
症患者の成績向上を目標としている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Journal of Artificial Organs（井口）
　Journal of Coronary Artery Disease（中嶋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

①傍腎動脈腹部大動脈瘤に対する Open vs EVAR の最近の進歩と遠隔成績 . 第 27 回日本血管外科学会 .（山形）
2018.5.11（朝倉）

② Why it is my preferred TEVAR device. 第 4 回 Gore Aortic Clinical Symposium.（東京）2018.6.30（朝倉）
③女性外科医に必要なものとはなにか？ . 第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会 .（東京）2018.10.3 ～ 10.6（德永）
④ Why it is my preferred TEVAR device. 第 6 回新潟県ステントグラフト研究会 .（新潟）2018.11.17（朝倉）
⑤急性 B 型大動脈解離治療の最前線 “降圧療法と TEVAR をいかに使い分けるのか？” 第 120 回日本循環器学会北

海道地方会 .（札幌）2018.11.24（朝倉）
⑥大動脈弁狭窄症の外科治療の変遷～ TAVI がもたらした変化～ . 第 39 回釜座循環器懇話会 .（京都） 2019.2.14（栃

井）

6．業績
6-1．論文・学会発表　　指針構築　

① Asakura T : Recent development and long-term results of Open vs EVAR for pararenal abdominal aortic 
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aneurysms. Ann Vasc Dis. 2018;11:1-6.
② Tochii M, Takami Y, Ishikawa H, Ishida M, Higuchi Y, Sakurai Y, Amano K, Takagi Y : Aortic remodeling with 

frozen elephant trunk technique for Stanford type A aortic dissection using Japanese J-graft open stent graft. 
Heart and Vessels. Sep.2018.1-9.

③ Yoshitake A, Iida Y, Yamazaki M, Hayashi K, Inaba Y, Shimizu H : Midterm results of 2-stage hybrid arch repair 
for extensive aortic arch aneurysms. Ann Vasc Surg. 2018.10.18. pii: S0890-5096 （18）30804-5.

④ Nakajima H, Takazawa A, Yoshitake A, Tochii M, Tokunaga C, Hayashi J, Izumida H, Kaneyuki D, Asakura T, 
Iguchi A : Intraoperative Transit-time Flowmetry in coronary surgery patients with graft flow and patency 
relationship to prior coronary intervention and flow demand. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2018.11.22 ; 13

（1） : 121
⑤ Yoshitake A, Yamazaki M, Hayashi K, Shimizu H : Double-patch repair of left ventricular outflow tract 

pseudoaneurysm after aortic valve replacement. Journal of cardiac surgery. 2018 ; 33 : 800-802.
⑥ Nakajima H, Takazawa A, Yoshitake A, Tokunaga C, Tochii M, Hayashi J, Izumida H, Kaneyuki D, Asakura T, 

Iguchi A : Current mechanisms of low graft flow and conduit choice for the right coronary artery based on the 
severity of native coronary stenosis and myocardial flow demand.: General Thoracic and Cardiovascular Surgery. 
2019 Feb 8. PP1-6.

⑦経腸骨動脈アプローチ，硬膜外麻酔．TAVI 実践マニュアル . 林田健太郎 監修 . 南江堂 . 121-122, 2018 年 8 月 .（吉
武）

⑧德永千穂 , 中嶋博之 , 金行大介 , 髙澤晃利 , 泉田博彬 , 林潤 , 栃井将人 , 吉武明弘 , 朝倉利久 , 井口篤志：脳合
併症を有する感染性心内膜炎に対する早期外科治療成績の検討 . 第 49 回日本心臓血管外科学会学術総会 . 
2019.2.11-13. 岡山

⑨林　潤 , 朝倉利久 , 吉武明弘 , 德永千穂 , 栃井将人 , 髙澤晃利 , 泉田博彬 , 金行大介 , 井口篤志 , 中嶋博之：急性大
動脈解離 DeBakey1 型の術式別治療成績‐上行置換 +open stentgraft の位置づけ‐. 第 49 回日本心臓血管外科学
会学術総会 . 2019.2.11-13. 岡山

⑩髙澤晃利 , 朝倉利久 , 吉武明弘 , 井口篤志 , 栃井将人 , 德永千穂 , 林　潤 , 泉田博彬 , 金行大介 , 中嶋博之：
Uncomplicated B 型大動脈解離に対する TEVAR の早期・中期成績 . 第 49 回日本心臓血管外科学会学術総会 . 
2019.2.11-13. 岡山

【総数：論文 11 件，学会発表 34 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　①圏央（Metropolitan Inter-City） Heart Disease Forum（川越）9 月 20 日

7．自己点検・評価
　本年度は，今までの診療体制を変えることなく積極的に臨床研究，基礎研究などの学術にも取り組み，様々な成果
が見られたと考える．診療に関しては，TAVI も導入され，低侵襲治療により注力できる体制が整いつつある．重症
心不全の分野では植込み型補助人工心臓の本邦で使用できるすべての機種を導入し，良好な成績を納めている．今後，
当院での急性期治療を終えた患者様のアフターフォローを，近隣の病院で見て頂ける緊密な体制をより構築していく
必要があると考える．また，世界基準の医療レベルに見合う診療体制，教育のレベルアップを計ることを目標として
いる．



743

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．15）整形外科（骨・軟部腫瘍科）

1．構成員
矢澤康男（YAZAWA, Yasuo）：教授，運営責任者，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　部長，代表指導教員（大学院），

　　　　　　　　　　　　   骨軟部腫瘍，博士
鳥越知明（TORIGOE, Tomoaki）：准教授，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，骨転移，博士
今西淳悟（IMANISHI, Jungo）：講師，骨軟部組織腫瘍科・整形外科　医員，外科手術，博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　臨床に従事する一般医，整形外科医が必要な骨軟部腫瘍の知識を広める．これらは系統的にさらに実例を用いて具
体的に説明される．さらに臨床で培われた経験を通じてその知識を再度認識する．これらを理論的に整理・理解し，
問題点を明らかにする．問題点の解決の手段を提示できるようにする．
2-2．教育内容（担当者）
　矢澤が医学部 4 年生に「骨軟部腫瘍の総論」を鳥越が「骨軟部腫瘍の各論」の講義を各 1 時間担当した．Pre-CC
として 4 単位計 10 名を医療現場の見学生として受け入れた．医師後期研修生を 4 名受け入れた．
2-3．達成度
　頻度はすくなく種類の多く，往々にして全身的な症状を伴う疾患の分野であることから，複雑になることを避けて，
重要な知識を効率よく教えるよう心がけた．臨床業務が多く，系統的教育の時間がとれなかった．これからの課題と
する．
2-4．自己評価と次年度計画
　平成 31 年第 52 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会担当業務あり教育の時間が短縮された．マンツーマン
の教育でより効率的に教育をするようにしている．

3．研究
3-1．目的・目標
　骨軟部腫瘍について臨床，基礎の面から解析する．診断，検査，治療の改善方法を検討，実施し，更にその結果を
評価して行く．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1. サルコーマセンターにおける腫瘍遺伝子の網羅的解析（責任：今西）
2. 転移性骨腫瘍に対する術式の工夫（責任：今西）
3. 術前放射線治療を用いた軟部肉腫手術（責任：今西）
4. 後腹膜脂肪肉腫の診断と治療　（責任：鳥越）
5. 大腿骨病的骨折手術の QALY を用いた経済的評価（責任 : 鳥越）
6. 体幹肉腫の治療戦略（責任 : 矢澤）
3-3．研究内容と達成度
　疾患台帳（外来，入院，手術，病理）を作成し臨床情報の蓄積をしている．重要な症例は検討会を通して画像，手
術映像をまとめている．入院サマリー，手術映像も電子化して蓄積している．転移性骨腫瘍についての臨床情報をま
とめている．
　サルコーマセンターでの凍結組織保存も稼働している．今後は病院バイオバンクに移行する予定である．患者に侵
襲を伴う今後医師主導臨床研究はほとんど不可能であり，研究形態を既存資料を用いた物あるいは侵襲のない研究に
特化してゆく．
3-4．自己評価と次年度計画
　症例データの蓄積は充分である．結果は学会，研究会にて報告し論文としている．治療成績，生存率の解析などの
時間，マンパワーが問題となる．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　症例数は増えており，先進的医療の基盤も整備している．2019 年には日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会を
担当する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　第 51 回日本整形外科学骨・軟部学術集会査読委員
　第 2 回日本サルコーマ治療研究学会学術集会査読委員
　東日本整形外科災害雑誌査読員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本整形外科学会学術集会運営委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①矢澤康男：QALY を用いた骨・軟部肉腫治療の経済的評価 . 第 91 回日本整形外科学会学術総会 ,（神戸）
②鳥越知明：整形外科医がみるがん救急 - 原発不明がん骨転移における Oncologic Emergency-. 第 34 回山陽骨 ･

軟部腫瘍研究会 ,（周南）
③今西淳悟：骨転移が契機で診断された非小細胞性肺癌の予後 . 第 91 回日本整形外科学会学術総会 ,（神戸）
④山崎将吾：神経線維腫症 1 型に合併した肩甲上部悪性 Triton 腫瘍の 1 例 . 第 19 回 Ortho Seminar in Saitama,

川越（埼玉）
⑤矢澤康男 . 骨軟部腫瘍の薬物療法 . 第 64 回神戸整形外科セミナー ,（神戸）
⑥鳥越知明 . 高アルカリホスファターゼ血症をきたす疾患：転移性骨腫瘍とその鑑別診断 . 第 20 回 Ortho Seminar 

in Saitama,（川越）
⑦関根巧也：寛骨臼骨転移に対し積極的に手術治療を行った腎細胞癌の1例. 第20回Ortho Seminar in Saitama,（川

越市）
⑧ Jungo Imanishi: How to safely and accurately curette bone tumours in the spine and pelvis. the 12nd meeting of 

Asiapacific musculoskeletal tumor society, （Jaipur, India）
⑨今西淳悟 : 浸潤性増殖を示す軟部肉腫に対する補助的放射線照射は有効か . 第 51 回日本整形外科学会骨軟部腫

瘍学術集会 ,（静岡）
⑩鳥越知明 : 骨腫瘍 ･ 軟部腫瘍，代謝性骨疾患：運動器新体系看護学全書運動器 第 4 版 ,（株式会社メヂカルフレ

ンド社）
【総数：論文 4 件，学会発表 13 件，講演 7 件】
6-2．獲得研究費
　なし
6-3．受賞
　なし
6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉骨軟部腫瘍研究会（夏期納涼会）

7．自己点検・評価
教育，臨床，研究と及第点ではあるが，もっと上を目指したい．第 52 回日本整形外科学会　骨 ･ 軟部腫瘍学術集

会を機会に次世代を見据えた体制作りを構築したい．
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3．16）脳神経外科（脳卒中外科，脳脊髄腫瘍科，脳血管内治療科）

1．構成員
1-1．脳卒中外科
（常勤）
栗田浩樹（KURITA, Hiroki）脳神経外科運営責任者，診療部長：指導教員：教授：脳血管障害：博士
吉川雄一郎（KIKKAWA, Yuichiro）：診療副部長，教育主任：指導教員：准教授：脳血管障害：博士
池田俊貴（IKEDA, Toshiki）：（7 月 -）外来医長：教育副主任：指導教員：准教授：脳血管障害：博士
上出智也（KAMIDE, Tomoya）：（7 月 -）病棟医長：指導教員：講師：脳血管障害：博士
吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shinichiro）：助教：脳血管障害：学士
鈴木海馬（SUZUKI, Kaima）：（4-6 月）病棟医長：助教：脳血管障害：学士
柴田碧人（SHIBATA, Aoto）：助教：脳血管障害：学士
栢原智道（KAYAHARA, Tomomichi）：（4-9 月）助教：脳血管障害：学士
武田純一（TAKEDA, Jyun-ichi）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害：学士
松澤　良（MATSUZAWA, Ryo）：助教（臨床フェロー）：脳血管障害：学士
武裕士郎（TAKE, Yushiro）：専攻医（G6）：国立循環器病研究センター出向中：脳血管障害：学士
池上方基（IKEGAMI, Masaki）：専攻医（G6）：埼玉県立小児医療センター出向中：脳血管障害：学士
寺西亮雄（TERANISHI, Akio）：専攻医（G6）：旭川赤十字病院出向中：脳血管障害：学士
鈴木　隼（SUZIKI, Shun）：専攻医（G5）：国立循環器傍研究センター出向中：脳血管障害：学士
土屋亮輔（TSUCHIYA, Ryosuke）：専攻医（G4）：虎の門病院出向中：脳血管障害：学士
前田拓真（MAEDA, Takuma）：専攻医（G4）：脳脊髄腫瘍科出向中：脳血管障害：学士
江原拓郎（EHARA, Takuro）：専攻医（G4）：都立神経病院出向中：脳血管障害：学士
木村辰規（KIMURA, Tatsuki）：助教：専攻医（G3） ：脳血管障害：学士
小野寺康暉（ONODERA, Koki）：助教：専攻医（G3） ：脳血管障害：学士
田端晋也（TABATA, Shinya）：助教：専攻医（G3） ：脳血管障害：学士

（非常勤）
大井川秀聡（OOIGAWA, Hidetoshi）：客員教授：帝京大学教授：脳血管障害：博士
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）：客員教授：帝京大学溝口病院教授：脳血管障害：博士
小倉丈司（OGURA, Takeshi）：非常勤講師：黒沢病院脳卒中センター部長：脳血管障害：博士
中島弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）：非常勤講師：大川原脳神経外科病院医長：脳血管障害：博士
伏原豪司（FUSHIHARA, Goji）：非常勤講師：埼玉県立循環器・呼吸器病センター部長：脳血管障害：博士
田辺英紀（TANABE, Hideki）：非常勤講師：田辺脳神経外科病院院長：脳血管障害：博士
湯山隆次（YUYAMA, Ryuji）：非常勤講師：入間川病院部長・副院長：脳血管障害：学士
高井啓介（TAKAI, Keisuke）：非常勤講師：都立神経病院医長：脳血管障害：博士
栗原　淳（KURIHARA, Jyun）：非常勤講師：埼玉県立小児医療センター部長：小児脳神経外科：博士
1-2．脳・脊髄腫瘍科
（常勤）
西川　亮（NISHIKAWA, Ryo）：診療部長：代表指導教員：教授：脳腫瘍：博士
三島一彦（MISHIMA, Kazuhiko）：診療副部長・教育副主任：指導教員：教授：脳腫瘍：博士
安達　淳一（ADACHI, Jun-ichi）：外来・研修指導医長：研究主任：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
鈴木智成（SUZUKI, Tomonari）：病棟医長・研究主任：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
水野玲奈（MIZUNO, Reina）：助教：専攻医（G3） ：脳腫瘍：学士

（常勤）
柳澤隆昭（YANAGISAWA, Takaaki）：客員教授：字形医科大学教授：小児脳腫瘍：博士
内田栄太（UCHIDA, Eita）：修練医：国立がん研究センター研究所研究員：脳腫瘍：学士
1-3．脳血管内治療科
（常勤）
神山信也（KOHYAMA, Shinya）：診療部長：指導教員：教授：脳血管内治療：博士
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水橋里弥（MIZUHASHI, Satomi）：診療副部長：指導教員：講師：脳血管内治療：博士 
木幡一磨（KOWATA, Kazuma）：（4 月―9 月）助教（臨床フェロー）：脳血管内治療 
笠倉至言（KASAKURA, Shigen）：外来医長：助教：脳血管内治療
米澤あずさ（YONEZAWA, Azusa）：（10 月―3 月）助教：脳血管内治療
吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shinichiro）：助教：脳血管障害（脳卒中外科より出向）
柴田碧人（SHIBATA, Aoto）：助教：脳血管障害 （脳卒中外科より出向）
塚越瑛介（TSUKAKOSHI, Eisuke）：病棟医長：助教：脳血管内治療

（非常勤）
山根文孝（YAMANE, Fumitaka）：客員教授：帝京大学教授：脳血管内治療：博士
根木宏明（NEKI, Hiroaki）：非常勤講師：PDMA 職員：脳血管内治療：博士
新美　淳（NIIMI, Jun）：非常勤講師：船橋市立医療センター医長：脳血管内治療：学士
大塚俊宏（OTUKA, Toshihiro）：非常勤医師：千葉西総合病院医長：脳血管内治療：学士
掛樋善明（KAKEHI, Yoshiaki）：非常勤医師：埼玉石心会病院医長：脳血管内治療：学士

2．教育
2-1．目的・目標
　本学の教育目標は「すぐれた臨床医の育成」である．すぐれた臨床医とは，（1）医師としてしっかりした専門性
を持つことであり，それは（2）豊かな人間性と社会的視野に裏打ちされたものでなくてはならない．そして，（3）
生涯にわたって，探求心と科学的思考能力を持った医師であることが求められる．脳神経外科の学生教育においては，
脳神経外科学について，脳神経外科を専門としない医師にも必要な，しっかりした知識を持つことを目標とし，同時
に実習等によって探求心と科学的思考能力，さらに患者への接し方について学んでもらうことを目的としている．特
に，頭部外傷や脳卒中の初療など，一般内科医，外科医にとっても重要な神経救急疾患のマネージメントを重要視し
ている．
　卒前教育においては，脳脊髄解剖，意識障害や種々の神経症候など，当科と関連する基礎知識を習得し，手術や病棟・
外来の見学によって臨床現場の理解を深めることが主たる目標であり，卒後教育においては，高いレベルの手術技術
の習得は勿論のこと，患者管理，画像診断，病態を理解し治療方針を組み立てる方法論を理解するのと同時に，医療
チームの一員として，看護師，薬剤師，リハビリ，検査技士達との協調性を養うこと，その中でリーダーシップを取
ることの意味を理解し体得することを目標としており，特に BSL を重視してマンツーマンで徹底的に指導している．
大学院教育においては，脳神経外科内における専門性の取得の基礎となる専門知識取得の学問的方法論を学ぶことに
重点を置き，医局員全員の学位取得を目標している．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：

（1）講義：
三島一彦

（脳脊髄腫瘍科）
ヒトの病気　神経 14
頭蓋内圧亢進
3 年生

頭蓋内圧亢進の病態・診断

栗田浩樹
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 17
脳外科における外科解剖
4 年生

頭蓋内外科微小解剖
局所解剖と系統解剖の差
顕微鏡下脳神経外科手術の実際

栗田浩樹
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 21
脳血管障害（3）くも膜下出血
4 年生

脳血管外科総論
くも膜下出血の診断と治療
脳動脈瘤の外科治療戦略

神山信也
（脳血管内治療科）

ヒトの病気 2　神経 22
脳血管障害（6）
3 年生

出血性疾患の血管内治療
出血性疾患の外科的治療

神山信也
（脳血管内治療科）

ヒトの病気 2　神経 22
脳血管障害（4）閉塞性疾患の外科治療 1
3 年生

虚血性疾患の血管内治療
虚血性疾患の外科的治療

大井川秀聡
（客員教授）

ヒトの病気 2 神経 39
頭部外傷 1（総論）
4 年生

頭部外傷の特殊性
脳損傷発生の機序と病態
頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義
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吉川雄一郎
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 40
頭部外傷 2（各論 1）
4 年生

緊急手術を要する頭部外傷
脳挫傷の治療
急性頭蓋内血腫の分類とその治療

吉川雄一郎
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 神経 41
頭部外傷 3（各論 2）
4 年生

頭蓋骨骨折の分類と治療
慢性硬膜下血腫の分類と治療
外傷後てんかん

柳澤隆昭
（客員教務）

ヒトの病気 2 神経 47
脳腫瘍 4（悪性 2）
4 年生

小児がん・小児脳腫瘍の特徴
小児脳腫瘍の種類
小児脳腫瘍の診断と治療

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

ヒトの病気 2 神経 51
脳腫瘍 1（総論）
4 年生

脳腫瘍とは何か
脳実質内腫瘍と実質外腫瘍の重要性
神経膠腫総論―Neuro-Oncology 

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

ヒトの病気 2 神経 52
脳腫瘍 2（悪性 1）
4 年生

神経膠腫の診断と治療
中枢神経系原発悪性リンパ腫の病態・治療
転移性脳腫瘍の病態・治療

栗原　淳
（非常勤講師）

ヒトの病気 2 神経 62
小児脳神経外科
4 年生

脳・脊髄の先天性奇形
小児脳腫瘍・脳血管障害
水頭症の診断と治療

田辺英紀
（非常勤講師）

ヒトの病気 2 神経 63
頚髄疾患
4 年生

頚椎症の分類と治療
脊髄外傷の病態と治療
脊髄腫瘍・脊髄血管障害

栗田浩樹
（脳卒中外科）

ヒトの病気 2 救麻 3
緊急を要する病態とその初期治療
脳血管障害
4 年生

超急性期脳卒中患者の初期治療
神経救急患者の救命処置
脳卒中患者の病態

栗田浩樹
（脳卒中外科）

脳・神経系疾患（10）
脳血管障害 2
6 年生

脳動脈瘤の外科治療
頭部外傷の外科治療
神経救急の初期加療

大井川秀聡
（客員教授）

脳・神経系疾患（15）
必須の症候と疾患
6 年生

頭蓋内疾患の救急処置
頭蓋内疾患の緊急手術

西川　亮
（脳脊髄腫瘍科）

内分泌・代謝（5）
下垂体腫瘍
3 年生

下垂体腺腫の画像診断
下垂体腺腫の治療
頭蓋咽頭腫の病態と治療

池田俊貴
（脳卒中外科）

医療総論
（死の概念・臓器移植）
6 年生

脳死と心臓死の違い
脳死判定基準
脳死後臓器移植の手順

三島一彦
（脳脊髄腫瘍科）

良医への道
医学英語：医学論文読解

医学論文読解の指導

（2）PBL：3 つの課題を担当．
（3）臨床推論：教員が順に担当．
（4）BSL：全教員がクルズス，手術解説，レポート指導，カンファランス解説などを分担して指導．
（5）CC：BS 全教員が担当患者を決めてカンファランスでの症例提示などを指導．
卒後教育：日々の手術や患者管理の指導に加え，以下の教育セミナーを主催，あるいは後期研修医や教員を派遣した．

（1）日本脳卒中の外科学会技術認定医教育セミナー，
（2）国循脳血管外科フォーラム 2018
（3）埼玉医科大学医学教育ワークショップ．
（4）多摩微小解剖セミナー
（5）OSCE 評価者講習，医学教育フォーラム
（6）埼玉医科大学臨床指導医セミナー
（7）埼玉医大国際医療センター脳卒中外科手術手技セミナー
　また，脳卒中外科は他大学からの研修者臨床フェローとして計 2 名を受け入れた．
2-3．達成度

講義，PBL，BSL・卒後教育全てにおいて責任を全うすることが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：講義については，本年度も学生の関心と理解を深めるため，3D- の動画や手術 video を多用してより
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visual な「体験的な講義」を心がけると同時に，国家試験で重要な point を集中的に講義した．また細かい医学的な
専門知識の詰め込みではなく，将来どの診療科に進んでも役立つような「どういう症状や神経学的所見がある時に脳
神経外科医へ紹介するか？それはどのくらい急ぐか」という臨床センスが培われるように工夫している．BSL につい
ては，より実践的で体験的なプログラムを導入した．具体的には開頭術に参加し，実際の髄膜や脳に触れてその質感
や解剖学的構造・機能を実感として理解する事，また顕微鏡下血管吻合の実技指導を通して，脳神経外科医に求めら
れる技術レベルやその臨床応用について理解が深まるように配慮した．系統講義から BSL を通して，脳神経外科を
希望する研修医の昨今の減少に歯止めをかけるために，学生の興味と意欲をかき立てるような内容に brush up した
結果，本学から過去 8 年間に 8 名の新入医局員を迎えることができた．
卒後教育：

脳卒中外科においては，手術技術の向上をその教育の核とし，診療科で行われたすべての手術について，ビデオカ
ンファレンスを行って術前・術後の検討を行った．また学会や関連訓練施設で行われるご遺体や動物を使用した手術
トレーニングコース（日本脳卒中の外科学会技術認定医教育セミナー，杏林大学微小解剖セミナー，国立循環器病研
究センター脳血管外科セミナー，等）で診療部長が構師を務め，シニアレジデント全員が出席して手術技術の獲得・
向上に努めた．平成 30 年度には 4 名の初期研

修医がローテーションし，横浜市立大学，関西医科大学から手術研修の為の臨床フェローを名受け入れた． 
脳脊髄腫瘍科では脳腫瘍全般において，神経学的所見，画像所見に始まる基礎に立ち返った教育をモットーに専攻

医の教育を行った．また交換留学生が参加するカンファレンスは英語で行って，専攻医の英語プレゼンテーション技
能の習得にも努めた．院内並びに学外の研究会や学会には積極的な参加を促すと共に，参加前の指導を行った．

脳血管内治療科では，全てのシニアレジデント・臨床フェローに対して脳血管内治療学会専門医取得を念頭に置き，
脳血管造影の術者・脳血管内手術の術者・助手のトレーニングを実施した．カンファレンスにおいては疾患毎の脳血
管撮影の撮像法・読影所見・治療適応・手技・デバイスの選択や術後管理等の教育を行った．1 年目の専攻医（G3）
は半年間で約 100 件の脳血管撮影の術者を経験することにより，ほぼすべての脳疾患に対する脳血管撮影の知識・
技術を取得し，単独で脳血管撮影を行うことができる状況を達成させた．また当院および関連施設コメディカルを対
象とした脳血管内治療に関する基礎およびデバイスのハンズオンを開催した．

具体的には，専攻医・臨床フェローの到達目標として下記を設定し，それが達成された．
1．脳血管造影周術期管理を実施する
2．疾患に応じた撮像：angiographic protocol の基礎を理解する
3．脳血管造影所見について適切な読影ができる
4．脳血管内治療の適応につき正確な判断ができる
5．脳血管内手術を行うための種々の道具のスペックを正確に述べることができる
6．脳血管内手術手技・デバイスの選択につき説明することが出来る
7．関連する各科医師やメディカルスタッフと協調し，診療を行う
8．学会発表，論文発表を行う
当院専攻医の希望者全員が脳神経外科専門医取得後早期に脳神経血管内治療学会専門医を取得できる教育プログラ

ムとした．さらに指導医を目指すものには最短で高度の臨床能力を身につけさせるプログラムを準備した．

3．研究
3-1．目的・目標
　脳神経外科学に関係する基礎科学，診断，治療の全てにわたって新知見を探求することを目的とする．
3-2．研究プロジェクト
脳血管障害研究グループ

（1）アミロイドアンギオパシーによる脳内出血の病理学的研究
（2）未破裂脳動脈瘤術後の痙攣発作に影響する因子に関する研究
（3）頭蓋内主幹動脈閉塞症に対する STA-MCA bypass の成績を左右する因子の検証
（4）脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発
（5）頸椎損傷に伴う脳血管障害の危険因子に関する研究
（6）高難度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用
（7）大型・巨大中大脳動脈瘤に対する新しい clipping 手術法の開発
（8）DOAC 服用患者の頭蓋内出血を予測する因子の検証
（9）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定
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（10）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証
脳腫瘍研究グループ

（1）予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究
（2）中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究
（3）高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療第 2 相試験
（4）分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発
（5）高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法
（6）グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析
（7）光感受性物質による放射線増強効果を用いた悪性脳腫瘍に対する新規治療の開発
（8）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・科学療法第 2 相臨床試験
（9）Pediatric Quality of Life Inventory （PedsQL）―頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL
（10）悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出に向けた多施設共同研究
（11）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築
（12）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発
（13）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究
（14）頭蓋内胚細胞腫における bifocal tumor の意義，髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究
（15）下垂体腺腫の進展に関わる TERT 遺伝子の異常についての解析
（16）人工知能を用いた多施設共同研究による悪性脳腫瘍の遺伝子解析と医療画像の研究
（17）小児頭蓋内胚細胞腫の疫学調査：日本国内在住と海外移住日本人の胚細胞腫発生率の比較
（18）血清中マイクロ RNA による疾患横断的早期診断技術開発研究における前向き検証研究
（19）神経膠腫における高感度 TERT 遺伝子変異検出法の確立
脳血管内治療研究グループ

（1）硬膜動静脈瘻の治療と再発に関する研究
（2）Brain OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発
（3）脳血管内手術における教育と治療成績の検討
（4）脳卒中に対する血管内治療の成績
（5）急性期脳梗塞に対する院内体制確立の研究
（6）動静脈シャント性疾患の高次脳機能
（7）急性期脳梗塞に対する病院前体制の確立と検証（埼玉急性期脳梗塞治療ネットワーク）
（8）血小板凝集能抑制効果と未破裂脳動脈瘤塞栓術周術期合併症の関連について
（9）血小板凝集能抑制効果と頸動脈ステント留置術周術期合併症の関連について
（10）血栓除去デバイスが適用される急性期脳梗塞患者を対象とした DS-1040b の安全性検討試験
3-3．主な研究内容と達成度
脳血管障害研究グループ

（1）アミロイドアンギオパシーによる脳内出血の病理学的研究（柳川・神山）
【研究内容】

OBJECTIVE: To evaluate the clinical and histopathological features of elderly patients with subcortical intracerebral 
hemorrhage （ICH）, and to analyze the presence of cerebral amyloid angiopathy （CAA） and Alzheimer's disease （AD） 
type pathologic changes using amyloid beta （Aβ） and tau immunohistochemistry.

PATIENTS AND METHODS: We retrospectively analyzed cases satisfying the Boston criteria for CAA among patients 
with subcortical hemorrhage who underwent surgical removal by craniotomy at our hospital. Surgical specimens 
were subjected to hematoxylin and eosin （HE） staining as well as immunostaining.

RESULTS: A total of 54 patients were included in this study, with a mean age of 74.5 years （range: 72.5-76.5 
years, 95% confidence interval [CI]; 51% female）. Of these 54 patients, 31 （57%） were hypertensive, 18 （33%） 
were undergoing antithrombotic therapy, and 12 （22%） had dementia. Strong immunoreactivity for Aβ40 in the 
cerebral vessels was observed in 30 patients （55.6%）, and among these, 27 patients （90%） also showed strong 
immunoreactivity for Aβ42. Among the 54 patients, 25 （46%） exhibited AD characteristics, including Aβ-positive 
senile plaques and AT8-positive neurons. Multivariate analysis revealed that strong Aβ40 immunoreactivity in the 
cerebral vessels was associated with older patients, females, lack of high blood pressure, and the presence of AT8-
positive neurons.
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CONCLUSION: CAA patients with strong Aβ40 deposition in the cerebral vessels were associated with subcortical 
hemorrhage in our cohort. Future studies should investigate the pathomechanism of ICH in individuals with CAA.

【達成度】100%，論文として出版（Clin Neurol Neurosurg 176: 110-115, 2019）
（2）未破裂脳動脈瘤術後の痙攣発作に影響する因子に関する研究（伏原・神山）
【研究内容】

OBJECTIVE: The aim of the study was to better define the incidence of and risk factors for early seizures after 
repair of unruptured intracranial aneurysms in modern microsurgical techniques.

PATIENTS AND METHODS: The medical records of 414 consecutive patients who underwent neck clipping of 
unruptured intracranial aneurysms in our institution over a 5-year period were retrospectively reviewed. Clinical and 
neuroimaging variables were analyzed to investigate putative predictors of perioperative seizures using multivariate 
logistic regression analysis.

RESULTS: Overall, 24 patients （5.8%） developed seizures within 14 days of surgery without routine prophylactic 
use of anticonvulsants. Eleven patients experienced partial seizures, while 13 experienced secondary generalized 
seizures. The interval between surgery and seizure onset was less than 6 h in 8 patients, 6-24 h in 3, and 1-14 days 
in 11. History of dialysis （odds ratio [OR] = 77.6, 95% confidence interval [CI] 7.5-1783.4, P < 0.001）, and presence 
of cerebral contusion （OR = 5.1, 95% CI 1.3-16.9, P = 0.02） or infarction （OR = 13.9, 95% CI 3.9-48.5, P < 0.001） 
detected by postoperative computed tomography were independent and significant risk factors. No patients with 
early seizures went on to develop refractory epilepsy.

CONCLUSIONS: Dialysis and iatrogenic brain damage were associated with a higher risk of early seizures after 
aneurysm surgery. Our data support the selective use of anticonvulsants during the perioperative period of elective 
aneurysm surgery.

【達成度】100%，論文として出版（Clin Neurol Neurosurg 178: 93-96, 2019）
（3）頭蓋内主幹動脈閉塞症に対する STA-MCA bypass の成績を左右する因子の検証（大塚・栗田）
【研究内容】

BACKGROUND: This study aimed to investigate factors related to improvement of hemodynamics and evaluated 
the usefulness of intraoperative Doppler for predicting postoperative hemodynamics in patients with cerebrovascular 
atherosclerotic steno-occlusive disease （CASD） of the internal carotid artery （ICA） or middle cerebral artery （MCA） 
who were treated with extracranial-intracranial （EC-IC） bypass surgery.

METHOD: Forty-eight patients with CASD of the ICA or MCA who were treated by superficial temporal artery to 
middle cerebral artery bypass with a follow-up longer than 12 months were enrolled. Repeated transient ischemic 
attack or completed ischemic stroke was observed under optimal medical therapy in all patients. Intraoperative 
blood flow velocity of the MCA was evaluated by a Doppler flowmeter. Cerebral blood flow and cerebrovascular 
reserve （CVR） were evaluated using N-isopropyl-[123I] p-iodoamphetamine （IMP） single photon emission computed 
tomography （SPECT） preoperatively and 3 months after surgery. Imaging and clinical data were retrospectively 
reviewed.

RESULTS: CVR was significantly increased postoperatively （p = 0.03）. One year after the operation, two （4.2%） 
patients developed cerebral infarction. The change in MCA flow velocity just after anastomosis compared with pre-
anastomosis proximal and distal of the anastomosis site was a median of 3.0 and 2.6 times, respectively. However, 
there was no significant association between changes in intraoperative MCA flow velocity and postoperative CVR. 
Multivariate analysis showed that the presence of a lower estimated glomerular filtration rate （eGFR） was an 
independent risk factor for a decrease in CVR （p = 0.036）.

CONCLUSIONS: A higher eGFR might have prognostic value for improvement in CVR after EC-IC bypass surgery in 
patients with CASD and misery perfusion.

【達成度】100%，論文として出版（Acta Neurochir （Wien） 161: 799-805, 2019）
（4）脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発（竹田・栗田）
【研究内容】

BACKGROUND: To reduce complications associated with conventional pterional craniotomy, a transsylvian keyhole 
approach for unruptured small anterior circulation aneurysms is proposed.

METHODS: A 7-cm linear scalp incision is made along the hairline, beginning at the zygoma, followed by minimal 
temporal muscle dissection. Two burr holes are drilled out at McCarty's point and the temporal bone, and a 3-cm 
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equilateral triangle bone flap is made, whose apex is located above the sylvian point. After the sphenoid ridge is 
drilled off, aneurysms are exposed and clipped with conventional microsurgical instruments.

CONCLUSIONS: This approach permits access to aneurysms via the transsylvian corridor with a smaller area of 
potential injury of superficial structures.

【達成度】100%，論文として出版（Acta Neurosihr （Wien） 160: 753-757, 2018）
（5）頸椎損傷に伴う脳血管障害の危険因子に関する研究（土屋・栗田）
【研究内容】

BACKGROUND: Blunt vertebral artery injury （BVAI） is a well-known potentially fatal complication of cervical spine 
injury. The condition is reported to be associated with vertebral fractures and cervical hyperextension. However, 
appropriate patient screening methods remain to be elucidated. This study aimed to identify the risk factors 
associated with BVAI in patients with cervical spine injury.

METHODS: We conducted a retrospective, observational, single-centered study, including 137 patients with 
cervical spine injury transferred to our center from April 2007 to December 2016. Evaluation for BVAI was available 
in 62 patients based on magnetic resonance angiography or multi-detector computed tomography angiography. BVAI 
was classified using the Biffl grade.

RESULTS: Among the 62 patients evaluated, 13 （21%） were diagnosed with BVAI. All injuries were classified 
as Biffl grade 2 （50%） or 4 （50%）. Univariate analysis of patients with and without BVAI showed that cervical 
dislocation （p = 0.041） and low average hemoglobin level （p = 0.032） were associated with BVAI. On multivariate 
logistic regression analysis, cervical dislocation （odds ratio 1.189; 95% confidence interval 1.011-1.399, p = 0.036） 
remained a significant predictor of BVAI. Based on receiver operating characteristic （ROC） analysis, a dislocation > 
6.7 mm was selected as the optimal cutoff value for prediction of BVAI （sensitivity and specificity, 87.5% and 71.4%, 
respectively）.

CONCLUSIONS: BVAI frequently occurred in combination with cervical spine dislocation, and the distance of the 
cervical dislocation was identified as a useful predictor of BVAI.

【達成度】100%，論文として出版（Acta Neurosihr （Wien） 2019 Aug 28. [Epub ahead of print]）
（6）高難度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用（吉川・栗田）
【研究内容】

OBJECTIVE: To evaluate the clinical results and factors related to the resolution of preoperative cranial neuropathy 
after internal carotid artery （ICA） ligation with high-flow bypass in patients with symptomatic large or giant 
cavernous carotid aneurysms.

METHODS: This study included 18 consecutive patients （15 women） with cranial neuropathy. All patients 
underwent therapeutic ICA ligation with high-flow bypass using a radial artery graft. Patients' demographics, duration 
of symptoms, clinical outcomes, complications, and radiographic findings were retrospectively analyzed. The mean 
follow-up period was 31.0 months （range: 3-74 months）.

RESULTS: Patients' mean age was 66.6 years, and the mean aneurysm size was 23.7 mm. Six patients （33%） 
had partially-thrombosed aneurysms. Preoperatively, 16 （89%） and eight （44%） patients presented with 
ophthalmoplegia and facial pain, respectively. Bypass patency was confirmed in 15 patients （83%）, and obliteration 
of the aneurysm was confirmed in all patients at the final follow-up. Preoperative ophthalmoplegia resolved in 10 
patients （63%）, and trigeminal pain resolved in all patients. Postoperative resolution of patients' ophthalmoplegia 
was significantly associated with age （P=0.044）, symptom duration prior to treatment （P=0.042）, and the degree 
of ophthalmoplegia （P=0.046）. The degree of postoperative residual ophthalmoplegia was positively correlated with 
the duration of ophthalmoplegia from onset to surgery （r=0.619; P=0.011）. Preoperative trigeminal pain resolved 
regardless of the preoperative duration of this symptom in all patients.

CONCLUSIONS: Early treatment is recommended when treating large or giant cavernous carotid aneurysms with 
cranial neuropathy. Complete resolution is possible in younger patients with partial neuropathy.

【達成度】100%，論文として出版（World Neurosurg 2019 Aug 20. [Epub ahead of print]）
（7）大型・巨大中大脳動脈瘤に対する新しい clipping 手術法の開発（竹田・栗田）
【研究内容】

BACKGROUND: The treatment of complex unruptured middle cerebral artery （MCA） aneurysms which are 
untreatable with conventional surgical techniques are rare, and direct aneurysmal clipping usually remains the 
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first-line treatment for large and giant saccular MCA aneurysms. Tandem clipping and multiple clipping techniques 
represent neck reconstruction in direct clipping surgeries that address for these aneurysms.

METHODS:  The authors describe a simple variation of neck reconstructive clipping techniques for the large MCA 
unruptured aneurysm in a patient with an unruptured 20mm MCA bifurcation aneurysm. The key of this technique 
is the application of an appropriate initial clip, the "mass reduction clip"; this clip is inserted not into the aneurysmal 
neck but on the center of the aneurysmal dome so as to compress the dome at first, which yields a change in the 
aneurysm's shape and reduces the size of the whole aneurysmal mass. This technique facilitates the ensuing neck 
reconstruction according to the concept of the ideal closure line using few clips.

CONCLUSIONS: "Mass reduction" clipping, which changes the shape of the aneurysm and reduces the size of the 
whole aneurysmal mass, is a useful variation for the treatment of large aneurysms when conventional clipping across 
the neck is feasible.

【達成度】100%，論文として出版（World Neurosurg 2019 Feb 8. [Epub ahead of print]）
（8）DOAC 服用患者の頭蓋内出血を予測する因子の検証（鈴木・栗田）
【研究内容】

OBJECTIVES: The effect of a direct-acting oral anticoagulant （DOAC） dose on intracerebral hemorrhage （ICH） 
severity and outcome remains unclear. The aim of this study is to clarify the frequency of off-label dosing of DOAC 
treatments in ICH patients and compare clinical characteristics.

PATIENTS AND METHODS: We studied 43 patients with ICH who were treated with DOAC for nonvalvular atrial 
fibrillation before the onset of ICH. DOAC treatments were categorized into three groups based on the following 
doses: optimal dose, under-dose, and overdose.

RESULTS: Overall, 31 patients were optimally dosed, 10 were under-dosed, and 2 were overdosed. CHADS2 and 
CHA2DS2-VASc scores were the highest in the overdose group （median, 4, 6, respectively） and the lowest in the 
optimal dose group （median, 2, 4, respectively） （p = 0.006, p = 0.005, respectively）. ICH severity measured using 
the National Institutes of Health Stroke Scale scores was the highest in the overdose group （median, 26.5） and the 
lowest in the under-dose group （median, 6.5） （p = 0.244）. Larger initial hematoma volume was observed in the 
overdose group. The ratio of good outcome （modified Rankin Scale score < 2） was higher in the under-dose group 

（40%） than the other groups, but this difference was not significant.
CONCLUSION: Our study shows only a few patients received overdosing of a DOAC before the onset of ICH, 

and they were associated with poorer functional outcomes. Conversely, under-dosing was associated with better 
functional outcomes than the other groups.

【達成度】100%，論文として出版（Clin Neurol Neurosurg 174: 63-67, 2018）
（9）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定（竹田・栗田）
【研究内容】

現在脳動脈瘤の形成，破裂機序の詳細は不明であるが，近年の研究からその形成機序に血管壁へ
の血行力学的ストレスから惹起される炎症反応が関与することが推測され，特に転写因子 NF-κB
を中心とした力学応答因子の解析が進んでいる．一方で炎症カスケードにも脂質分子の関与が報告されているにも

関わらずこれまで脂質分子の解析を通じて脳動脈瘤の形成，破裂機序を研究した報告はまだない．本研究の目的はヒ
ト脳動脈瘤壁の臨床標本において，脂質分子種を区別して可視化することが唯一可能な方法である質量顕微鏡法を用
いて脂質分子の局在解析を行うとともに，免疫組織化学検査，電子顕微鏡解析による細胞の位置情報と比較してヒト
脳動脈瘤形成を担う因子を同定する事が目的である．科学研究費を獲得し，組織サンプルを解析し，論文を英文誌に
投稿中である．

【達成度】80%
（10）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証（上出・栗田）
【研究内容】

くも膜下出血発症の原因となる脳動脈瘤の発生，増大，破裂に関して，血流ストレスに起因する血管壁の慢性
炎症性変化に伴う変性が注目されている．近年，糖尿病合併症の増悪因子とされる RAGE（Receptor for Advanced 
Glycation Endproducts）が炎症を惹起して脳虚血やくも膜下出血後脳血管攣縮に関与し，またその内在性阻害物質で
ある sRAGE が脳保護効果を有することが示された．本研究は脳動脈瘤と RAGE，sRAGE との関連を明らかにし，脳
動脈瘤の発生，増大，破裂予測の新規バイオマーカーとして sRAGE が臨床上有益であるかを明らかにすることが目
的である．科学研究費を得て，組織サンプルの収集を継続している．
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【達成度】50%
脳腫瘍研究グループ

（1）予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究（西川・
三島・安逹・鈴木・白畑）

【研究内容】
本研究は日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループにおける再発膠芽腫（JCOG1308），退形成性神経膠

腫（JCOG1016），ならびに低悪性度神経膠腫（JCOG1303）を対象とした全国規模の多施設共同試験である．西川
が JCOG 脳腫瘍グループ代表として全体を総括し，また各研究においては分担研究者として参加した．プロトコール
作成の段階から関わり，登録開始以降は積極的に症例登録を行った．

【達成度】80%
（2）中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究（西川・三島・安逹・鈴木・

白畑）
【研究内容】

本研究は AMED 委託費を頂いた西川班による班研究である．これも JCOG による全国多施設共同試験である．こ
の 1114 試験は，薬事適応外であるテモゾロミドを中枢神経系原発悪性リンパ腫に用いる為に，先進医療 B 制度の適
用を受け，2014 年 9 月に登録開始となった．順次登録可能施設を拡大中であり，症例も蓄積中である．現時点で試
験進行の妨げとなるような重大な有害事象は発生していない．

【達成度】80%
（3）高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療第 2 相試験（西川・三島・安逹・鈴木・白畑）
【研究内容】

膠芽腫においては MGMT のメチル化がテモゾロミドによる効果予測因子であることが徐々に明らかになってきた．
特に高齢者においては，ドイツの臨床試験の後解析によって，MGMT のメチル化のある症例では，テモゾロミド単
独治療が放射線治療に優るとも劣らない事が示され，高齢者において放射線治療を避けることができる可能性が示さ
れている．我々は，高齢者膠芽腫において，MGMT を手術摘出試料で解析し，MGMT のメチル化の有無によって前
向きに層別化して，MGMT メチル化症例ではテモゾロミド単独治療を，MGMT 非メチル化症例では放射線治療を行
う第 2 相試験を行い，登録を完了した．

【達成度】95%
（4）分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発（西川・三島）
【研究内容】

神経膠腫，中枢神経原発悪性リンパ腫と頭蓋内胚細胞腫のゲノム解析のプロジェクト（文科省次世代がん）に参加
した．過去に遡っての凍結保存サンプルの匿名化作業や発送，並びに臨床データのデータベース作成を行った．胚細
胞腫に関してはゲノム解析が終了し，いくつかの新知見が認められ，論文を作成した．中枢神経原発悪性リンパ腫に
関しては，やはりゲノム解析が終了し論文にて発表した．神経膠腫においては 2018 年度も引き続き「次世代がん」
の助成を受けて研究を行った．

【達成度】90%
（5）高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法により照射を回避した治療戦略

（三島・西川）
【研究内容】

【目的】高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫（ePCNSL）は予後不良であり，標準治療として行う大量 MTX（HD-MTX）
基盤化学療法と全脳照射により遅発性神経障害を高率にきたし，また寛解導入化学療法で一旦完全奏効（CR）となっ
ても早期に再発する傾向がある．我々は ePCNSL に対し寛解導入化学療法により CR に達した症例に対しては照射を
行わない治療方針をとっている．今回，導入化学療法後 CR となった ePCNSL 症例についてその後の治療別に予後を
検討した．【方法】2009 年 1 月から 2018 年 5 月までに 42 例の ePCNSL に対し，寛解導入免疫化学療法：:Rituximab

（375mg/m 2）と HD-MTX（3.5g/m2）（RIT-HD-MTX 療法）を 2 週毎に 6 サイクル施行後，奏効例には 1 ヵ月毎に
RIT-HD-MTX による地固め療法を 2 サイクル施行した．CR 例には原則 HD-MTX による維持療法を 3 ヵ月毎に 2 年
間を目標に施行した．維持療法を行うことに対して承諾を得られなかった症例は経過観察を行った．【結果】ePCNSL 
42 例（年齢中央値　74 歳）中，寛解導入及び地固め療法後 CR になった症例は 26 例で，そのうち維持療法を行っ
た（M+）のは 18 例，維持療法を行わなかった（M-）のは 8 例で，年齢中央値はそれぞれ 74 歳と 76 歳であった．
無増悪生存期間中央値（mPFS）は M+：73 ヵ月 vs.  M-： 24.6 ヵ月（P=0.026），全生存期間中央値（mOS）は M+：
未到達 vs. M-：28.2 ヵ月（P=0.0019）であり，維持療法を行うことにより mPFS と mOS は共に有意に延長した．
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また KPS 60 未満の症例，深部に腫瘍が存在する症例では予後不良であった．【結論】寛解導入療法後に完全奏効に
達した ePCNSL 症例に対して維持療法を行うことで予後が改善する可能性が示唆された．

【達成度】80%
（6）グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析（安達・渡辺 / 窪田［実験助手］・西川）
【研究内容】

①成人グリオーマの診断・治療反応性・予後予測に有用な分子マーカーの効率かつ迅速な遺伝子解析体制の確立：
凍結組織，あるいはバラフィン包埋組織から抽出した腫瘍由来の DNA, RNA を対象とした．Point mutation assay と
して IDH1/2，H3F3A，BRAF codon600，TERT プロモーターの各点突然変異を High Resolution Melting （HRM）法
にてスクリーニングし DNA シークエンス法にて同定した．MGMT プロモーターのメチル化については，メチル化
特異的 HRM 法にて定量的に解析した．BRAF-KIAA 癒合遺伝子，RELA 癒合遺伝子の有無については real-time RT-
PCR 法にて，染色体 1p/19q loss については FISH 法にて行った．さらに，ATRX 遺伝子変異については surrogate 
marker である免疫染色法にて検索した．結果として，HRM 法を用いた Point mutation assay は約 70 分の one run 
にて各遺伝子変異のスクリーニングが終了した．その他，上記の assay にて核酸抽出後 5 ～ 72 時間で全ての遺伝子
異常の結果が判明した．以上，one run で複数遺伝子変異のスクリーニング可能な PCR primer の設定，HRM 法のよ
うな簡便で感度・特異度の高い assay 法を採用することにより効率かつ迅速な分子マーカー異常の解析が可能な状況
である．

②髄液中の circulating cell free DNA を用いたグリオーマの Liquid Biopsy の可能性：グリオーマ患者の髄液中
の circulating cell free （ccf） DNA を検出してグリオーマ関連の分子マーカーの解析が行えるかどうかについて
preliminary な解析を行った．グリオーマ患者 7 例に対して，髄液検査用に採取した脳脊髄液の残液を解析に用い
た．髄液 1ml から Maxwell rapid sample concentrator システムを用いて ccfDNA を抽出した．続いて，real-time 
PCR/ 高解像能融解曲線分析法で IDH1,H3F3A, BRAF 遺伝子の点突然変異の有無をスクリーニングし，DNA シーク
エンス法にて変異を同定した．また，一部の症例からは MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態をメチル化特
異的高解像能融解曲線分析法で解析した．実際に摘出した腫瘍組織から抽出した DNA に対しても，同様の assay 法
にて遺伝子異常について解析を行い，髄液 ccfDNA から得られた結果と対比させた．さらに，3 例の症例からは血
漿中の ccfDNA の抽出も併せて行い上記遺伝子異常の検出が可能かどうか検討した．結果は，1ml の脳脊髄液から
10ng 以上の ccfDNA が得られることが判明し，real-time PCR/ 高解像能融解曲線分析法での解析が可能であった．
IDH1,H3F3A, BRAF 遺伝子異常について，髄液由来 ccfDNA と摘出された腫瘍から抽出した DNA における解析結果
が全例で一致した．MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態を解析した 2 例でもメチル化につき定量的に解析が
可能であった．尚，血漿中の ccfDNA からは遺伝子変異は検出されなかった．以上から，髄液中の ccfDNA を用いた
遺伝子解析により，直接腫瘍組織を得ることなく，低侵襲でグリオーマ患者の診断，予後の判定に有用な分子マーカー
解析が行える可能性が示唆された．現在，研究成果を論文執筆中である．

【達成度】85%
（7）光感受性物質による放射線増強効果を用いた悪性脳腫瘍に対する新規治療の開発　（三島・西川）

悪性神経膠腫（グリオーマ）は外科的切除，放射線治療，化学療法を行っても，根治には至らない非常に予後不
良な悪性脳腫瘍である．グリオーマの治療を困難としている原因の 1 つとして，治療の中心的役割を担う放射線治
療に対してグリオーマ細胞が治療抵抗性を示すことが挙げられている．従ってグリオーマの予後改善には，放射線
治療抵抗性の克服が必須である．近年グリオーマ摘出術において蛍光診断薬として用いられる 5-aminolevulinic acid 

（5-ALA）は，その代謝物であるプロトポルフィリンⅨ（ PpIX）が腫瘍細胞内に特異的に蓄積することを利用している．
PpIX が放射線増感作用をもてば，正常脳組織への障害が少なく，かつグリオーマ細胞を標的とした治療が可能にな
ると考えられる．本研究ではグリオーマにおける 5-ALA の放射線増感剤としての効果を検討し，その抗腫瘍効果の
機序について解明することにより新規治療の開発を目的とした．5-ALA をヒトグリオーマ培養細胞株に投与した後に
照射を行うと，照射単独に比べコロニー形成能が抑制されることが示され，5-ALA は放射線増感作用をもつことが確
認された．照射と 5-ALA の併用による抗腫瘍効果の機序として，細胞周期の G2/M での停止，DNA の DSB 修復の障
害，アポトーシスの誘導の関与，細胞の生存に重要なシグナル分子である AKT 活性の低下が関係していること等が
示唆された．以上の結果より，5-ALA はグリオーマ細胞に対して有効な放射線増感剤であり，グリオーマの放射線治
療抵抗性の克服につながる可能性がある．

【達成度】60%
（8）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第 2 相臨床試験（鈴木・西川）
【研究内容】

頭蓋内胚細胞腫に対して放射線化学療法を行う多施設共同第Ⅱ相臨床試験である．この東アジアの若い男児に好発
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する疾患に対する標準治療の確立を目的とし，組織型（WHO）により分類された 3 群（ジャーミノーマ群，中等度
悪性群 intermediate prognosis 群，高度悪性群 poor prognosis 群）各々に対し，手術および術後放射線化学療法から
なる一連の治療法の有用性と安全性を探索する，我が国独自の，世界をリードする新たな臨床試験である．現在登録
期間中であり，当院にて診断治療した胚細胞腫の登録を行った．ジャーミノーマ群については予定登録症例数に達し
た．臨床研究法対応を行った．

【達成度】90%
（9）Pediatric Quality of Life Inventory （PedsQL）基準範囲の作成―頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL-（鈴

木・柳澤・西川）
【研究内容】

頭蓋内胚細胞腫患者に対する，長期的な ADL の把握を目指し，QoL 指標としての PedsQL の妥当性等を探索する
臨床試験に参加した．登録期間が終了し，現在追跡期間である．

【達成度】90%
（10）悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出に向けた多施設共同研究による小児頭蓋内悪

性腫瘍の遺伝子解析（鈴木・西川）
【研究内容】

国立がん研究センター脳腫瘍連携分野（AMED 市村研）を中心に全国規模で行われている，小児の頭蓋内胚細胞腫
を中心とした悪性脳腫瘍の新規治療標的およびバイオマーカーの発見を目指している多施設共同研究である．メチル
化解析まで含めた網羅的包括的な解析が終了し，論文を完成させた．また新たに発見された治療標的に対する治療の
可能性について，治験の準備に入った．引き続き，症例の登録を行っていて，当科からも持続的に手術試料を提供し
ている．

【達成度】85%
（11）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築（鈴木・西川）
【研究内容】

小児頭蓋内悪性腫瘍のうち，特に髄芽腫および上衣腫の遺伝子診断体制の構築を行っている．大阪医療センターと
国立がん研究センターを拠点とする多施設共同研究である．髄芽腫および上衣腫の症例を継続して登録しているが，
これは JCCG（日本小児がん研究グループ）の脳腫瘍委員会による全国統一脳腫瘍手術試料と臨床データの管理シス
テムに包括された．西川はこの脳腫瘍委員会の副委員長であり，このシステムを積極的に推進している立場で，当科
からも積極的に試料とデータを提供した．

【達成度】60%
（12）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発（鈴木・西川）
【研究内容】

小児悪性腫瘍に於ける AMED 研究班（原斑）および前出 JCCG の脳腫瘍グループによる我が国初の小児科・脳神
経外科・その他関係各科の共同による多施設共同前向き試験として，「小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織
型によるリスク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相試験」が開始された．このプロトコールで摘出度中央判定委員の一員
として摘出度評価を行っている（鈴木）．

【達成度】40%
（13）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究（鈴木・西川）
【研究内容】

中枢神経系原発胚細胞腫患者の末梢血の DNA を抽出し，患者ゲノムの遺伝子多型を SNP マイクロアレイまたは次
世代シークエンサーによって網羅的に解析する．相関解析を中心とした遺伝的解析を行い，本疾患の感受性遺伝子を
探索し，さらに分子生物学的手法を用いて，遺伝子機能解析，DNA 多型の遺伝子に与える影響の解析を行う．本疾
患は東アジアの 10 代男児に多い，という極めて特異な疫学的特性を有しているために，その背景となる遺伝子情報
を解析することは極めて重要であり，注目されているプロジェクトである．現在，症例の登録を行っている．

【達成度】70%
（14）頭蓋内胚細胞腫における bifocal tumor の意義ならびに髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究（鈴

木・西川）
【研究内容】

頭蓋内胚細胞腫の診断と治療に関する国際グループによる診断・治療・予後に関する 34 項目のコンセンサスが発
表されたが，持ち越しとなった以下の 2 つの課題について多施設共同研究が行われ，西川は PI として，鈴木は分担
者として参加した． （1） 尿崩症を伴う bifocal lesion が腫瘍マーカー陰性の場合，ジャーミノーマと診断してよい，
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という仮説はどの程度正しいか，（2） 髄液細胞診陽性のジャーミノーマにおいて，全脳脊髄照射が必要かどうか．
当院から多数の症例が登録され，研究に貢献した．この結果は 2017 年 6 月に FIFTH INTERNATIONAL CNS GCT 
CONFERENCE にて発表したが，論文発表に向けて追加調査が進行中である．

【達成度】95%
（15）下垂体腺腫の進展に関わる TERT 遺伝子の異常についての解析（三宅，安達，西川）
【研究内容】

下垂体腺腫の進展に関与する分子マーカーとして確立されたものは無い．細胞のテロメアの伸張に関わる遺伝子の
1 つである TERT 遺伝子に見られる異常が下垂体腺腫の進展に関わるかどうかについて，当科で治療した 70 例の下
垂体腺腫症例について解析した．その結果，TERT 遺伝子プロモーター領域のメチル化に伴い，TERT 発現が亢進し
ていることが本腫瘍において初めて示された．また，TERT 遺伝子プロモーターのメチル化を示す例では，早期に腫
瘍が再発することが判明した．以上の結果から，TERT 遺伝子メチル化が下垂体腺腫において腫瘍再発を予測する予
後因子になりうる可能性が示唆された．本結果は論文としてまとめ発表した．

【達成度】100%
（16）人工知能を用いた多施設共同研究による全国大規模コホートでの悪性脳腫瘍の遺伝子解析と医療画像の

radiogenomics / radioepigenomics 研究（安達，西川）
【研究内容】

国立がん研究センターを中心に行われ，多施設共同研究として既存，あるいは新規として集められた手術検体に対
して網羅的な遺伝子・染色体解析を行うことにより，新たな腫瘍関連遺伝子を特定し，その中から診断や予後予測な
ど臨床的に有用な新しい腫瘍マーカーを発見する．それらの変異遺伝子の機能を解析しつつ，画像情報を含む臨床病
理情報を分子情報と比較し，バイオインフォマティクスや人工知能 （Artificial Intelligence, AI）などを用いて診断・
予後予測・治療反応性予測との関連を解析し，新たな診断法やバイオマーカーの開発を行う．当科から手術試料，脳
腫瘍診断画像を提供している．

【達成度】10%
（17）小児頭蓋内胚細胞腫の疫学調査：日本国内在住と海外移住日本人の胚細胞腫発生率の比較（鈴木，西川）
【研究内容】

従来頭蓋内胚細胞腫は東アジアに多いと言われてきたが，近年これに疑問を呈するデータが発表された．この議論
に決着をつけるための一つのデータとして，海外に移住した日本人家系におけるこの腫瘍の発生率の調査を米国，南
米諸国と協力して開始した．2018 年は日本からのデータを米国の基盤施設に提供した．

【達成度】30%
（18）血清中マイクロ RNA による疾患横断的早期診断技術開発研究における前向き検証研究（三島・西川）

脳腫瘍の診断方法は CT や MRI 等の画像診断が中心であるが，画像検査には費用がかかること，通常の人間ドック
には頭部の画像検査は含まれないこと，症状が軽微な場合画像検査が行われないこと，小さな病変は画像でとらえら
れないこと，画像上脳梗塞や炎症性肉芽腫などとの鑑別が必ずしも容易ではなく，悪性脳腫瘍でも膠芽腫と中枢神経
リンパ腫との鑑別が難しい場合もあり，画像検査を補完する簡便で非侵襲的な診断マーカーの開発は，悪性脳腫瘍患
者の早期診断，早期治療，再発の早期診断を可能とし，治療成績向上のブレイクスルーとなることが期待される．近
年，タンパクやマイクロ RNA などの核酸が，エクソソームというナノサイズの小胞顆粒に包まれ，血液中を循環し
ていることがわかった．マイクロ RNA は，細胞から細胞へ移送され，情報を伝達する役割を有し，さらに，エクソソー
ムに包まれ細胞外へ分泌されることにより，遠隔臓器へも情報が伝達しうることが証明された．特に，癌患者におい
ては，健康人と比較し，発現量や種類が異なることが示され，血液による，診断用のバイオマーカーへの応用が期待
されている．そこで，各種悪性脳腫瘍について，感度 50% 以上特異度 95％以上で検出可能なマイクロ RNA 診断マー
カーを同定し，早期の患者を発見できる検査／診断技術として開発することを目的としている．本研究の共同研究施
設である国立がん研究センター研究所および東レ株式会社先端融合研究所においてマイクロ RNA の測定を行う．国
立がん研究センターにて得られた脳腫瘍，非がん，その他の悪性腫瘍のマイクロ RNA データと統合解析を行い，脳
腫瘍特異的な判別モデルの策定および検証を行う予定である．現在，本研究を行うため，当院脳脊髄腫瘍科において
原発性悪性脳腫瘍疑いで開頭腫瘍摘出術を行う患者に対して，術前に同意を取得したうえで登録し血清を採取して，
前向きに症例を集積中である．

【達成度】10%
（19）神経膠腫における高感度 TERT 遺伝子変異検出法の確立（安達 ･ 西川）
【研究内容】

神経膠腫は原発性悪性脳腫瘍の中で高頻度の腫瘍であり，その発生や進展に関わる遺伝子異常の研究が盛んに行
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われているが，染色体のテロメア伸長をもたらす逆転写酵素遺伝子である TERT（Teromerase reverse transcriptase）
遺伝子のプロモーター領域の点突然変異が成人神経膠腫に高頻度に認められることが見出された．この点突然変異は
2 か所のホットスポット（C228 か C250）において相互排他的に見られ，TERT の発現を亢進させる．この変異は，
神経膠腫亜型の，膠芽腫の 55 ～ 83％，乏突起膠腫の 70％以上の頻度で検出され，診断上重要な分子マーカーであ
る．しかし，TERT プロモーター領域は GC 含量が約 80% と高いうえに繰り返し配列を含むため，解析精度の高い次
世代シーケンス法にても解析が困難で，TERT プロモーター変異の検出は古典的な Sanger シークエンス法で行うこ
とが標準的である．但し，本法は感度や再現性が低く偽陰性が多い．そこで，短時間かつ高感度に再現良く TERT 遺
伝子変異を解析するべく試薬，条件設定などを独自に最適化した Droplet Digital PCR（ddPCR）法の確立を本研究目
的とする．ddPCR 法はサンプル内に PCR 増幅される遺伝子があれば必ず増幅検出されるため，0.1％の変異 DNA で
も検出が可能な高感度な遺伝子変異検出法であり再現性も高い．解析の材料となる DNA は新鮮組織由来でもパラフィ
ン包埋組織や circulating DNA などの少量の DNA でも解析可能で，GC 含量が高い領域での変異解析でも実績が報告
されており，変異のホットスポットが判明している遺伝子解析に対する極めて有用な方法である．

【達成度】20%
脳血管内治療研究グループ

（1）硬膜動静脈瘻の治療と再発に関する研究（米澤・根木・神山）
【研究内容】

硬膜動静脈瘻に対しては経静脈的塞栓術が標準であるが，病態によっては経動脈的塞栓術や静脈洞直接穿刺による
治療も行われている．経動脈的塞栓術に関しては，ONYX という液体塞栓物質が新たに保険適用となり，治療の幅が
広がっている．これまでに当院で施行された治療において，部位・grade・治療方法・治療効果や患者背景を検討し，
長期的な治療成績を検討し，学会にて報告した．直接穿刺に関しては有用な方法論として当院で開発した経緯があり，
治療成績について別に論文報告した．全体についても論文作成中であり，今後は新たな治療法も加えて治療成績の評
価を行う方針である．

【達成度】70％
（2）Brain OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発（神山・塚越）
【研究内容】

Brain OR における血管内治療，開頭クリッピング双方でおこなういわゆるハイブリッド手術について検討した．
治療，さらに脳動静脈奇形では塞栓術を施行してすみやかに摘出を行う合同手術など，引き続き研究を行っている．

【達成度】80％
（3）脳血管内手術における教育と治療成績の検討（神山・山根）
【研究内容】

症例数の多い教育施設として，国内に不足している脳血管内治療医を育成する義務があると考えているが，一瞬の
油断で取り返しのつかない大きな合併症を来し得る脳血管内手術の特性があるため，実際の手技を行わせつつ教育を
することに躊躇する上級医が多いとされている分野である．カテーテル操作や指示方法を統一することによりリスク
を軽減し，より多くの難易度の高い症例を経験させることで臨床能力の伴った脳血管内治療医を育てるシステムを構
築し，検証している．代表的な手技である未破裂脳動脈瘤については専門医初期あるいは専門医取得前の医師が指導
医の下でほぼ全ての手技を行うまでになり，重篤な手技的合併症は 0％を維持できている．これらの手段や成績を評
価しつつ，教育プログラムの検証を行っている．

【達成度】70％
（4）脳卒中に対する血管内治療の成績（笠倉・神山）
【研究内容】

脳梗塞・くも膜下出血等の急性期脳卒中に対する脳血管内治療の実施状況と治療成績，予後につきデータを蓄積し，
患者因子や重症度，治療手技との関連性の研究を継続している．注目する因子に関しては適時抽出して学会等で報告
しつつ，包括的解析を行い検証して論文報告を行っている．

【達成度】60％
（5）急性期脳梗塞に対する院内体制確立の研究（笠倉・神山）
【研究内容】

急性期脳梗塞に対する治療は，tPA 療法に加え脳血栓回収術が最高のエビデンスレベルでガイドラインに示され，
再開通までの時間が直接予後に関係することがわかっている．院内においては病院到着から治療開始までの時間短縮
が課題であり，効率の良い検査と procedure が安全を保ちながら行われることが求められ，各施設において検討され
ている．院内到着から血管内治療開始までの DtoP 時間の指標は，90 分から 60 分に短縮され，学会においては 45
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分以下を目指すべきであるとの指摘も出ており，2018 年 12 月に循環器病関連法案が成立して今後は院内体制の確
立やデータ開示が求められるようになると思われる．それに先立って，当院における時間短縮の方策と研修，実施と
その検証から，効率の良い院内体制確立の研究を行っている．

【達成度】60％
（6）動静脈シャント性疾患の高次脳機能（塚越・米澤）
【研究内容】

硬膜動静脈瘻における高次機能障害は，長期間の局所的脳血流障害によるものと考えられており，治療による血流
改善により高次機能の回復が見られる症例を当院でも経験している．血流障害の程度や期間，患者因子，治療方法等
と障害・回復の関連性を評価して学会等で報告してきた．症例を蓄積し，統計学的評価を加えつつ，さらなる関連因
子やより予後の良い治療方法の開発につなげる．

【達成度】50％
（7）急性期脳梗塞に対する病院前体制の確立と検証（埼玉急性期脳梗塞治療ネットワーク）（神山）
【研究内容】

急性期脳梗塞に対する治療は，tPA 療法に加え脳血栓回収術が最高のエビデンスレベルでガイドラインに示され，
再開通までの時間が直接予後に関係することがわかっている．病院に到着するまでの時間を短縮するには，救急隊及
び施設間での正確な情報の共有により適切な施設に直ちに搬送できる体制が必要であり，埼玉県では県全体でそのシ
ステム作りを始めた．埼玉県及び他の参加施設と共にこれらのデータの解析を行い，更なる治療成績の向上を目指す
ための研究を行っており，学会においてはその体制と効果につき発表を行った．現在は代表施設や行政とのワーキン
ググループで循環器病関連法案や学会指針との整合性を取りまとめ，新たな体制を進めており，そのプロセスと更な
る効果につき評価・検討を行うこととしている．

【達成度】40％
（8）血小板凝集能抑制効果と頸動脈ステント留置術周術期合併症の関連について
【研究内容】

頸動脈ステント留置術時には抗血小板剤の術前投与を行うことが一般的であるが，抗血小板剤の効果は個人差が大
きく，それが周術期の虚血性合併症と関与している可能性が示唆されている．血小板凝集抑制効果の計測については
臨床成績と結びついた確立したものがない．Born 法と VeryfyNow System による測定により血小板凝集能抑制効果
を計測し，治療成績との関連を調べ，抗血小板剤の適切な使用方法を検証するための研究を行った（日高プロジェク
ト）．当院においての VeryfiNow の閾値を Born 法と治療成績から特定し，今後はそれに基づいた治療指針と評価を行っ
てゆく方針である．

【達成度】50％
（9）血栓除去デバイスが適用される急性期脳梗塞患者を対象とした DS-1040b の安全性検討試験
【研究内容】

tPA が適応時間外となった場合の脳血栓回収術に併用して使用する血栓溶解薬の第Ⅰ相試験である．現在急性期脳
梗塞に静脈内投与できる血栓溶解薬は tPA のみであるが，新たに血栓回収術と併用して静脈内投与するための薬剤
の開発が進められており，今回は tPA 適応外の患者に対しての治験となっている．対象患者の範囲が狭く，全国で
も患者登録が遅れてはいるが安全性については問題なく進行している．

【達成度】30％
3-4．自己評価と次年度計画
脳血管障害研究グループ

本年も複数の科学研究費（基盤Ｃ「質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局
在の同定：主任研究者：竹田理々子」，若手 B「脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証：主任研究者：
上出智也」）の支援下に，各プロジェクトは概ね順調に成果を上げつつあり，複数の英文論文が作成された．次年度
も現在継続中のプロジェクトを進行させると同時に，治療困難な脳血管障害の外科治療法に関する複数の臨床プロ
ジェクト，多施設共同研究，並びに脳血管内皮障害に関する基礎研究のプロジェクトを立ち上げる予定である．
脳腫瘍研究グループ

本年度も複数の研究補助を獲得することができた．特に中枢神経系原発悪性リンパ腫に関する JCOG1114 臨床試
験に関しては AMED 委託費を主任研究者として獲得していて，この年度が最終年度となる．この試験は国際的にも
認知され，国内でも先進医療 B の適用を受け，注目される臨床試験である．その立ち上げに全力を尽くし，登録を
開始することができた．また継続課題である神経膠腫，頭蓋内胚細胞腫，髄芽腫，上衣腫そして JCOG1114 試験に
附随して中枢神経系原発悪性リンパ腫などのゲノム解析を行い，徐々に結果が出ている．これらは新規治療薬の開発
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やバイオマーカーの発見のために極めて重要なプロジェクトであるので，次年度も引き続き積極的に推進させたい．
脳血管内治療研究グループ

硬膜動静脈瘻の新たな治療方法に関する検証の論文と院内急性期脳卒中対応システムの確立と検証の論文はそれぞ
れ学会英文誌で発表され，今後も蓄積されたデータと新たな試みの成績から様々な角度での解析を行う予定である．
急性期脳梗塞に対する脳血栓回収術は，循環器病関連法案が 2018 年 12 月に成立し今後この領域の治療・研究はさ
らに大きく発展するものと考えられる．RESCURE japan Limit や血栓回収術デバイス（TRON）の市販後臨床試験等
の他施設共同試験，新たな血栓回収デバイス（Versi Retriever）や動静脈奇形・硬膜動静脈瘻塞栓術用の液体塞栓物
質（PHIL）の治験にも参加しており，今後も研究の体制を強めてゆきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
脳卒中外科および脳血管内治療科は，日本最大の脳血管外科手術数を維持し，脳卒中内科やリハビリテーション科

との強い連携のもと，脳卒中センター内で有機的に機能できたと思われる．手術症例の増加は，経験の蓄積となり，
手術成績の向上に直接的に関与している．今後も，引き続いて，更に高度の技術が要求される難度の高い動脈瘤ある
いは脳動静脈奇形の治療法の新しい複合治療法の開発について尽力していく所存である．脳・脊髄腫瘍科は覚醒下手
術をはじめ，悪性腫瘍に対する集学的治療を安定して行ない，術後化学療法で先進医療 B の指定を獲得した．3 診療
科を合わせた手術数は年間 1200 例を超え，脳神経外科学会認定基幹施設として，全国最多の手術数を 2018 年度も
維持する事ができた．今後も手術数，成績とも日本の leading hospital としての役割を維持し，近い将来にアジアを
はじめとする世界各国より患者を受け入れる国際競争力を備えたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県医事裁判鑑定人（栗田浩樹）
独立行政法人医療品医療機器総合機構　専門医員（神山信也，西川　亮，三島一彦）
国立がん研究センター先進医療評価委員会　技術委員（西川　亮）
厚生労働省医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会ワーキンググループ委員（神山信也）
厚生労働省　「小児がん拠点病院の指定に関する検討会」委員（西川　亮）
厚生労働省「小児・AYA 世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」委員（西川　亮）
5-2．学術誌・編集委員，査読委員

Neurologia medico-chirurgica （西川　亮：Editorial Board, 栗田浩樹，三島一彦，柳澤隆昭：Review Board）
脳卒中（栗田浩樹，吉川雄一郎：Review Board）
神経外傷（栗田浩樹：編集委員）
脳卒中の外科（栗田浩樹：編集委員）
Neurosurgical Emergency（栗田浩樹，神山信也：Review Board）
J Stroke Cerebrovasc Dis（栗田浩樹：Review Board）
J Neurosurg Sci（栗田浩樹：Review Board）
Clin Neurol Neurosurg（栗田浩樹：Review Board）
Neuro-Oncology （西川　亮：Executive Editor，柳澤隆昭，三島一彦：ad hoc reviewer）
Japanese Journal of Clinical Oncology （西川　亮：Review Board）
Pediatric International（柳澤隆昭：Review Board）
Neuropathology（三島一彦：Review Board）
小児の脳神経（柳澤隆昭：編集委員）
日本小児科学会雑誌（柳澤隆昭：Review Board）
小児がん（柳澤隆昭：Review Board）
小児血液・がん学会誌（柳澤隆昭：Review Board）
Expert Review Anticancer Therapy （柳澤隆昭： Review Board）
Pediatric Blood and Cancer（柳澤隆昭：Editorial Board）
脳神経外科速報（竹田理々子：編集同人）
ACUTE MEDICINE & SURGERY（神山信也 : Review Board）
Journal of NeuroInterventional Surgery（神山信也 : Review Board）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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日本脳神経外科学会・代議員（栗田浩樹，神山信也，吉川雄一郎，小倉丈司）
日本脳腫瘍学会（理事長：西川　亮，事務局長：三島一彦）
日本脳卒中の外科学会・理事（栗田浩樹）
日本脳卒中の外科学会・代議員（池田俊貴，吉川雄一郎）
日本脳神経外科救急学会・理事（栗田浩樹：2020 年度会長）
日本脳卒中の外科学会・技術認定委員会副委員長（栗田浩樹）
日本脳卒中学会・代議員（栗田浩樹，吉川雄一郎）
日本脳神経外科救急学会・評議員（竹田理々子，中島弘之）
日本神経外傷学会・学術評議員（栗田浩樹）
日本神経救急学会・世話人（栗田浩樹）
日本心・脳卒中学会・学術評議員（栗田浩樹）
脳神経外科手術と機器学会・運営委員（栗田浩樹）
スパズム・シンポジウム・世話人（栗田浩樹，吉川雄一郎）
Mt. Fuji Workshop on CVD 運営委員（栗田浩樹：第 35 回代表幹事）
白馬脳神経外科セミナー運営委員（栗田浩樹：第 33 回会長）
手技にこだわる脳神経外科ビデオカンファレンス・世話人（栗田浩樹）
日本がん治療認定医機構関連学会連絡委員会委員（西川　亮）
日本癌治療学会教育委員会委員（西川　亮）
日本癌治療学会診療ガイドライン委員会専門医員（西川　亮）
労働政策研究・研修機構（JILPT）労働大学校非常勤講師（三島一彦）
日本脳神経外科学会保険委員会（西川　亮）
日本脳神経外科学会 NRD 委員会（西川　亮）
日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会地区代表委員（西川　亮）
JCCG 理事，財務委員長（西川　亮）
日本小児血液・がん学会理事，学会賞等委員会委員長（西川　亮）
日本脳神経外科学会個別調査部会委員（三島一彦）
小児血液・がん学会専門医制度委員会（柳澤隆昭）
埼玉県立日高特別支援学校相談医（柳澤隆昭）
International Society of Paediatric Oncology. Scientific Programme Advisory Committee（柳澤隆昭）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループ代表（西川　亮）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループ代表委員（三島一彦）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）効果安全評価委員（三島一彦）
埼玉脳神経外科医会・理事（栗田浩樹，西川　亮）
関東脳神経外科懇話会・幹事（栗田浩樹）
埼玉脳神経外科懇話会世話人（西川　亮，栗田浩樹）
埼玉ブレインセミナー世話人（栗田浩樹，大井川秀聡，池田俊貴）
埼玉中枢神経画像診断研究会・世話人（栗田浩樹）
脳腫瘍の基礎シンポジウム・世話人（三島一彦）
ニューロオンコロジーの会・世話人（西川　亮，三島一彦）
日本脳神経外科光線力学学会監事（西川　亮，三島一彦）
武蔵野脳神経外科手術手技研究会・代表世話人（西川　亮），同・事務局（栗田浩樹）
武蔵野脳卒中外科研究会・代表世話人（栗田浩樹），同・事務局（竹田理々子）
日高脳血管障害セミナー・代表世話人（栗田浩樹），同・事務局（鈴木海馬）
埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会・世話人（栗田浩樹）
石尊山神経懇話会・世話人（栗田浩樹，西川　亮，神山信也）
日本脳神経血管内治療学会関東地方会幹事（神山信也）
東京脳卒中の血管内治療セミナー（TSNET）世話人（神山信也）

6．業績
6-1．代表論文（2018 年度代表論文 10 選）
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脳卒中外科
① Takeda R, Kurita H: Distal transsylvian keyhole approach for uneptured anterior circulation small aneurysms. 

Acta Neurosihr （Wien） 160: 753-757, 2018
② Takeda R, Ooigawa H, Uchino A, Kurita H: Is MRA at 3.0 Tesla sufficient for preoperative planning for 

aneurysmal clipping in patients with contraindicated condition of contrast media? Interdiscipl Neurosurg 15: 
6-10, 2018

③ Suzuki K, Kato Y, Hayashi T, Maruyama H, Kikkawa Y, Kurita H: The dose of direct oral anticoagulants and 
outcomes of intracerebral hemorrhage: preliminary findings. Clin Neurol Neurosurg 174: 63-67, 2018

④ Yanagawa T, Takao M, Yasuda M, Kamide T, Sato H, Suzuki K, Ikeda T, Kikkawa Y, Kurita H: Clinical and 
neuropathologic analysis of interacerebral hemorrhage in patients with cerebral amyloid angiopathy. Clin Neurol 
Neurosurg 176: 110-115, 2019

⑤ Sato H, Shikata F, Shimada K, Ikedo T, Kuwabara A, Furukawa H, Korai M, Kotoda M, Yokosuka K, Makino 
H, Ziegler EA, Kudo D, Lawton MT, Hashimoto T: Potential influence of gut microbiota on the formation of 
intracranial aneurysms. Hypertention 73: 491-496, 2019

⑥ Ikegami M, Kamide T, Ikeda T, Kikkawa Y, Kurita H: Postoperative atypical radiological findings in a patient with 
moyamoya disease: case report. Radiol Case Rep 14: 476-479, 2019
脳脊髄腫瘍科
⑦ Shirahata M, Ono T, Stichel D, Adachi J, Suzuki T, Mishima K, Nishikawa R, et al. Novel, improved grading system
（s） for IDH-mutant astrocytic gliomas. Acta Neuropathol 136: 153-66, 2018

⑧ Miyake Y, Mishima K, Suzuki T, Adachi J, Sasaki A, Nishikawa R. A Case of Suspicious Gangliocytoma with 
Heterogeneously Distributed Lesions in the Thalamus and Basal Ganglia. NMC Case Report Journal 2018;5 （2）: 
61-64.
脳血管内治療科
⑨ Neki H, Yonezawa A, Ishihara H, Otsuka T, Yamane F, Ishihara S,Kohyama S: Results of endovascular Treatment 

in 295 Elderly Patients with Unruptured Cerebral Aneurysms in Comparison with Non-elderly Patients in a 
Single Institution. Journal of Neuroendovascular Therapy 12（6）:273-280, 2018

⑩ Mizuhashi S, Fukuda K, Sato M, Kohyama S. The Usefulness of Perfusion Magnetic Resonance Imaging with 
Arterial Spin Labeling in the Perioperative Management of Carotid Artery Stenting. Journal of Neuroendovascular 
Therapy 12（7）:321-328, 2018

6-2．獲得研究費
1. 文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 17K10849：質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：

増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定（主任研究者：竹田理々子，分担研究者：栗田浩樹）
2. 文部科学省科学研究費補助金　若手研究（B）課題番号 17K16637：脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶

型 RAGE の検証（主任研究者：上出智也，分担研究者：栗田浩樹）
3. 文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 18K09003：グリオーマにおける HRM 法を用いた高感

度 TERT 遺伝子変異検出法の確立．（主任研究者：安達淳一）
4. 文部科学省科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 18K07690：ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対

する新規放射線増感治療の開発（主任研究者：川田哲也，分担研究者：三島一彦）
5.AMED 委託費：中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準的治療確立に関する研究．（主

任研究者：西川　亮）
6.AMED 委託費：予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共

同研究．（主任研究者：成田善孝，分担研究者：西川　亮）
7.AMED 委託費：再発膠芽腫に対するテモゾロミド用量強化法を用いた標準治療確立に関する研究．（主任研究者：

永根基雄，分担研究者：西川　亮）
8.AMED 委託費：TERT を標的とした再発膠芽腫に対するエリブリンの医師主導治験（主任研究者：成田善孝，分

担研究者：西川　亮）
9. 文部科学省次世代がん研究推進プロジェクト：悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的およびバイオマーカーの

創出．（主任研究者：斉藤延人，分担研究者：西川　亮）
10.AMED 委託費：小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発．（主任研究者：原純一，分担研究者：西川

亮）
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11.AMED 委託費：TERT を標的とした新規阻害剤の悪性脳腫瘍に対する臨床応用を目指した研究（主任研究者：
市村幸一，分担研究者：西川　亮）

12. 厚生労働科学研究費　がん対策推進総合研究事業：小児がん拠点病院等の連携による移行期を含めた小児がん
医療提供体制整備．（主任研究者：松本公一，分担研究者：西川　亮）

6-3．受賞
　栗田浩樹：Best Doctors in Japan 2014-2015, 2016-2017
6-4．特許・実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
（1）第 7 回脳卒中外科手術手技セミナー　川崎　2018.7（会長：栗田浩樹）
（2）第 7 回武蔵野脳卒中外科カンファレンス　大宮　2018（会長：栗田浩樹）
（3）第 6 日高脳血管障害セミナー　坂戸　2017（会長：栗田浩樹）
（4）第 15 回関東小児脳腫瘍カンファランス　東京　2018（会長：西川　亮）

7．自己点検・評価
脳卒中外科：教育に関しては，講義には staff が，BSL には診療部長以下全員が熱意を持ってあたり，4 名の初期研

修医を受け入れ，専攻医が 4 名入局し，他大学から臨床フェローを 2 名受け入れた．研究に関しては，複数の科研
費を含む競争的研究費を獲得して，鋭意 project を進行させ，国際学会に 33 の paper が accept され，国内学会でも
120 以上の発表を行った．また診療部長・staff の講演数も 31 を数えた．論文に関しては，和文を含めると 34 篇の
論文を出版し（in press 含む），特に英文論文を 12 篇と増やす事ができた．診療に関しては，本年度は術数が漸減し
たが，全国一の脳血管外科治療数を維持する事は可能であった．今後も，通常の大学病院では手術不可能な高難度病
変を全国からより多く受け入れると同時に，埼玉県における神経救急の最後の砦として，救急患者を無条件に全例受
け入れる体制を維持したい．そのためには，今後も救急医学科，脳卒中内科，脳血管内治療科との密接な関係を維持
しながら，「治療戦略の統合化」と「技能分担の細分化」を継続的に進めると同時に，来年度は外国人医師を臨床修
練医として積極的に受け入れ，一層の国際化を図りたい．（診療部長　栗田浩樹）．
脳・脊髄腫瘍科：教育，研究，診療の各分野において一応満足すべき成果を上げることができた．しかし脳脊髄腫

瘍科はさらに飛躍しなければならない．教育においては学生教育，特に実習を強化し，脳神経外科に興味を持っても
らい，全国的にもいわば社会問題ともなっている脳神経外科医の減少傾向に少しでも歯止めをかけるべく努力したい．
研究においては，研究プロジェクトの進行状況，獲得研究費，また発表論文においても，十分な成果が挙げられてい
ると考えている．しかし，人員，予算，また特に臨床に従事しながら研究時間を見つけていることには限界があるの
で，今後はさらに productive な国内外の他施設との共同研究を展開していきたい．診療においては，手術件数の増
加や新しい医療の開発へ向けての試みを施行することができた．完全に脳脊髄腫瘍診療に特化した診療科に生まれ変
わって軌道に乗ったと考えられるが，次年度は更なる症例数の増加と治療成績の向上，とくに質の向上を意識したい．
脳腫瘍治療は地道にではあるが分子標的薬の登場などの先進的な治療が導入されつつある．引き続き治験への参加や
標準治療の確立に関わる臨床試験・臨床研究への参加など，本邦の特に悪性脳腫瘍治療を牽引すべく努力したい（診
療部長　西川　亮）．
脳血管内治療科：診療面では症例数はほぼ例年通りの経過であり，Hybrid 手術室を使用した難易度の高い治療や

合併症を最小限に抑える徹底した手技のルールづくり等，より質の高い治療を確実に推進できている．教育において
は，脳卒中医を目指す脳神経外科専攻医には全て早期に脳血管内治療専門医を取得させる方針としたため．脳血管内
治療専門医試験を見据えた教育体制を整えた．研究面では原著論文が少なく，今年度の課題であった．各人テーマは
それぞれ有しており，それらいっそう掘り下げてまとめて行く必要がある．新体制となって 2 年が経過しスタッフ
は充実しつつあるため，診療・教育・研究のすべての面においてさらに成績を向上させるべく努力してゆきたい．（診
療部長　神山信也）
脳神経外科（全体）：脳神経外科全体としては本年度も手術数の増加が得られ，手術成績も高く維持する事が可

能であった．3 科それぞれが我が国におけるトップクラスの内容の治療を行っており，継続的な入局者も確保され
ている事より，若い力に満ちて世代交代も順調に進みつつある．研究・教育を含めて，日本の leading hospital / 
university としての責務を果たせるよう，今後も 3 科の強い協力関係を維持しながら，それぞれの診療科が独立性を
保って，ともに発展できる体制を築いていきたい．2019 年度は，一層の国際化を目標として，常時 2-3 名の外国人
医師を臨床修練士として受け入れ，一層の国際化を目指したい．（運営責任者　栗田浩樹）
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3．17）形成外科

1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）：教授（兼任）：運営責任者：研究主任：組織移植，頭頚部再建，マイクロサージャ

リー：医学博士
去川俊二（SARUKAWA, Shunji）：准教授：診療科長：頭頸部再建 , 顎顔面外科：医学博士
横川秀樹（YOKOGAWA, Hideki）：講師：教育主任 : 頭頸部再建，乳房再建，マイクロサージャリー
浅野　悠（ASANO, Hisashi）: 助教：頭頸部再建，乳房再建，マイクロサージャリー , 難治性潰瘍 
吉井健吾（YOSHII, Kengo）：助教：形成外科一般
勅使河原大輔（TESHIGAWARA, Daisuke）：非常勤医師：歯科・医科補綴：歯学博士

2．教育
2-1．目的・目標：

当科は主に，他科における原疾患治療に伴う創傷治癒促進や機能改善を目的とした外科的補助を行っている．よっ
て教育の目標は，当科への関心を高めるだけでなく，創傷治療の基礎，原疾患治療のみならず機能改善に対する外科
的挑戦，治療目標の議論を伴う他科との連携を理解することにある．形成外科一般の教育は埼玉医大病院で行ってお
り，当科単独では当科を選択した一部の学生・研修医に行っているが，治療を共に行う頭頸部腫瘍科，乳腺腫瘍科，
救急センターや骨軟部腫瘍科，婦人科腫瘍科，心臓血管外科等の学生・研修医にも，積極的な教育を行っている．な
お，現在当科には大学院生はいない．
2-2．教育内容（担当者）：頭頸部再建（去川俊二・中塚貴志），乳房再建（横川秀樹）
2-3．達成度：実臨床の場における教育の機会は十分活かされたが，即時再建症例の増加，合併症治療の依頼の頻度
などは減少しておらず，十分な教育の成果が得ら得たとは考えにくい．
2-4．自己評価と次年度計画： 次年度も同様に教育の機会を積極的に活用する．将来的に当科以外の習得を考える対
象者を考慮して，具体の臨床手技のみならず，そこに至る過程や回避可能性などの議論を交えて，治療者としての質
向上を心掛けた教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標

①頭頸部再建の患者の術後機能や臨床画像を含めたデータベースを構築し，統計学的データを基にした評価を行い，
常時から合併症の軽減，機能改善の向上を心掛ける．

②顎義歯を用いた顎再建を行い，術前シミュレーションの方法，術後の機能評価，地域連携のスタイルを検討，模
索する．

③実体模型を用いた手術シミュレーションの有用性を，シミュレーションの方法と術後評価で検討する．
④舌再建後の機能を再建方法と解剖学的分類で評価し，予想される術後機能と適切な再建方法を模索する．
⑤熱感知カメラを用いて，手術治療や放射線治療の影響を評価し，その有用性を評価する．
⑥微小血管吻合手技の一般化を目指す．現時点では微小ステントを用いた脈管吻合実験を行っている．
⑦がん治療におけるアピアランスケアの有用性を，外科治療・補綴治療の観点から検討する．
⑧医療における可変式高倍率双眼ルーぺの有用性を評価する．外科治療や処置においてルーペを用いることは一般

的になっているが，倍率を変えられるルーペはあまりない．手術においても一般術野操作と微小血管操作では理
想とする倍率は異なる．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：
①～④：去川・浅野
⑤：去川
⑥：当科去川，浅野を含む平成 30 年度地域中核企業創出・支援事業（超微細加工技術を活用したリンパ浮腫に対

する革新的治療システムの構築）のメンバー：タマチ工業，井上啓太（アヴェニューセルクリニック）
⑦：去川，横川
⑧：中塚，横川，去川
3-3．研究内容と達成度：
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①カルテから術前・術中データを抽出し，術後も定期診察から得られたデータと臨床画像を安全性が管理されたパ
ソコンにファイルメーカーで処理して保存する．常時継続的に行っていく．

②当科非常勤である明海大学の歯科補綴医師と歯科補綴的な専門知識を共有し，シミュレーション，術後評価を行っ
ており，連携方法や暫定的な結果について様々な学会で報告している．

③顎再建のみならず，顔面骨骨折患者にも実体模型を用いており，対象疾患と方法について検討中であり，現在も
進行中である．自家が関わらない領域にも積極的に実体模型の利用をすすめている．

④現在，後ろ向き評価と新たな解剖学的な分類の検討を行っている．
⑤臨床データの収集中である．
⑥ブタにおいて 1mm 以下のリンパ管静脈吻合を行っている．ラット血管については論文となっており，ブタにお

ける中血管の端側吻合とリンパ管単純吻合については画像データを解析して論文にする予定である．
⑦整容改善の外科治療においては積極的に担当患者に紹介して臨床データの収集中である．医科補綴治療について

は，現時点では口腔再建における歯科補綴のみだが，乳房術後の人工乳頭や顔面手術後の人工臓器などのエピテー
ゼを今後行う予定である．

⑧現在臨床に用いて有用性の評価をしている段階である．しかしながら，有用性を表す評価方法がなく，それにつ
いて検討中である．

3-4．自己評価と次年度計画：
臨床研究においてはデータベースの整備が必須であり，導入したばかりのためデータ入力に不備が残る．これを充

実させ，頭頸部に限らず，比較的症例の多い，乳腺や骨軟部症例のデータベースも構築したい．いずれの研究も着手
したばかり結果が出るまでに時間を要するが，暫定的な結果であっても積極的なアウトプットを行う．対象患者の具
体的な治療の質向上という当然のものだけでなく，医療関係に限らない他領域との連携，血管吻合技術の一般化など，
医療の方向性にかかわるビジョンも提示していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　他科の外科的補助が主たる診療である．その補助は，創部被覆，重要臓器もしくは人工物の被覆などの創治癒や救
命目的，拘縮予防や組織増量，筋肉移植や支持組織移植のなどの機能性回復，整容性の回復など，目的が多岐にわた
り，それに応じた術式が選択される．目的を明確にした上で再建治療を行い，術後評価でフィードバックすることが
大切である．次年度の目標は，より高度な治療目標の設定と術式の選択・評価，二次再建症例数の増加，乳房再建症
例の検討である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
　日本学術会議連携会員 中塚貴志
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

国際形成外科学会 （ICOPLAST） 理事 中塚貴志
アメリカ形成外科学会（ASPS）国際会員 中塚貴志
国際再建マイクロ学会（WSRM）正会員 中塚貴志
日本形成外科学会理事長 中塚貴志
日本マイクロサージャリー学会理事 中塚貴志
日本頭頸部癌学会理事 中塚貴志
日本創傷外科学会理事・倫理委員会委員長 中塚貴志
日本形成外科手術手技学会理事 中塚貴志
日本頭蓋顎顔面外科学会評議員 中塚貴志
日本創傷治癒学会評議員 中塚貴志
日本乳房オンコプラスティックサージャリー評議員 中塚貴志
日本美容外科学会評議員 中塚貴志
日本抗加齢医学会評議員 中塚貴志
日本外科系連合学会評議員・教育学術委員 中塚貴志
International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor  中塚貴志
Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board   中塚貴志
雑誌「形成外科」編集委員 中塚貴志
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日本顎顔面補綴学会代議員 去川俊二，勅使河原大輔
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文
①（総説）中塚貴志：英語を正しく楽しく学ぼう　形成外科　62:127-131,2019
②（総説）去川俊二，杉浦康史 . 下顎区域切除後即時再建における機能的配慮 . PEPARS. 136: 57-65, 2018
③ Noguchi T, Okada N, Tsuchiya Y, Sarukawa S, Fujita A, Nishino H, Jinbu Y, Mori Y. Management of a brain 

abscess presumably caused by radiation osteomyelitis of the mandible. J Craniofac Surg. 29: e18-20, 2018
④ Hayasaka J, Sarukawa S, Itoh H, Takai Y, Kusama M, Mori Y, Katsumata A. Systematizing mandibular 

reconstruction using the resin frame method. Edorium J Dent. 5:1-8, 2018
⑤ Sugiura Y, Sarukawa S, Hayasaka J, Kamochi H, Noguchi T, Mori Y. Mandibular reconstruction with free fibula 

flaps in the elderly: a retrospective evaluation. Int J Oral Maxillofac Surg. 47: 983-89, 2018
⑥ Noguchi T, Sarukawa S, Tsuchiya Y, Okada N, Hayasaka J, Sasaguri K, Nishino H, Jinbu Y, Mori Y. Evaluation of 

postoperative changes in vascularized iliac bone grafts used for mandibular reconstruction. Int J Oral Maxillofac 
Surg. 47: 990-7, 2018

学会発表
⑦中塚貴志：下咽頭再建の経験と工夫　第 45 回日本マイクロサージャリー学会　2018 年 12 月 7 日　大阪
⑧去川俊二　患者さんにベストな口腔がん治療後再建手術　シンポジウム 4「患者さんにベストな口腔がん診療を

目指して」，第 72 回日本口腔科学会学術集会　2018/5/13 名古屋
⑨去川俊二 , 杉浦康史 , 野口忠秀 , 森良之 , 西野宏 可動部舌切除再建における侵襲と術後機能　第 42 回日本頭頸部

癌学会　シンポジウム 3「頭頸部癌に対する低侵襲・機能温存手術今後の展望」　2018/6/14 東京
⑩去川俊二 , 菅原康志　顎顔面外科的下顎再建　第 36 回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会　教育パネルディス

カッション I「いろは」シリーズから勇気をもって一歩を踏み出す！　2018/10/11 札幌
【総数：論文 8 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費：

1. 科学研究費　形成外科学　基盤研究（C）　2016-2018 年度　去川俊二（自治医科大学・医学部・講師　研究者
番号 90324194），吉村浩太郎　凍結保存脂肪組織を材料とした新規移植治療法の開発に関する研究　（研究課
題番号：16K11375）

2. 平成 30 年度地域中核企業創出・支援事業（超微細加工技術を活用したリンパ浮腫に対する革新的治療システム
の構築）

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

7．自己点検・評価
　教育においては，卒前，卒後教育とも，積極的に行っており，当科の重要課題が創傷治癒促進や手術による機能改
善であることを強調している．研究においては，基本的に臨床に直結しており，データ収集・解析途上のものが多
い．今後の発展が期待されるところである．診療においては，腫瘍切除後の即時再建だけでなく，二次的修復治療に
も範囲を広げつつある．いずれの場合も，シミュレーションサージャリーや，歯科補綴科との協力を通じて診療現場
にフィードバックし，さらなる技術の向上を目指している．以上より，教育，研究，診療各分野において，それぞれ
の目標を達成すべく努力している．
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3．18）（1）小児心臓科（小児心臓科）

1．構成員
住友直方（SUMITOMO, Naokata）：教授：診療部長：代表指導教員：小児循環器病学：医学博士
小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）：教授：診療副部長：小児循環器病学：医学博士
葭葉茂樹（YOSHIBA, Shigeki）：助教：外来医長：小児循環器病学
小島拓朗（KOJIMA, Takuro）：講師：病棟医長：小児循環器病学：医学博士
小柳喬幸（OYANAGI, Takayuki）：助教：小児循環器病学
長田洋資（OSADA, Yousuke）：助教：小児循環器病学
連　翔太（MURAJI, Shouta）：助教：小児循環器病学
今村知彦（IMAMURA, Kazuhiko）：助教：小児循環器病学
戸田紘一（TODA, Koichi）：助教：小児循環器病学
松永　保（MATSUNAGA, Tamotsu）：非常勤講師：小児循環器病学：医学博士
井原正博（IHARA, Masahiro）：非常勤講師：小児循環器病学

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

卒前教育：先天性心疾患の病理・病状や治療を理解させる．心電図の読み方，心疾患患者の診察方法，胸部エック
ス線写真の読み方などを理解させる．

卒後教育：小児心臓病の診断と治療，各疾患による血行動態を理解し対応する．集中治療学の研修．
2-2．教育内容

卒前教育：小児の心不全，短絡性心疾患，非短絡性心疾患など各疾患での病状や症状，治療について理解させる
卒後教育：疾患の診断と治療適応の判断．また集中治療下での適切な薬剤の使い方や病状の把握．
2-3．達成度
　卒前教育：代表的な先天性心疾患の理解 60% 程度
　卒後教育：小児心臓病の診断学 80%，集中治療学 70%
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：限られた時限数（循環器病学としても小児科学としても）の中で学生に興味を持たせること．心疾患の
各論に関しては頻度の高い疾患の理解に限られる．診察方法，心電図の読み方，胸部エックス線写真の読み方などに
関しては，おおよそ理解できるように教育している．次年度も学生が同様に理解ができるように教育を行う．

卒後教育：心不全や手術前後の集中治療学と，病態の評価を正確に出来るようにする．また各疾患での治療適応とそ
の時期の判断が正確に出来るようにする．日本小児循環器専門医を取得している助教の数は増加している．診断学に関
してはかなり自信が持てる程度になりつつあるが，集中治療の急性変化に対する理解に関しては更なる教育が必要．

3．研究
3-1．目的・目標
　以下のテーマを目的に臨床的研究を推進している．

A, Successful demonstration of the detailed connection between the twin atrioventricular nodes and sling in a 
Patient with asplenia syndrome

B, Efficacy of catheter interventions in the early and very early postoperative period after CHD operation
C, Different responses to exercise between Andersen-Tawil syndrome and catecholaminergic polymorphic 

ventricular tachycardia
D, Standard Values and Characteristics of Electrocardiographic Findings in Children and Adolescents
E, Electrophysiological properties of ATP sensitive AT in 6 children
F, A Study of Fatal Arrhythmia in Kearns-Sayre Syndrome：Necessity of Implantable Cardioverter Defibrillator
G, Utility of a RHYTHMIA Mapping System in Pediatric Patients
H, Experience Introducing WCD to 2 Children with Cardiopulmonary Arrest Resuscitation
J, Efficacy of Catheter Interventions in the Early and Very Early Postoperative Period after Congenital Heart Disease 
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Operation
K, Predictors of early postoperative supraventricular tachyarrhythmias in children after a contemporary Fontan 

procedure
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

A, Tolvaptan の先天性心疾患術後症例への有効性，安全性の検討
B, 房室結節リエントリー頻拍に対する ultra-high density mapping （Rhythmia）の有用性に関する検討
C, Brugada 症候群小児例の多施設共同研究
D, 小児拘束型心筋症スクリーニングのための心電図基準作成
E, 小児不整脈源性右室心筋症スクリーニングのための心電図基準作成
F, AI を用いた心臓検診スクリーニング基準作成
3-3．研究内容と達成度

A, Tolvaptan の先天性心疾患術後症例への有効性に関しては症例の集積，統計学的検討が終わり，投稿に向けて準
備をしている．

B, 房室結節リエントリー頻拍に対する ultra-high density mapping （Rhythmia）の有用性に関しても，現在論文を
投稿中である．

C, Brugada 症候群小児例の多施設共同研究に関しても現在，国立循環器病研究センター，新潟大学と共同で研究
結果をまとめている．

D, 厚労科研費「遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン等の作成に関する研究」を中心に本邦
での遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインを作成する．3 年前の 4 月から開始している．

E, 厚労科研費『小児期心筋症の心電図学的抽出基準，心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的検査を反映した
診療ガイドラインの作成に関する研究』を中心に日本の小児心筋症の診断基準を作成している．一昨年 4 月か
ら開始している．

F, 厚労科研費「小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究」を中心に，遺伝性不整脈患児の睡眠中
突然死予防の指針を作成する．一昨年 4 月から続けている．

G, 厚労科研費「先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の生涯にわたる QOL 改善のための診療
体制の構築と医療水準の向上に向けた総合的研究」を中心に，心血管難治性疾患 QOL 改善のための診療体制を
検討している．本年 4 月から開始している．

H, 難治性疾患実用化研究事業 AMED「RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性
不整脈の原因解明」を中心に，カテコラミン誘発多形性心室頻拍研究を，一昨年 4 月から続けている．

3-4．自己評価と次年度計画
各研究共に着実に成果を上げている．
遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインに関しては，Guidelines for Heart Disease Screening in

Schools （JCS 2016/JSPCCS 2016） -Digest Version-. Circulation Journal. 2018; 82: 2385-2444, に一部を報告した．
小児心筋症，に関しては，心電図が集積され，診断基準を作成中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　2018 年の入院患者数 466 名，外来受診総数 4876 名，心臓カテーテル検査 208 名，カテーテル治療 107 例であり，
入院，外来患者数は増加している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

編集委員：日本小児循環器学会誌，心電図，Heart & Vessels，Fetal and Perinatal Medicine，臨床心臓電気生理，
心臓

査読委員：Journal of Arrhythmia，心電図，Heart and Vessels，Heart Rhythm，Journal of Arrhythmia Cases，Heart 
Rhythm Cases, Pediatric International，Journal of Cardiology Cases，Journal of Pediatrics，心電図，心臓，
日本小児科学会雑誌，日本小児循環器学会雑誌，Circulation Journal，Journal of Cardiology，International 
Heart Journal

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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1. 日本小児循環器学会：学術委員会委員，倫理委員会委員長，社会制度委員会学校検診部会オブザーバー
2. 日本不整脈心電学会：専門医認定制度委員会 研修施設先行部会委員長，健康保険委員会委員，植込み型デバイ

ス関連社会問題対策委員会 小児・先天性心疾患部会 部会員，カテーテルアブレーション委員会協力員
3. 日本循環器学会：専門医誌編集委員会委員，心臓移植適応検討小委員会委員，小児・成人先天性心疾患部会委員，

専門医制度認定試験委員会委員，小児循環器賞選考員，蘇生科学小委員会オブザーバー

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Sumitomo N, Baba R, Doi S, Higaki T, Horigome H, Ichida F, Ishikawa H, Iwamoto M, Izumida N, Kasamaki Y, 

Kuga K, Mitani Y, Musha H, Nakanishi T, Yoshinaga M, Abe K, Ayusawa M, Hokosaki T, Kato T, Kato Y, Ohta 
K, Sawada H, Ushinohama H, Yoshiba S, Atarashi H, Hirayama A, Horie M, Nagashima M, Niwa K, Ogawa S, 
Okumura K, Tsutsui H: Japanese Circulation Society and the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac 
Surgery of Joint Working. Guidelines for Heart Disease Screening in Schools （JCS 2016/JSPCCS 2016） - Digest 
Version -. Circ J. 2018; 82: 2385-2444

② Kojima T, Imamura T, Osada Y, Muraji S, Nakano M, Oyanagi T, Yoshiba S, Kobayashi T, Sumitomo N: Efficacy of 
catheter interventions in the early and very early postoperative period after CHD operation, Cardiol Young, 2018 
Dec;28（12）:1426-1430

③ Mori H, Sumitomo N, Muraji S, Imamura T, Kobayashi T, Kato R: Successful demonstration of the detailed 
connection between the twin atrioventricular nodes and sling in a Patient with asplenia syndrome, Heart Rhythm 
Case Rep, 2018;4:480–483

④ Mori H, Muraji S, Sumitomo N, Kato R, Imamura T, Komori A, Iwashita N, Kobayashi T, Matsumoto K: The Safety 
and Accuracy of the RHYTHMIA Mapping System in Pediatric Patients. Heart Rhythm, 2019 Mar;16（3）:388-394.

学会発表
⑤ Tomohiko Imamura, Naokata Sumitomo, Shota Muraji, Kazushi Yasuda, Eiki Nishihara, Mari Iwamoto, Shigetu 

Tateno, Shozaburo Doi, Tadayosi Hata, Shigetoyo Kogaki, Hitoshi Horigome, Seiko Ohno, Fukiko Ichida, Masami 
Nagashima, Masao Yoshinaga: Clinical and electrocardiographic features of arrhythmogenic right ventricular 
cardiomyopathy in children, European Heart Rhythm Association 2019, Lisbon, 2019.3.17

⑥ Shota Muraji, Toshiki Kobayashi, Takayuki Oyanagi, Takuro Kojima, Tomohiko Imamura, Yousuke Osada, Shigeki 
Yoshiba, Naokata Sumitomo, Ayumu Masuoka, Takaaki Suzuki: Successful percutaneous thrombectomy of the left 
pulmonary artery in a neonate, Congenital, Structural and Valver Heart Interventions 2018, Frankfurt, Germany, 
2018.6.28

⑦ Shota Muraji, Naokata Sumitomo, Hitoshi Mori, Tomohiko Imamura, Noriyuki Iwashita, Hideaki Ueda, Akimichi 
Shibata, Akiko Komori, Toshiki Kobayashi: Electrophysiological properties of ATP sensitive AT in 6 children, 
Asian Pacific Heart Rhythm Society 2018, Taipei, Taiwan, 2018.9.16

⑧ Tomohiko Imamura, Naokata Sumitomo, Shota Muraji, Hitoshi Mori, Takayuki Oyanagi, Takuro Kojima, Shigeki 
Yoshiba, Toshiki Kobayashi: A Study of Fatal Arrhythmia in Kearns-Sayre Syndrome：Necessity of Implantable 
Cardioverter Defibrillator, Asian Pacific Heart Rhythm Society 2018, Taipei, Taiwan, 2018.9.16

⑨ Hitoshi Mori, Syota Muraji, Naokata Sumitomo, Ritsushi Kato, Tomohiko Imamura, Akiko Komori, Noriyuki 
Iwashita, Yoshifumi Ikeda, Koji Goto Sayaka Tanaka, So Asano, Mai Tahara, Toshiki Kobayashi, Kazuo Matsumoto: 
Utility of a RHYTHMIA Mapping System in Pediatric Patients, Asian Pacific Heart Rhythm Society 2018, Taipei, 
Taiwan, 2018.9.16

⑩ Tomohiko Imamura, Naokata Sumitomo, Shota Muraji, Kazushi Yasuda, Eiki Nishihara, Mari Iwamoto, Shigetu 
Tateno, Shozaburo Doi, Tadayosi Hata, Shigetoyo Kogaki, Hitoshi Horigome, Seiko Ohno, Fukiko Ichida, Masami 
Nagashima, Masao Yoshinaga: Clinical and electrocardiographic features of arrhythmogenic right ventricular 
cardiomyopathy in children, European Heart Rhythm Association 2019, Lisbon, 2019.3.17

【総数：論文 10 件，総説著書 14 件，学会発表 63 件，講演 9 件】
6-2．獲得研究費

1. 大野聖子，堀江　稔，住友直方，堀米仁志，吉永正夫，牧山　武，平成 28 年度～日本医療研究開発機構委託研
究『RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明』
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2. 吉永正夫，堀米仁志，住友直方，岩本眞理，野村裕一，高橋秀人，緒方裕光，清水　渉，堀江　稔，野上昭彦，
蒔田直昌，相庭武司，大野聖子，宮本恵宏，牧山　武，森田　宏，中野由紀子，林　研至，岩崎雄樹，村田広茂：
小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究（29- 難治等（難）- 一般 -055）

3. 白石 公，安田 聡，市川 肇，黒嵜健一，大内秀雄，西村邦宏，武田充人，小山耕太郎，住友直方，水野 篤，賀藤 均，
三浦 大，八尾厚史，犬塚 亮，高橋 健，土井庄三郎，山岸敬幸，杉山 央，富田 英，上田秀明，先崎秀明，落合亮太，
安河内聰，坂本喜三郎，芳村直樹，三谷義英，山岸正明，小垣滋豊，城戸佐知子，赤木禎治，檜垣高史，佐川浩
一：先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の生涯にわたる QOL 改善のための診療体制の構
築と医療水準の向上に向けた総合的研究（H30- 難治等（難）- 一般 -010）

6-3．受賞
1. 失神研究会優秀演題賞：長田洋資，住友直方，連 翔太，今村知彦，小柳喬幸，小島拓朗，葭葉茂樹，小林

俊樹，枡岡 歩，鈴木孝明：冠動脈起始異常により失神・心停止に至った 2 症例，第 9 回失神研究会，東京，
2018.7.15 

2.JPIC YIA 賞：akuro Kojima, Tomohiko Imamura, Yousuke Osada, Shouta Muraji, Marie Nakano, Takayuki 
Oyanagi, Shigeki Yoshiba, Toshiki Kobayashi, Naokata Sumitomo:，Efficacy of catheter interventions in the early 
and very early postoperative period after CHD operation，第 30 回 JPIC 学会，浦和，2019.1.25

6-4．特許，実用新案
　無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　アブレーション関連秋季大会 2018 大会長（慈恵医科大学山根禎一教授と共同大会長）　2018.11.9-11，那覇

7．自己点検・評価
　教育，研究においては毎年確実に目標を達成している．診療においては外来，入院の患者数は増加しているが，ベッ
ド稼働率の改善には至っていない．さらに周辺医療機関との病診連携を強化し，多くの患者の紹介を得て，心臓病セ
ンター小児心臓科の入院患者増加に努力する．当院では新生児，乳児早期で，極めて重症な複雑心奇形の患者が多い
ため，術後も種々の緊急処置，緊急カテーテルインターベンション，緊急カテーテルアブレーションなどが必要とな
ることが多い．また，術後に心内修復が必要な状況が発生し，再手術を行うこともしばしばである．このため，入院
患者の術前の管理のみならず，術後の管理，患者情報の把握体制を徹底し，患者がトラブルなく手術に望め，術後も
問題なく退院できるように体制を整えるためにさらなる努力を重ねる．また，家族との関係構築も重要で，信頼され
る医師，患者関係を築いて行く努力を行なう．しかし，現在の医療スタッフが少なく，体制を維持することは極めて
困難な状況にある．他施設に働きかけ，積極的にスタッフの増員を計る努力も必要である．
　医学部学生教育に関しては，毎週の BSL 学生に対し，懇切丁寧にクルズスを行い，学生からの評判も上々である．
今後，学内からのスタッフが定着するよう努力する．
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1．構成員
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）：教授 , 基本学科運営責任者 , 代表指導教員（大学院）, 国際医療センター副院長 , 心

　　　　　　　　　　　　　臓病センター長 , 診療部長 , 研究主任 , 教育副主任 , 医学博士
　専門領域：先天性心疾患の外科治療 , 複雑心奇形手術 , ハイブリッド手術 , 成人先天性心疾患 , 補助人工心臓 , 移

　　　　　植治療
枡岡　歩（MASUOKA, Ayumu）：准教授 , 指導教員（大学院）, 副診療部長 , 病棟医長 , 教育主任 , 研究副主任 , 医学

　　　　　　　　　　　　　　博士
　専門領域：先天性心疾患の外科治療 , 成人先天性心疾患 , 補助人工心臓 , 移植治療
保土田健太郎（HOTODA, Kentaro）：講師 , 外来医長
　専門領域：先天性心疾患の外科治療 , 成人先天性心疾患 ,
岩崎美佳（IWAZAKI, Mika）：助教
　専門領域：先天性心疾患の集中治療 , 補助人工心臓 , 移植治療
細田隆介（HOSODA, Ryusuke）：助教
　専門領域：先天性心疾患の外科治療
永瀬晴啓 （NAGASE, Haruhiro）：助教
　専門領域：先天性心疾患の外科治療
加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）：特任教授 , 保健医療学部学部長 , 医学博士
　専門領域：先天性心疾患の外科治療

2．教育
2-1．目的・目標
　先天性心疾患の外科治療は，現在においてもまだ刻々と発展しつつある分野である．卒前教育においてはまず基礎
となる先天性心疾患の解剖と血行動態を系統講義において理解させるとともに，標準的な手術方法および最新の手術
方法についても講義する．BSL, クリニカルクラークシップでは , 担当する手術症例の術前診断方法 , 術前術後管理 ,
手術方法を含めた治療戦略について患者を前に実践的に学ぶことを目標としている . 卒後教育は外科専門医 , 心臓血
管外科専門医の取得を目標とした臨床と研究両面の教育を行う．
2-2．教育内容
　卒前教育では主な先天性心疾患の外科治療について , 手術適応と手術方法，注意すべき合併症を中心に講義してい
る . さらに体外循環の基本的な知識と小児での特殊性 , 複雑心奇形に対する最新の治療戦略や手術方法を講義してい
る . 卒後教育は手術症例の病態生理と手術の必要性の理解 , 手術基本手技の習得 , 術後集中治療の実践が主たる教育
内容である .
2-3．達成度
　卒前教育においては担当時間が少ないこともあって多種の疾患について短時間につめこむ形になるが , 講義内での
小テストの結果を見ると要点は十分に理解されていると思われる . 卒後教育においては順調に専門医の取得が進んで
いる .
2-4．自己評価と次年度計画
　卒前教育における系統講義については常に Up-to-date に心がけて続けていく .BSL, クリニカルクラークシップにつ
いては , 小児心臓科と協力して術前後を通して治療に参加させ , また手術にも参加することで統合された実習を行う
ことができると考えている . 多くの研修医 , 専攻医の獲得を目指す .

3．研究
3-1．目的・目標
　先天性心疾患の外科治療はますます低年齢化し , 新生児期の心内修復術が日常となった . この手術対象の低年齢化
にともなって , 体外循環の新生児に対する影響の分野ではまだ多くの臨床研究課題がある . また , 先天性心疾患に対
する外科治療成績は著しく向上して来ており , 今後はいかに術後の QOL を改善するかが課題である . その為の新しい
手術方法の開発にも取り組むとともに , 術後の血流解析を行いより良い血行動態を得られる再建術式の改善に取り組
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む . 基礎研究としては iPS 細胞を用いてファロー四徵症の発生に迫る .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

●体外循環が脳血流に与える影響の分析
●左心低形成症候群に対する Hybrid 治療戦略の改良と他疾患への応用 .
●再建手術後の血流解析と再建術式の改良
● iPS 細胞技術を用いた発生分化異常であるファロー四徴症の病因解明 .
3-3．研究内容と達成度
　近赤外線を用いた脳内酸素濃度の測定装置を用いて術中測定を全症例において行っている .Hybrid 治療については
国内で最も多い症例数を経験しており , 良好な成績をおさめている . 先天性心疾患に対する手術の多くは血流路の再
建手術であり , 術後の血流解析は術式の改良に繋がる可能性がある . 現在 4D flow MRI を用いてデータの蓄積中であ
る．ファロー四徴症の患者から採取した胸腺細胞を用いてiPS細胞の誘導に成功した.今後は中胚葉への誘導を試みる.
3-4．自己評価と次年度計画
　脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている .Hybrid 治療は継続中である . 血流解析についてはデータ
の分析を開始する . 誘導に成功した iPS 細胞を用いてファロー四徴症の病因解明を行う .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　大学病院としては数少ない独立した診療科としての小児心臓外科である . 大学病院の特色を活かした高度先進医療
を , 先天性心疾患に対して提供している . 
　外来は週三回月曜日 , 水曜日 , 木曜日に行っている . 小児の心臓病患者は小児循環器科の外来に通うのが原則なので ,
小児心臓外科では成人になった先天性心疾患患者と他院からの紹介患者を外来診察している .
　手術は週 4 例（月曜日 , 火曜日 , 水曜日 , 金曜日）を原則としている . 今年度の手術症例数は体外循環下の手術が
99 例で , 全手術が 166 例であった . 出生前診断の精度が向上し , 新生児期 , 乳児期早期の複雑心奇形の手術の占める
割合が多くなっており , 約 5 割の症例が新生児期 , 乳児期の症例であった . 年々重症例が多く集まる傾向にある .　　
　国際医療センターにはハイブリッド専用手術室があり , これを駆使して侵襲度の少ない , 手術とカテーテル治療を
統合したハイブリッド治療を先進医療として , 左心低形成症候群に対して国内では最も多く行い実績を挙げている . ま
た小児用補助人工心臓を使った重症心不全治療を開始し今年度までに 6 例に植え込みを行い，うち 3 例は心臓移植
に到達した . 順調に手術症例数が増加しており , 来年度は年間 200 例以上の手術数を目標としている .

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌 , 編集委員，査読委員の有無

General Thoracic and Cardiovascular Surgery（日本胸部外科学会機関紙）: 編集委員（鈴木）
Heart and Vessels: Editorial Board （鈴木）
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery（日本小児循環器学会機関紙）: 査読委員（鈴木）
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery: 査読委員（鈴木）
日本心臓血管外科学会雑誌 : 査読委員（鈴木）
Journal of Anesthesia : 査読委員（鈴木）
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本胸部外科学会評議員（鈴木）
日本心臓血管外科学会評議員（鈴木）
日本心臓血管外科学会理事（鈴木）
日本心臓血管外科学会医療安全管理委員会委員長（鈴木）
日本小児循環器学会理事（鈴木）
日本小児循環器学会医療安全委員会委員長（鈴木）
日本小児循環器学会評議員（鈴木 , 枡岡）
日本心臓血管外科専門医認定機構委員（鈴木）

6．業績
6-1．論文・学会発表
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学会発表
①細田隆介 , 枡岡　歩 , 尾澤慶輔 , 岩崎美佳 , 永瀬晴啓 , 保土田健太郎 , 鈴木孝明

経静脈用 ICD リード先端を電極として使用した乳児への ICD 植え込みの一例
第 179 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2018/06/23

②保土田健太郎 , 細田隆介 , 尾澤慶輔 , 岩崎美佳 , 枡岡　歩 , 加藤木利行 , 鈴木孝明
弁輪拡大を伴う大動脈弁置換術 -Nicks 法，Konno 法
第 54 回日本小児循環器学会学術集会
2018/07/07

③細田隆介 , 枡岡　歩 , 尾澤慶輔 , 岩崎美佳 , 保土田健太郎 , 加藤木利行 , 鈴木孝明
冠動脈起始異常の 3 手術症例
第 54 回日本小児循環器学会学術集会
2018/07/07

④岩崎美佳 , 枡岡　歩 , 細田隆介 , 保土田健太郎 , 戸田紘一 , 小柳喬幸 , 住友直方 , 鈴木孝明
Berlin Heart EXCOR 送脱血皮膚貫通部固定方法の工夫
第 54 回日本小児循環器学会学術集会
2018/07/06

⑤枡岡　歩 , 細田隆介 , 尾澤慶輔 , 岩崎美佳 , 戸田絋一 , 小柳喬幸 , 住友直方 , 鈴木孝明
当院における小児補助人工心臓装着患者の海外渡航心移植の経験
第 54 回日本小児循環器学会学術集会
2018/07/05

⑥細田隆介 , 枡岡　歩 , 永瀬晴啓 , 岩埼　美佳 , 保土田健太郎 , 鈴木孝明
当院における小児重症心不全の治療経験
第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会
2018/10/06

⑦岩﨑美佳 , 枡岡　歩 , 細田隆介 , 保土田健太郎 , 鈴木孝明
当院にて小児用補助人工心臓を装着した小児重症心不全 3 例の経験
第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会
2018/10/05

⑧鈴木孝明
形態に応じた大動脈縮窄に対する再建術式の選択
第 71 回日本胸部外科学会定期学術集会
2018/10/05

⑨ Shunsuke Yamagishi,Kentaro Hotoda,Aumu Masuoka,Takaaki Suzuki
The influence of leukocyte-depleting filters in the arteriovenous modified ultrafiltration circuit for infants 
undergoing cardiac operation
32nd European Association for Cardio-thoracic Surgery Annual Meeting
2018/10/19

⑩保土田健太郎 , 細田隆介 , 永瀨晴啓 , 岩﨑美佳 , 枡岡　歩 , 加藤木利行 , 鈴木孝明
両側肺動脈絞扼術後 IAA の弓部再建術式の検討ー待機のメリットとデメリット
第 49 回日本心臓血管外科学会学術総会
2019/02/13

【総数：学会発表 13 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　卒前教育における講義 ,BST については , 与えられた時間内としては十分に出来たと思われる . 卒後教育についても
後期研修医を指導して専門医取得に向けて学会発表や手術症例の経験を積ませることができた . これまで以上に力を
入れていくつもりである . 手術成績は良好で満足できる結果を残すことができた . また新たに開始した小児に対する
重症心不全治療が軌道に乗った . 今年度は手術症例数が横ばいであったが , 今後更なる症例数の増加のためには , 地
域連携を密にし , 母体搬送による新生児手術の増加が重要と考える . また , 研究をより充実して学会発表と論文 , 特に
英文論文を増やしていきたいと考えている .
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3．19）小児腫瘍科

1．構成員
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）：教授：運営責任者：診療部長：小児・若年者がん，血液疾患
渡辺温子（WATANABE, Atsuko）：講師：小児・若年者がん，血液疾患
太田充彦（OHTA, Atsuhiko）：助教：小児・若年者がん，血液疾患
清水優輝（SHIMIZU, Yuki）: 助教：小児・若年者がん，血液疾患

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　診療科の名のごとく当科の目的・目標は「小児および若年者の腫瘍性疾患に現代医学における最高水準の診断と治
療を提供すること」である．俗に「専門馬鹿」という言葉があるが，とかく専門分化した診療科にはそのような医師
が少なからずいる．木を診て森を見ない医者である．昨今の医師育成システムでは盛んに「医学教育」と言う言葉が
氾濫しているが，ことさらに医学教育と声高に言わずとも，医療者として「まとも」であることは人としてまともで
あることと等しい．換言すれば「人として信頼される人物であること」が最も重要である．医師国家試験の合格率の
乱高下に青くなって，人間育成に有害無益教としか思えない教育指導指示を朝令暮改的に乱発し，それを高校卒業の
年齢層に強制しても何ら効果は無い．さらに言えば，本学の 4 年生までは優秀な人材が多いと感じるが，国家試験
に向けて，理解を度外視した「縦割り・丸暗記」指導が開始されるためか BSL 以降の学生に活気と覇気が薄れていく．
極めて憂慮すべき事態である．教育制度をいじくり回しても，利益が無いことは歴史が証明している．我々は浅薄な
流行に流されず，良き日本人，良き医療人であることを堅持し，generalist としての臨床能力保持を当然の前提として，
subspecialty としての腫瘍学の研鑽に努め，その思想を後進に伝えるべく日々精進している．
2-2．教育内容（担当者）
　田中と渡辺が BSL，ローテーター，および初期研修医の現場教育を担当し，教室での座学は田中が担当している．
実際の症例の主訴と理学所見から鑑別診断を挙げ，さらに緊急を要する症候への迅速な対応を並行して行い，最も確
実で侵襲性の少ない方法論で正確な診断に一刻も早くたどり着き，それに基づいた世界標準の医療を提供するにはど
のようにしたらよいか，を把握し，その意味を理解することを教育の目的としている．しかし，本学で研修医指導を
していると，おおくの研修医に共通してみられる特徴として，一般常識が無く，まともな日本語すら書けない場合が
多い．医学進学課程が無くなり，基本的な教養や基礎的な科学的思考法の教育がなされないまま臨床医学云々と言う
ことが間違っている．家庭教育の拙劣さに比例していると判断せざるを得ない基本的な礼節欠如など根本的な問題の
解決は我々の責任ではない．
　しかし，少なくとも，正確な日本語で病歴や所見をカルテ記載し，それをカンファレンスで自分の言葉として（理
解した内容で）プレゼンテーションする，という ｢ てにおは ｣ から ｢ 手取り足取り ｣ の教育（躾）を教育の主眼とし
ている．
2-3．達成度
　客観的な指標は無い．
　充分な内容を提供しても，学ぶ側に医師・医学者として生きていく，という基本的モチベーションに欠ける場合の
困難を論ぜずして現在の ｢ 医学教育 ｣ は語れない．しかし，上級医が粉骨砕身努力している姿を観せると徐々に変化
が出てくると感じている．
2-4．自己評価と次年度計画
　授業や BSL を通じて小児腫瘍科に興味を持ち初期研修でローテートする新人も増加し，入局者も得た．大きな障
害は，「小児科」という基本学科があまりにも広範な範囲をカバーしなければならない点にある．「内科」は，循環器
内科や呼吸器内科など臓器別に確立した標榜科があるが，小児に関しては全ての臓器，全ての疾患群について単に年
齢で「小児」だから，という理由で「小児科」の一つに括られてしまう．小児の悪性疾患の診療に興味を持っても，
基本学科である「小児科」の一般的疾患を研修しなければ「小児科専門医資格」の取得はかなわない．この習得にい
わゆる小児科学教室に籍を置き研修を続けている間に，せっかく学んだ腫瘍学の基本がすっかり抜け落ちる研修医，
若手医師を数多くみてきた．基本学科の縛りが強いため，稀少疾患を扱う診療科はなかなか人材が集まらない，とい
うのが偽らざる実情であろう．
　また，指導医クラスは学外に求めるほか無い状況であり，当院のさまざまな周辺状況を鑑みると，人材集めは極め
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て困難である．もちろんその大きな要因として当科の田中，渡辺両名にその専門分野における outstanding な宣伝塔
的業績を持続的に発信する努力と能力に欠けている点を反省しなければならない．当院当科の特性を全国学会で積極
的に宣伝する必要が有る．

3．研究
3-1．目的・目標
　我々の研究課題は ｢ 患者の示す症候 ｣ の中にある．1 例 1 例を掘り下げて臨床所見・経過を吟味することで，新た
な課題が見つかると確信しており，現にそのような努力から少数ながら新知見の胚子を見いだしている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　4 人の矮小講座のため特定のグループなどない．
3-3．研究内容と達成度
　公表できる段階になく，未成熟である．
3-4．自己評価と次年度計画
　評価に足る成果はなく，最低評価である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　小児の腫瘍性疾患というと，とかく血液疾患が中心と思われがちであるが，実は血液腫瘍は若年者の悪性疾患の
1/3 程度である．他は固形腫瘍であり，特に多いのは中枢神経腫瘍である．さらに AYA 世代では骨軟部腫瘍も頻度
が高くなる．当科は脳脊髄腫瘍科および骨軟部腫瘍科と同じ病棟で，各診療科の医師達と常に連携して診療に当たっ
ており，外科的対応が必要な固形腫瘍群に対する対応能力は本邦有数のレベルにあると自負している．さらに，頭頚
部腫瘍科，婦人科腫瘍科，泌尿器腫瘍科，呼吸器外科，腹部一般外科から画像診断科，放射線腫瘍科および，固形腫
瘍診断に最も重要な病理診断科等々，その集学的診断・治療に必要なほぼ全てが当施設内に揃っており，かつ各診療
科との関連性も良好である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　無し．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　なし．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　なし．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

学会発表
①小林清子　太田充彦　渡邊温子　石田　明　田中竜平　海老原康博，輸血製剤からの移行抗体により HBs 抗体

および HBc 抗体の陽性化を認めた 1 症例，第 60 回日本小児血液・がん学会学術集会，2018，京都，ポスター
② Atsuko Watanabe, Atsuhiko Ohta1, Takashi Fujino, Yuko Akioka, Junki Koike, Ryuhei Tanaka，薬剤性晩期腎障

害を呈した思春期悪性固形腫瘍の腎病理組織像，第 60 回日本小児血液・がん学会学術集会，2018，京都，一
般口演

【総数：論文 0 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費
　なし．
6-3．受賞
　なし．
6-4．特許，実用新案
　なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　なし
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7．自己点検・評価
　アカデミアの 1 部門と言える内容ではない．対外的に学術的な活動をアピールできる内容を持っていないことは
充分認識しているが，4 人のスタッフで常時 10 床前後の重症若年者悪性疾患患者に世界標準の医療を提供し，患者
およびその家族から高い満足度を得ることが本学では最も重視されるべき実績であることから，ほぼ及第点と考える．
　学術的な業績は今後の課題である．
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3．20）皮膚科（皮膚腫瘍科）

1．構成員
山本明史（YAMAMOTO, Akifumi）：教授：運営責任者：教育副主任，研究主任，診療部長：代表指導教員（大学院）：

皮膚腫瘍学，メラノーマ：医学博士
中村泰大（NAKAMURA, Yasuhiro）：教授：教育主任，研究副主任，診療副部長，病棟医長：指導教員（大学院）：

皮膚外科，再建外科，メラノーマ，薬物療法：医学博士
寺本由紀子（TERAMOTO, Yukiko）：講師，専門医員，外来医長・研修担当医長：皮膚悪性腫瘍，皮膚外科，薬物療法，

一般皮膚科：医学博士
浅見友梨（ASAMI, Yuri）：助教：専門医員：皮膚外科，薬物療法，一般皮膚科
斎藤晋太郎（SAITOH, Shintarou）：助教（臨床フェロー）：医員：皮膚外科，薬物療法，一般皮膚科

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

学生：医学的見識を高め，皮膚腫瘍学およびその診療に興味を抱いて知識を深め，積極的に医学を探求する精神を
育てる．

研修医・助教等：一般皮膚科および皮膚腫瘍学の臨床・研究を積極的に学び，日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医
および皮膚悪性腫瘍指導専門医の資格，ならびに日本がん治療認定医機構のがん治療認定医の資格を取得することを
目標とする．すなわち，高度な専門的知識および技術を有する，高度な医療人の形成を図る．
2-2．教育内容（担当者）

学生：診療の実際を体験させ，また専門的クルズスを行う（山本明史・中村泰大・寺本由紀子）．
研修医・助教等：積極的に外来・病棟診療，研究に従事させ，主治医として手術の執刀をまかせ，指導者はその積

極的な指導を行う．入院患者の薬物療法においても指導者の下，積極的に施行し，専門的知識を取得させる．学会発
表・論文作成を積極的に指導し，価値ある業績をあげさせる．（山本明史・中村泰大・寺本由紀子）
2-3．達成度

学生：今までによく理解していなかった皮膚悪性腫瘍に興味を抱き，その知識がまとめられたとの回答が多く，と
くにクルズスやクリニカルクラークシップの内容に学生は大いに満足していた．

助教：着実に経験を積み，見識を向上させ，とくに明らかな手術技術の取得がみられた．
2-4．自己評価と次年度計画

助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，論文を作成し着実に研鑚が積みあげら
れた．
　研究会（日高皮膚疾患診療懇話会）を年 2 回着実に開催し，地域の医療連携をさらに深め，多数の早期病変の患
者の紹介を受け，地域患者の早期治療を着実に実行しており，これを継続発展させる．次年度計画としては，さらに
初診紹介患者数の増加を重要目標に掲げ，教室員全体で取り組む．メラノーマに対する新規薬物治療を中心とした専
門的治療を積極的に発展させ，世界をリードするごとく業績をあげる．
2020 年に山本明史が会長として，第 36 回日本皮膚悪性腫瘍学会を東京で開催することが決定し，その準備を開始
する．

3．研究
3-1．目的・目標

皮膚腫瘍，とくにメラノーマに関する臨床研究を進め，その研究成果により助教の業績をあげ，その結果として各
種専門医取得をめざす．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① JCOG 皮膚悪性腫瘍グループ研究（厚生労働省がん研究開発費による）
② CSPOR-melanoma 研究（進行期悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究）
3-3．研究内容と達成度

① JCOG 研究：平成 27 年度よりメラノーマ術後補助療法（インターフェロン）について前向きランダム化試験を
施行し，その有用性を検討している．また，爪下部メラノーマの手術治療に関してグループ研究を 29 年度より
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開始した．その他，血管肉腫に対するパゾパニブ投与の評価を開始した．
② CSPOR 研究：27 年度より進行期メラノーマに対する新しい治療法の 1 つであるニボルマブの有効性評価に関

する観察研究を開始し，継続中．　　　
3-4．自己評価と次年度計画
　研究発表および論文（とくに英語論文）の業績が増加し安定してきた．今年度もさらに臨床経験および研究を重ね
て，積極的な業績の向上に努力したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　きわめて発生頻度の少ない皮膚悪性腫瘍患者の診療を中心として行い，さらに全科における患者の皮膚疾患および
治療に伴う皮膚有害事象発生に対する診療を担当している．皮膚悪性腫瘍患者に関しては，症例数も多く，全国トッ
プレベルの高度な専門的診療を施行することを目標とし，実践している．当科ではセンチネルリンパ節生検の保険適
用施設として認可を受けているが，メラノーマにおけるセンチネルリンパ節生検についてレベルの高い同定を実施し
ている．開院以来，レベルの高い専門的診療を行い，患者から高い満足度も得られ，また遠方から受診される患者も
多い．次年度は昨年度以上に患者数を増やして経験を積み上げ，積極的な診療および研究の発展を進めたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：あり（山本：日本癌治療学会・編集委員，International Journal of 
Clinical Oncology 編集委員，癌と化学療法誌・編集協力委員）（日本皮膚科学会誌，日本癌治療学会誌，癌と化学療
法誌，The Journal of Dermatology ，International Journal of Clinical Oncology などの査読）（中村：日本皮膚科学会
誌，The Journal of Dermatology，International Journal of Clinical Oncology などの査読）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：（山本：日本皮膚悪性腫瘍学会理事（財務委員長），日本がん治
療認定医機構暫定教育医など，中村：日本皮膚悪性腫瘍学会評議員（財務委員），日本皮膚外科学会評議員，日本臨
床皮膚外科学会評議員，日本レックリングハウゼン病学会評議員，日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍学会指導専門医委員
会委員，日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍ガイドライン改訂委員会委員（担当：メラノーマ），日本皮膚科学会創傷・熱
傷ガイドライン策定委員会委員（担当：下肢静脈瘤））

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書（主なもの）

① Teramoto Y, Nakamura Y, Asami Y, Matsuya T, Brinker TJ, Jansen P, Schulz A, Stoffels I, Klode J, Schadendorf 
D, Yamamoto A.: Intraoperative use of LIGHTVISION: a novel fluorescence navigation system using indocyanine 
green for sentinel lymph node biopsy in skin cancer patients. Eur J Dermatol 28（4）:532-534, 2018

② Yamamoto A : Recent therapeutic strategies for metastatic melanoma: intoroduction to invited articles. Int J Clin 
Oncol, Epub ahead of print, 2018.

③ Brinker TJ, Heckl M, Gatzka M, Heppt MV, Resende Rodrigues H, Schneider S, Sondermann W, de Almeida E 
Silva C, Kirchberger MC, Klode J, Enk AH, Knispel S, von Kalle C, Stoffels I, Schadendorf D, Nakamura Y, Esser S, 
Assis A, Bernardes-Souza B. A Skin Cancer Prevention Facial-Aging Mobile App for Secondary Schools in Brazil: 
Appearance-Focused Interventional Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2018 Mar 9;6（3）:e60. 

④ Brinker TJ, Faria BL, Gatzka M, de Faria OM, Heppt MV, Kirchberger MC, Schadendorf D, Nakamura Y, Buslaff 
F, Lisboa OC, Oliveira ACC, Lino HA, Bernardes-Souza B. A skin cancer prevention photoageing intervention for 
secondary schools in Brazil delivered by medical students: protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 
2018 Mar 6;8（3）:e018299. 

⑤ Yano M, Asami Y, Nishikawa T, Yoshida S, Kamada K, Katoh T, Teramoto Y, Nakamura Y, Yasuda M. Immune 
checkpoint inhibitors of CTLA4 and PD-1 for malignant melanoma arising in ovarian cystic teratoma: A case 
report. Medicine （Baltimore）. 2018 Oct;97（43）:e12937

【総数：論文（英文 5 件，邦文 13 件），学会発表 14 件】
6-2．獲得研究費：厚生労働省がん研究開発費　約 50 万円
6-3．受賞：Best Doctors　in Japan 2007 年～ 2019 年連続受賞（山本）
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：日高皮膚疾患診療懇話会を 3 回開催（第 21 回 2018 年 4 月 19 日・
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第 22 回 2018 年 11 月 22 日・第 23 回 2019 年 3 月 14 日開催）

7．自己点検・評価
　皮膚悪性腫瘍患者に対して全国トップレベルの質の高い専門的診療を着実に実行し，全国的に高い評価を受け，遠
方からの患者受診も多くなっている．地域の医療連携もきわめて順調であり，皮膚悪性腫瘍を疑う患者は即座に当科
に紹介になるため，その患者は早期発見・早期治療となり，短い入院期間ならびに簡単な手術治療により軽快し術後
再発もほとんどなく，理想的な状況にあり，ひいては地域社会に大いに貢献している．
　スタッフが少ないため，診療のエフォートが高くならざるを得ず，教育・研究に十分な時間が割けない現状ではあ
り，研究業績は前年度より若干減少となった．今後積極的に論文作成・学会発表により業績を増やし，さらなる質の
向上・発展に繋げたい．
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3．21）泌尿器科

1．構成員
小山政史（OYAMA, Masafumi）：教授：運営責任者：診療副部長：教育主任：代表指導教員 （大学院） 内視鏡手術，

　　　　　　　　　　　　　　分子標的療法：博士
西本紘嗣郎 （NISHIMOTO, Koshiro）：准教授：研究主任：大学院教員 （大学院）：副腎腫瘍：博士
城武　卓（SHIROTAKE, Suguru）：講師：診療部長：大学院教員 （大学院）：博士
岡部尚志（OKABE, Takashi）：助教：博士
金子　剛（KANEKO, Go）：助教
近藤秀幸（KONDO, Hideyuki）：助教
馬場優人（BABA, Yuto）：助教 （2018.4.1 から 2018.9.30 まで慶應義塾大学病院より研修）
渡邉佳太郎（WATANABE, Keitaro）：助教 （2018.10.1 から 2019.3.31 まで慶應義塾大学病院より研修）
鈴木賢次郎（SUZUKI, Kenjiro）：非常勤講師
渡邊裕子（WATANABE, Yuko）：秘書
大野美里香（OHNO, Mirika）：事務員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

建学の精神，埼玉医科大学の期待する医療人像，ディプロマポリシーに則った医療人を育成することを目標とし，
医学部の卒業時アウトカム（到達目標）を卒業時に修得していることを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）

医学教育モデル・コア・カリキュラムに示されている症候，疾患を経験させることを意識している．知識の修得の
みならず，コミュニケーション能力を育むことにも力を入れている．

手技としては，尿道カテーテル留置を経験させることを意識した．
2-3．達成度

ログブック，共通ルーブリック評価の記載に関しては十分達成出来た．しかし，形成的評価として機能したかは今
後検討課題である．
2-4．自己評価と次年度計画

知識修得やコメディカル・患者とのコミュニケーションの重要性を学生達に伝えることは出来たが，エビデンスに
基づく治療計画立案などの教育方法には改善の余地がある．

知識の修得のみならず，本質を理解し，自ら行動出来るように指導することを次年度計画する．現在，共通ルーブ
リック評価を行っているが，診療科のルーブリック評価を導入することを検討する．

3．研究（西本）
3-1．目的・目標

目的：豊富な臨床検体を使用して，基礎研究者と協同で，実用的な未来の医療を開発すること．
目標：論文執筆を年間 10 報，学会発表を年間 20 報行うこと．
3-2．研究グループ （研究プロジェクト）
3-3．研究内容と達成度

3-2 と 3-3 をまとめて記載する．
副腎プロジェクト

①ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と診断法 （倫理委員会承認番号 : #16-
093, #18-185，研究責任者 : 西本）．おおむね順調に解析を行い，英文論文 4 報 （1-4），和文論文を 3 報 （5-7），
国内学会 5 件（8-12），および国際学会 2 件（13, 14） においてその成果を報告した．

②正常副腎皮質におけるステロイド産生機能やその分子基盤の解明 （#17-151，西本）．当科主幹の多施設共同研
究である．症例登録，解析ともに順調である．

③副腎皮質におけるアルドステロン産生の老化の解明 （#17-197，西本）．85 例の解析を行った．国内学会 2 件 （15, 
16），国際学会 1 件 （14）においてその成果を報告した．
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④難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出 （JRAS） （#18-184，西本）．多施設共同研究である．国内学会
3 件 （17-19），および国際学会 1 件（13）においてその成果を報告し，その成果論文に関しては現在投稿中である．

⑤片側性原発性アルドステロン症の診断に副腎静脈サンプリングが必要か否かを判別するソフトウェア （Uni-APA 
Predictor） の有用性を確立するための前向き観察研究 （#18-310，西本）．研究④の成果からソフトウェアを開
発し，そのソフトウェアは埼玉医科大学から特許出願中である．本研究はそのソフトウェアの有用性を前向きに
検討する多施設共同研究である．本研究は現在，症例登録中でありその進捗は順調である．

腎癌プロジェクト
⑥分子標的治療が施行された転移 / 再発性腎細胞がん患者の予後解析 （多施設後方視的観察研究） （#14-049，城

武）．国内学会 3Ito 件，国際学会 2 件，および論文投稿 2 件を行い，国内外で高い評価を得ている（20-26）．
⑦分子標的薬無効症例の予測による新たな進行腎細胞癌のネオアジュバント治療戦略 （#16-158-1，近藤）．現在

までに 5 例を登録した．症例登録，解析共に遅れているため，研究計画書等の見直しを行うこととした．
⑧進行性／転移性腎細胞癌に対する分子標的治療の治療効果予測におけるバイオマーカーの探索 （後方視的研究） 
（#16-158-2，近藤）．前向き研究 （16-158-1）に切り替えたため，当研究は中止とした．

⑨転座腎細胞癌の実態把握と解析－多施設共同研究 （#16-226，西本）．多施設共同研究である．当院からは 3 例
を登録し，データ集積中である．一部の研究成果については英文論文 （27） においてその成果を報告した．

⑩腎細胞癌における C 反応性蛋白の予後因子としての意義についての研究 （#18-013，小山）．多施設共同研究で
あり，当院はその分担施設である．当院からは 83 症例のデータ収集を行い，そのデータを主幹施設に送付した．

⑪転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマブの有効性と安全性の検討―メディカルチャートレビューによる後方
視的観察研究― （#18-036，城武）．多施設共同研究である．当院からは 18 例を登録し，データ集積中である．

⑫診断時転移を有する小径腎細胞癌の分子生物学的検討 （#18-060，城武）．順調に解析を行っている．
⑬泌尿器腫瘍 （腎細胞癌・尿路上皮癌）に対する抗 PD-1 抗体の新規効果予測因子を用いた前向き観察研究 （#18-

150，西本）．多施設共同研究である．当院からは腎細胞癌を 4 例，尿路上皮癌を 4 例登録し，データ集積中である．
前立腺癌プロジェクト

⑭転移性前立腺癌患者における注射用デガレリクス酢酸塩に対する抗アンドロゲン剤の追加効果に関する研究 
（#12-192，小山）．38 例を解析した．国際学会 （28） においてその成果を報告した．その成果に関する論文は
現在準備中である．

⑮骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察研究 （JMBO） （#17-245，小山）．多施
設共同研究である．現在 8 名を組み入れており，データ集積中である．

⑯高リスク前立腺癌症例に対する根治的前立腺摘出及び放射線治療の治療成績に関する前向き比較 （#17-274，岡
部）．過去の後ろ向き研究を元に構築した前向き観察研究である．現在 12 名から同意を取得し，そのうちの 2
名を本組み入れしている．

尿路上皮癌プロジェクト
⑰膀胱全摘術，腎尿管全摘術，経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された尿路上皮癌患者の予後解析 （多施設後方視的

観察研究） （#14-123，城武）．多施設共同研究である．当院からは 150 例を登録し，順調に解析を行っている．
国内発表 6 件，国際発表 2 件，および論文投稿 1 件を行い，国内外で高い評価を得ている （29-37）．

⑱高リスク筋層非浸潤性膀胱がんに対する PDD-TUR による残存腫瘍減少効果の検討 （BRIGHT study） （#18-309，
小山）．多施設共同研究である．研究の体制が整い次第，患者登録を行う予定である．

他科との共同研究
⑲外来での腎癌のパゾパニブ治療における専門薬剤師の介入継続の有用性評価 （後ろ向き調査） （#15-240，薬剤部 

藤堂真紀先生）．研究成果については英文論文 （38） においてその成果を報告した．
⑳塩化 Ra-223 による前立腺癌骨転移治療の定量的骨 SPECT/CT による治療効果評価に関する研究 （#16-114，核

医学 久慈一英先生）．研究成果については国内学会 （39） においてその成果を報告した．
㉑前立腺癌に対する A 群：外照射を併用した高線量率組織内照射療法と B 群：外照射単独の比較研究（多施設共

同遡及的観察研究） （#16-165，放射線腫瘍科牧野壮壱先生）．後ろ向き研究の成果は英文論文 （40），国際学会 
（41） においてその成果を報告した．

㉒高リスク前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内照射療法と骨盤リンパ節郭清術併用前立腺全摘出術の後ろ
向き比較研究 （単施設遡及的観察研究） （#16-234，放射線腫瘍科牧野壮壱先生）．後ろ向き研究の成果は英文論
文 （40），国際学会 （41） においてその成果を報告した．

3-4．自己評価と次年度計画
研究はおおむね良好に行えている．次年度も同様に継続する予定である．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　当院当科における外来紹介患者および手術症例数は開院以来増加の一途をたどっていたが，平成 30 年度は横ばい
からやや減少傾向となった．その要因としては，前立腺癌，腎癌，膀胱癌などに対し広くロボット手術が普及したこ
とから，とくにそれらの早期がんに対する治療戦略が変化したためと考える．また，放射線治療として重粒子線治療
が保険収載されたことも大きな要因と考えられる．すべての治療法を当院で賄うことは非現実的であり，近隣施設と
の緊密な協力体制を構築することこそが埼玉県および隣県住民に対し，安心した医療を提供できると信じている．
　当科に紹介される症例の特徴は，進行癌や合併症を有することが多い点である．それらの治療に際し，消化器外科
や心臓血管外科など多くの診療科と密に連携することが極めて肝要である．当院では，強固かつ柔軟な連携体制が構
築されており，泌尿器科癌の治療選択が格段に多いことが特徴的である．ほかにも近年の泌尿器科癌におけるさまざ
まな免疫チェックポイント阻害剤の適応追加に伴い，治療戦略が一変した．これらの良好な治療効果とともにその安
全性を担保するために，他診療科，薬剤師，看護師などとの高度なチーム医療体制とともに患者教育・指導が極めて
重要である．また放射線腫瘍科と協力し，限局性前立腺癌の放射線治療ならびに各種癌における疼痛緩和に対する姑
息的治療についても選択肢が多い．われわれは世界標準に基づいた患者個人ごとの最良のがん診療を目指している．
一方で，今後期待される最先端治療の探索に寄与するべく多くの臨床治験に積極的に参加している．
　日常診療においてもっとも重要なことは医療安全が担保されていることである．今後も癌患者数は増加することが
予想される．そのためには各人の医療技術の向上や最新の医療情報獲得はもとより，がん診療チームとして安定した
医局員の確保と他診療科およびコメディカルとの密接な連携は不可欠である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　2018 年 11 月より：一般社団法人 日本内分泌外科学会 日本内分泌外科学会雑誌編集委員会 （西本）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

1. 講演，認知症の理解　周辺症状の理解，大田区介護保険課　介護保険事業者等研修，東京都，主催：株式会社
ONE TO ONE 福祉教育学院，2018 年 7 月 30 日 （小山）

2. 講演，要介護高齢者に多い症病の基礎的理解，東京都，主催：株式会社 ONE TO ONE 福祉教育学院，2018 年 8
月 10 日 （小山）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ito K, Masunaga A, Tanaka N, Mizuno R, Shirotake S, Yasumizu Y, et al. Impact of inflammatory marker levels 
one month after the first-line targeted therapy initiation on progression-free survival prediction in patients with 
metastatic clear cell renal cell carcinoma. Japanese journal of clinical oncology. 2019;49（1）:69-76.

② Takamatsu K, Mizuno R, Omura M, Morita S, Matsumoto K, Shinoda K, et al. Prognostic Value of Baseline Serum 
C-Reactive Protein Level in Intermediate-Risk Group Patients With Metastatic Renal-Cell Carcinoma Treated 
by First-Line Vascular Endothelial Growth Factor-Targeted Therapy. Clinical genitourinary cancer. 2018;16

（4）:e927-e33
③ Kato I, Furuya M, Baba M, Kameda Y, Yasuda M, Nishimoto K, et al. RBM10-TFE3 renal cell carcinoma 

characterised by paracentric inversion with consistent closely split signals in break-apart fluorescence in-situ 
hybridisation: study of 10 cases and a literature review. Histopathology. 2019;75（2）:254-65.

④ Shirotake S, Makino S, Suzuki K, Araki R, Kosaka T, Nishimoto K, et al. Clinical outcome of high dose rate 
brachytherapy with external beam radiotherapy for high-risk prostate cancer: a single institutional retrospective 
study. Japanese journal of clinical oncology. 2019;49（1）:87-91.

⑤ Kayama E, Kikuchi E, Fukumoto K, Shirotake S, Miyazaki Y, Hakozaki K, et al. History of Non-Muscle-Invasive 
Bladder Cancer May Have a Worse Prognostic Impact in cT2-4aN0M0 Bladder Cancer Patients Treated With 
Radical Cystectomy. Clinical genitourinary cancer. 2018;16（5）:e969-e76.

⑥ Yasumizu Y, Hongo H, Kosaka T, Mikami S, Nishimoto K, Kikuchi E, et al. PKM2 under hypoxic environment 
causes resistance to mTOR inhibitor in human castration resistant prostate cancer. Oncotarget. 2018;9
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（45）:27698-707.
⑦ Nakai Y, Inoue K, Tsuzuki T, Shimamoto T, Shuin T, Nagao K, et al. Oral 5-aminolevulinic acid-mediated 

photodynamic diagnosis using fluorescence cystoscopy for non-muscle-invasive bladder cancer: A multicenter 
phase III study. International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association. 2018;25

（8）:723-9.
⑧ Todo M, Shirotake S, Nishimoto K, Yasumizu Y, Kaneko G, Kondo H, et al. Usefulness of Implementing 

Comprehensive Pharmaceutical Care for Metastatic Renal Cell Carcinoma Outpatients Treated with Pazopanib. 
Anticancer research. 2019;39（2）:999-1004.

⑨ Kometani M, Yoneda T, Aono D, Karashima S, Demura M, Nishimoto K, et al. Impact of aldosterone-producing 
cell clusters on diagnostic discrepancies in primary aldosteronism. Oncotarget. 2018;9（40）:26007-18.

⑩ Nishimoto K, Hayashi T, Araki K, Seki T, Yasuda M, Umakoshi H, et al. Prediction of adrenal pathology in patients 
with primary aldosteronism.  EAU2019; 2019.3.15; Barcelona, Spain2019.

英文論文 （15 件） （1-4, 20, 24, 27, 30, 38, 40, 42-46）
　業績参照
和文論文 （9 件） （6, 9, 47-52）
　業績参照
国際学会発表 （7 件） （4, 25, 26, 29, 41, 43）
　業績参照
国内学会発表 （33 件） （8, 10-12, 15-19, 21-23, 32-37, 39, 53-66）
　業績参照

【総数：論文 24 件，学会発表 40 件，講演 14 件】
6-2．獲得研究費

1. 文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 27 年度～平成 30 年度
体細胞変異に着目したアルドステロン産生細胞クラスターの病変進展メカニズムの解明
研究代表者：西本　紘嗣郎　　交付額：700,000 円

2. 文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 29 年度～平成 31 年度
体細胞モザイシズムを呈する原発性アルドステロン症の病変・病型形成機構の解明
研究分担者：西本　紘嗣郎　　交付額：100,000 円

3. 文部科学省科学研究費若手研究 B：平成 29 年度～平成 30 年度
メタボロミクスの観点からみた核医学分子イメージングによる腎腫瘍画像診断の検討　研究代表者：城武　卓　
交付額：1,500,000 円

4. 厚生労働科学研究費（難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業））：平成 30 年度
副腎ホルモン産生異常に関する調査研究
研究分担者：西本　紘嗣郎　　交付額：400,000 円

5. 文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 30 年度～平成 32 年度
高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組織内照射に関する前向き研究
研究代表者：小山　政史　　交付額：1,300,000 円

6. 文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 30 年度～平成 32 年度
ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロン症の新規治療戦略
研究代表者：西本　紘嗣郎　　交付額：1,050,000 円

7. 埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：平成 29 年～平成 31 年 
リプログラミング療法に着目した腎癌の新規治療戦略の確立
研究代表者：城武　卓　　交付額：1,500,000 円

8. 埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：平成 29 年～平成 30 年 
GEP100-Arf6-AMAP1 pathway 制御による前立腺癌浸潤形質の制御
研究代表者：金子　剛　　交付額：2,000,000 円

9. 埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：平成 29 年～平成 30 年 
高リスク前立腺癌の治療戦略
研究代表者：近藤　秀幸　　交付額：700,000 円

10. 埼玉医科大学国際医療センター「学内グラント」：平成 29 年～平成 30 年 
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腎癌細胞における NF － kB 活性化と時計遺伝子の関連
研究代表者：岡部　尚志　　交付額：500,000 円

11. 埼玉医科大学国際医療センター「学内グラント」：平成 29 年～平成 30 年
リプログラミング療法に着目した腎癌の新規治療戦略の確立
研究代表者：近藤　秀幸　　交付額：500,000 円

6-3．受賞
2019 年 3 月：European Urology Best poster award （EAU19） Prediction of adrenal pathology in patients with

primary aldosteronism （西本）
6-4．特許，実用新案

該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

第 81 回日本泌尿器科学会埼玉地方会学術集会，2019 年 2 月 16 日

7．自己点検・評価
教育

ログブック，ルーブリック評価の記載は十分行えた．しかし，3 病院の泌尿器科で教育内容，評価が統一されてい
るとは言えない．3 病院共通評価が行えるよう，連携を強化する予定である．
研究

現在，上述の 5 つのプロジェクトが進行中である．全体として順調に進行よくしており，論文執筆数と学会発表
数はいずれも目標を超えて行われている．今後も同様に継続する予定である．
診療

臨床においては，限局性前立腺癌への放射線治療症例，筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘術や各種腹腔鏡手術の
症例，および転移性腎細胞癌・尿路上皮癌に対する新規免疫療法症例の増加が目覚ましかった．外来，入院における
患者数や手術症例数のみならず，それらの診療経験に基づいた論文報告も増加傾向にあった．一方で，引き続き地域
連携をさらに強化し，院内においても他診療科やコメディカルとの連携を密にし，常に医療安全に留意していかなけ
ればならない．
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3．22）耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）

1．構成員
菅澤　正（SUGASAWA, Masashi）： 教授：運営責任者，診療部長，教育主任，研究副主任，代表指導教員（大学院）：
 頭頸部腫瘍，内耳生理：医学博士
中平光彦（NAKAHIRA, Mituhiko）： 准教授：副診療科長，副教育主任，指導教員（大学院）：頭頸部腫瘍，喉頭機能外科：
 医学博士
蝦原康宏（EBIHARA, Yasuhiro） 講師：研修担当医長，医療安全対策室副室長：頭頸部腫瘍
小柏靖直（KOGASHIWA, Yasunao） 講師：病棟医長，研究主任，指導教員（大学院）：頭頸部腫瘍：医学博士
井上　準　　（INOUE, Hitoshi）： 助教：専門医員：頭頸部腫瘍
久場潔実（KUBA, Kiyomi）： 助教：専門医員：頭頸部腫瘍
林　崇宏　　（HAYASHI, Takahiro） 助教：専門委員：頭頸部腫瘍
星野文隆（HOSHINO, Fumitaka）： 助教：医員　30 年 7 月より
榎木祐一郎　（ENOKI, Yuuichirou）： 助教：専門医員：口腔外科
林　直樹　　（HAYASHI, Naoki）： 助教：医員：口腔外科　
南　和彦　（MINAMI, Kazuhiko）： 非常勤講師
岩崎良恵　（IWASAKI, Yoshie）： 非常勤医員：口腔外科
髙松俊輔　（TAKAMATU, Shunsuke） 大学院研究生

2．教育
2-1．目的，目標
　本診療科は，本邦 2 番目に成立した頭頸部腫瘍外科学専門講座である．当科では頭頸部外科学関連領域である咽頭，
喉頭領域の教育も併せて行っている．学部学生教育は上記の頭頸部腫瘍学，喉頭，咽頭及び甲状腺外科を担当している．
又，附属 3 病院中唯一の耳鼻咽喉科専門医，頭頸部がん専門医，及び気管食道科専門医認定教育施設として，後期
研修医に対する耳鼻咽喉科専門医教育，専門医取得後の頭頸部癌専門医，気管食道専門医獲得のため，研修教育を行っ
ている．日本耳鼻咽喉科学会専門医制度では，当科の診療の特殊性から基幹施設ではなく，連携施設として，埼玉医
科大学病院，埼玉医科大学総合医療センター，東京大学，帝京大学，国立国際医療研究センター，亀田病院の研修プ
ログラムに参加している．
最終目標は，頭頸部癌専門医を取得し，標準的頭頸部がん治療を実践でき，臨床研究を企画推進する能力を持つ指導
的医師を養成することである．
2-2．教育内容（担当者）：菅澤，中平，蝦原，小柏，井上，久場
　学生講義：耳鼻咽喉科系統講義中，頭頸部腫瘍学，咽頭科学，喉頭科学，内分泌ユニット中の甲状腺腫瘍及び腫瘍
内科学のうち頭頸部癌を担当した．
臨床実習：国際医療センターでは，扁桃炎，中耳炎，副鼻腔炎等の国試ガイドラインに含まれる耳鼻咽喉科コモンディ
ジースを体験することは不可能であることから，耳鼻咽喉科の BSL 受け入れは中止し , 選択科目の一部としてとして
外科系に興味ある学生を中心に年間 10 数名ほどの学生を受け入れている．又，大学病院耳鼻咽喉科 BSL の学生に対
して週 1 回金曜日，頭頸部外科の手術実習を行った．手術実習を通じて再建手術を中心に頸部郭清術，喉頭全摘術
などを中心とする頭頸部外科の基本術式を供覧し，頸部機能解剖，頭頸部癌治療における機能温存治療の重要性を教
育した．BSL 中，担当症例を決め，症例報告，プレゼンテーションの指導を行った．当科の実習を通じて，耳鼻咽喉
科は外科の一分野であることを再認識させると共に，神経耳科，アレルギー分野なども含む，耳鼻咽喉科学の多様性
を認識させることができた．
卒後教育：
　耳鼻咽喉科専門医教育の一環として，頭頸部外科学の研修及び，専門医取得後の頭頸部癌専門医研修を担当した．
　合同カンファとして放射線カンファ（放射線腫瘍科，口腔外科）多職種カンファ（，看護師，病棟薬剤師，言語聴
覚士，理学療法士），頭頸部病理カンファ（病理診断科，画像診断科），死亡症例カンファを定期的に開催すると共に，
科内で抄読会，病棟カンファ，新患検討カンファ，リサーチカンファを開催した．
　また，積極的に学会発表を指導し，論文投稿を勧めているが，未だ十分ではない．学位希望者に対しては，臨床研
究を指導し基礎研究課題を与えた．教員研究棟 7F ブースを確保し，基礎研究設備を充実させた．
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　学内外で開催される，指導医研修，研究技術講習会，鼻内視鏡手術セミナー，頭蓋底解剖セミナー等に当科若手を
積極的に参加させた．
　後期耳鼻咽喉科研修の一環として，後期研修医を交代で喉頭機能外科研修の為，国立国際医療センターに 1 年間
の予定で派遣してきた．新専門医制度導入後も制度の枠組み内で継続予定である．
　がん治療認定医，頭頸部がん専門医など 2 階建て部分の専門医取得を目標として，研修プログラムを作成しており，
現在まで，2 名が取得している．頭頸部癌専門医取得後希望者には，がんセンター，癌研等での研修機会を与えてお
り，現在がんセンター中央病院で 1 名出向中である．
大学院教育
　現在大学院生の在籍はない．教育研究棟 7F の研究室の整備は終了し，ゲノム研などの基礎分野との協力の下，後
期研修医を中心に様々な , 基礎臨床研究が開始されている．非常勤医員 1 名，大学院研究生が 1 名在籍しており，論
文博士による，学位取得を目指し臨床研究を行っている．
2-3．達成度
　教育制度改革に伴い，当科の選択科目者 BSL の方針も変更を要する．見学から参加型の実習へカリキュラムの修
正中であるが，耳鼻咽喉科頭頸部外科学の系統的な知識不足のため，1 週間では患者を総合的に診察，評価するに至
らず，ファイバーなどの基本手技の習得にとどまっている．クルズスを充実させ，学生にニーズに応えたい．手術見
学のみでは，十分な理解を得ることが困難であり，引き続き資料等の整備をすすめる必要がある．幸い学生 BSL 評
価では 3 病院でも best3 に入る高評価であった．
今後も希望者に対して，国内外の臨床あるいは研究セミナーに，積極的に若手医師を参加させたい．
2-4．自己評価と次年度計画
　埼玉医科大学で頭頸部外科診療，教育を行っているのは当科のみであり，大学病院，川越医療センター所属の初期
研修医間の交流も含めて，頭頸部外科を主題とした，研究会を適宜開催予定である．
新専門医制度開始と共に，後期研修中に当科での 1 年前後の研修を義務化し，3 病院の交流が現実化した．
　本園度も入局者希望者が無く，積極的に当科の特異性，おもしろさをクラークシップ学生，初期研修医にアピール，
後期研修医獲得に努めたい．
　基幹施設として，頭頸部外科に特化した，耳鼻咽喉科専門医養成プログラム実現可能について，検討中である．

3．研究
3-1．目的，目標
　頭頚部癌治療のエビデンスを確立するための臨床研究を中心に，新しい治療法，検査法を開発し，頭頸部外科領域
で世界に情報を発信できる施設を目指している．
3-2,3．研究グループ，研究内容と達成度
　臨床が極めて多忙で，新規の研究テーマの確立は困難であったが，昨年に引き続き下記の臨床研究テーマを継続し，
新たな前向き研究も開始されている．又日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）に参加が認められた．

頭頸部癌治療の標準化：菅澤，中平，蝦原，小柏，南
頭頸部深部領域への外科的アプローチの改良：菅澤，蝦原，南
機能温存治療（超選択的動注の導入，化学放射線療法の意義，内視鏡治療）：菅澤，中平，南，久場，大庭，井上，
榎木
化学放射線療法後救済手術の合併症の軽減：菅澤，久場，井上
高齢者頭頚部癌症例の低侵襲治療：菅澤，南，高松，久場，井上
口腔がんに対するセンチネルリンパ節生検の有用性（厚生労働省班研究に参加）：菅澤，松村，榎木
頭頸部癌機能画像診断法の評価：菅澤，中平，蝦原，小柏，南，松村，久場，大庭，井上
頭頸部癌がんと papilloma virus 感染：菅澤，中平，蝦原，小柏，南，久場，大庭，井上
頭頸部癌に対する免疫チェックポイント阻害剤効果予測因子の探索：菅澤，小柏，井上，久場
内視鏡による頭蓋底手術の新展開：菅澤，南
頭頸部がんにおける NLR の有用性の確認とその意義：菅澤，蝦原，小柏，南，久場，榎木
遺伝子メチル化と抗がん剤感受性の相関：菅澤，小柏，井上
頭頸部癌治療前の栄養法による全身性炎症に対する影響と予後・合併症に関する研究 ：菅澤，小柏，榎木
セツキシマブ効果予測因子の解明：菅澤，小柏，井上
舌癌の術後補助療法の適応に付いて：菅澤，蝦原，榎木，林直樹
簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リスク分類確立と病態解析：菅澤，蝦原，榎木，林　直樹
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3-4．自己評価と次年度計画
　研究室の整備はほぼ終了した，基礎実験を行える設備の設置が完了し，免疫染色，遺伝子解析を中心に多くの基礎
研究の種がまかれ，進行中である．
　今後は JCOG などの国内共同研究にも参加し，本領域の進歩に貢献したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　頭頸部腫瘍科の存在も確立し，周辺のみならず，近県からも多数の症例が紹介され，北関東の頭頚部癌治療のセン
ターとして活動している．新患総数 943 名で，新規入院患者数 696 名，手術件数は 431 件であった．この数字は全
国的に見ても上位にランクされる実績である．長期入院を必要とする患者が増加しており，現状の病床数での運営は
限界であり，病診連携の確立が急務である．　マンパワーを充実させ，先進医療，臨床試験に積極的に取り組み，大
学病院として頭頸部癌治療の EBM 確立を目指している．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
　菅澤　正：
　　大学評価学位授与機構医学系　専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
　菅澤　正：
　　日本気管食道科学会会報 編集委員
　　Auris Nasus Larynx 査読委員
　　Onco target 査読委員
　　International Journal of Clinical Oncology（IJCO） 査読委員
　　日本耳鼻咽喉科学会会報 査読委員
　　日本音声言語学会 査読委員
　　頭頸部癌　 査読委員
　　頭頸部外科 査読委員
　　喉頭科学会 査読委員
　　口腔咽頭学会 査読委員
5-3．その他　社会あるいは医学貢献に関わる業務
　菅澤　正
　　社会保険支払基金審査員，専門委員
　　日本頭頸部外科学会理事，評議員
　　　　　　　　　　　　　　専門医制度委員会委員長
　　日本頭頸部癌学会理事
　　　　　　　　　　会則検討委員会委員長
　　2021 年度頭頸部癌学会会長
　　日本頭蓋底外科学会理事
　　日本耳鼻咽喉科学会評議員
　　日本耳鼻咽喉科学会埼玉地方会常任理事　　
　　日本喉頭科学会評議員
　　2020 年度喉頭科学会会長
　　日本耳鼻咽喉科感染症学会評議員
　　日本気管食道科学会評議員
　　日本口腔咽頭学会評議員
　　日本癌治療学会評議員
　　日本癌治療学会プログラム委員
　　日本鼻科学会評議員
　中平光彦
　　日本頭頸部癌学会評議員
　　日本耳鼻咽喉科学会埼玉地方会非常任理事
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　小柏靖直
　　日本頭頸部外科学会　利益相反委員会委員
　　　　　　　　　　　　倫理委員会委員
　　日本頭頸部癌学会　選挙管理委員会
　蝦原康宏
　　日本頭頸部外科学会　専門医制度委員会委員

6．業績
6-1．論文，学会発表

論文 , 分担執筆 16 編（内英文 2 編），学会研究会発表 30
代表論文 10 編
①南　和彦 , 久場潔実 , 井上　準 , 小柏靖直 , 蝦原康宏 , 中平光彦 , 菅澤　正．鼻副鼻腔悪性腫瘍に対する鼻内内視

鏡下腫瘍切除術の検討．頭頸部外科 28:127-135,2018 
②南　和彦 , 久場潔実 , 井上　準 , 菅澤　正．放射線治療後の総頸動脈仮性動脈瘤が破裂した下咽頭癌例． 耳鼻咽

喉科臨床 111，687-692，2018
③高松俊輔 , 南　和彦 , 菅澤　正．高齢頭頸部がん患者の現状と治療 75 歳以上の症例について．日本耳鼻咽喉科

学会会報 121，1079-1087，2018
④菅澤　正．高齢者頭頸部がんの取り扱い．日本耳鼻咽喉科学会会報 121，946-949，2018
⑤ 菅 澤　 正， 南　 和 彦．【 私 は こ う し て い る - 鼻 科 手 術 編 】 各 種 疾 患 に 対 す る 手 術　 鼻 腔 癌， 篩 骨 洞 癌．

JOHNS34,1337-1340,2018
⑥南　和彦，菅澤　正，難治性髄液鼻漏に対する鼻内内視鏡下髄液鼻漏閉鎖術例．日本鼻科学会会誌 57，46-52，

2018
⑦南　和彦，大庭　晋，久場潔実，井上　準，小柏靖直，蝦原康宏，中平光彦，菅澤　正．：鼻内内視鏡下手術に

おける内頸動脈損傷に対する対応．頭頸部外科 27 . 295-300，2018
⑧ Kogashiwa Y, Inoue H, Kuba K, Araki R, Yasuda M, Nakahira M, Sugasawa M.

Prognostic role of epiregulin/amphiregulin expression in recurrent/metastatic head and neck cancer treated with 
cetuximab.　 Head Neck. 2018 Nov;40（11）:2424-2431.

⑨ Sano Y, Kogashiwa Y, Araki R, Enoki Y, Ikeda T, Yoda T, Nakahira M, Sugasawa M.
Correlation of Inflammatory Markers, Survival, and COX2 Expression in Oral Cancer and Implications for 
Prognosis.  Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Apr;158（4）:667-676.

⑩ Ebihara Y, Yoshida S, Nakahira M, Kogashiwa Y, Enoki Y, Kuba K, Inoue H, Minami K, Yasuda M, Sugasawa M.: 
Importance of tumor budding grade as independent prognostic factor for early tongue squamous cell carcinoma. 
Head Neck. 2019 Jun;41（6）:1809-1815

6-2．獲得研究費
蝦原康宏
　H30 基盤研究（C） 17K11404　　110 万円
　簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リスク分類確立と病態解析
小柏靖直
　H30 基盤研究（C） 17K11405    80 万円
　Liquid biopsy による頭頸部がんに対する cetuximab の効果予測
中平光彦
　H30 基盤研究（C） 17K11406    80 万円
　骨吸収抑制，癌免疫エディティングを考慮した新規歯肉癌治療の開発に向けた研究
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　2018 年 11 月 1 日
　　北関東頭頸部がん研究会　（大宮）　　　主催（代表世話人）
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　2018 年 9 月 20 日
　　埼玉頭頸部がん研究会　　（大宮）　　主催（代表世話人）

7．自己点検・評価
　大学病院屈指の症例数を生かした臨床研究も盛んとなり，成果も上がってきたが，多忙のため生かし切れていない．
マンパワーの充足をはかり，今後研究，教育活動に力を注いでいきたい．研究室等の研究基盤作りは完成し，現在多
くの基礎臨床研究が展開中である．
　先進医療にも取り組んでおり，現在我が国で施行されている，ダヴィンチ以外の頭頚部癌治療手技のほぼ全てを施
行可能で，患者に応じた適切な医療を選択している．今後，当院の特徴を強く打ち出し，新たな情報発信が今後の発
展のため不可欠である．
又，2020 年度喉頭科学会，2021 年度頭頸部癌学会主催校として，準備に入っている．
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3．23）産婦人科（婦人科腫瘍科）

1.	構成員
藤原恵一 （FUJIWARA, Keiichi）教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：　婦人科腫瘍学・婦人科手術・
　　　　　　　　　　　　　   癌臨床試験：博士
長谷川幸清 （HASEGAWA, Kosei）教授：研究主任：指導教員（大学院）：婦人科腫瘍学・癌免疫・遺伝子治療：博士
吉田裕之 （YOSHIDA, Hiroyuki）准教授：教育主任：指導教員（大学院）：医局長・研修医担当　産婦人科学，婦人科腫瘍学：
　　　　　　　　　　　　　　博士
西川忠曉 （NIHIKAWA, Tadaaki） 助教：婦人科腫瘍学・外来医長，がんプロ大学院生
藪野　彰 （YABUNO, Akira）　助教：婦人科腫瘍学・病棟医長
三輪真唯子 （MIWA, Maiko）　助教：婦人科腫瘍学
小笠原仁子 （OGASAWARA, Aiko）　助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
佐藤　翔 （Satoh, Sho） 助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医，がんプロ大学院生，University of Pennsylvania
　　　　　　　　　　留学より帰国（平成 30 年 10 月 1 日付け）
佐藤雅和 （SATO, Masakazu）　助教（臨床フェロー）：産婦人科学　日本婦人科腫瘍学会修練医
花岡美枝子 （HANAOKA, Mieko） 助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
新谷大輔 （SHINTANI, Daisuke）　助教：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医，がんプロ大学院生
川嶋直之 （KAWASHIMA, Naoyuki） 専攻医（産婦人科）
黒崎　亮 （KUROSAKI, Akira） 非常勤講師：婦人科腫瘍学 : 博士　厚生労働省出向中
鈴木幸雄 （SUZUKI, Yukio）　非常勤：横浜市立大学より派遣，婦人科腫瘍学，博士

2．教育
2-1．目的・目標

婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）として，産婦人科の婦人科腫瘍以外の分野を担当する埼玉医科大学病院の産
婦人科と綿密な連携のもとで，婦人科悪性腫瘍に特化した教育を担当する．

卒然教育の目標は，婦人科悪性腫瘍全般知識と主たる疾患（子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌，外陰癌，絨毛癌など）の病態・
疫学・診断・治療に関する知識を体系的に理解させることにある．また，婦人科悪性腫瘍に対する手術療法を遂行す
るに必要な解剖を講義・BSL を通じて理解させる．

卒後教育では，婦人科悪性腫瘍患者の診断治療を担当し，それぞれの技量を高めることを目標とする．特に後期研
修医は日本産科婦人科学会専門医，修練医は日本婦人科腫瘍学会専門医取得に必要な教育カリキュラムを達成するこ
とを目標とする．
2-2．教育内容

藤原，長谷川，吉田が全体講義を，長谷川，吉田，西川，藪野，三輪，小笠原，矢野，新谷が BSL を担当している．
BSL は埼玉医科大学病院産婦人科をローテーションしているグループが，婦人科腫瘍科の手術を見学するという形を
とっている．後期研修医の教育には，藤原長谷川，吉田，藪野，三輪，小笠原，矢野が，婦人科腫瘍学会専門医修練
医の教育には藤原，長谷川，吉田，西川が当たった．
2-3．達成度

卒前教育では，産婦人科全体の BSL 期間が 2 週間という短期間であり，当科へのローテーションはわずか 2 日の
ため婦人科腫瘍を系統的に教育することが困難であった．一方今年度は 5 年生の CC に 6 名が参加し，充実した実習
が可能となった．

卒後教育では，小笠原が婦人科腫瘍専門医の認定を取得した．引き続き，花岡，佐藤（翔），佐藤（雅和），新谷が，
婦人科腫瘍学会専門医取得を目指す修練医として研修している．

川嶋は専攻医として，産婦人科専門医取得を目指す．
佐藤は，がんプロフェッショナル養成プラン大学院生として大学院を卒業し学位が授与された．大学病院産婦人科

所属の卒後 3 年前後の後期研修医のローテーションは順調に遂行されている．これら臨床経験が劣る後期研修医の
トレーニングには長谷川，吉田，黒崎，西川，藪野，小笠原，花岡，佐藤，新谷が中心となって当たった．
2-4．自己評価と次年度計画

講義では学生の評価は昨年度と比較して向上している．さらに充実した内容を提供できるように努力したい．BSL
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では短時間ではあるが，手術見学，外来実習を通じて満足な実習であったとの評価を受けている．特に，CC 参加者
が 2 名となったことは，我々が行っている BSL が高く評価されたものと理解している．次年度もさらに充実した教
育を提供していきたい．

卒後教育は，産婦人科医として経験十分のスタッフの高度専門知識と技術の習得に専念すればよいという，恵まれ
た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標

婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

米国 NRG Oncology との国際共同試験
・ GOG213 試験　（プラチナ感受性再発症例に対する Bevacizumab の有用性を検討する，我が国初の先進医療 B 制

度を用いた国際共同第Ⅲ相比較試験）
・ の国際共同第Ⅲ相比較試験）　 
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム（GOTIC）での他施設共同試験
・ GOTIC-001 iPocc 試験（JGOG3019 試験との共同）　藤原が研究責任者として行っている，先進医療 B 制度下で

行われる我が国発のランダム化比較試験．国際共同試験として韓国，シンガポールからの参加を得ている．
・ GOTIC-002 LUFT 試験　（局所進行子宮頸がんに対するケモラジ後の UFT　2 年間内服投与の有効性を検証する

第Ⅲ相比較試験）
・ GOTIC-003 iPLAS 試験　（再発卵巣癌に対するドキシル 40 mg/m2 対 50mg/m2 の有効性・安全性を比較するラ

ンダム化第Ⅱ相試験）
3-3．研究内容と達成度

平成 21 年度に藤原が獲得した厚生労働科研もとに立案していた，カルボプラチンの腹腔内投与の有用性を検証す
る第Ⅲ相比較試験（GOTIC-001 iPocc 試験）は平成 22 年 4 月に先進医療評価委員会で承認され，我が国初の高度医
療評価制度を用いた第Ⅲ相比較試験として遂行されている．症例登録も進み，国際共同試験としての位置づけも確立
させたので，登録が順調に進み，平成 28 年 8 月に 650 例の症例集積を完了した．大学の RA センターの支援も十分
いただけるようになったので，運営が楽になった．これらの試験には，適切なデータマネージメントが必要とされて
いるので，医局雇用の CRC を教育し，業務を担当させている．これらの試験に参加する症例数が激増したため，平
成 22 年 12 月，平成 23 年 3 月に一人ずつ増員し，業務が滞りなく行えるようになった．

トランスレーショナルリサーチ（TR）に関しては，長谷川が中心となって確立した組織バンクの運営も軌道に乗っ
てきた．大学院生とポスドク，研究技術員の尽力により，成果が上がりつつある．また，iPocc 試験に関連した TR
としてシンガポール国立大学との共同研究が順調に遂行されており，今後の発展が期待される．
3-4．自己評価と次年度計画

科内の臨床研究に対するモチベーションは向上してきているが，多忙な診療に加えての研究を遂行するには時間的
に限界を越えており，健全な臨床研究を支援できるインフラ整備が必須である状況は，昨年と変わっていない．医師
定員の見直しを大学にお願いしたい．CRC に関しては，厚労科研をもとに平成 23 年 3 月に雇用した CRC が活躍し
てくれるようになった．

トランスレーショナルリサーチに関しては，長谷川の指導の下，黒崎，西川，新谷が「がんプロフェッショナル養
成プラン」に基づく大学院生として研究が順調に経過している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　開院 12 年目を迎えた婦人科腫瘍科は，婦人科腫瘍に特化した高度先進医療提供を目標に，包括的がんセンターの
一員として他科と共同して婦人科癌の診断治療にあたった．先進医療の開発にも着手し，実績を上げている．診療実
績も我が国有数の症例数を取り扱っており，地域連携も定着してきた．来年度もさらなる飛躍を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　厚生労働省　先進医療評価会議委員
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　藤原恵一
　　Gynecologic Oncology, Editorial Board
　　Journal of International Gynecologic Cancer, Editorial Board
　　American Journal of Obstetrics and Gynecology 査読委員
　　International Journal of Clinical Oncology 査読委員
　　Journal of Clinical Oncology Editorial Board
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　藤原恵一
　　北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム　副理事長
　　米国 NRG Oncology,　Japan, Principal Investigator, Ovarian Committee 委員
　　Gynecologic Cancer InterGroup Chair

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）

① Oda K, Hamanishi J, Matsuo K, Hasegawa K. Genomics to immunotherapy of ovarian clear cell carcinoma: Unique 
opportunities for management.Gynecol Oncol. 2018 Nov;151（2）:381-389. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.09.001. 
Epub 2018 Sep 12. Review.

② Imai Y, Hasegawa K, Matsushita H, Fujieda N, Sato S, Miyagi E, Kakimi K, Fujiwara K. Expression of multiple 
immune checkpoint molecules on T cells in malignant ascites from epithelial ovarian carcinoma.  Oncol Lett. 
2018 May;15（5）:6457-6468. doi: 10.3892/ol.2018.8101. Epub 2018 Feb 21.

③ Hasegawa K, Ikeda Y, Kunugi Y, Kurosaki A, Imai Y, Kohyama S, Nagao S, Kozawa E, Yoshida K, Tsunoda T, 
Nakamura Y, Fujiwara K., Phase I Study of Multiple Epitope Peptide Vaccination in Patients With Recurrent or 
Persistent Cervical Cancer..J Immunother. 2018 May;41（4）:201-207.

④ Pujade-Lauraine E, Fujiwara K, Dychter SS, Devgan G, Monk BJ. Avelumab （anti-PD-L1） in platinum-resistant/
refractory ovarian cancer: JAVELIN Ovarian 200 Phase III study design. Future Oncol. 2018 Sep;14（21）:2103-
2113. 

⑤ Matsuo K, Takazawa Y, Ross MS, Elishaev E, Yunokawa M, Sheridan TB, Bush SH, Klobocista MM, Blake EA, 
Takano T, Baba T, Satoh S, Shida M, Ikeda Y, Adachi S, Yokoyama T, Takekuma M, Yanai S, Takeuchi S, Nishimura 
M, Iwasaki K, Johnson MS, Yoshida M, Hakam A, Machida H, Mhawech-Fauceglia P, Ueda Y, Yoshino K, Kajiwara 
H, Hasegawa K, Yasuda M, Miyake TM, Moriya T, Yuba Y, Morgan T, Fukagawa T, Pejovic T, Nagano T, Sasaki 
T, Richmond AM, Post MD, Shahzad MMK, Im DD, Yoshida H, Omatsu K, Ueland FR, Kelley JL, Karabakhtsian 
RG, Roman LD. Characterizing sarcoma dominance pattern in uterine carcinosarcoma: Homologous versus 
heterologous element. Surg Oncol. 2018 Sep;27（3）:433-440. doi: 10.1016/j.suronc.2018.05.017. 

⑥ Matsuo K, Ross MS, Yunokawa M, Johnson MS, Machida H, Omatsu K, Klobocista MM, Im DD, Satoh S, Baba 
T, Ikeda Y, Bush SH, Hasegawa K, Blake EA, Takekuma M, Shida M, Nishimura M, Adachi S, Pejovic T, Takeuchi 
S, Yokoyama T, Ueda Y, Iwasaki K, Miyake TM, Yanai S, Nagano T, Takano T, Shahzad MM, Ueland FR, Kelley 
JL, Roman LD.Clinical utility of CA-125 in the management of uterine carcinosarcoma. J Gynecol Oncol. 2018 
Nov;29（6）

⑦ Onishi H, Ishida M, Uchida N, Shintani D, Nishikawa T, Hasegawa K, Fujiwara K, Akechi T.　Subclinical thiamine 
deficiency identified by preoperative evaluation in an ovarian cancer patient: Diagnosis and the need for 
preoperative thiamine measurement. Palliat Support Care. 2018 Aug 31:1-2. 

⑧ Matsuo K, Takazawa Y, Ross MS, Elishaev E, Yunokawa M, Sheridan TB, Bush SH, Klobocista MM, Blake EA, 
Takano T, Baba T, Satoh S, Shida M, Ikeda Y, Adachi S, Yokoyama T, Takekuma M, Yanai S, Takeuchi S, Nishimura 
M, Iwasaki K, Johnson MS, Yoshida M, Hakam A, Machida H, Mhawech-Fauceglia P, Ueda Y, Yoshino K, Kajiwara 
H, Hasegawa K, Yasuda M, Miyake TM, Moriya T, Yuba Y, Morgan T, Fukagawa T, Pejovic T, Nagano T, Sasaki 
T, Richmond AM, Post MD, Shahzad MMK, Im DD, Yoshida H, Enomoto T, Omatsu K, Ueland FR, Kelley JL, 
Karabakhtsian RG, Roman LD. Proposal for a Risk-Based Categorization of Uterine Carcinosarcoma. Ann Surg 
Oncol. 2018 Aug 13.

⑨ Matsuo K, Takazawa Y, Ross MS, Elishaev E, Yunokawa M, Sheridan TB, Bush SH, Klobocista MM, Blake EA, 
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Takano T, Baba T, Satoh S, Shida M, Ikeda Y, Adachi S, Yokoyama T, Takekuma M, Yanai S, Takeuchi S, Nishimura 
M, Iwasaki K, Johnson MS, Yoshida M, Hakam A, Machida H, Mhawech-Fauceglia P, Ueda Y, Yoshino K, Kajiwara 
H, Hasegawa K, Yasuda M, Miyake TM, Moriya T, Yuba Y, Morgan T, Fukagawa T, Pejovic T, Nagano T, Sasaki 
T, Richmond AM, Post MD, Shahzad MMK, Im DD, Yoshida H, Enomoto T, Omatsu K, Ueland FR, Kelley JL, 
Karabakhtsian RG, Roman LD. Significance of Lymphovascular Space Invasion by the Sarcomatous Component in 
Uterine Carcinosarcoma. Ann Surg Oncol. 2018 Sep;25（9）:2756-2766. doi: 10.1245/s10434-018-6547-x. 

⑩ Matsuo K, Yabuno A, Hom MS, Shida M, Kakuda M, Adachi S, Mandelbaum RS, Ueda Y, Hasegawa K, 
Enomoto T, Mikami M, Roman LD. Significance of abnormal peritoneal cytology on survival of women with 
stage I-II endometrioid endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2018 May;149（2）:301-309. doi: 10.1016/
j.ygyno.2018.02.012. Epub 2018 Mar 28.

【論文総数　20，学会発表数　25】
6-2．獲得研究費

藤原恵一
研究開発課題名：進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する腹腔内化学療法確立のための研究（代表）
課題管理番号：18lk0201064h0002
獲得金額 全研究開発費：62,608,000 円 　 直接経費　48,160,000 円（該当年度 21,000，000 円） 　 間接経費  
14,448,000 円
研究開発化第名：がん領域 Clinical Innovation Network 事業による超希少がんの臨床開発と基盤整備を行う総合
研究（分担）
課題管理番号：18lk0201044h0003

長谷川幸清
研究開発課題名：卵巣明細胞線癌におけるネオ抗原および局所権益応答の総合的解析（代表）
課題管理番号：16K11152
研究開発課題名：ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新規治療標的の同定（分担）
課題管理番号：18cm0106502h0003
研究開発課題名：トランスレーショナルリサーチの標準化に関する研究（分担）
課題管理番号：28-A-12
研究開発課題名：卵巣癌における，低酸素関連因子の発現からみた組織型の意義：科学療法抵抗性の分別化
課題管理番号：18K06997

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　埼玉県産婦人科医会婦人科腫瘍研修会

7．自己点検・評価
開設 12 年目として，患者数は順調に増加している．科員人数もそれなりに増員できたが，依然彼らの負担は大きい．

今後，適正な労務管理ができるよう，人材確保に全力を尽くすとともに，引き続き診療，研究補助人員の配置を要望
していきたい．

教育は大学病院産婦人科との連携が充実してきており学生，研修医の満足度も向上してきている．
研究面の体制整備は長谷川の努力により順調に進んでいる．しかし，トランスレーショナルリサーチ，臨床試験の

将来を担う人材育成にはまだまだ時間がかかりそうである．大学，病院の関係部署との連携を強化し，人的資源の共
有など新たな取り組みを試みていく必要性を感じている．次年度はこれらの目標を達成するために業務の改善を行い
さらなる飛躍を目指したい．



臨床医学部門（日高キャンパス）

794

3．24）歯科・口腔外科

1．構成員
坂田康彰（SAKATA, Yasuaki）：准教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：学位論文審査教員（大学院）
　　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学口腔外科兼任；顎変形症：博士

2．教育　
　医学部における歯科医学の習得ならびに口腔外科領域医療の知識と理解を深める
　口腔外科学講義　医学部 4 年　その他，埼玉医大歯科口腔外科に凖ずる

3．研究　
3-1．高度専門病院に特化した国際医療センターの患者さんに対応した口腔ケアの検討．
3-2．周術期口腔機能管理が入院患者の誤嚥性肺炎の発症および予後に与える影響についての多施設研究
3-3．各施設での肺炎発生率等を後方視的に解析中
3-4．次年度も継続して解析

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　現在，術前外来と連携し，周術期口腔機能管理を中心に行っている．今後も，手術予定患者の周術期口腔機能管理
の徹底を図る．

5．その他　
5-1．埼玉県医科歯科連携推進委員会委員．
5-2．該当なし
5-3．該当なし

6．業績
6-1．学会発表　1 件

① e ラーニングを利用した看護教育方法の報告（口腔粘膜炎）
②伊藤順子，坂田康彰　他 2 名　第 15 回日本口腔ケア学会　総会・学術大会　福岡　2017 年
6-2 ～ 5．該当なし

7．自己点検・自己評価
口腔ケア患者に付随した口腔外科疾患の治療は，埼玉医科大学口腔外科で行い対応をしている．患者さんのご協力

も得られ，現在大きな支障はみられないが，本院における診療範囲の拡大と充実を検討している．
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3．25）リハビリテーション科

1．構成員
牧田　茂（MAKITA, Shigeru）：教授：運営責任者 : 研究主任：診療部長：代表指導教員（大学院）：心臓リハ，が

　　　　　　　　　　　　　んリハ：博士
　高橋秀寿（TAKAHASHI, Hidetoshi）：教授：教育主任：診療部長：指導教員（大学院）：脳卒中リハ：博士
　内田龍制（UCHIDA, Ryusei）：講師：研究員，教育員：診療副部長：心臓リハ：博士
　丸山　元（MARUYAMA, Hajime）：講師：研究員，教育員：脳卒中リハ：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
「卒前教育」：リハビリテーション医学を理解し，臨床の場面で必要な知識を習得する．
「卒後教育」：リハビリテーション医学に関連する疾患や合併症を幅広く理解し，リハビリテーション医療に必要な

知識と技術を習得し，リハビリテーション専門医取得を目指す．
「大学院教育」：リハビリテーションに関する理論とその応用を研究し，その学問的修練を極めて，学術業績を積ん

でリハビリテーション医学の発展に寄与する．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」：3 年生に対し講義を 1 回（心臓リハビリテーション：「循環器」のユニット　牧田担当），4 年生に対

し講義を 3 回（リハビリテーションと運動生理：「皮膚 ･ 運動器」のユニット　牧田担当）, （小児のリハビリテーショ
ン：「皮膚 ･ 運動器」のユニット　高橋担当） ,（外傷性脊髄損傷のリハビリテーション：「皮膚 ･ 運動器」のユニット
　高橋担当）行った．5 年生に対しては BSL を大学病院リハビリテーション科ならびに総合医療センターリハビリテー
ション科と共同して行った．国際医療センターの担当は，脳卒中リハ（高橋担当）と運動生理・運動負荷試験である（牧
田，内田担当）．さらに，循環器 BSL カリキュラムに心臓リハビリテーションが導入され，見学型 BSL を実施した（牧
田，内田担当）．
「卒前教育」：3 年生に対し臨床推論ユニット（PBL（問題基盤型学習）形式）のテュータを 2 回（胸痛について：

内田担当）（下血について：高橋担当），4 年生に対し講義を 1 回（社会と医学，地域社会と健康，地域 9 －在宅介
護とケアマネジメント　高橋担当）行った．

3 年生を対象に臨床入門として，リハビリテーション（療法士）の実施場面の見学を実施した．また 2 年生が医師
業務見学として半日リハビリテーション科の診療を見学した．
「卒後教育」，「大学院教育」：今年度該当者はいなかった．
2-3．達成度
「卒前教育」：リハビリテーション医学の概論的知識については修得できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画

目的を十分に達していると判断している．次年度も引き続き，大学病院リハビリテーション科および総合医療セン
ターリハビリテーション科と共同して教育カリキュラムを実施していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

がん，脳卒中，心臓病に対する高度専門領域に特化した救命救急医療を提供する当院において，高度の医療水準を
満たしたリハビリテーションを提供していく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・心臓リハビリテーションの効果に関する研究（牧田，内田）
・がんのリハビリテーション（牧田，内田）
・ノルディックポールの脳卒中患者への効果についての臨床的研究（高橋）
・急性期脳卒中患者に対するコミュニケーションロボットを開発（高橋）
3-3．研究内容と達成度

心臓リハビリテーションにおいては，作業療法士や言語聴覚士をスタッフに加え，ADL 障害や嚥下障害ならびに
認知機能障害に着目して介入していくことを開始した．とくに高齢心不全患者や左室補助人工心臓患者に重要である
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と考えている．トレーニング方法の開発も手掛けている．また，がんのリハビリテーションでは，肺がん・食道癌周
術期リハビリテーションに加えて，造血器腫瘍，乳腺腫瘍，頭頸部腫瘍と骨軟部腫瘍の領域において，新たな取り組
みを開始した．脳卒中のリハビリテーションでは，脳卒中センターにおける各科診療医師と協力し，急性期の脳卒中
リハビリテーションにおけるコミュニケーションロボットとノルディックポールの患者さんへの応用を開始した．
3-4．自己評価と次年度計画

自己評価：全体的に「良」であると考える．
次年度計画としては，現在の研究内容をさらに発展させていく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　心臓リハビリテーション実施件数は，2018 年心臓内科は 691 件，心臓血管外科は 537 件であった．多発外傷を
含む救命救急関係では 666 件の新規リハビリテーションを行った．がん関係では周術期リハビリテーションや造血
幹細胞移植患者の予防的リハビリテーションを含み計 1359 例を実施した．
　脳卒中のリハビリテーションでは 1428 名を実施した．内訳は，脳梗塞 436 名，脳出血 266 名，くも膜下出血 266 名，
その他の脳血管障害 346 名，その他 297 名であった．年齢別では 70 歳代が最も多かった．発症からリハビリ開始
までの日数は 0.66 日で，脳卒中ガイドライン 2015 が推奨する 2 日以内の実施を達成することができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　臨床スポーツ医学会誌編集委員（牧田）
　日本リハビリテーション医学会誌，外部査読委員（高橋）
　Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science，外部査読委員（高橋）　
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本心臓リハビリテーション学会理事（牧田），日本臨床スポーツ医学会監事（牧田），日本運動療法学会理事（牧
田），日本体力医学会評議員（牧田），日本リハビリテーション医学会代議員（高橋），日本リハビリテーション医学
会脳性麻痺治療ガイドライン委員長（高橋），日本運動療法学会理事（高橋），日本脊髄障害医学会保険担当委員（高
橋），日本高度先進リハビリテーション医学会理事（高橋），日本ノルデックウォーク学会理事（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1. 論文

① Fukata K, Amimoto K, Sekine D, Ikarashi Y, Fujino Y, Inoue M, Inoue M, Ishihara S, Takahashi H, Makita S. Test-
retest reliability of and age-related changes in the subjective postural vertical on the diagonal plane in healthy 
subjects. Atten Percept Psychophys. 2018 Nov 16. [Epub ahead of print] DOI: 10.3758/s13414-018-1627-3.

②小林陽平，藤野雄次，牧田　茂，竹田浩明，福原弘之，長田正章：急性期脳血管障害患者における歩行予後予測
モデルの交差妥当性―当院での検討―，理学療法学 45（4）: pp243-247, 2018

6-1-2．学会発表
③ Shigeru Makita: Cardiac rehabilitation in Japan: methods and results. Joint session with the Japanese Association 

of Cardiac Rehabilitation 「Cardiac rehabilitation: from hospital to community」, EuroPrevent2018,EAPC, 
20.April,2018, Ljubljana, Slovenia

④ Shigeru Makita, Ryusei Uchida, Tomoaki Matuo: High intensity interval training in patients with coronary heart 
disease. International symposium of sports medical science of persons with impairements in Wakayama 2018, 
23.Sept.2018, Wakayama

⑤ Takahashi H: Electrical diagnosis using myoelectric potential electromyogram-Hand-on Seminar-. Annual 
National Rehabilitation conference in Myanmar, October 2, 2019, Yangon, Myanmar.

⑥ Takahashi H,　Maruyama H, Makita S:  The effect of Nordic pole walking for chronic stroke hemiplegia. 13th 
ISPRM, June 9-13, Kobe, Japan.

⑦ Maruyama H, Takahashi H, Makita S: The effect of Nordic walking in hemiplegic patients with chronic phase 
stroke. European Congress of Neuro Rehabilitation 2019, Oct 9-12, 2019, Budapest, Hungary. 
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6-1-3．著書
　⑧心不全に関するリハビリテーション医学・医療の進歩．
　　牧田　茂
　　「リハビリテーション医学・医療のすべて」医学のあゆみ 264:1237-1240,2018 
　【総数：論文 3 件，学会発表 29 件，講演 7 件，著書 2 件】
6-2．獲得研究費

①牧田茂：AMED 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業「慢性心不全患者に対する関する多職種介
入を伴う外来・在宅心臓リハビリテーションの臨床的効果と医療経済効果を調べる研究」主任研究者　磯部光章
　分担研究者 39 万円（直接経費 30 万円）

②牧田茂：文部科学省科学研究費　挑戦的萌芽研究「心疾患を発症した労働者の早期社会復帰を目的とした新しい
運動療法の開発」研究代表者　松尾知明　研究分担者 60 万円 IRB 申請「心疾患患者のための新しい運動療法の
開発

③高橋秀寿：平成 31 年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業 - ミャンマー国リハビリテーショントレーニング拠点
における - 日本製医療機器販売促進事業プロジェクト名 -. 補助対象経費 55,77 万円，管轄団体：一般社団法人
Medical Excellence JAPAN，経済産業省

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

①第 37 回日本臨床運動療法学会学術集会　大会長，2018 年 9 月 1 日，2 日　大妻女子大学千代田キャンパス，
東京

②第 19 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー　運営，シンポジウム「心臓リハビリテーションにおける筋肥大・
代謝のメカニズム」，2018 年 4 月 28,29 日　国際医療センター 30 周年記念講堂

③第 7 回埼玉県がんリハビリテーション研修会，埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員会　委員長とし
て企画・運営，2018 年 8 月 25 日，26 日　ウエスタ川越

④第 28 回看護士・コメディカルのための FIM（機能的自立度評価法）講習会，代表として企画，運営，2019 年
2 月 17 日，ウエスタ川越

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても目標はほぼ達成された．心臓リハビリテーション，がんリハビリテーション，

脳卒中リハビリテーションともに患者数が増えるとともに新たな課題に向かって挑戦しており，病院経営に貢献して
いるといえる．
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3．26）麻酔科（麻酔科・集中治療科）

1．構成員
　北村　晶（KITAMURA, Akira）：教授：運営責任者：診療部長（麻酔科）：臨床麻酔：博士
　古田島太（KOTAJIMA, Hutoshi）：教授：診療部長（集中治療科）：集中治療：博士
　辻田美紀（TSUJITA, Miki）：准教授：教育主任：小児心臓麻酔：博士
　中川秀之（NAKAGAWA, Hideyuki）：准教授：研究主任：心臓血管麻酔：博士
　市川ゆき（ICHIKAWA, Yuki）：講師：医員：心臓血管麻酔
　釜田峰都（KAMATA, Mineto）：講師：医員：小児心臓麻酔
　佐々木陽子（SASAKI, Yoko）：助教：医員：臨床麻酔
　大野聖加（ONO, Seika） : 助教：医員：臨床麻酔
　伊藤一志（ITOU, Kazushi）：助教：医員：臨床麻酔
　関口淳裕（SEKIGUCHI, Atsuhiro） : 助教：医員：臨床麻酔
　能美隆臣（NOUMI, Takaomi） : 助教：医員：臨床麻酔
　足立佳也（ADACHI, Yoshiya） : 助教：医員：臨床麻酔
　黒木将貴（KUROKI, Masataka）：助教：医員：臨床麻酔
　斎藤はるか（SAITO, Haruka）：助教：医員：臨床麻酔
　内田賢太郎（UCHIDA, Kentaro）：助教：医員：臨床麻酔
　大鹿博之（OOSIKA, Hiroyuki）：助教：医員：臨床麻酔
　以上 16 名のほか，非常勤医師あり

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　麻酔科学は呼吸，循環管理のみならず，術後患者や重症患者の集中治療管理および急
性，慢性疼痛の治療を対象とする総合臨床医学である．それは生理学，薬理学，解剖学，
精神心理学を基礎としており，その臨床応用という面からの理解が講義の目的である．
2-2．教育内容（担当者）
　4 年生で ｢ 診療の基本 ｣ に含まれる系統講義は，大学病院，総合医療センターと協同して，国際医療センターから
は北村が分担した．5 年生におけるＢＳＬでは大学病院麻酔科と連携して，臨床に直結した教育を目標として，種々
の手技の施行，心臓麻酔，周術期管理などに積極的に参加させた．問題解決能力の養成と技能の習得を基本に教育を
行っている．　
2-3．達成度
　大学病院麻酔科と合同で 4 年生には麻酔科独自の試験を，5 年生ＢＳＬおよびクリニカルクラークシップにはレ
ポートおよび口頭試問による評価を行った．6 年生は総合試験，卒業試験に外科系として出題した．
2-4．自己評価と次年度計画
　常勤職員の退職があり日常診療に非常に多忙であったが，可能な限り学生教育に貢献できたと総括している．次年
度はスタッフのいっそうの充実をはかり，教育面では人形を用いた心肺蘇生実習の充実や臨床現場での患者対応と実
習などについて臨床研修医と合同で教育を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院麻酔科と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を
行い，安全で予後の良い全身管理を追及する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後の BIS 脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛薬必要量に及ぼす影響に

関する研究
・全身麻酔薬が，中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究
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-ICG を用いての検討
・完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の

差異に関する研究
・ランジオロールがオフポンプ CABG 中の循環動態に及ぼす影響に関する研究
・自律神経機能が周術期心筋虚血，不整脈に及ぼす影響の解析　　
・気管挿管法の違いによる術後咽頭痛，嗄声への影響
・手術中の糖投与による周術期のインスリン抵抗性への影響
3-3，4．達成度と自己評価
　上記研究プロジェクトにおける進行度について毎月検討会を開き協議しており，データの集積中である．同様に新
しい研究テーマについては随時検討，協議している．しかしながら，診療業務の多忙さがあり，達成度は高くないこ
とを自覚している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　業務の多忙さがあるが，丁寧な仕事と医療安全に留意して活動している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　北村　晶：PMDA 専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Nishizawa D, Mieda T, Tsujita M, Nakagawa H, Yamaguchi S, Kasai S, Hasegawa J, Fukuda KI, Kitamura A, 
Hayashida M, Ikeda K. Genome-wide scan identifies candidate loci related to remifentanil requirements during 
laparoscopic-assisted colectomy. Pharmacogenomics. 2018 Jan; 19（2）:113-127

②吉川博昭 , 西部伸一 , 酒井大輔 , 今西宏和 , 大野聖加 , 小林克江 , 北村晶 . 予定脳神経外科手術における術後早期
高乳酸血症の発症要因 . 埼玉医科大学雑誌 . 2018.08; 45（1）:1-11

③市川ゆき , 中川秀之 , 足立佳也 , 能美隆臣 , 北村晶 . オフポンプ冠動脈バイパス術において心臓脱転時の heart 
positioner の位置が左室形状変化へ及ぼす影響 . 日本心臓血管麻酔学会 第 23 回学術大会 . 2018.9. 東京 

④関口淳裕 , 中川秀之 , 斉藤はるか , 市川ゆき , 北村晶 . POWER FLOW DOPPLER にて上腸間膜動脈血流を判別し
た一例 . 日本臨床麻酔学会 第 38 回大会 . 2018.11. 北九州市

⑤斉藤はるか , 北村晶 , 中川秀之 , 能美隆臣 , 栫井裕子 . 気管支形成術後の患者で挿管困難だった一例 . 日本臨床麻
酔学会 第 38 回大会 . 2018.11. 北九州市

⑥中川秀之 , 足立佳也 , 井手進 , 関口淳裕 , 市川ゆき , 内田賢太郎 , 佐々木陽子 , 北村晶 . CO2 ブロワーによって左
心室内に生じた気泡と気体の心筋内の移動 . 日本臨床麻酔学会第 38 回大会 . 2018.11. 北九州市

⑦能美隆臣 , 西部伸一 , 市川ゆき . オフポンプ冠動脈バイパス手術におけるトロンボエラストグラフィーの変化と
出血予測因子の検討 . 日本臨床麻酔学会 第 38 回大会 . 2018.11. 北九州市

⑧中川秀之 , 斉藤はるか , 関口淳裕 , 市川ゆき , 北村晶 . CT を指標に TEE にて上腸間膜動脈血流を判断した一例 . 
第 65 回埼玉麻酔科専門医会 . 2018.4. さいたま市

⑨斉藤はるか , 辻田美紀 , 足立佳也 , 関口淳裕 , 能美隆臣 , 市川ゆき , 中川秀之 , 北村晶 . 突然の心停止の原因が冠動
脈起始異常であった小児の 2 症例 . 第 65 回埼玉麻酔科専門医会 .2018.4. さいたま市

⑩佐々木陽子 , 中川秀之 , 大野聖加 , 北村晶 . 挿管困難症例に対して McGRATH X-BLADE ○ R が有効だった 1 例 . 
第 66 回埼玉麻酔科専門医会 . 2018.10. さいたま市

【総数：論文 2 件，学会発表 15 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
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6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案

該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
　診療業務が非常に多忙であることさらに教室員の減少がある中で，個々人が結束よく努力した．今後，さらに上記，
教育，研究，診療を総合しての自己，他者評価を行い，次年度改善計画をたてる．
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3．27）（1）救急医学科（救命救急科）

1．構成員
根本　学（NEMOTO, Manabu）：教授，運営責任者，診療部長，教育主任

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共同研究，外傷初期診療の教育・
研究，医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インス
　　　　　トラクター　他

高平修二（TAKAHIRA, Shyuji）：講師（兼担：腎臓内科），副診療部長，専門医員，教育員，研究員
救急医学全般，院外心肺停止例の蘇生に関する多施設共同研究，救急疾患における血液浄化法の研究，医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医，日本内科学会認定医，日本腎臓学会専門医，ICLS ディレクター，JATEC イ
　　　　　ンストラクター，日本内科学会 JMECC ディレクター他

大原泰宏（OOHARA, Yasuhiro）：講師（兼担：消化器・一般外科），専門医員，教育員，研究員
消化器外科，急性期外科治療（Acute car surgery），一般外科，医学博士
主な資格：日本外科学会専門医，JATEC インストラクター　他

大谷義孝（OHYA, Yoshitaka）：助教，専門医員，教育員，研究員
救急医学全般，外傷外科，災害医療
主な資格：日本救急医学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー，ICLS インストラクター，日本 DMAT 隊員　他

吉川　淳（KIKKAWA, Jun）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員
骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー

野村侑史（NOMURA, Yuushi）：助教，専門医員，教育員，病棟医長，救急医学全般
主な資格：日本救急医学会専門医，JATEC・JPTEC プロバイダー　他

加藤進太郞（KATO, Shintarou）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員　骨損傷急性期治療，外傷整形外科，
救急一般
主な資格： 日本整形外科学会専門医

岡田信彦（OKADA, Nobuhiko）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員　骨損傷急性期治療，外傷整形外科，
救急一般
主な資格： 日本整形外科学会専門医

杉田修太郎（SUGITA, Shuutaro）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

猿田高志（SARUTA, Takashi）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

足立智子（ADACHI, Tomoko）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： PALS・JATEC・JPTEC プロバイダー　他

伊藤賢太郎（ITO, Kentarou）：助教，（兼担：整形外科），専門医員，教育員　骨損傷急性期治療，外傷整形外科，
救急一般

坂本真希（SAKAMOTO, Maki）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

宮田秀平（MIYATA, Shuhei）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

石上順平（ISHIGAMI, Junpei）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

櫻井純一郎（SAKURAI, Jyunichiro）：助教，専門医員，教育員　救急医学全般
主な資格： JATEC・JPTEC プロバイダー　他

岸田全人（KISHIDA, Yoshito）：救急救命士
プレホスピタルケア，救急隊教育，DMAT 隊員，シミュレーション教育

作山洋貴（SAKUYAMA, Hiroki）：救急救命士
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プレホスピタルケア，救急隊教育，シミュレーション教育
遠山笑里（TOUYAMA, Emiri）：救急救命士

プレホスピタルケア，救急隊教育，シミュレーション教育
非常勤医師
小井土雄一（KOIDO, Yuichi）非常勤教授，救急医学全般，外科一般，災害医療，医学博士

主な資格：日本救急医学会専門医，日本外科学会専門医　他
金成文裕（KANNARI, Fumihiro）：骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救急一般

主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー　

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　学生（医学部および保健医療学部），研修医，看護師，消防職員（救急救命士および標準課程修了者）および救急
救命士養成教育機関の学生などを対象に，それぞれの職種に即した救急医学の基本的内容の教育を行う．また，海外
留学生・研修生に対しても対応できる体制の構築を図る．社会的活動としては，学外および院内の全職員を対象とし
て，BLS および ICLS 講習による一次・二次救命処置の普及を図る．日本救急医学会救急科専門医・指導医指定施設
認定ならびに日本外傷学会外傷専門医研修施設認定を受けていることから，専門医教育も充実させる．また，シミュ
レーション教育に関しては，主に卒後教育を中心に医師，看護師，コ・メディカルを対象に実施する．
2-2．教育内容（担当者）

1）1 年生：救急医学の基礎および一次救命処置　（根本，高平，大谷，岸田，作山）
4 年生：救急疾患の診断と治療（ヒトの病気 2　救急・麻酔ユニット）

（根本，高平）
5 年生：BLS 実習を含む，救急一般の講義および臨床実習と見学

（根本，高平，大谷，野村ほか）
6 年生：内科的，外科的救急疾患の診断全般　（根本）

2）臨床研修医の教育（指導医の監督下に救急全般の初期診療および急性期治療）
（根本，高平，大谷ほか）

3）研修医および病院内職員に対する BLS，ICLS，院内 ALS コース開催による一次・二次救命処置実習教育　（根本，
高平，大谷，岸田，作山，遠山）

4）3 年目以降の救急専任医の教育（後期研修プログラムに基づく救急医学会専門医資格取得と，学位を含めた臨
床研究の指導・教育）

5）外部からの研修者に対する見学・教育指導（救急救命士，救急救命士研修所研修生，救急救命士養成学校生徒，
交換留学生など）　（根本，岸田，作山，遠山）

6）学外：毛呂病院付属高等看護学院（救急医学講義），埼玉県救急救命士養成所（医学の基礎講義，救急処置シミュ
レーション実習，気管挿管実習など），埼玉県西部第一・第二地域メディカルコントロール協議会による救急隊
活動の二次検証会議，救急救命東京研修所（外傷総論），東京消防庁消防学校（心肺停止），JPTEC，JATEC なら
びに MCLS プロバイダーコースの開催担当．　（根本，高平，大谷，野村，岸田，作山，遠山）

2-3．達成度
　医学部学生，研修医，交換留学生などの臨床教育については，多忙のなか医局員の努力により，満足できる設定目
標に到達したと評価する．また，消防職員（主に救急救命士）や救急救命士養成機関の学生教育は岸田，作山，遠山
の努力によりほぼ満足できる達成度に到達した．
2-4．自己評価と次年度計画
　概ね満足できる実績であったが，昨年度の実績を検討してさらに内容のある教育を実現できるように努力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
　昨年度に引き続き，院外心肺停止症例の Utstein 方式による登録，および外傷データバンク登録を行っている．こ
れらの基礎データをもとに，当院の医療圏における院外心肺停止症例および重症外傷患者の実態と予後調査を行うこ
とで当科の研究基盤構築を目指している．また，その結果を埼玉県西部第一・第二地域メディカルコントロール協議
会による事後検証会（担当：根本，高平，大谷，野村）を通して消防機関に還元し，病院前救護も含めた地域救急医
療の充実と治療成績の向上を図りたい．
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　整形外科グループによる骨折に対する超急性期治療については，豊富な症例から臨床研究を進めており，今後さら
に発展させていきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① Utstein 方式登録による院外心肺停止症例の予後調査
②外傷データバンク登録症例を基礎とした外傷患者の重症度と予後の調査研究
③整形外科領域における超急性期治療に関する臨床的研究
④救命センター ICU における全身管理に関する臨床的研究
⑤外傷予防学
⑥ゴルフ競技の救護体制のあり方に関する先行研究
3-3．研究内容と達成度

① Utstein 登録，社会復帰に影響を与える因子の多変量解析や蘇生後脳症に対する軽度低体温療法の臨床データ収
集．

②根本，大谷を中心に，外傷データバンクに症例を登録し，外傷症例の重症度と予後の調査研究を継続して行う．
平成 30 年度の防ぎ得た外傷死発生率は 3.7%（標準：20% 未満，目標値：5% 未満）であった .

③吉川を中心に，鳥尾哲矢教授の指導の下，学会発表を主体として研究を進めてきた．今後は発表内容を論文とし
て纏めながらさらに研究を深めていく予定．

④主に外傷患者における凝固異常や重症壊死性膵炎に対する蛋白分解酵素阻害薬および抗菌薬の持続動注療法の臨
床データの蓄積と治療の選択等を実施した．

⑤主にヘルメット着用による頭部外傷予防とシートベルト着用による胸・腹部外傷発生の要因に関して臨床データ
を基に基礎情報の収集と企業への情報提供を実施継続中である．

⑥第 81 回日本オープンゴルフ選手権大会において救護室を担当し，基礎資料を収集し，日本救急医学会総会・学
術集会で結果を発表した．東京 2020 オリンピックではゴルフ競技医務を担当するため，今後，日本ゴルフ協会
等と連携し，救護室体制構築の資料収集を行う予定である．

3-4．自己評価と次年度計画
　日本救急医学会総会，救急医学会関東地方会，日本臨床救急医学会，日本外傷学会などを中心に，症例検討などの
報告を行っている．大量出血に伴う血液凝固系異常や全身性炎症反応症候群，および急性期呼吸不全の病態とその治
療に関する研究を開始したが，救命救急センターとして臨床面での業務負担が大きく，研究については十分に時間を
割くことができなかった．一方，日本救急医学会では，外傷，熱傷，敗血症等において多施設共同研究を実施してお
り，当科もこれらの研究に参加し新たな診療基準の作成に取り組む予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　救命救急センターとして地域救急医療に応分の対応ができたものと考える．今後は，埼玉医科大学病院，埼玉医科
大学総合医療センターとの連携をより一層強化し，埼玉県全域を対象とした救急医療体制の構築がなされるよう取り
組んでいく必要があると考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　根本が埼玉県メディカルコントロール協議会，埼玉県西部第一・第二メディカルコントロール協議会委員を務めた．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　根本が日本救急学会誌および日本外傷学会誌の論文査読を努めた．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　平成 30 年 7 月 25 日（水）に，埼玉西部消防局，埼玉県飯能警察署，飯能・日高市と協働してテロを含めた多数
傷病者発生時案に対する合同シミュレーション訓練を実施した．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①◎山田　浩二郎，荒井　徹，並木　誠，杉木　大輔，福島　憲治，八坂　剛一，有馬　健，根本　学，松島　久
雄．多数傷病者救出現場におけるトリアージ情報を遠隔医療機関において把握する QR コードを用いた簡易的シ
ステムの実動訓練における使用報告．日本臨床救急医学会雑誌．21 巻 6 号　752-760，2018．

②◎鈴木　景子，鳥尾　哲矢，吉川　淳，神成　文裕，織田　弘美．歯突起骨折を疑わせた motion artifact の 1 例．
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骨折．40 巻 2 号　359-361，2018．
③◎神成　文裕，吉川　淳，鈴木　景子，鳥尾　哲矢，織田　弘美．リスフラン関節脱臼骨折に足部コンパートメ

ント症候群を合併した 1 例．骨折．40 巻 4 号　1096-1099，2018．
④◎大原　泰宏，櫻井　純一郎，宮田　秀平，坂本　真希，大谷　義孝，高平　修二，根本　学．非外傷症例に対

しての Open abdomen management 治療成績．第 55 回日本腹部救急医学会総会・学術集会．
⑤◎宮田　秀平，小川　博史，大原　泰宏，大谷　義孝，根本　学．脾梗塞を合併した孤立性腹腔動脈解離の 1 例．

第 55 回日本腹部救急医学会総会・学術集会．
⑥◎根本　学，高平　修二．地域メディカルコントロール協議会として取り組んだ看取り医療　その経緯と内容，

結果に関する中間報告．第 46 回日本救急医学会総会・学術集会．
⑦◎高平　修二，神成　文裕，根本　学．発展途上国における BLS 教育普及の課題　カンボジア王国シェムリッ

プ州における BLS 指導経験から．第 46 回日本救急医学会総会・学術集会．
⑧◎大谷　義孝，根本　学．当院へ救急搬送された樹木を伐採時に発生した外因性疾患の検討．第 46 回日本救急

医学会総会・学術集会．
⑨◎大谷　義孝，野村　侑史，根本　学．当院における高齢者多発外傷の状況．第 32 回日本外傷学会．
⑩◎根本　学，大谷　義孝．医療，消防，警察機関による多数傷病者発生事案対応訓練の検討．第 32 回日本外傷学会．

【総数：論文  3 件，学会発表 33 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　特定非営利活動法人　日本外傷診療研究機構　JATECTM コース
　　コースディレクター：根本　学　コースコーディネーター：龍神秀穂
　日本救急医学会認定 ICLS コース
　　コース開催責任医師：高平修二，大谷義孝
　日本救急医学会認定 ICLS 指導者養成ワークショップ
　　コース開催責任医師：高平修二
　日本救急医学会認定 BLS コース
　　コース開催責任医師：高平修二，大谷義孝
　日本救急医学会認定病院前外傷教育プログラム　JPTECTM プロバイダーコース・更新コース
　　コース開催責任医師，埼玉県世話人：根本　学
　日本集団災害医学会 MCLS コース
　　コース開催責任医師：根本　学　開催世話人：岸田全人
　埼玉医科大学国際医療センター院内認定 BLS・ALS 通常および更新コース
　　コース開催責任医師：根本　学，高平修二，大谷義孝　開催世話人：岸田全人

7．自己点検・評価
　診療面では，現状の救命救急センターの設備，人員，院内支援体制の下で概ね対応できていると考えるが，スタッ
フ不足もあり，研究，治験，先端医療などの分野では十分な実績を出すことができていないのが現状である．
　教育面では，高平を中心とした院内 BLS コース，および院外も含めた救急医学会認定 ICLS コースの定期的開催に
対して高い評価を得ている．国際医療センターは JCI 認証医療機関であることから，全職員が BLS を受講し，鎮静に
関与する医師は ALS を受講していなければならない．また，2 年毎に更新する必要もあるため，根本，岸田ら教育
支援センターのブランチであるシミュレーションセンターの委員を中心に，院内 BLS・ALS 通常および更新コースを
立ち上げ，教育活動を展開したことは非常に意義があると考える．さらに，JPTEC，JATEC および MCLS 開催にも積
極的に関与し，救急隊員ならびに若手医師の教育を行っているが，初期・後期研修医の教育では，研修期間を含め，
更なる検討が必要と考える．
　研究面では，豊富な臨床症例からデータを蓄積し，研究成果をあげて論文に纏めることが必要であり，これらに対
して全医局員で自己研鑽に努めていきたい．
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　近年，気候変動に伴い各地で豪雨等の自然災害が発生していことから，大規模災害に備えて救命救急センター・災
害拠点病院には更なる充実が求められているため，院内外と連携を強化し，埼玉県基幹病院として体制を強化してい
く意味でも，医局員一同，それぞれが応分の役割を果たすことができるように努めていきたい．さらに，2020 年開
催予定の東京オリンピックでは，ゴルフ競技の救護室担当が予定されているため，適切な救護体制を構築するための
資料収集に努めたい．
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3．27）（2）救急医学科（小児救命救急科）

1．構成員
根本　学（NEMOTO, Manabu）：教授，診療部長代行

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共同研究，外傷初期診療の教育・
研究，医学博士
主な資格 ：日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インス
　　　　　トラクター　他

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　小児の発育と発達を理解し，病態を考察し適切な検査や鑑別を行い得るよう指導する．小児の事故の特性を理解し，
予防の重要性を体得する．
2-2．教育内容（担当者）
　①系統講義（医学部・医療学部）：小児科学，腎臓病学，膠原病，消化器疾患および脱水，水電解質，小児救急，
BSL クルズス．②医学生の学習目標の設定および学習到達度の適切な評価．③研修医の臨床指導：小児腎尿路疾患お
よび膠原病の診療，小児救急医学の実践．
　国際医療センターは JCI 認定医療機関であるため，小児診療に従事する医師には PBLS，PALS 受講が必須となって
おり，救命救急科および小児救命救急科が軸となって講習会の開催および調整を担っている．
2-3．達成度
　適切な講義数を確保している．「小児」ユニットで系統講義を行い，学生の小児領域の学力評価を適切に行ってい
る．臨床研修に関し小児科と救命救急科を研修する研修医数の減少と期間短縮が危惧される点である．PBLS および
PALS に関しては国際医療センター内のシミュレーションセンターで開催することができた．今後も継続していく予
定である．
2-4．自己評価と次年度計画
　小児科学の教育では，その目的を果たしている．4 年生小児ユニットと 6 年小児領域の講義の充実により，学力向
上を図る．小児腎疾患および小児救急について研修医の臨床教育に努める．PBLS および PALS に関しては国際医療
センター内のシミュレーションセンターでの開催を今後も継続していく予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　小児外傷の実情と予防対策
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　小児の外傷予防，特に自転車乗車時のヘルメット着用と自動車乗車時のチャイルドシート使用等に関する研究．
3-3．研究内容と達成度
　自転車乗車時のヘルメット着用に関しては，論文として纏めたあとも統計を取り，自転車事故で搬送されてきた患
児の保護者に説明する資料とした．
3-4．自己評価と次年度計画
　社会啓発の観点から自転車安全運転 5 則 leaflet の有用性についての検討を継続する．また，自動車乗車中の事故
におけるチャイルドシートの使用と外傷部位・重症度等を調査し，社会への啓発に努めたいと考える．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　救急領域では小児症例数は少ないが，地域に必須の小児外傷医療を提供している．また，国際医療センター小児心
臓内科・外科が小児心臓移植および高度補助循環治療に関与しているため，県内外から患児の搬送が行われている．
特に補助循環装置が装着されている場合，当院所有の緊急車両を利用することが多く，機関員として救命救急科所属
の救急救命士が乗務していることから，今後も小児救急医療に関与していく機会が増加することが予測される．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

該当なし
　【総数：論文 0 件，学会発表 0 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

該当なし
6-3．受賞

該当なし
6-4．特許，実用新案

該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
　小児救急の主軸は大学病院であるが，外傷や心臓病では当院に搬送されるため，適切な対応を維持していくために
も小児の特性を理解し，適切な医療が提供できるように努めている．
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3．27）（3）救急医学科（精神科救命救急科）

1．構成員（平成 30年度）	
　松岡孝裕 （MATSUOKA, Takahiro） 講師　診療部長（専門分野　精神科救急医学　神経生理学（脳波））
　非常勤医師：18 名
　（※大学病院神経精神科・心療内科医員の協力を得て 24 時間カバーシフトを構成）

2．教育	
　本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．病棟・
外来機能は有さず，必要時に ‘On Call’ で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の
全面的協力（24 時間カバーシフト）を得て，いわば一体となって運営されている．このため，教育機能の大部分は，
大学病院神経精神科・心療内科のカリキュラム内に含まれているので，そちらを参照されたい．
2-1．目的・目標　
　救急医学領域のうち，特に精神科救急について理解を含め，精神科救急場面に対処できる医師を育成する．
2-2．教育内容（担当者）　
　①卒前：　救急・麻酔ユニット内において「精神科救急」の講義を担当．②卒後：　初期研修において，大学病院
神経精神科・心療内科をローテーション時に，往診診療の枠組みで，本科の診療を体験する．自殺企図等で国際医療
センター救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験する．
2-3．達成度 　
　①卒前：「精神科救急」の講義を円滑に実施した．2016，2017 年度と学生から一定程度の満足度を得られ，4 年
生講義におけるベストティチャー賞を 2 年連続で受賞した（2018 年度は未発表）．　②卒後：　初期研修，大学病
院神経精神科・心療内科をローテーション時に，自殺企図等で国際医療センター救命救急科に搬送された患者のここ
ろのケアの実際を体験してもらった．自殺企図後のケアの方法や，再企図危険性の評価法について実践的に学んでも
らうことができた．
2-4．自己評価と次年度計画

＜自己評価＞卒前教育において，精神科救急につき理解を深めてもらい，卒後初期研修において，その実際を体験
してもらうことで，一次的な精神科救急への対処法を学んでもらうことができたと考えている．

＜次年度計画＞次年度も引き続き，卒前講義内容の充実を図るとともに，卒後初期研修での指導内容の改良を図っ
ていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

①自殺企図患者を対象とし，その疾患別・群別の特徴を抽出し，それぞれの予後を検討することで，より良い初動
対応が図れるよう研究を重ねていく．

②精神科救急医療システムの構成・維持についても，運営的視点で検討を行い，救急領域での貢献を継続して行え
るよう研究を重ねていく．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
プロジェクト 1）　自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討．
プロジェクト 2）　大学病院精神科型「スーパー救急」の継続的運営のための方策検討．
3-3．研究内容と達成度
　プロジェクト 2）（平成 22 年度に学会賞を受賞）に関連する学術発表を，今年も精神科救急学会において発表す
るとともに，プロジェクト 1）に関する研究をまとめ，2012 年に国際学会において発表することができた．その後
も調査を継続中である．
3-4．自己評価と次年度計画

プロジェクト 1，プロジェクト 2 につき，国内・国際学会で学術発表を積み重ねてきた．今年度も両プロジェクト
を継続して発展させ，引き続き国内外での発表を目指していきたい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．必要時
に ‘On Call’ で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の全面的協力（24 時間カバー
シフト）を得て，いわば一体となって運営されている．　これにより，救命救急病床における自殺企図患者のこころ
のケアを常時対応（24 時間カバー）で行なえるとともに，精神科的重症例については大学病院精神科病棟へ円滑に
入院して頂き，継続性をもって治療できる体制となっている．
　平成 30 年度，救命救急センターにおける本科の診療実績は以下の如くであった：本科診療件数 58 件（日勤帯：52 件，
当直帯：6 件）
　自殺企図例についてみてみると，例年，以下のような傾向がみられている：　①クラスター 1（若年反復軽症型）：
約 25％，②クラスター 2（若年単回軽症型）：　約 50％，③クラスター 3（中高年単回重症型）：約 25％
　また，診療内容については，例年，以下のような傾向がみられている：　① 70 ～ 80％　自殺再企図の危険性評価，
② 15% ～ 20％　精神症状の管理，③ 5% ～ 10％　精神科病床への転科．
　次年度も引き続きシステムの維持・発展に力を注ぎ，診療内容の充実も図っていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　①埼玉県精神科救急医療システム運営委員
　②埼玉県メディカルコントロール協議会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　　
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表　平成 30（2018）

1．論文
①これから児童・青年期の ADHD 診療を始める一般精神科医のために 臨床精神医学 アークメディア . 2018.05. 

47（5）:599-606　　学術雑誌（総説）　共著　◎（松岡　孝裕），横山富士男，太田　敏男
2．学会発表
②大学病院精神科救急・急性期診療における病歴＆症状記載の Pitfalls　─専攻医症例の指導を通じて─　第 38 回

日本精神科診断学会 . 2018.10. 川越　全国規模の学会　◎（松岡　孝裕）, 太田敏男
③大学病院精神科での発達障害診療における『対応医』 育成の試み　第 38 回日本精神科診断学会 . 2018.10. 川越

　　全国規模の学会　◎（松岡　孝裕）, 横山富士男 , 太田敏男
④ラコサミド付加投与が有効であった環状 20 番染色体症候群（r20-S）の 2 症例　第 12 回日本てんかん学会関東

甲信越地方会 . 2018.06. 東京　地方会　◎倉持泉 , 渡辺雅子 , 村田佳子 , 渡邊さつき , （松岡孝裕）, 太田敏男　
⑤カフェイン多量服薬による青年期自閉スペクトラム症男性の自殺企図事例　第 114 回日本精神神経学会総会 . 

2018.06. 神戸　全国規模の学会　◎下出 崇輝 ,  大野 一樹 , 戸塚 貴雄 , （松岡 孝裕）, 横山 富士男 , 太田 敏男　
⑥繰り返す解離性昏迷に対しマインドフルネス的介入が有用であった一例　第 31 回　日本総合病院精神医学会総

会 . 2018.11. 東京都江東区　　全国規模の学会　◎畠田順一 , 倉持泉 , 藤井良隆 , 谷木夏妃 , 棚橋伊織 , 平田吾一 , 
（松岡孝裕）, 太田敏男 , 吉益晴夫　　

⑦老年期うつ病において , 簡易嗅覚検査により初期レビー小体型認知症の診断に至った一
例　第 33 回日本老年精神医学会総会 . 2018.06. 福島　全国規模の学会　◎岡井公志 , 倉持泉 , 谷木夏妃 , 平田吾一 , 
（松岡孝裕）, 太田敏男　

【総数：論文 1 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし
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7．自己点検・評価
1. 教育　卒前講義が円滑に行われ，2016，2017 年度と学生から一定程度の満足度を得られ，4 年生講義におけ

るベストティチャー賞を 2 年連続で受賞した（2018 年度は未発表）．　卒後初期研修においても自殺企図患者
のこころのケアの実際を体験してもらうことができた．

2．診療　自殺企図患者のこころのケアを中心とした診療活動を，大学病院神経精神科・心療内科と一体となって
行うシステムを維持し，活動を展開することができた．埼玉西部地区において同領域の中核的機能を果たすこと
ができた．3. 研究　①自殺企図患者の類型化の試み，②精神科救急システムの運営に関する調査を継続し，こ
れらに関連した学術発表を行うことができた．以上，診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図っ
て行きたい．
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3．28）（1）放射線科（画像診断科）

1．構成員
　市川智章（ICHIKAWA, Tomoaki）：教授：診療部長：画像診断一般，腹部画像診断：博士
　酒井文和（SAKAI, Fumikazu）：教授：診療副部長：画像診断一般，胸部画像診断：博士
　内野　晃（UCHINO, Akira）：教授：専門医員：神経画像診断：博士
　岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）：教授：研究主任：画像診断一般，腹部画像診断：博士
　中澤　賢（NAKAZAWA, Ken）：准教授：専門医員： IVR: 博士
　齋藤尚子（SAITO, Naoko）：准教授：専門医員：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
　佐野勝廣（SANO, Katsuhiro）：准教授：専門医員：画像診断一般，腹部画像診断：博士
　森阪裕之（MORISAKA, Hiroyuki）：講師：医員：画像診断一般：博士
　松浦紘一郎（MATSUURA, Koichiro）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
　小澤瑞生（OZAWA, Mizuki）：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般

新津　守（兼担・大学病院） （NIITSU, Mamoru）：教授：運営責任者・診療部長・研究主任：専門医員：骨軟部画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  像診断 : 博士

田中淳司（兼担・大学病院）  （TANAKA, Junji）：教授：診療副部長・研究副主任・教育副主任：専門医員：IVR，放
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  射線被曝防護，放射線診断：博士

小澤栄人（兼担・大学病院）  （KOZAWA, Eito）：准教授：教育副主任，専門医員，婦人科，骨髄 MRI 画像診断 : 博士
非常勤
森下（長谷川）瑞江 （MORISHITA（HASEGAWA）, Mizue）：医師 2 類：画像診断一般：博士
田村恭代 （TAMURA, Yasuyo）：医師 2 類：画像診断一般：博士
水越和歌 （MIZUKOSHI, Waka）：医師 3 類：画像診断一般，乳腺・小児画像診断：博士
高橋正洋 （TAKAHASHI, Masahiro）: 医師 3 類：助教（後期研修医）：画像診断一般
谷坂　愛（TANISAKA, Megumi）：医師 3 類：画像診断一般
木村文子 （KIMURA, Fumiko）：医師 3 類：画像診断一般，循環器画像診断：博士
西村　玄（NISHIMURA, Gen）：客員教授：画像診断一般：博士
福田大記（FUKUDA, Taiki）：医師 3 類：画像診断一般：博士
高橋大雄 （TAKAHASHI, Masao）: 医師 3 類：助教（後期研修医）：画像診断一般

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

①全身臓器の解剖および疾患についての知識を取得し，最適な検査法・撮像法を選択，施行し，それを簡潔にレポー
トし他科の医師へ伝える技術，能力が得られること（学生，初期研修医，後期研修医，医員）．

②日本医学放射線学会専門医，診断専門医試験に合格できる能力を得ること（医員）．
2-2．教育内容（担当者）
　内野　晃 （神経画像診断）
　酒井文和 （単純写真の基礎知識，肺・縦隔）
　岡田吉隆 （消化器単純 X 線，腎・泌尿器の画像診断）
　市川智章 （胆膵画像診断）
　田中淳司 （血管造影診断と IVR，放射線被曝防護と安全管理）
　中澤　賢 （血管造影診断と IVR）
　齋藤尚子 （頭頚部画像診断）
　佐野勝廣 （肝臓画像診断）
　森阪裕之 （心大血管画像診断）
2-3．達成度
　学生 BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
　初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．
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3．研究
3-1．目的・目標
　CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い，国内外でその成果を発表すること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　神経，呼吸器，心臓，腹部，骨盤，頭頚部，IVR グループ
3-3．研究内容と達成度

①神経グループ：頭部 CT，頸部～頭部 CTA，頭部 MRI，頸部～頭部 MRA の臨床的有用性の検討（継続）
②呼吸器グループ：薬剤性肺障害の画像診断（継続），石綿関連疾患の画像診断（継続），間質性肺炎の画像診断の

標準化に関する研究（継続），IPF/UIP 症例および類縁疾患のデータベースの構築，慢性過敏性肺炎の画像診断
所見に関する研究（継続），牽引性気管支拡張の CT 診断の標準化に関する検討（継続）びまん性中皮腫の画像
診断基準の検討，造影 subtrcation CT による肺血流解析（継続），関節リウマチの肺病変の検討（継続）

③腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価，肝および腎悪性腫瘍の質的診
断における MRI 拡散強調画像の有用性，膵・胆道悪性腫瘍の画像と病理所見の比較検討．

④ IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討（継続）．閉塞性動脈硬化症
に対する新たなデバイスの有用性の検討（継続）．

⑤頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT perfusion，IVIM を用いた検討
　これらの研究内容について検討し，国内外で成果を発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
　各研究グループともに，研究結果について国内外で成果を発表できた．
　次年度計画

①神経グループ：頭部 CT，頸部～頭部 CTA，頭部 MRI，頸部～頭部 MRA の臨床的有用性の検討（継続）
②腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価，肝悪性腫瘍の質的診断におけ

る MRI 拡散強調画像の有用性，膵・胆道悪性腫瘍の画像と病理所見の比較検討（継続）
③頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT perfusion，IVIM を用いた検討（継続）
④ IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討（継続）．閉塞性動脈硬化症

に対する新たなデバイスの有用性の検討（継続）．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　令和元年度の診療目標は，①迅速かつ適切な検査の施行と専門医による報告書の作成，②最先端の画像解析技術，
③迅速で適切な IVR の施行，④ CT と MRI の効率的利用であるであったが，概ね達成することができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　酒井文和：
環境省中央環境審議会委員（石綿健康被害判定部会）
労働者健康福祉機構（厚生労働省委託事業）石綿疾患確定委員会委員
環境省委託（社団法人こころとからだの元気プラザ）平成 30 年度石綿の健康リスク調査等に関する意見交換会委員
国立がん研究センター画像診断コンサルテーション医師
岡田吉隆：
　厚生労働省 診療放射線技師試験委員会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

・Japanese Journal of Radiology：中澤賢，齋藤尚子
・Internal Medicine，European Journal of Radiology，Respirology，Respiratiry Medicine Case Report 論文査読

日本画像医学会雑誌，日本呼吸器学会雑誌，Journal of Thoracic Oncology 日本語版，雑誌画像診断，雑誌日本
胸部臨床編集委員：酒井 文和

・European Journal of Radiology 編集委員：市川智章
・European Journal of Radiology：佐野勝廣，森阪裕之
・Surgical and Radiologic Anatomy 論文査読：内野晃
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表

①市川智章：肝多時相造影 CT 理論の再考－今，何を大事にすべきか－日本放射線技術学会雑誌　74（11）; 
1360-1367, 2018. 

② Umezawa Y, Shirotake S, Kaneko G, Nishimoto K, Okada Y, Uchino A, Yasuda M, Oyama M: Meningeal 
carcinomatosis from bladder cancer: A case report and review of the literature. Mol Clin Oncol 2019; 10（5）:506-
510.  [Epub 2019 Mar 5]

③ Uchino A, Saito N, Tanahashi N: Bilateral carotid-anterior cerebral artery anastomosis associated with bilateral 
ophthalmic arteries arising from the anastomotic arteries diagnosed by magnetic resonance angiography: a case 
report. Surg Radiol Anat 40:721-725, 2018

④ Yamaguchi H, Uchino A, Saito N, Deguchi I, Takao M: Large arterial ring formed between the M1 and M2 
segment of the right middle cerebral artery diagnosed with MR angiography. Magn Reson Med Sci 17:193-194, 
2018

⑤中澤　賢：　Current Topics　血管損傷に対するステントグラフト［各論］Tips & Tricks  　3．医原性血管損傷
に対するゴア ® バイアバーン ® ステントグラフト .　臨床画像 , 35 （2） :224-228, 2019.

⑥中澤　賢，田島廣之：　救急 IVR 手技詳説 with WEB 動画  ＜胸部＞  急性肺塞栓症 .　臨床放射線臨時増刊号 ,  
63 （12） :1400-1403, 2018.

⑦ Saito N, Sakai O, Uchino A, Ichikawa T. Updates of Anaplastic Thyroid Cancer: Diagnosis, Molecular Genetics, and 
Treatment. 104th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America （RSNA 
2018, Chicago, IL） Education exhibit.

⑧ Sano K, Morisaka H, Saito N, Matsuura K, Ozawa M, Okada Y, Ichikawa T: Pitfalls in Hepatobiliary and Pancreatic 
Imaging: Tumor or Not? The 104th Scientific Assembly and Annual Meeting of Radiological Society of North 
America （RSNA）, 2018. 11.25-11.30, Chicago, USA.

⑨ Morisaka H, Motosugi U, Ichikawa S, Nakazawa T, Kondo T, Funayama S, Matsuda M, Ichikawa T, Onishi H: 
Magnetic resonance elastography is as accurate as liver biopsy for liver fibrosis staging. J Magn Reson Imaging. 
47 （5）: 1268-1275. 2018. 

【総数：論文 12 件，学会発表 16 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費

①酒井 文和：厚生労働科学研究費補助金　難治疾患等政策研究事業　びまん性肺疾患調査研究班　分担研究者
② AMED 補助金 難治疾患実用化研究事業　びまん性肺疾患に対するエビデンスを構築する新規戦略的研究班　分

担研究者
6-3．受賞

Saito N, Sakai O, Uchino A, Ichikawa T. Updates of Anaplastic Thyroid Cancer: Diagnosis, Molecular Genetics, and 
Treatment. 104th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America （RSNA 
2018, Chicago, IL） Education exhibit. Certificate of Merit.

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

7．自己点検・評価
　学部：学生・研修医に対して画像診断の基礎的知識が取得できるように教育を行った．画像診断科の各研究グルー
プともに，国際医療センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて，多く研究成果の発表と論文作成を行
うことができた．
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3．28）（2）放射線科（核医学科）

1．構成員
　久慈一英（KUJI, Ichiei）：教授：運営責任者：診療部長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：脳核医学，心臓核
　　　　　　　　　　　　  医学，腫瘍核医学：博士
　山根登茂彦（YAMANE, Tomohiko）：准教授：診療副部長：教育副主任：研究員：指導教員（大学院）：腫瘍核医学：
　　　　　　　　　　　　　　　　　  博士
　福島賢慈（FUKUSHIMA, Kenji）： 准教授：外来医長：心臓核医学，心臓画像診断：博士
　瀬戸　陽（SETO, Akira）：講師：専門医員：教育員：研究員：脳核医学：博士
　松成一朗（MATSUNARI, Ichiro）：教授（大学病院から兼担）：心臓・脳核医学：博士
　松田博史（MATSUDA, Hiroshi）：客員教授：指導教員（大学院）：脳核医学，画像解析学：博士
　樋口隆弘（HIGUCHI, Takahiro）：客員教授：心臓核医学，分子イメージング：博士
　今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）：客員准教授：脳核医学，腫瘍核医学：博士
　島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）：非常勤講師：一般核医学：博士
　河野正志（KOUNO, Masashi）：非常勤講師：大学院専攻生：画像診断学，核医学
　越野一博（KOSHINO, Kazuhiro）：非常勤研究員：画像解析学：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　卒前教育では，放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学ぶ．卒後教育では検査適応を含め
た臨床核医学診断技術を習得し，専門医習得を目指す．大学院では，さらに核医学研究者として英語で論文作成する
ことを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育

・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・Bedside learning（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・クリニカル・クラークシップ（山根登茂彦，福島賢慈）

卒後教育
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈）
・心臓画像診断の基本習得（福島賢慈）

大学院教育
　・実用実験医学講義（核医学を用いた統計画像解析）（松成一朗）
　・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英，山根登茂彦）
　・心臓分子イメージング研究（福島賢慈，樋口隆弘）
　・心臓画像研究（福島賢慈，松成一朗）
　・専門医教育（久慈一英，山根登茂彦，福島賢慈，松成一朗）
その他
　・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
　・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）
2-3．達成度
　卒前教育：90%，卒後教育：90％，大学院教育，80%
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：BSL では現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティーチングファイルの画像を
実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．講義でも，学生が興味を持つように限られた講義時間内で内
容を絞って行った．今後も内容を厳選して，講義後の問題提示などを行って，核医学への興味を喚起し，自主的に核
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医学の勉強をできるようにしていく．クリニカルクラークシップでは，FDG-PET/CT の検査実施から読影を体験する
ことで，核医学を実践する．

卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について，指導医の元で経験を積んでいる．読影を実際に行い，臨床
経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．専門医取得のためのプログラムは，放射線科専門医の新しい日本
専門医機構のプログラムから埼玉医科大学放射線科専門研修プログラムを基幹病院として開始し，核医学領域を担当
する．核医学科専門医についてはこれまでの研修プログラムを継続する．

大学院教育：大学院研究生の研究テーマを探していく．
臨床・教育活動は，大学病院核医学診療科と一体的に運用している．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床核医学に関して，他科との共同研究を推進し，治療に直結した臨床研究を行う．可能性があれば，臨床核医学
に役立つソフトウェアなどを産学共同で開発し，特許取得を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

① PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
② SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
③ PET/CT によるエストロゲン受容体測定に関する研究
3-3．研究内容と達成度

・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
　PET/CT による FDG の悪性腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value （SUV）を用いて治療効果判定を

行っている．低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO は乳癌に絞って治療効果の判定や予測について乳腺腫
瘍科と共同研究しており，光拡散光イメージングとの比較検討で成果が生まれている．消化器外科と協同で膵癌
の低酸素についての研究も進んでおり，英語論文となって成果がでた．さらに心臓での低酸素の研究に進めてい
く方針である．文部科学省科学研究費も獲得できた．達成度 90%.

・PET/CT によるエストロゲン受容体画像の臨床応用に関する研究
　昨年度からリガンドである FES 作成を開始し，臨床研究を開始した．新規で科研費獲得できたので，IRB 申請し

乳癌多発転移の治療前後での変化の PET による観察研究として開始する準備が整っている．達成度 50％
・ SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
　高精度 SPECT/CT 装置の定量的利用法について検討している．骨 SUV の有用性について研究を進めている．英

語論文も出ており，発表も多く成果が出ている．達成度 90%.
・PET/CT による肩関節周囲炎の評価研究
　肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の治療効果について FDG と FMISO で評価研究を進めている．治療法の評価に

有用な結果が出てきている．達成度 80％
・Ra-223 治療評価研究
　SPECT/CT により Ra-223 治療評価の研究を進めている．骨 SUV により治療効果や吸収線量評価の研究を進めて

いる．達成度 70％
・核医学の AI 診断
　核医学画像での AI 診断の可能性を調べる．専門的なスタッフが非常勤で参加している．達成度 10%
3-4．自己評価と次年度計画

PET/CT および SPECT/CT の研究の基盤が整い，臨床と関連深い研究が推進しやすい環境ができている．当科では
FMISO による低酸素イメージングを腫瘍および肩関節周囲炎にて検討中で，さらに心臓疾患に対象を広げる予定で
ある．18F-FMISO による低酸素イメージングは乳癌での病理組織との対比比較検討で良い成果が出ている．膵癌で
も英語論文として発表できた．乳癌にてエストロゲン受容体画像による臨床研究開始での新規研究費も獲得できたの
で，多発転移の変化に主眼を変えて研究を継続する．肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の PET/CT による治療変化観
察の研究を進めており，論文へのまとめに入っている．定量可能な SPECT/CT による骨 SPECT/CT による Ra-223 核
医学治療効果評価を骨 SUV で行う研究を開始した．これまでの研究成果を少しずつ英語論文化できた．昨年度の英
語論文は，欧州核医学会にて学会賞を受賞することができた．新しく核医学画像の AI 診断に着手する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ



放射線科（核医学科）

816

で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．治療では，骨転移患者に対する除痛のためβ線照射を行う甲状腺癌術後の甲状腺I-131アブレーショ
ン，去勢抵抗性前立腺癌に対するα線照射による放射性ラジウム治療，B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対するゼヴァ
リン治療を行っている．新規核医学イメージング製剤や治療薬の効果判定などに関する臨床試験を行う．本年度全体
では 6,210 件の検査，治療が行われ，前年度と比較して 4.1% 減少であった．PET 検査の増加を目指していく必要が
ある．PET 装置が陳旧化してきており，新しい装置に見劣りするようになってきたため，早期の更新を目指す．老朽
化した PET 薬剤製造設備の施設改修を検討している．また，早急に心筋血流 PET のためのアンモニア自動合成導入
を検討する．長期的に継続して新人とスタッフの増員を目指す．現在は，心臓 CT,MRI も兼担している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　久慈一英

編集委員：核医学 , Annals of Nuclear Medicine, International Journal of Radiology
査読委員：Japanese Journal of Radiology

　山根登茂彦
査読委員：Annals of Nuclear Medicine, EJNMMI Research, European Radiology, BMC Cancer, PLoS ONE

　福島賢慈
査読委員：Heart Vessels，Annals of Nuclear Medicine，Annals of Nuclear Cardoioogy

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　久慈一英

日本核医学会監事・評議員，第 58 回日本核医学会学術総会副会長，日本医学放射線学会放射線科専門医制度委
員会核医学領域小委員長，金沢大学十全医学会評議員，埼玉核医学研究会代表世話人・事務局，小児核医学研究
会幹事，埼玉西部放射線医学セミナー幹事，日本医学物理士会認定機構試験委員会委員，金沢大学十全医学会埼
玉支部支部長，日本アイソトープ協会企画専門委員委員，核医学診療推進国民会議監事，クリニカル PET フォー
ラム世話人，国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所臨床研究審査委員会外部委員

山根登茂彦
　第 58 回日本核医学会学術総会実行委員
福島賢慈
　第 58 回日本核医学会学術総会実行委員，日本核医学会評議委員，日本心臓核医学会技術奨励賞審査委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Yamane T., Kuji I., Seto A., Matsunari I.: Quantification of osteoblastic activity in epiphyseal growth plates by 

quantitative bone SPECT/CT. Skeletal Radiol 47（6）:805-810, 2018
②Asano A., Ueda S., Kuji I., Yamane T., Takeuchi H., Hirokawa E., Sugitani I., Shimada H., Hasebe T., Osaki A., Saeki T.: 

Intracellular hypoxia measured by 18F-fluoromisonidazole positron emission tomography has prognostic impact 
in patients with estrogen receptor-positive breast cancer. Breast Cancer Res 20（1）:78, 2018

③ Yamane T., Ueda S., Seto A., Kuji I.: 18F-Fluoroestradiol PET/CT Correctly Diagnosed 18F-FDG-Avid Inflammatory 
Lymph Nodes in a Patient With Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. Clin Nucl Med 43（5）:379-380, 
2018

④ Yamane T., Aikawa M., Yasuda M., Fukushima K., Seto A., Okamoto K., Koyama I., Kuji I.: [18F]FMISO PET/CT as 
a preoperative prognostic factor in patients with pancreatic cancer. EJNMMI Res 9（1）:39, 2019

［学会発表］
⑤ Fukushima K., Kaimoto Y., Matsuo Y., Nakao R., Matsumura H., Kanaya K., Nagao M., Sakai A., Yamane T., Kuji I., 

Abe K.: Low dose and short time imaging protocol of rest-stress 13N ammonia PET with time of flight technique. 
SNMMI 2018 Annual Meeting, 2018.6. Philadelphia, Pennsylvania, USA

⑥ Yamane T., Kondo A., Miyazaki Y., Takahashi M., Ehara T., Koga K., Kuji I., Matsunari I.: Ultrafast bone scan by the 
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use of CZT whole body gamma camera. SNMMI 2018 Annual Meeting, 2018.6. Philadelphia, Pennsylvania, USA
⑦ Kuji, I., Yasumizu Y., Yamane T., Seto A., Oyama M.: Lesion-specific Voxel-wise Absorbed Radiation Dose 

Estimation Of Bone Metastases In Patients With Prostate Cancer Using Quantitative Bone SPECT/CT Images. 
EANM2018, 2018.10. Düsseldorf, Germany.

［講演］
⑧福島 賢慈 : 18F-Flurpiridaz 心筋 PET は心臓核医学の切り札となるか ? 日本における心筋血流 PET 普及の課題と

将来性 ; 日本心臓核医学会 , 2018.9. 大阪
⑨山根 登茂彦：乳癌 PET の現状と将来の可能性 : 乳癌のその他 PET（エストロゲン受容体その他）; 第 58 回日本

核医学会学術総会 , 2018.11. 沖縄県宜野湾市
⑩久慈 一英：最新の定量的骨 SPECT/CT でみる骨病変とその臨床応用について ; Bone Imaging Conference in 

Sendai, 2019.3. 仙台
【総数：論文 16 件，学会発表 10 件，講演 14 件】
6-2．獲得研究費

1）平成 30 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（B）一般，光イメージングによる腫瘍血管・低酸素を標的とし
た抗癌剤反応性バイオマーカーの開発，研究代表者，佐伯俊昭，470 万円，分担研究者，久慈一英，40 万円，
分担研究者，山根登茂彦，40 万円

2）平成 30 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（C）一般，非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET
による乳癌治療戦略構築のための研究，研究代表者，久慈一英，100 万円，分担研究者，山根登茂彦，10 万円，
分担研究者，福島賢慈，10 万円

3）平成 30 年度文部科学省科学研究費　基盤研究（C）一般，CT サブトラクションによる冠動脈評価の有用性に
関する研究，研究代表者，福島賢慈，90 万円，分担研究者，久慈一英，0 万円，分担研究者，山根登茂彦，0
万円

6-3．受賞
① Kuji I., Yamane T., Seto A., Yasumizu Y., Shirotake S., Oyama M., The EANM Springer Prize Best Paper 2018- 

European Journal of Hybrid Imaging: “Skeletal standardized uptake values obtained by quantitative SPECT/CT 
as an osteoblastic biomarker for the discrimination of active bone metastasis in prostate cancer” , The European 
Association of Nuclear Medicine, Düsseldorf, Germany.

② Fukushima K., Kaimoto Y., Matsuo Y., Nakao R., Matsumura H., Kanaya K., Nagao M., Sakai A., Yamane T., Kuji 
I., Abe K., First Place Poster - Cardiology Track: “Low dose and short time imaging protocol of rest-stress 13N 
ammonia PET with time of flight technique: Analysis by image fusion of CT angiography and time of flight 13N 
PET” , 2018 Annual Meeting of the SNMMI, Philadelphia, USA.

6-4．特許，実用新案
　なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　①第 12 回西部放射線医学セミナー，2018.5: 久慈一英（当番幹事）
　②第 18 回小児核医学研究会，2018.7：久慈一英（世話人）
　③第 52 回埼玉核医学研究会，2018.9: 久慈一英（代表世話人・事務局）
　④第 58 回日本核医学会学術総会，2018.11：松田博史（会長），久慈一英（副会長），松成一朗（副会長），那覇
　⑤第 10 回金沢大学十全同窓会埼玉支部総会，2018.12：久慈一英（支部長），川越
　⑥第 6 回クリニカル PET フォーラム，2018.12：久慈一英（世話人）
　⑦第 53 回埼玉核医学研究会，2019.2: 久慈一英（代表世話人・事務局）

7．自己点検・評価
　学部教育において，卒前教育では BSL では現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティー
チングファイルの画像を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．講義でも，学生が興味を持つように
限られた講義時間内で内容を絞って行った．今後も内容を厳選して，講義後の問題提示などを行って，核医学への興
味を喚起し，自主的に核医学の勉強をできるようにしていく．クリニカルクラークシップでは，FDG-PET/CT の検査
実施から読影を体験することで，核医学を実践する．卒後教育では，実際の核医学検査の適応や実施法について，指
導医の元で経験を積んでいる．読影を実際に行い，臨床経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．専門医取
得のためのプログラムは，放射線科専門医の新しい日本専門医機構のプログラムから埼玉医科大学放射線科専門研修
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プログラムを基幹病院として開始し，核医学領域を担当する．核医学科専門医についてはこれまでの研修プログラム
を継続する．大学院教育では，大学院研究生を 1 名指導中で，今後の研究を目指していく．
　研究に関しては，他科との共同研究を推進し，治療に直結した臨床研究を行う事を目的に，PET/CT による 18F-
FDG，18F-FMISO，18F-FES，11C- メチオニンなどを用いた悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態の研究，
SPECT/CT の臨床的有用性，乳癌のエストロゲン受容体に関する研究について継続しており，徐々に成果が出てい
る．肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の PET/CT による療評価の研究を進め，心臓疾患へ応用を広げる．定量可能な
SPECT/CT を導入し，骨 SPECT/CT による SUV 測定について臨床的有用性についての研究を進めており，英語論文
を発表できた．昨年度の英語論文は，欧州核医学会にて学会賞を受賞することができた．新しく核医学画像の AI 診
断に着手する．
　核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．治療では，骨転移患者に対する除痛のためβ線照射を行う甲状腺癌術後の甲状腺I-131アブレーショ
ン，去勢抵抗性前立腺癌に対するα線照射による放射性ラジウム治療，B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対するゼヴァ
リン治療を行っている．新規核医学イメージング製剤や治療薬の効果判定などに関する臨床試験を行う．本年度全体
では 6,210 件の検査，治療が行われ，前年度と比較して 4.1% 減少であった．PET 検査の増加を目指していく必要が
ある．PET 装置が陳旧化してきており新しい装置に見劣りするようになってきたため，早期の更新を目指す．老朽化
した PET 薬剤製造設備の施設改修を検討している．また，早急に心筋血流 PET のためのアンモニア自動合成導入を
検討する．現在は，心臓 CT,MRI も兼担しており，心臓 CT，MRI を兼担で 615 件読影した．長期的に継続して新人
とスタッフの増員を目指す．
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3．28）（3）放射線科（放射線腫瘍科）

1．構成員
　加藤眞吾（KATO, Shingo）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：放射線治療：博士
　野田真永（NODA, Shinei）：教授：診療副部長：放射線治療：博士
　熊﨑　祐（KUMAZAKI, Yu）：講師：研究員：教育員：医学物理：博士
　阿部孝憲 （ABE, Takanori）：講師：研究員：教育員：放射線治療：博士
　小松秀一郎（KOMATSU, Syuitiro）：助教：研究員：放射線治療
　小林なお　（KOBAYASHI, Nao）：助教：研究員：放射線治療
　平井隆太（HIRAI, Ryuta）：助教：研究員：医学物理
　猪狩光紳（IGARI, Mitsunobu）：助教：研究員：医学物理

2．教員
2-1．目的・目標

卒前教育：医師としてがん診療における放射線治療に関する最低限の知識を身につける．がん診療における放射線
治療の位置付け，放射線治療の種類，方法，利点と欠点について理解するための基礎的な教育を行う．

卒後教育：後期研修医に対しては，埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して，画像診断，核医学，
放射線治療の 3 領域を包括的に教育する．目標は日本医学放射線学会認定放射線科専門医の資格取得とする．その
後は放射線治療に関するより専門的な教育を行い，日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会合同認定放射線治療専
門医の資格を取得させる．放射線治療専門医の資格取得後は，様々な腫瘍に対する臨床研究を遂行させ，国際的に通
用する放射線腫瘍学のエキスパートを養成する．
2-2．教育内容（担当者）

卒前教育：講義を通じて各疾患における集学的治療における放射線治療の位置付け，低侵襲で有効な放射線治療の
取り組みを理解させる（加藤，野田，阿部）．

BSL では模擬症例を用いてがんの治療戦略を学生自身に考えさせ，また実際の放射線治療計画装置を用いた実習を
行い学生の興味を引き出す（加藤，野田，阿部，熊崎）．

卒後教育：指導医の下で，外来診療，放射線治療計画，経過観察が行える診療能力を身につけるとともに，各疾患
におけるエビデンスを十分に理解し，臨床の現場でそのエビデンスが外挿できるかを検討し，質の高い診療能力を身
につける（加藤，野田，阿部）．自らが放射線治療計画装置を用いて治療計画を行い，その後指導医と共に最適な治
療計画を立案する（加藤，野田，阿部，熊崎）．

放射線治療専門医の資格取得後は，様々な腫瘍に対する臨床研究を指導する（加藤，野田，阿部，熊崎）．
2-3．達成度

卒前教育：本学における放射線腫瘍学の臨床講義のコマ数は他大学に比して少なく，放射線治療が治療上重要な位
置を占める疾患であっても放射線治療に関する講義が存在しないものが複数あった．このため平成 27 年度から 4 年
生の臨床講義（腫瘍）において放射線治療の講義（頭頸部腫瘍，乳腺腫瘍，婦人科腫瘍，緩和医療の各領域）におい
て，それぞれ該当する診療科との合同で講義を行った．BSL ではシステマティックな教育体制を構築し，教育担当者
毎に役割を決めて指導した．

卒後教育：指導教官は個々の症例において各疾患に対する放射線治療方法および併用療法を指導した．また重要な
論文を用いて必須と考えられる知識を習得させた．さらに研究発表および科学論文作成の指導を行った．
2-4．自己評価と次年度計画

卒前教育：臨床講義および BSL を行う．
卒後教育：若手医師に対して日本医学放射線学会認定放射線科専門医の資格取得を目指して教育する．また臨床研

究を指導し，かつ科学論文の作成を指導する．

3．研究
3-1．目的・目標

低侵襲で高精度の外部放射線治療方法を確立する．3 次元画像誘導小線源治療方法を確立する．治療成績向上を目
指した集学的治療における放射線治療方法を開発する．
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3-2．研究グループ
　加藤眞吾
　・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究
　・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究
　・アジア地域の放射線治療の技術向上に関する国際共同研究
　・高精度放射線治療の最適化に関する研究
　野田真永
　・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究
　・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究
　熊﨑　祐

・放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究
　・HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究
　阿部孝憲
　・頭頸部腫瘍に対する放射線治療の治療成績向上のための研究
3-3.	研究内容と達成度
　加藤眞吾
　・小線源治療に関する多施設共同臨床試験を立案・運営する（伊丹班）
　・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する（放医研，群馬大学）

・婦人科腫瘍に対する 3 次元画像誘導小線源治療（3D image-guided brachytherapy）を確立する（伊丹班，群馬大学，
IAEA，FNCA）

・アジア地域で頻度の高い腫瘍に対する放射線治療に関する多施設共同臨床試験を立案・運営する（FNCA）
野田真永

　・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する（放医研，群馬大学）
・婦人科腫瘍に対する 3 次元画像誘導小線源治療（3D image-guided brachytherapy）を確立する（群馬大学）

　・上部消化管腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する（放医研）
・頭蓋底腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する（群馬大学）

　熊﨑　祐
・放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究（JCOG

医学物理ワーキンググループ）において，画像誘導放射線治療の新しい credentialing 手法を開発した．
・HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究（科研費）において，新しい小線源位置確認手法を開発した．
阿部孝憲
・頭頸部腫瘍の治療成績向上のため，重粒子線治療の治療成績を解析し予後因子を同定する．解析の結果を査読付

き英文誌に投稿し受理された．
　小松秀一郎

・頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療の臨床評価に関する研究
　達成度：いずれの研究課題およびプロジェクトも概ね順調に推進することができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　各分野における研究は概ね順調に進行している．令和 1 年度では更に目標達成に向けて研究を推進する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　放射線治療部門内のチーム医療および他診療科との密なる連携により，高度の集学的治療を推進している．高精度
放射線治療を積極的に行っている．また放射線治療の品質管理と安全管理に積極的に取り組んでいる．膨大な治療患
者数に比して治療機器およびスタッフは不足しており，治療機器の整備と治療スタッフの充実が急務である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　加藤眞吾

・アジア原子力協力フォーラム（FNCA）放射線治療プロジェクトのプロジェクトリーダー（内閣府・文部科学省）
・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）健康福祉分野国内対応委員（IAEA・外務省）

　野田真永
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・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）健康福祉分野国内対応委員会事務局（IAEA・外務省）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　加藤眞吾
　・編集委員
　　Japanese Journal of Gynecologic Oncology （JJGO）
　　Japanese Journal of Clinical Oncology （JJCO）
　・査読委員
　　Journal of Radiation Research （JRR）
　　Radiation Oncology
　　International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
　　Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
　　Japanese Journal of Clinical Oncology （JJCO）
　野田真永
　・査読委員
　　Journal of Radiation Research （JRR）
　熊﨑祐
　・査読委員
　　Journal of Radiation Research （JRR）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に係わる業務
　加藤眞吾
　・日本医学放射線学会代議員（国際委員）
　・日本放射線腫瘍学会小線源治療部会常任幹事
　・日本医学放射線学会代議員
　・日本婦人科腫瘍学会理事（教育委員）
　・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
　・日本婦人科腫瘍学会子宮頸癌診療ガイドライン編集委員
　・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班　婦人科腫瘍研究班班員
　・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班　婦人科腫瘍研究班班員
　野田真永
　・日本医学放射線学会代議員（教育委員，がん放射線治療推進）
　・日本放射線腫瘍学会小線源治療部会幹事
　・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
　・日本婦人科腫瘍学会評議員
　・日本婦人科腫瘍学会卵巣がん診療ガイドライン編集委員
　・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班　婦人科腫瘍研究班班員
　・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班　上部消化管腫瘍研究班班員
　・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班　婦人科腫瘍研究班班員
　・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班　頭頸部腫瘍研究班班員
　熊﨑　祐
　・日本医学物理学会代議員（QA/QC 委員）
　平井隆太
　・日本医学物理士会編集委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1．論文

全 15 編
① Okazaki S, Abe T, Takayanagi N, Yasuda M, Sakai F, Kobayashi K, Kato S. Pulmonary Tumor Embolism Due to 

Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix: A Case Report. In Vivo. 32（2）:337-343, 2018.
② Okonogi N, Fukahori M, Wakatsuki M, Ohkubo Y, Kato S, Miyasaka Y, Tsuji H, Nakano T, Kamada T. Dose 
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constraints in the rectum and bladder following carbon-ion radiotherapy for uterus carcinoma: a retrospective 
pooled analysis. Radiation Oncology. 13（1）:119, 2018.

③ Ryuta Hirai, Ryosuke Kohno, Yu Kumazaki, Tetsuo Akimoto, Hidetoshi Saitoh, Shingo Kato. Experimental 
Evaluation of CT Number Changes in 320-Row CBCT Volume Scan for Proton Range Calculation. Int J Medical 
Phys, Clin Engin, Radiat Oncol. 7:141-150, 2018. 

④ Tatsuya Ohno, Shin-ei Noda, Kazutoshi Murata, Yuya Yoshimoto, Noriyuki Okonogi, Ken Ando, Tomoaki Tamaki, 
Shingo Kato, Takashi Hirakawa, Tatsuya Kanuma, Takashi Minegishi, Takashi Nakano, Phase I Study of Carbon 
Ion Radiotherapy and Image-Guided Brachytherapy for Locally Advanced Cervical Cancer. Cancers. 10（9）:E338, 
2018.

⑤ Suguru Shirotake, Soichi Makino, Kenjiro Suzuki, Ryuichiro Araki,Takeo Kosaka, Koshiro Nishimoto, Masafumi 
Oyama, Shingo Kato. Clinical outcome of high dose rate brachytherapy with external beam radiotherapy for high-
risk prostate cancer: a single institutional retrospective study. JJCO. 49（1）:87-91, 2019.

⑥ Kumazaki Y, Ozawa S, Nakamura M, Kito S, Minemura T, Tachibana H, Nishio T, Ishikura S, Nishimura Y. An end-
to-end postal audit test to examine the coincidence between the imaging isocenter and treatment beam isocenter 
of the IGRT linac system for Japan Clinical Oncology Group （JCOG） clinical trials. Phys Med. 53:;145-152, 2018.

⑦ Furuya T, Pua JH, Ruschin M, Tanaka H, Nihei K, PinnaduwaGe D, Kumazaki Y, Nakayama M, Nishimura H, St-
Hilaire J, Thibault I, Yat Harn DT, Ma L, Shikama N, Sahgal A, Karasawa K. Assessing Functionality and Benefits 
of Comprehensive Dose Volume Prescriptions: An International, Multi-Institutional, Treatment Planning Study in 
Spine Stereotactic Body Radiation Therapy. Pract Radiat Oncol. 9（1）:9-15, 2019.

⑧ Shirai K, Ohno T, Saitoh JI, Okamoto M, Katoh H, Murata K, Kawamura H, Musha A, Abe T,　Mizukami T, 
Akahane K, Nakano T.　

　Prospective Study of Isolated Recurrent Tumor Re-irradiation With Carbon-Ion Beams. Front Oncol. 2019 Mar 
27;9:181.

⑨ Abe T, Ohno T, Koto M, Demizu Y, Suefuji H, Tsuji H, Okimoto T, Shioyama Y, Saitoh JI, Shirai　K, Nemoto K, 
Nakano T, Kamada T; Japan Carbon-Ion Radiation Oncology Study Group.

　A multi-institutional retrospective study of carbon-ion radiotherapy for non-squamous cell malignant tumors 
of the nasopharynx: Subanalysis of Japan Carbon-Ion Radiation Oncology Study Group study 1402 HN. Cancer 
Med. 2018 Dec;7（12）:6077-6083.

⑩ Tomoaki Tamaki, Ryuta Hirai, Mitsunobu Igari, Yu Kumazaki, Shin-ei Noda, Yoshiyuki Suzuki, Shingo Kato. 
Dosimetric Comparison of Three-Dimensional Conformal Radiotherapy versus Volumetric-Arc Radiotherapy in 
Cervical Cancer Treatment: Applying the Central-Shielding Principle to Modern Technology. J Radiat Res. 59

（5）:639-648, 2018.
6-1-2．学会発表
　全 6 回（招待講演 1，シンポジウム 2 含む）
6-1-3．総説，著書
　全 1 編
　【総数：論文 15 件，学会発表 6 件，総説・著書 1 件】
6-2．獲得研究費

文部科学省
野田真永
1．平成 30 年度～ 32 年度 文部科学省科学研究費助成事業 学術研究助成基金助成金（C）
「マルチモダリティ画像誘導小線源治療による巨大子宮頸癌治療戦略 」（主任研究者）
429 万円

6-3．受賞
6-4．特許，実用新案

熊崎祐，宮沢正則：ガイドワイヤー先端小線源アプリケーター内停止位置の検査方法および検査具，特許第
6484091 号 平成 31 年 2 月 22 日
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績

加藤眞吾
1．FNCA Workshop on Radiation Oncology. 2018. 11. 3- 11. 8. Dhaka, Bangladesh.
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熊﨑　祐
1. バリアンハンズオンセミナー，2018 年 9 月 8 日，埼玉
2. 第 8 回サイバーナイフ QA セミナー , 2019 年 2 月 16 日， 大宮

7．自己点検・評価
　平成  30 年度は教育，研究，診療のいずれにおいても，構成員間の連携を深めると共にシステムの改善を推進して，
概ね目標は達成できたものと考えられる．
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3．29）精神科（精神腫瘍科）

1．構成員
大西秀樹（ONISHI, Hideki）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：精神腫瘍学，死生学：博士
石田真弓 （ISHIDA, Mayumi）：准教授：大学院教員（大学院）：精神腫瘍学，臨床心理学：博士
新井　学（ARAI, Gaku）：非常勤講師：博士
堤千寿子 （TSUTSUMI, Chizuko） : 非常勤講師：博士
遠山啓亮 （TOYAMA, Hiroaki）: 非常勤講師
伊東　洋 （ITO, Hiroshi） : 非常勤講師
村上　忠 （MURAKAMI, Tadashi）: 非常勤講師：博士
井垣　弘（IGAKI, Hiroshi）: 非常勤講師

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
①卒前教育：がん医療における心のケアの大切さを学ぶ
②卒後教育：がん医療における心のケアの大切さを学び，実地臨床に生かす．
③大学院教育：がん医療における心のケアの大切さを学び，実地臨床と研究に生かす．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育（大西秀樹，石田真弓）
　3 年次の「良医への道」，4 年次の講義「精神腫瘍学」において，精神腫瘍学の基礎から臨床までを系統的に担当
している．また，医学生の見学希望者にも対応しており，学年により知識の取得程度が異なることを考慮した教育を
行う．学生の多くは精神科以外に進むことを念頭に入れ，臨床現場で心の問題の存在に気づく医師の養成を心がける．
②卒後教育（大西秀樹，石田真弓）
　緩和ケアチームカンファレンス，リエゾン回診・カンファレンスを通して，病棟・外来など実践の現場で教育・指
導する．
　センター内における医療従事者向けの研修会などで精神腫瘍学の普及，啓発活動を行う．その一環として，緩和ケ
ア研修会において精神腫瘍学，コミュニケーションスキルトレーニング，看護師を対象とした「精神症状」「心理状態」

「ストレスマネジメント」の研修を行う．さらに，学内外の医療従事者・学生を対象に月 1 回「死生学勉強会」を開催し，
死生学の学びを深めつつ，多職種共働の考え方にふれる．
　さらにリサーチカンファレンスへの参加も促し，リサーチへの関心を高め，希望者には国内外における学会発表，
症例報告や研究論文作成，および国際誌への投稿指導もおこなう．
　さらに，卒後教育委員会と共催し，海外から演者を招聘した講演会を開催している．
③大学院教育（大西秀樹，石田真弓）
　大学院生を対象とした「最新医学特別講義」を担当している．そこでは臨床的な講義にとどまらず，研究として発
展させ論文発表に至る過程についても踏まえている．
　また，学位取得を目標とした論文執筆や，研究計画作成などの教育も行っている．
2-3．達成度
①卒前教育
　講義で精神腫瘍学を学んだ学生が臨床実習に来ることが多く，講義の内容を理解し，その後の実習を行なっている
様子がうかがえる．また，精神腫瘍科における身体的アセスメントと精神的アセスメントの実践は，幅広い知識を必
要とするため，学生の医学への興味を広げることにもつながっている．
②卒後教育
　日常臨床および院内研修会・死生学勉強会などの活動を丁寧におこなった結果，心のケアの重要性が理解されるよ
うになり，臨床現場における心の問題への関心が高まりつつある．当科で学んだ内容を研究会で発表する研修医もお
り，成果として形に残すことにもつなげている．また，卒後教育として実施した海外演者による講演会にも多職種が
参加し，同じテーマを国内外・多職種といった幅広い視点でとらえる機会を提供している．
③大学院教育
　講義後，当科の臨床に興味をもつ学生による質問，見学希望があり，随時受け入れている．



825

精神科（精神腫瘍科） 

2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育
　学生講義の評価では良い結果が報告されているが，精神腫瘍学の理解が深まるような教育のために，今後も教育プ
ログラムを発展的に改良してゆく必要がある．
②卒後教育
　大学病院という性質上，スタッフの入れ替わりも多く，基礎教育が重要になる．緩和ケアチームやリエゾンチーム
の活動でその役割も周知されつつあるため，今後は精神腫瘍学の基礎を身につけたスタッフが教育にあたる場面も想
定し，更なるスキル向上を目指すための研修体制および指導法を工夫する必要がある．
③大学院教育
　講義によって，精神腫瘍学の普及につながったと考えられる．次年度も内容を工夫し，さらなる発展に努めたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床の現場で生じた疑問を，研究により明らかにして社会に還元することを目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

①がん患者のせん妄に関する研究
②がん患者の心理社会的研究
③進行・再発がん患者における集団精神療法プログラムの開発
④がん患者家族・遺族の心理社会的研究
3-3．研究内容と達成度
　上記の研究はそれぞれ科研費等を取得し，国際誌に論文としてその成果が掲載されている．また，国際学会・国内
学会等でも多く発表の機会を持ち，得られた研究内容の発信も含めて達成している．
また，石田真弓講師が Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Department of Psychiatry & Behavioral Sciences （New 
York）へ短期留学を果たし，研究テーマの国際的な展開に貢献した． 
3-4．自己評価と次年度計画
　より質の高い研究を行ない，その成果を国際誌，国際学会にて発表したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　がんという病気に伴う精神的な問題に対して迅速に適切な対応をとることが目標である．がん医療では，患者，家
族に様々な精神的な問題が生じることは広く知られており，当科では精神医学的な見地からそのそれぞれに対応を
行っている．がん患者だけでなく，その家族や遺族にも対応する診療体制を整えている．また，入院患者を対象に，
リエゾンチーム，緩和ケアチームとしての活動も行っており，院内の精神腫瘍に関する活動の幅を広げている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　Palliative and Supportive care （Associate Editor）
　Japanese Journal of Clinical Oncology（査読委員）
　Palliative Care Research （査読委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　日本サイコオンコロジー理事（大西秀樹，石田真弓）
　日本グリーフ＆ビリーブメント学会（代表理事：大西秀樹，理事：石田真弓）
　日本臨床死生学会（常任理事：大西秀樹，評議員：石田真弓）
　日本緩和医療学会代議員（大西秀樹）
　日本心身医学会代議員（石田真弓）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Ishida M., Onishi H., Morita T., 他 . Communication Disparity Between the Bereaved and Others: What Hurts 



精神科（精神腫瘍科） 

826

Them and What Is Unhelpful? A Nationwide Study of the Cancer Bereaved. Journal of pain and symptom 
management 2018; 55: 1061-7.e1.

② Onishi H., Ishida M., Kagamu H., 他 . Wernicke encephalopathy in a lung cancer patient during treatment with 
nivolumab. Palliative & supportive care 2018: 1-3.

③ Onishi H., Ishida M., Takahashi T., 他 . Wernicke encephalopathy without delirium that appeared as agitation in 
a patient with lung cancer. Palliative & supportive care 2018; 16: 800-2.

④ Onishi H., Ishida M., Tanahashi I., 他 . Early detection and successful treatment of Wernicke's encephalopathy in 
outpatients without the complete classic triad of symptoms who attended a psycho-oncology clinic. Palliative & 
supportive care 2018; 16: 633-6.

⑤ Onishi H., Ishida M., Tanahashi I., 他 . Subclinical thiamine deficiency in patients with abdominal cancer. 
Palliative & supportive care 2018; 16: 497-9.

⑥ Miyashita M., Wada M., Morita T., 他 . Development and validation of the Comprehensive Quality of Life 
Outcome （CoQoLo） inventory for patients with advanced cancer. BMJ supportive & palliative care 2019; 9: 75-
83.

⑦大西 秀樹 , 石田 真弓 , 高橋 孝郎 . 【根拠がわかる治療とケアのベストプラクティス】（第 III 章）がん治療とエビ
デンス　苦痛緩和の治療のエビデンス　鎮静 . がん看護 2019; 24: 170-2.

⑧大西 秀樹 , 棚橋 伊織 , 内田 望 , 他 . 【人生の最終段階における医療への精神科病院の関わり】 がん患者や遺族へ
の緩和ケア治療 . 日本精神科病院協会雑誌 2018; 37: 703-7.

⑨石田 真弓 , 高橋 孝郎 , 大西 秀樹 . 【サイコオンコロジー】 がん患者の家族・遺族への対応　苦悩に対する援助の
あり方 . 精神医学 2018; 60: 525-32.

【総数：論文 6 件，総説 3 件，著書 1 件，学会発表 2 件，講演 15 件】
6-2． 獲得研究費

①平成 30-32 年度　文部科学省 科学研究費助成事業　若手研究（B）（18K13327）「治癒不能がん患者の心的外傷
後成長を目指した集団精神療法プログラムの開発と普及」　

6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　研究会の開催・世話人を担当している

●死生学勉強会（代表：大西秀樹，事務局長：石田真弓）
●地域の緩和ケアを考える会（世話人：大西秀樹）

7．自己点検・評価
　教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，わが国の医療に対する社会的な貢献も行われたと思
われる．研究面において国際学会，国際誌で発表ができたことは大きな成果であった．今後も教育，研究，診療のい
ずれにおいても更なる高いレベルの達成に向け，研鑽を積まなければならないと考えている．



827

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．30）緩和医療科

1．構成員
高橋孝郎（TAKAHASHI, Takao）：教授，運営責任者：診療部長：教員（大学院）：緩和医療学：博士
小山忠昭（KOYAMA, Tadaaki）：講師，教員（大学院）：緩和医療学：博士
島田祐樹（SHIMADA, Yuuki）：助教，教員（大学院）：緩和医療学：博士
近藤奈美（KONDO, Nami）：助教，兼担（乳腺腫瘍科）H31.2. ～

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
①卒前教育：がん診療における緩和医療の大切さを学ぶ．
②卒後教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び，実地臨床に生かす．
③大学院教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び，実地臨床と研究に生かす．
2-2．教育内容
①卒前教育
　3，4,6 年次の講義「緩和医療学」において，緩和医療学の基礎から臨床までを系統的に担当している．また，医
学生の臨床実習・見学希望者に対しても対応しており，学年により知識の取得程度が異なることを考慮した教育を行
う．
②卒後教育
　研修医の希望者に対して，緩和ケアチームカンファレンス，病棟・外来など実践の現場で教育・指導する．
　センター内における医療従事者向けの研修会などで緩和医療学の普及，啓発活動を行う．その一環として，緩和ケ
ア研修会において緩和医療学，コミュニケーションスキルトレーニング，看護師を対象とした研修を行う．
③大学院教育
　関東がんプロの一環として大学院生へ緩和医療について講義した．
2-3．達成度
①卒前教育
　講義で緩和医療学を学んだ学生が臨床実習に来ており，講義の内容を理解し，その後の実習を行なっている様子が
うかがえる．
②卒後教育
　日常臨床および院内研修会などの活動を丁寧におこなった結果，緩和医療の重要性が理解されるようになりつつあ
る．
③大学院教育
講義後，当科の臨床に興味をもつ学生による質問があった．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育
　学生講義の評価では良い結果が報告されているが，緩和医療学の理解が深まるような教育のために，今後も教育プ
ログラムを発展的に改良してゆく必要がある．なお 2017 年度からは精神腫瘍科とともに 5 年次臨床実習を開始した．
一層の教育体制を拡充していく．
②卒後教育
　大学病院という性質上，常に多数の新人が入るため基本教育が欠かせない．また，緩和医療学の基礎を身につけた
スタッフに対し，更なるスキル向上を目指すための研修体制および指導法を工夫する必要がある．
③大学院教育
　講義によって，緩和医療学の普及につながったと考えられる．次年度も内容を工夫し，さらなる発展に努めたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床の現場で生じた疑問を，研究により明らかにして社会に還元することを目的とする．
3-2． 研究グループ（研究プロジェクト）
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① Advance Care Planning（ACP）に関する研究
②癌の骨転移に関する臨床研究
③癌患者における免疫学的反応の臨床研究
④患者支援システムの構築とプロアクティブ・シンプトン・モニターリングの実証研究
3-3．研究内容と達成度

上記の研究は当院 IRB 申請及び日高研究プロジェクト申請を行い研究途上である．
3-4．自己評価と次年度計画

より質の高い研究を行ない，その成果を国内外学会，雑誌に発表したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　緩和ケアは，がん診療においては，必須であり，すべてのがん診療に関わる医師・医療スタッフは実施しなければ
ならない．基本的な緩和ケアを提供しても解決できない場合には当科が専門的緩和ケアの知識・スキルを提供して解
決を図っている．今年度より，科名を支持医療科と変更したので，もっと早期からの緩和ケアが提供できればいいと
思っている．心不全の緩和ケア診療についても端緒についた．来年度はさらに良い方向への変化が起こると確信して
いる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本がんサポーティブケア学会理事（高橋孝郎）
日本リンパ浮腫治療学会評議員（高橋孝郎）
日本サイコオンコロジー学会 CCT ファシリテーター（高橋孝郎）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Onishi H, Ishida M, Takahashi T, Taji Y, Ikebuchi K, Furuya D, Uchida N, Akechi T. Wernicke encephalopathy
without delirium that appeared as agitation in a patient with lung cancer. Palliat Support Care. 2018 1-3.

② Onishi H, Ishida M, Tanahashi I, Takahashi T, Taji Y, Ikebuchi K, Furuya D, Akechi T. Wernicke encephalopathy
without delirium in patients with cancer. Palliat Support Care. 2018 16:118-121.

③ Onishi H, Ishida M, Tanahashi I, Takahashi T, Ikebuchi K, Taji Y, Kato H, Akechi T. Early detection and successful
treatment of Wernicke's encephalopathy in outpatients without the complete classic triad of symptoms who
attended a psycho-oncology clinic. Palliat Support Care. 2018 1-4.

④石田真弓 , 高橋孝郎 , 大西秀樹 . がん患者の家族・遺族への対応　苦悩に対する援助のあり方 . 精神医学 . 2018
60:525-532.

⑤ Hideki Onishi, Mayumi Ishida, Nozomu Uchida, Izumi Sato, Takao Takahashi. The rate and treatment outcome
of thiamine deficiency in cancer patients diagnosed with delirium: a preliminary study. Palliative and Supportive
Care in Oncology Symposium. 2018 San Diego, CA, USA.

⑥高橋孝郎，佐伯俊昭，廣川詠子，佐野　弘 . ycNO 症例に対するセンチネルリンパ節生検の妥当性 . 第 26 回日本
乳癌学会学術総会 . 2018 京都 .

【総数：論文 4 件，学会発表 12 件，講演 12 件】
6-2．獲得研究費

該当なし
6-3．受賞

該当なし
6-4．特許，実用新案

該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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　以下のような研究会の世話人を担当している
　　PEACE 緩和ケア研修会　開催 2 回
　　埼玉がん緩和ケア研究会世話人
　　地域の緩和ケアを考える会

7．自己点検・評価
　2014 年 10 月に高橋，2016 年 4 月に小山，同年 10 月に島田が就任した．当科体制は整備されて間もないが診療
実績は着実に向上している．教育・研究に関し目標は達成途上である．今後いずれにおいても更なる高いレベルの達
成に向け，研鑽を積まなければならないと考えている．
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3．31）臨床検査医学

1．構成員
海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）小児科学：博士
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：教授：副部長：輸血医学，造血幹細胞移植：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）：助教：内科学

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：

医学部 5 年生にＢＳＬ実習教育を半日実施している．保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部
3 年生，杏林大学保健学部 3 年生の臨地実習を中央検査部と輸血細胞移植部で担当する．
②卒後教育：

初期研修医と他の施設から来る研修生（すでに病院職員として勤務している検査技師）の指導を行う．
③大学院教育

女子栄養大学の修士大学院生を対象に臨床血液学の講義と実習を 12 コマ担当する．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部 5 年生 BSL を海老原，小林，浅見が担当

実習として大学病院では行っていないフローサイトメトリーを用いた細胞の同定を行っている．まず，フローサイ
トメトリーについて基礎的な事柄，研究や臨床でフローサイトメトリーを取り入れた事例を取り上げて，質疑応答を
織り交ぜながら講義を行って理解を深めた後，細胞の染色からフローサイトメトリーを用いた測定や解析までを実際
に体験して学習してもらっている．

保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部 3 年生，杏林大学保健学部 3 年生の臨地実習は田地，木下，
田中，松野，小山，須藤，式田が担当し，病院の検査部という大学内では体験できない環境で 7 週から 8 週間で見
学と実習を行っている．
②卒後教育：エコー検査を五十嵐，三村が担当．包括がんセンターと心臓病センターでは症例が多く豊富な症例を提

示できている．
③大学院教育は，臨床検査技師コースを選択した修士学生に造血幹細胞移植，血液検査，輸血検査について講義と実

習を行う．担当は池淵．
2-3．達成度
①卒前教育：医学部 5 年生のＢＳＬでは，学生からの評価が上昇している．

保健医療学部 4 年生，大東文化大学スポーツ・健康科学部 3 年生，杏林大学保健学部 3 　年生：病院の検査
部門の実感を経験できたと良い感想をもらっている．
②卒後教育：初期研修医 6 名の研修を受け入れることができた．心臓エコー検査，腹部エコー検査を希望科目に沿っ

て検査技師が指導できた．研修医からは達成感があったとコメントを聞くことができた．
③大学院教育：継続する．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育：臨床検査医学の医師 2 名が主に担当し実習に対応している．学生とのコミュニケーションは良好であり，

和やかな雰囲気の中実習が行われている．次年度も継続する．実習の時間が限られており，学習項目はこれ以上増
やせないと考えている．

②卒後教育：希望者にはできるだけ現場の負担にならない限り受け入れ研修をさせる予定である．
③大学院教育：2018 年度は希望者が出なかった．女子栄養大学の枠以外に，医療学部の大学院生を対象に演習を新

規オープンして受け入れ体制を継続する．

3．研究
3-1．目的・研究

検査技師スタッフが試薬の検討，交換，検査迅速化に向けた，ルーチン業務に加えて検討作業を行い，適宜，検査
学会や他の専門学会へ発表することを目的に活動している．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①試薬検討グループ：海老原，池淵，田地，内田
②超音波検討グループ：海老原，小林，三村，五十嵐，山本
③全血の亜鉛測定系の開発と臨床応用：池淵，海老原，小林，田地，室谷
④ NST 活動：佐藤，木下，大谷，小山，松野，田中，斎藤，久保
⑤感染症検討グループ：海老原，小林，田地，渡辺，小山
⑥血液症例検討グループ：海老原，小林，田地，網野，木下
3-3．研究内容と達成度

①試薬検討グループでは，1）分析装置の更新，測定試薬の変更はなかった．血液ガス分析装置 Rapidpoint500（シー
メンス社）を B4HCU と透析室に追加し，病院内で 18 台に増設した．

②超音波検討グループでは血管内エコーに習熟した技師が部内の教育を充実させている．
③微量金属の亜鉛の体内貯蔵量を推定するため，全血の亜鉛を測定する系の開発を進めている．これまでに全血亜

鉛の日内変動が解析できた．
④ NST 活動では，入院患者をラウンドして，栄養状態を評価しているが，検査技師として，専門分野を生かした

検査データの解釈・評価を行い，患者の早期病態改善のために貢献している．当センターでの NST 活動報告を
積極的に学会発表して，外部への発信を行っている．

⑤感染症検討グループでは，ISO15189 認定取得に向けて細菌検査室をリニューアルした．E 棟 1 階に移動して，
大学病院に送って検査していた細菌同定検査や薬剤感受性検査，抗酸菌検査をすべて院内化した．習熟した技師
が部内の教育を充実させるとともに，ICT にも参加して，院内の感染対策に努めている．また，日常診療から得
られた検査データを元に，積極的に学会発表や論文投稿を行い，外部への発信を行っている．

⑥血液症例検討グループ：習熟した技師が血液像など部内教育の充実を図って，検査の標準化に努めている．また，
日常診療から得られた検査データを元に，積極的に学会発表や論文投稿を行い，外部への発信を行っている．

3-4．自己評価と次年度計画
細菌検査室をリニューアルし，院内検査化したことで，従来に比べてより迅速に検査結果を報告できるようになっ

た．次年度は ISO15189 認定取得に向けて取り組んでいき，次年度中に認定を取得する計画である．また，一部に
検査機器は経年劣化してきているため，機器更新を行うことによるコスト削減や外注項目の院内化による検査結果の
迅速化などを目指していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
超音波検査や骨髄検査の報告が遅滞なくできるよう体制を整備した．検査試薬と検査機器の変更にあたり，十分な

基礎検討ができ，問題なく変更に進めた．気送管システムが安心して利用できるよう体制整備に努力した．また，臨
床科で実施している先進医療や臨床治験に対して協力体制を構築している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無　
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（池淵）　　
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無　

日本輸血・細胞治療学会雑誌査読委員（池淵）
埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
International Journal of Hematology 査読委員（海老原）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務

日本血液学会評議委員（海老原）
日本造血細胞移植学会評議委員（海老原）
日本小児血液・がん学会評議委員（海老原）
日本輸血・細胞治療学会評議員（池淵）
埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人（池淵）
埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
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論文発表
①渡辺典之，小山幸枝，松野順平，田平真由，田地功忠，小林清子，中島博之，光武耕太郎，海老原康博：市中感

染型 MRSA（CA-MRSA）による感染性心内膜炎の 1 症例．感染症学雑誌　92: 686-689, 2018
②大川真莉子，内田弘之，田地功忠，小林清子，安田政実，金子公一，池淵研二，海老原康博：非特異複合体形成

の関与により血清 SCCA の高値を示した胸腺腫の 1 症例．臨床病理　66: 1072-1077, 2018
③青木政典，木下博美，松本雅子，網野育雄，室谷明子，田地功忠，小林清子，阿久澤有，石川真穂，麻生範

雄，海老原康博：芽球に多数の好塩基性顆粒と顆粒分布異常を認めた混合表現型急性白血病の一例．臨床病理
67:106-111, 2019

④田中沙知，佐藤雅子，木下博美，大谷真弓，久保嘉志，齋藤達也，田地功忠，小林清子，大西秀樹，海老原康博：
当院におけるビタミン B1 欠乏入院患者の検討．臨床病理　67: 219-223, 2019

⑤ Yasuhiro Ebihara，Kiyoko Kobayashi，Noriyuki Watanabe，Yoshitada Taji，Tomoya Maeda，Naoki Takahash，
Akaru Ishida，Norio Asou，Kenji Ikebuchi. False-positive blood culture results in patients with hematologic
malignancies. J infect Chemother in press

⑥ Noriyuki Watanabe，Kiyoko Kobayashi，Giichi Hashikita，Yoshitada Taji，Noriomi Ishibashi，Shinichi
Sakuramoto，Kotaro Mitsutake，Kenji Ikebuchi，Yasuhiro Ebihara. Hepatic gas gangrene caused by Clostridium
novyi. Anaerobe in press

学会・研究会発表
⑦大和田善愛，木下博美，青木政典，渡辺典之，室谷明子，田地功忠，小林清子，海老原康博：急性白血病にて血

液培養検査偽陽性を認めた 2 症例　第 67 回日本医学検査学会，浜松，2018
⑧田平真由，渡辺典之，小山幸枝，松野順平，田地功忠，石橋令臣，小林清子，光武耕一郎，海老原康博：　当院

における過去 10 年間の感染性心内膜炎の起炎菌検出状況　第 92 回日本感染症学会，岡山，2018
⑨式田秀美，鷹野亜希，江原悠里子，五十嵐利恵子，田地功忠，上田重人，大崎昭彦，佐伯俊昭，小林正幸，海老原康博：

ブレスト・インプラント周囲に急速増大した嚢胞性病変に対し，確定診断に難渋した 1 例　大坂，第 41 回日本
乳腺甲状腺超音波医学会学術集会，2018

⑩松本早郁，佐藤雅子，諸貫恵理子，棚澤敬志，内田弘行，田地功忠，小林清子，海老原康博：輸血製剤からの移
行抗体により HBs 抗体および HBc 抗体も陽性化を認めた 1 小児例　平成 30 年度日臨技関甲信支部・首都圏支
部医学検査学会（第 55 回），高崎，2018

【総数：著書 6 件，論文 6 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費　該当なし
6-3．受賞　該当なし
6-4．特許，実用新案　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績　該当なし

7．自己点検・評価
　少人数の基本学科ではあるが，検査技師スタッフと共同作業で，教育と臨床に努力し，臨床検査と超音波検査を実
施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献できていると考える．また，技師たちの学会発表数も増え，着実
にアカデミックマインドが身についてきている．今後も学会発表や発表論文の論文化を進めることで，今後数年計画
であるが，検査技師が学位取得できるよう指導をしていきたい．
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3．32）病理診断科

1．構成員
＜医師＞

安田政実（YASUDA, Masanori）：教授：診療部長，指導教員（大学院）：診断病理，婦人科病理，細胞診：医学博士
長谷部孝裕（HASEBE, Takahiro）：教授：診療副部長，研究主任，教育副主任，代表指導教員（大学院）：診断病理，

　　　　　　　　　　　　　　  乳腺病理，消化管病理，膵・胆道病理：医学博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）：教授：教育主任，研究副主任，診断病理，皮膚病理：医学博士　
藤野　節（FUJINO, Takashi）：教授：学位論文審査教員（大学院）：専門医員：骨軟部病理：医学博士
川崎朋範（KAWASAKI, Tomonori）教授：専門医員：乳腺病理：医学博士
永田耕治（NAGATA, Koji）：准教授：学位論文審査教員（大学院）：研究副主任：専門医員：診断病理，消化器病理：

　　　　　　　　　　　  医学博士
佐藤次生（SATOU, Tsugumi）：講師：医員
矢野光剛（YANO, Mitsutake）：助教：（大学院）：医員
伊藤梢絵（ITO, Kozue）：助教（シニアレジデント）：医員
福田桃子（FUKUDA, Momoko）：助教：医員
浜田芽衣（HAMADA, Mei）：助教（臨床フェロー）：医員

＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi），瀬山　敦（SEYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA, 
Yasuo），加藤智美（KATO, Tomomi），細沼佑介（HOSONUMA, Yusuke），菅野恵士（KANNO, Satoshi），福島雅
人（FUKUSHIMA, Masato），目黒葉子（MEGURO, Youko） 林　理沙（HAYASHI, Risa）鈴木　展行（SUZUKI,　
Nobuyuki），小川雅生（OGAWA，Masao），小原優実（OBARA, Yumi），小窪亜理紗（KOKUBO, Arisa），戸澤直登（Tozawa, 
Naoto）

＜事務＞
　本間明美（HONMA, Akemi）：事務
＜兼担（病理学教室）＞

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：教授：診断病理，中枢神経病理：医学博士
市村隆也（ICHIMURA, Takaya）：助教：医員：診断病理，婦人科病理，分子病理：医学博士
金　玲（JIN, Ling）：助教（医員）
李　治平（LI, Chih-ping）：助教：医員：診断病理：医学博士

＜兼担（保健医療学部）＞
　茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：教授：診断病理，血液・リンパ節病理，分子病理：医学博士
＜非常勤医師＞

清水禎彦（SHIMIZU, Yoshihiko）：非常勤講師
伴　慎一（BAN, Shin-ichi）：非常勤講師
寺戸雄一（TERADO,Yuichi）：非常勤講師
菊地良直（KIKUCHI,Yoshinao）：非常勤講師

2．教育
2-1．教育目的・目標
　人体の正常構造や機能に関する知識を基礎として，様々な疾病の「概念，病因・病態，病理学的特徴，および臨床
的意義」などについて講義する．病理総論では，臨床医学を理解するために必要不可欠な「疾病の成り立ちについて
の基本的知識」を病理形態学の立場から教育する．病理総論実習においては，病変の肉眼および組織所見の特徴を実
際に観察し，病理総論の理解につなげる．近年バーチャルスライドを取り入れ，学生個人のコンピュータ上でも標本
観察を可能とした．臓器別病理各論講義では，病理総論的知識に基づき，それぞれの臓器に固有な疾病の病態や病理
学的形態学変化を詳細かつ具体的に解説し，臨床像を理解するための一助とする． 
2-2．教育内容（担当者）

〈2 年生〉「病理総論」講義：炎症（4 時間：新井），腫瘍（2 時間：藤野，3 時間：長谷部，3 時間：安田），実習（腫
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瘍：2 時間　安田・長谷部）
〈3 年生〉「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（2 時間：清水禎，1 時間：長谷部），循環器（1 時間：清水禎），

消化器（2 時間：伴， 4 時間：永田），生殖器（3 時間：安田） 
〈4 年生〉「ヒトの病気」コース病理各論実習（CPC 実習）（5 日間，剖検例の症例解析，担当：当科スタッフ全員お

よび大学病理学スタッフ），皮膚・運動（1 時間：新井，1 時間：藤野），感覚器（1 時間：新井），免疫（1 時間：
新井）

〈5 年生〉 BSL（病理診断科，隔週，担当：スタッフ全員）
〈研修医〉 Clinicopathological conference（CPC）年 15 例，担当：スタッフ全員）
2-3．達成度

2 年生の病理総論では，効率のよい講義と実習が実施されている．病理総論は，病理学の基幹であるだけでなく，
臨床的見地からも疾患を理解する上で医学の根幹をなしており，疾患の概念や病態を中心に講義を行っている．病理
総論実習では複数の教官が学生に対して一対一の密接な指導を行っている．3 年生の病理各論では，臨床各科の講義
内容を踏まえながら，疾患の臨床像を理解できるよう病理学的見地から解説を行っている．4 年生における臨床病理
実習（CPC 実習）では，剖検例を対象に，学生を 10 人程度の小グループに分け，各グループに担当教官をおき細か
く指導にあたっている．5 年生の病理診断科における BSL は各班あたり 2 日間と短いが，この実地学習は基礎医学
的知識と臨床的知識の統合的整理に有用で，医療現場に直結する病理診断の位置づけを学ぶための貴重な時間とも言
える．また，随時行っている剖検カンファレンスは，卒前卒後教育にとって各症例をより深く理解し，今後の医療に
役立つ実践的な検討会となっている．以上，病理学は，臨床医を育てる教育の基幹的科目として，病理学教育カリキュ
ラムの整備がなされ，医療の質的向上に直結する教育効果を上げていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画

大学医学部病理学講座のスタッフとの協調性をベースに，講義の充実度を増すことができた．幅広い専門領域のエ
キスパートを講師陣として有しており，全国的な病理医不足からみれば，本学の教育環境はおよそトップレベルにあ
ると思われる．しかしながら，講義や実習の環境に関しては，近年の教育機材の発達によるティーチング顕微鏡の導
入など，学生の理解をより身につけさせるための，改革的な局面の展開も求められている．学外にも発信できる卒前
卒後教育の新境地を模索していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標

臨床検体を有益に用いて病理診断学に寄与する成果を得ることを共通のテーマに，個々にあるいはチームを編成し
て研究に取り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

国際医療センター病理診断科には，皮膚・消化器・婦人科・乳腺・造血器などほぼ全身臓器を対象とした専門病理
医が所属しており，それぞれの専門分野で，人体病理学的および分子病理学的見地から研究を遂行している．
3-3．研究内容と達成度

学会発表および論文作成に示すがごとくの成果が，各分野においてあげられている．研究費や補助金の獲得におい
ても目標が達成されている．
3-4．自己評価と次年度計画

著書 2 編　論文は計 34 編を発表した．その内訳は英文 30 編，邦文 4 編である．学会発表は，海外 4 回，国内 68 回，
講演 22 回を行った．いずれもスタッフ個々の活動性の高さの表れであると評価される．次年度も既に大きな研究成
果の発表を予定している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　平成 30 年度の病理診断数は，組織診 11,763 件，術中迅速診断 1,236 件，細胞診 7,720 件，迅速細胞診 510 件，
免疫 6,088 件，染色体検査 289 件であった．病理解剖数は 18 体であった．科内のカンファレンスが週 5 回実施され，
他科（脳脊髄腫瘍科，皮膚腫瘍科・皮膚科，消化器病センター，呼吸器病センター，婦人科腫瘍科，泌尿器腫瘍科，
乳腺腫瘍科，造血器腫瘍科，頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科，骨軟部腫瘍科，心臓内科）とのカンファレンスも定期的に
行われている．CPC 臨床病理検討会（年 15 回・15 例），病院全体 CPC（年 3 回）も実施している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無．該当なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
安田政実
　日本病理学会　診断病理　編集長
　日本病理学会　Pathology International 刊行委員
　日本病理学会　癌取扱い規約委員
　日本病理学会　病理専門医制度運営委員会　委員
　日本組織細胞化学会誌　Acta Histochemica et Cytochemica・Editorial Board
　日本臨床細胞学会　日本臨床細胞学会誌査読委員
　日本臨床細胞学会　細胞診専門医委員会委員（2017 年 5 月 27 日～ 2019 年 6 月 9 日）
　日本臨床細胞学会　細胞診専門医資格認定試験委員
　日本臨床細胞学会　ガイドライン検討ワーキンググループ委員
　日本臨床細胞学会　評議員
　日本臨床細胞学会　細胞診専門医資格認定試験委員会　副委員長
　日本臨床細胞学会　第 58 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）プログラム委員
　日本産婦人科学会・日本病理学会　子宮頸癌取扱い規約委員会　委員長
　日本産婦人科学会・日本病理学会　卵巣腫瘍取扱い規約改訂病理系委員会　委員長
　日本産婦人科学会・日本病理学会　子宮頸癌取扱い規約（病理編）・子宮体癌取扱い規約（病理編）委員
　日本婦人科腫瘍学会　常務理事（編集委員長）
　北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム
　GOTIC-001/JGOG3019 試験　第 5 回中央病理判定委員
　埼玉県臨床細胞学会　学術委員会委員
　埼玉県臨床細胞学会　理事
　中央病理判定委員会委員　平成 27 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日
長谷部孝裕
　日本病理学会　Pathology International 刊行委員
　日本乳癌学会　第 27 回日本乳癌学会総会プログラム委員
新井栄一
　日本病理学会　Pathology International 刊行委員
　日本病理学会　診断病理サマーフェスト委員
永田耕治
　FRONTIERS REVIEW EDITOR（2011/12/24-）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本病理学会コンサルテーションコンサルタント（安田政実，新井栄一）
国立がん研究センター病理診断コンサルテーション委員（安田政実，長谷部孝裕，新井栄一）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
① Kawasaki T, Kubota T, Ichihara S, Horibe K, Hasebe T：Neuroendocrine cells associated with endocrine mucin-

producing sweat gland carcinoma: a potential precursor lesion? Pathology. 2018 Aug;50（5）:573-575. doi:
10.1016/j.pathol.2018.01.008. Epub 2018 Jun 13

② Yano M, Yasuda M, Sakaki M, Nagata K, Fujino T, Arai E, Hasebe T, Miyazawa M, Miyazawa M, Ogane N,
Hasegawa K, Narahara H.: Association of histone deacetylase expression with histology and prognosis of ovarian
cancer. Oncol Lett. 2018 Mar;15（3）:3524-3531. doi: 10.3892/ol.2018.7726. Epub 2018 Jan 4. PMID:
29456726　Free PMC Article

③ Yano M, Ikeda Y, Kato T, Sakaki M, Sato S, Yabuno A, Kozawa E, Yasuda M.：A case of peritoneal malignant
mesothelioma following radiation therapy for cervical cancer. Mol Clin Oncol. 2018 Feb;8（2）:302-305. doi:
10.3892/mco.2017.1525. Epub 2017 Dec 6. PMID: 29435293

④ Yano M, Asami Y, Nishikawa T, Yoshida S, Kamada K, Katoh T, Teramoto Y, Nakamura Y, Yasuda M.： Immune
checkpoint inhibitors of CTLA4 and PD-1 for malignant melanoma arising in ovarian cystic teratoma: A case
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report. Medicine （Baltimore）. 2018 Oct;97（43）:e12937. doi: 10.1097/MD.0000000000012937. PMID: 
30412106

⑤ Yoshida S, Nagatsuka H, Nakano K, Kogashiwa Y, Ebihara Y, Yano M, Yasuda M.：Significance of PD-L1 
Expression in Tongue Cancer Development. Int J Med Sci. 2018 Nov 22;15（14）:1723-1730. doi: 10.7150/
ijms.27860. eCollection 2018. PMID: 30588196

学会発表
⑥ Nagata K,　Shimizu M:　Clinicopathological Features of Early Phase Fundic Gland Type Adenoma:Tumors Can 

Occurr At The Bottom of The Gland, And Even Minute Lesions May Show a Mixed Phenotype. USCAP 107th 
Annual Meeting March 17-23, 2018 Vancouver, BC, Canada 20 日

⑦ Yano M, Yasuda M, Miyazawa M, Miyazawa M, Miwa M, Hasegawa K, NaraharaH. HDAC6 as a Therapeutic 
Target for Ovarian Clear Cell Carcinoma, in Association Varid1A Loss. 17th Biennial Meeting of the International 
Gynecologic Cancer Society. Kyoto September 14-16,2018

⑧ Yano M, Ito K, Katoh T, Ogane N, Miwa M, Ogasawara A,Yasuda M.: A unique uterine cervical cancer: 
carcinosarcoma with teratomatous features. The 22nd Taiwan-Japan-Korea Joint Meeting for Gynecological 
Pathology. October 6th ,2018 Dug-Jae hall, Chonnam National University Medical School Gwangju, Korea

⑨榊 美佳（埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科）, 安田 政実 , 矢野 光剛 , 後藤 義也 , 茅野 秀一 , 長谷川 幸
清 , 中村 勝：体部類内膜癌（EEC）における腫瘍リンパ管新生（TLG）と腫瘍周囲リンパ管密度（LVD）の予後
との相関の有無（The prognostic significance of tumor Iymphngiogenesis and LVD in endometrial endometrioid 
carcinoma）（英語）（会議録）．第 107 回日本病理学会総会　2018 年 6 月 21-23 日　札幌　23 日

⑩浜田 芽衣 , 川崎 朋範 , 長谷部 孝裕 , 扇田 智彦 , 加藤 智美 , 矢野 光剛 , 佐藤 次生 , 永田 耕治 , 藤野 節 , 新井 栄一 , 
安田 政実 , 加藤 良平 , 小柏 靖直 , 中平 光彦 , 菅澤 正：細胞診で病変の推定が困難であった甲状腺肉腫（悪性末
梢神経鞘腫瘍）の 1 例．日本臨床細胞学会　2018 年 11 月 17-18 日　パシフィコ横浜

【総数：論文 34 件，学会発表 72 件，講演 22 件】
6-2．獲得研究費 

1）安田 政実：基盤研究（C） 18K06997　卵巣癌における，低酸素関連因子の発現からみた組織型の意義：化学
療法抵抗性の分別化　30-32　基金

2）川崎朋範：基盤研究（C）16K08654 　乳腺内分泌癌の発生機構および新規診断・治療法に関する病理学的解
析　期間：28-30

3）矢野光剛：平成 30 年度　学内グラント　関口記念特別賞：卵巣癌間質の特性：組織発生と役割からみた臨床
病理学的意義．1,000,000 円   期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日

4）矢野光剛：平成 30 年度　日高研究プロジェクト：卵巣癌間質の特性：組織発生と役割からみた臨床病理学的
意義．1,000,000 円   期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日

5）伊藤梢絵：平成 30 年度　日高研究プロジェクト : 口腔扁平上皮癌における PD-L1 の発現と病理学的所見との
関係性．700,000 円   期間：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日

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

7．自己点検・評価
　大学医学部病理学のスタッフとの協調により，教育は 2 年生に対する病理学総論，3 年生，4 年生に対する病理学
各論および CPC 実習，5 年生に対する BSL とも混乱なく行われた．外科病理診断はダブルチェックを基本とし，か
つ連日実施している consensus meeting（内部カンファレンス）によって緻密な精度管理を実現している．また，定
期的な臨床各科とのカンファレンスによっても臨床医との連携を計ると同時に，スタッフ全員が診断レベルの向上に
自己研鑽を怠っていない．病理解剖はマクロ，ミクロカンファレンスとも充実し，全剖検例に対して CPC を実行し
てきた．さらに，毎日行われている科内のカンファレンスや，毎週行われている抄読会，研究打合などでお互いを鼓
舞することが，研究を推進する原動力として機能している．
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3．33）輸血・細胞移植科

1．構成員
　石田　明（ISHIDA, Akaru）：教授：診療部長：研究主任：教育主任：大学院指導教員．輸血学，臨床血液学，細胞
　　　　　　　　　　　　　　治療，博士
　池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）：（大学と兼担）：教授：運営責任者：大学院代表指導教員．輸血学，血液内科学：博士

2．教育
2-1．目的・目標

1．卒前教育：対象は医学生．目標は①血液製剤及び血漿分画製剤の種類と適応を説明できる，②血液型（ABO，
RhD）検査，血液交差適合（クロスマッチ）試験，不規則抗体検査を説明できる，③輸血副反応，輸血使用記録
保管義務，不適合輸血の防止手順を説明できる，④輸血の適正使用，成分輸血，自己血輸血，緊急時の輸血を説
明できる．輸血に関する基本的事項は講義で，また輸血管理業務と輸血検査は BSL で行う．

2．卒後教育：対象は研修医．目標は①輸血実施手順を習得する，②輸血療法の適応と副作用を理解し安全で適正
な輸血に向けての実践的な能力を身に付ける，③献血から製剤供給までの過程を理解できる，④国際医療センター
の特色である高度救急救命医療，心臓血管外科手術，造血器腫瘍治療に関連した特殊な輸血療法について理解を
深める．

3．大学院教育：対象は大学院生．目標は①輸血学の基礎と輸血療法の科学的な見方を身に付ける，②安全で適正
な輸血に向けての施策や管理を経験する，③輸血領域の未解決分野に関する基礎的研究を自ら計画し結果を導い
て論文化する能力を身に付ける．

4．部内教育：対象は部内スタッフ．目標は①ルチーン以外の特殊検査を習得する，② PDCA サイクルに沿った輸
血管理ができる，③非専任スタッフや後輩への指導能力を養成する，④検査結果や輸血療法について診療科医師
と対等にディスカッションする能力を身に付ける，⑤勉強会や研修会に積極的に参加して学会発表にチャレンジ
する．

5．院内教育：対象は看護師や医師などの職員．目標は①輸血療法の基礎的知識と実施手順を習得する，②安全で
適正な輸血を行うために必要となる実践的能力を身に付ける．

6．院外からの研修生の受け入れ：対象は当大学および他大学の学生，日本輸血・細胞治療学会認定輸血臨床看護
師の研修など，院外からの実習生や研修生．目標は①輸血検査，輸血管理，輸血医療の現場に直接触れる，②目
的に沿った能力を身に付ける．

2-2．教育内容
1．卒前教育：医学部 3 年生を対象に講義を行った．医学部 5 年生を対象に大学病院と協力して BSL を行った．
2．卒後教育：研修医を対象に院内での輸血実施手順と輸血時の注意事項についてオリエンテーションを行い，ま

た輸血療法に関する講義を行った．
3．大学院教育：平成 30 年度は該当者がいなかった．
4．部内教育：部内勉強会と抄読会を月2回ペースで行った．輸血管理に関する課題を全員が担当し自ら取り組んだ．

院外活動として，勉強会や学会に積極的に参加し学会発表を行った．
5．院内教育：看護師を対象に勉強会を実施した．
6．院外からの研修生の受け入れ：埼玉医科大学医科大学保健医療学部生を 12 名，杏林大学生 1 名，大東文化大

学学生 6 名の研修を受け入れた．研修では，専任検査技師が主体となって現場見学実習を行い，血液製剤の保
管状況，輸血検査，自己血採血を見学してもらった．また日本輸血・細胞治療学会輸血認定臨床看護師の研修を
受け入れた．輸血部医師，臨床検査技師，院内学会認定臨床看護師が協力して 1 日研修を行った．

2-3．達成度
1．卒前教育：血液製剤が薬剤と異なること，輸血のメリットとデメリット，安全で適正な輸血療法，輸血検査の

基本的知識と血液型検査を身に付けてもらった．
2．卒後教育：輸血製剤の適正使用と安全な輸血の実践的知識を身に付けてもらった．
3．大学院教育：平成 30 年度は該当者がいなかった．
4．部内教育：部内スタッフ各々が課題を持ち，解決策を自ら進めていくようになった．
5．院内教育：輸血手順の理解が深まり，グッジョブやインシデントにも反映されるようになった．輸血ラウンド（監
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査）で明らかなレベルアップが確認できた．
6．院外からの研修生の受け入れ：薬学部学生研修では輸血療法を身近に感じてもらうことができた．日本輸血・

細胞治療学会輸血認定臨床看護師の研修では各医療施設の輸血療法を牽引すべく輸血療法の基礎的知識普及とと
もに，グループディスカッションによって課題抽出能力を養ってもらうことができた．

2-4．自己評価と次年度計画
1．卒前教育：教育カリキュラムに沿って平成 30 年度と同様に教育を進めていく．
2．卒後教育：安全で適正な輸血療法の実践的な知識や能力を身に付けてもらう．
3．部内教育：輸血検査や輸血管理を習得するための経験に応じた卒後教育体制を構築していく．チーム医療や多

職種とのディスカッションに耐え得る能力を身に付け，院外活動にも積極的に参加してもらう．
4．院内教育：輸血実施手順を習得してもらうだけでなく，安全で適正な輸血の考え方を病院内で共有できる体制

を構築していく．輸血臨床看護師を増やし，院内における輸血療法のリーダー的人材を育成する．
5．院外からの研修生の受け入れ：院外研修を積極的に受け入れるようにしていく．

3．研究
3-1．目的・目標

1．細胞治療：造血幹細胞の採取効率および細胞の保存管理に関する基礎的検討を行う．Optia による骨髄細胞濃
縮の効率と細胞分離効率について検討を行う．

2．輸血管理：効率的な輸血管理システムを模索する．廃棄血削減策に向けて改善策を実践していく．輸血副作用
管理体制を構築し，副作用発生率と発生要因に関する検討を行う．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．末梢血幹細胞採取および骨髄細胞濃縮の効率化に関する検討
2．輸血管理システムに関する検討
3．廃棄血削減策に関する検討
4．輸血副作用発生頻度と発生要因に関する検討
3-3．研究内容と達成度

1．細胞分離装置 Optia を用いた末梢血幹細胞採取の細胞採取効率と骨髄移植のための骨髄分離効率について，さ
らに症例を重ねて検討を進めた．

2．現行の輸血適正使用の監視システム，輸血副作用，大量輸血，輸血関連インシデントを迅速に把握し対応する
システム，超緊急輸血への対応システムを見直し，そのモニタリングシステムを検討してきた．輸血副作用の標
準化は順調に進み，また大量輸血の医療安全対策室への報告体制が整った．輸血関連インシデントを輸血部内だ
けでなく院内の発生事例について検討したことによって院内における輸血療法の課題が明確になった．

3．廃棄血削減に向けて，有効期限延長によって廃棄血がどの程度削減できるかの検討を現在進めている．
3-4．自己評価と次年度計画

上記研究をさらに発展させていくとともに，新たな研究を立案していく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
　安全で適正な輸血医療に向けて，輸血専任検査技師と協力して輸血検査や輸血管理の業務のさらなる充実を図り，
同時に臨床側への情報提供や指導を継続的に進めてきた．一方で輸血チームによる輸血監査，部署内ミーティングで
の体制見直しを行い，解決すべき課題とその具体策が明確になった．自己血輸血，造血幹細胞移植のサポート，臓器
移植検査センターの業務も引き続き行ってきた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（池淵）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本輸血学会雑誌査読委員（池淵，石田）
埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本輸血・細胞治療学会評議員（池淵，石田）
日本輸血・細胞治療学会認定医資格委員会委員（池淵）
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　日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会委員・認定医資格審査委員会委員長（石田）
　日本輸血・細胞治療学会細胞治療委員会委員・顆粒球輸血小委員会委員（石田）
　日本輸血・細胞治療学会製剤委員会委員・血小板タスクフォース小委員会委員（石田）
　日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部理事（石田）
　埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人，同自己血輸血小委員会委員長（池淵）
　埼玉県合同輸血療法委員会世話人（石田）
　埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）
　日本血液学会 平成 29，30 年度　血液専門医試験問題作成委員～輸血・移植・免疫（石田）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
（論文総数 2，学会発表総数 3）
論文
① Ebihara Y, Kobayashi K, Watanabe N, Taji Y, Maeda T, Takahashi N, Ishida A, Asou N, Ikebuchi K. False-positive 

blood culture results in patients with hematologic malignancies. J Infect Chem 25:404-406, 2019
② Sakurai M, Karigane D, Kasahara H, Tanigawa T, Ishida A, Murakami H, Kikuchi M, Kohashi S. Geriatric screening 

tools predict survival outcomes in older patients with diffuse large B cell lymphoma. Ann Hematology 98:669-
578, 201

③石田 明．洗浄血小板 - 副作用のない輸血をもとめて．医学のあゆみ 266:212-213, 2019
学会発表
④小林瑞紀，小林清子，河原志帆，渡邉保加，前田麻衣，松本慎二，浅見育子，福永祥子，棚澤敬志，平山美津江，

川井信孝，池淵研二，石田 明．輸血関連インシデントに対する医療安全対策室との連携．第 66 回日本輸血・細
胞治療学会総会，2018 年 5 月 24 日

⑤前田麻衣，棚澤敬志，河原志帆，小林瑞紀，渡邉保加，福永祥子，松本慎二，浅見育子，平山美津江，小林清
子，海老原康博，池淵研二，石田 明．当院における超緊急輸血の現状．第 66 回日本輸血・細胞治療学会総会，
2018 年 5 月 26 日

⑥小林清子，太田充彦，渡邊温子，石田明，田中竜平，海老原康博．輸血製剤からの移行抗体により HBs 抗体お
よび HBc 抗体の陽性化を認めた 1 小児例．第 60 回日本小児血液・がん学会学術集会，2018 年 11 月 16 日

6-2．獲得研究費
・厚労科研費，レギュラトリーサイエンス政策研究事業「地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究」

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

・日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部例会会長．開催場所：大宮ソニックシティ，開催日時：2018 年 9 月
30 日：石田 明

7．自己点検・評価
　安全な輸血検査体制，製剤管理業務については年度課題をクリアできたと考える．輸血・細胞移植部の CI 値の一
つである血液製剤廃棄率と新鮮凍結血漿／赤血球比が基準値に到達するよう，引き続き適正輸血推進に向けて努力を
続け，臨床側に支援を求めていきたいと考えている．
　臨床支援業務として自己血採血，末梢血幹細胞採取・血管新生治療・骨髄処理・臓器移植検査センター業務などを
確実にこなすことができた．
　アカデミアの一員として研究教育活動をさらに推し進め，学会発表や論文作成に向けて努力が必要と考えている．
医師はじめ部署職員一同を上げて取り組んでいく所存である．
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3．34）医療安全管理学

1．構成員
川井信孝　（KAWAI, Nobutaka）：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：

　　　　　　　　　　　　　　医療安全対策室室長：医療安全管理学，血液内科学，造血幹細胞移植：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　本学科は平成 28 年度より本学に新たに設置された．
　卒前医学教育の出発点は医師としての基本的な資質を育むことにある．それにはコミュニケーションに代表される
ノンテクニカルスキルを習得し，チーム医療を学ぶ必要がある．加えて，医の原則である患者の権利，医師の義務，
インフォームドコンセントはもとより，医療における安全性確保，医療上の事故への対処と予防についても早期から
教育が必要と考えられる．本講座では系統的な医療安全学・医療管理学の講義を行うとともに，それが単なる知識の
習得に終わることなく，思考過程を重視した教育にする．
　卒後教育においては，JCI 認定レベルでのリスク管理，投薬の安全確認，感染管理，インシデントの認識，報告，管理，
活用を実践することにより，医師としての礎を培えるような教育を目指している．
2-2．教育内容（担当者）
　卒前教育に関しては，2 月 23 日に川井が医学部 4 年生に対し医療安全管理に関する概論を講義した．まもなく 5
年生に進級し BSL が開始されるという時期であり，これまでの知識を整理するのに好都合であった．具体的な内容
としては，医療安全の歴史，ニアミス・インシデント・警鐘事例の定義，インシデント報告，分析手法，医療事故調
査制度，チームステップスからなるものである．また，6 月 19 日に川井が保健医療学部臨床検査学科 3 年生に対し，
国際医療センターの安全管理をテーマとして講義を行った．
　卒後教育として，10 月 18 日に川井が国際医療センターを研修中の全研修医を対象に，病院内のプリビレッジに
関するセミナーを行った．全ての医療行為が病院の許可に基づき行われることにより，医療の質と安全性が確保され
ていることを理解した．
2-3．達成度
　卒前，卒後ともに医療安全管理学に割り当てられた授業時間が非常に少ないため，十分な教育ができたとはいえな
い．限られた時間を有効に使い改善に結び付ける必要があると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　限られた時間の中で，保健医療学部，医学部学生および国際医療センター研修医の医療安全に関する理解を深める
ことができたと考えている．一方で，卒前教育における医学部学生に関しては，医療安全に関する系統的な授業が不
足している可能性がある．今後は医療安全管理学の授業担当時間を増加すべく働きかけたい．また，本学の医学部以
外の学生についても，教育内容の確認を行いたい．
　次年度は，本年度の内容に加え医学部での授業を行う予定である．ここでは，医療安全管理に関するより具体的な
内容を講義する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
　2015 年来，国際医療センターは大学医療機関としては国内初の JCI 承認を受けているが，これに伴い多くの医療
安全関連ポリシーが策定された．国際基準が要求している医療安全対策により，同院での医療に関するインシデント
の傾向がどの様に変化するかを検証する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　該当なし
3-3．研究内容と達成度
　当院の医療安全管理体制や事例分析手法について研究を重ね，医療マネジメント学会，医療の質・安全学会，日本
病院学会で報告した．また，公益財団法人日本医療機能評価機構　認定病院患者安全推進協議会において，広報部会，
薬剤部会の活動を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
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　平成 30 年度は学会発表が 5 件であった．医療安全管理学講座の開設以来，一定数の発表，講演が実施できている
点は評価できる．次年度も今年度の実績を保ちつつ，さらに前方視的な研究課題も加えたいと考える．

4．診療
　該当なし

5．その他
　該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

①画像診断読影結果の確認システムの構築　川井信孝 , 藤澤明子 , 高山和貴 , 小関信吾 , 杉本直樹 , 坂本優介 , 土肥
大典 , 平山美津江 , 小山勇　第 13 回医療の質・安全学会学術集会　2018.11. 名古屋

② FMEA の運用手順の見直しと実効性について―「陰圧室の工事期間中に発生する結核患者の収容手順」に関す
る分析を通して―　平山美津江 , 藤澤明子 , 高山和貴 , 小関信吾 , 杉本直樹 , 坂本優介 , 土肥大典 , 川井信孝 , 小山
勇　第 13 回医療の質・安全学会学術集会　2018.11. 名古屋

③管理図を用いた院内死亡率の品質管理の取り組み　小関信吾 , 平山美津江 , 土肥大典 , 坂本優介 , 杉本直樹 , 高山
和貴 , 藤澤明子 , 川井信孝 , 小山勇　第 13 回医療の質・安全学会学術集会　2018.11. 名古屋

④遺体搬送時の患者誤認防止に対する当院の取り組み　坂本優介 , 平山美津江 , 土肥大典 , 杉本直樹 , 小関信吾 , 高
山和貴 , 藤澤明子 , 川井信孝 , 小山勇　第 68 回日本病院学会　2018.06　金沢

⑤警鐘事例を抽出するためのトリガーツールの検討　杉本直樹 , 坂本優介 , 土肥大典 , 平山美津江 , 小関信吾 , 高山
和貴 , 藤澤明子 , 川井信孝 , 小山勇　第 68 回日本病院学会　2018.06　金沢

⑥警鐘事例に対するフローチャートを用いた根本原因分析・改善活動の試み　小関信吾 , 平山美津江 , 土肥大典 , 
坂本優介 , 杉本直樹 , 高山和貴 , 藤澤明子 , 川井信孝 , 小山勇　第 68 回日本病院学会　2018.06　金沢

⑦輸血関連インシデントに対する医療安全対策室との連携　小林瑞紀　小林清子　河原志帆　渡邉保加　前田麻
衣　松本慎二　○浅見育子　福永祥子　棚沢敬志　　　　　　　平山美津江　川井信孝　池淵研二　石田明　第
66 回日本輸血・細胞治療学会総会　2018.05　宇都宮

【総数：論文 0 件，学会発表 7 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
　該当なし
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
　該当なし

7．自己点検・評価
　医療安全管理学は一昨年度に開設されたばかりで，卒前，卒後教育にまだ十分な関与ができていない．そのような
中でも，研究に関しては学会活動をはじめ充実することができた．次年度以降は，教育活動の範囲の拡大と充実を図
りたい．
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1．看護学科

1．構成員	
加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki） ： 特任教授：学部長：外科学：博士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）： 教授：学科長：代表指導教員（大学院）：地域看護学：博士
大賀淳子（OGA, Junko）：教授：代表指導教員（大学院）：精神看護学：博士
大森智美（OMORI, Tomomi）： 教授：指導教員（大学院）：母性看護学：修士
佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）：教授：内科学 , 神経内科学 , リハビリテーション医学：博士
佐藤真由美 （SATO, Mayumi）： 教授：代表指導教員（大学院）：成人看護学：博士
辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：教授：外科学 , 医学教育学：博士
冨田幸江（TOMITA, Sachie）： 教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学：博士
野田智子（NODA, Tomoko）：教授：代表指導教員（大学院）：小児看護学：博士
金子優子（KANEKO, Yuko）：准教授：大学院教員（大学院）：神経生理学：博士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）： 准教授：指導教員（大学院）： 地域看護学：修士
藤村博恵（FUJIMURA, Hiroe）：准教授：母性看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）：准教授：指導教員（大学院）：地域看護学：博士
阿久澤智恵子（AKUZAWA, Chieko）：講師：大学院教員（大学院）：小児看護学：修士
大澤優子（OSAWA, Yuko）： 講師：大学院教員（大学院）：精神看護学：修士
加藤巳佐子（KATO, Misako）：講師：老年看護学：修士
小林由起子（KOBAYASHI, Yukiko）：講師：大学院教員（大学院）：基礎看護学：博士 
関根由紀子（SEKINE, Yukiko） ：講師：基礎看護学：修士
西岡ひとみ（NISHIOKA, Hitomi） ：講師：地域看護学：修士
松坂充子（MATSUXAKA, Atsuko）：講師：母性看護学：修士
松本里加（MATSUMOTO, Rika）：講師：成人看護学：修士
町田貴絵（MACHIDA, Takae） ：講師：地域看護学：修士
横山ひろみ（YOKOYAMA, Hiromi）：講師：大学院教員（大学院）：基礎看護学：修士
石田欣也（ISHIDA, Kinya）：助教：修士
梶原貴宏（KAJIWARA, Takahiro）：助教：修士
川合美奈（KAWAI, Mina）： 助教：修士
是村利幸（KOREMURA, Toshiyuki）：助教：修士
須藤 久実（SUTO, Kumi）：助教：修士
千葉今日子（CHIBA, Kyoko）：助教：修士
中澤沙織（NAKAZAWA, Saori）：助教：修士
成田みぎわ（NARITA, Migiwa）：助教：修士
野田万里（NODA, Mari）：助教：修士
三宅美千代（MIYAKE, Michiyo）：助教：修士
森　麻希（MORI, Maki）：助教：修士
山本久美子（YAMAMOTO, Kumiko）：助教：修士
内田久子（UCHIDA, Hisako）：助手
工藤岳夫（KUDO, Takeo）：助手
高柳由香利（TAKAYANAGI, Yukari）：助手
藤澤裕子（FUJISAWA, Yuko）：助手

2．教育
2-1．目的・目標
　深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽
に努めることができる人材を育成することを目的とする．看護専門職者としての基本的知識，技術，態度を体得させて，
看護職としての資質の向上を図るとともに，正確な知識と技術に基づく実践力，柔軟な思考力，的確な判断力，豊か
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な創造力，深い洞察力を養い，人々の健康や福祉の向上に貢献できる看護実践者，あるいは看護教育者や看護研究者
となるための基礎的能力を培う．各領域の目的・目標は以下の通りである．
基礎看護学領域：基礎看護学領域では，看護専門職者に必要な基本的知識として看護の概念や本質を追究し，科学

的な看護実践の視点を身につけ，看護の対象者と看護職者との関係を考えつつ，生活行動援助技術の原理と実際を学
ぶ．基礎看護学実習では，対象を生活者としてとらえ，健康上の問題によって対象の生活行動がどのように変化する
のか，また，対象が必要としている生活行動への援助を実施することで，対象の生活行動が拡大・変化することなど，
看護独自の機能について理解を深めることを学習目標とする．
成人看護学領域：成人看護学概論では，現代社会に生きる成人の特徴および健康問題を全人的に理解し，看護援助

に必要な基礎的知識の習得を目指す．成人看護学方法論Ⅰでは，健康レベルの慢性的な揺らぎのある人とその家族の
特徴を理解し，健康の維持・回復の支援または健康障害とともに生きることを支援する知識の習得を目指す．成人看
護学方法論Ⅱでは，健康レベルの急激な変動のある人および手術を受ける人とその家族の特徴を理解し，回復促進す
るための知識の習得を目指す．成人看護学方法論Ⅲでは，がんとともに生きる人，終末期にある人とその家族の特徴
を理解し支援するための知識の習得を目指す．成人看護学方法論Ⅳでは，実習に応用できる知識と技術を習得する．
成人看護学実習Ⅰでは，慢性疾患が急性増悪した患者に対して，生活の再構築を支援する看護実践を目指す．成人看
護学実習Ⅱでは，周手術期にある患者に対し，麻酔や手術が生体に与える侵襲と，術後合併症を予防するための看護
を実践することを目標とする．
老年看護学領域：老年看護学概論では，加齢や健康問題に伴う生活の変化と高齢期の健康問題に関わる保健医療福

祉政策の概要と看護の役割を学習する．老年看護学活動論では，虚弱な高齢者への個別性をふまえた看護援助につい
て学習する．老年看護学実習Ⅰでは，加齢による心理・身体・社会的な変化に合わせて高齢者はどのように日常生活
を構築しているのか理解する．老年看護学実習Ⅱでは，認知症高齢者の健康障害の特性を理解し，必要な看護実践能
力を養う．
小児看護学領域：小児看護学概論では，小児看護の理念と特徴および子どもをとりまく社会の概要，子どもの成長

発達過程の特徴と成長発達を促すための看護について学ぶ．小児看護学活動論では，健康障害や入院が子どもと家族
に及ぼす影響と，健康障害のある子どもと家族のウェルビーイングを目指した看護を学ぶ．小児看護学実習では，あ
らゆる成長発達・健康レベルにある子どもとその家族に適切な看護を実践するための基礎的能力を学ぶ．
母性看護学領域：母性看護の対象の理解，妊娠 ･ 分娩 ･ 産褥期（新生児も含む）の連関，各期の身体的 ･ 心理的特

性と観察及び援助について，具体的・実際的に学習できるようにする．特に，看護学実習において，講義や学内演習
が実際と結びつけられるように指導することを教育の目標とする．
精神看護学領域：精神看護学概論では，こころの健康やその発達についての理解をもとに，精神疾患の病態と治療

の特徴を学ぶ．これに加えて，精神障害者をもつ家族への支援について考察を深める．精神看護学活動論では，精神
看護学の対象と機能を踏まえたうえで，精神科看護の対象となる人への治療的な関わりと基本的看護援助について具
体的に学ぶ．精神看護学実習ではこれらの知識・技術を活用し，精神科医療施設および社会復帰施設において実践的
に学び，様々なステージにおける支援のあり方について自らの課題を見出す．
地域看護学領域：在宅看護学概論では，在宅看護の理念と意義，特徴，ケアマネジメント等について，在宅看護学

活動論では在宅療養者と家族に対する生活支援技術，在宅に特有な状態別看護等を学修する．在宅看護学実習では在
宅看護の実際を学び，受け持ち事例の看護過程の展開を通して，QOL の高い在宅療養生活を支援する方法について
学ぶ．公衆衛生看護学概論ではその理念，目的，対象，方法，個人・集団・地域社会の健康と健康な地域づくりにつ
いて，公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ・Ⅱ，公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ・Ⅱ，健康教育Ⅰ・Ⅱでは個人・家族・集
団・地域社会の発達段階や健康レベルに応じた地域看護の活動方法と地域ケアシステムづくりについて，公衆衛生看
護管理論では地域ケアシステムと地域における看護に必要な管理を学ぶ．地域診断論Ⅰ・Ⅱでは公衆衛生看護活動の
基本的技術である地域診断を演習し，公衆衛生看護学実習では地域の健康課題の解決のための実践を学ぶ．
2-2．教育内容

【看護の対象としての人間理解】
・病むことの心理：2 年生 ,1 単位 30 時間　（大賀淳子 , 西岡ひとみ）
・看護におけるコミュニケ－ション論：1 年生 ,1 単位 30 時間（野田智子 , 大賀淳子）
・看護学生のためのリテラシー：1 年生，1 単位 15 時間（千田みゆき , 冨田幸江 , 金子優子）
・看護倫理：2 年生：1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 小林由起子 , 町田貴絵ほか）
・人体の構造と機能Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（金子優子ほか）
・人体の構造と機能Ⅱ：1 年生 ,2 単位 60 時間（金子優子ほか）
・人体の構造と機能Ⅲ：1 年生 ,2 単位 60 時間（金子優子ほか）
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・生活と健康：1 年生 ,1 単位 15 時間（菊池チトセ , 藤村博恵 , 松坂充子 , 松本里加）
・疾病の成り立ちⅠ：2 年生 , 2 単位 60 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・疾病の成り立ちⅡ：2 年生 , 1 単位 30 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・疾病の成り立ちⅢ：2 年生 , 2 単位 60 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・看護関係法規：2 年生 ,1 単位 15 時間（加藤巳佐子）
・保健医療行政論：2 年生 , 1 単位 15 時間（加藤巳佐子）
・医療の基本Ⅰ（医の倫理／患者－医療人関係）：1 年生 ,1 単位 30 時間（佐久間肇 , 辻美隆ほか）

【看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得】
・看護学概論Ⅰ：1 年生 ,2 単位 30 時間（冨田幸江）
・看護技術論：1 年生 ,1 単位 15 時間 （冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織） 
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（小林由起子 , 冨田幸江 , 横山ひろみ , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織） 
・基礎看護技術Ⅱ：1 年生 ,1 単位 30 時間（横山ひろみ , 冨田幸江 , 小林由起子 , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織） 
・基礎看護技術Ⅲ：1 年生 ,1 単位 30 時間（関根由紀子 , 冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 千葉今日子 , 中澤沙織） 
・基礎看護技術Ⅳ：2 年生 ,1 単位 30 時間（関根由紀子 , 冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 千葉今日子 , 中澤沙織） 
・基礎看護技術Ⅴ：2 年生 ,1 単位 30 時間（横山ひろみ , 冨田幸江 , 小林由起子 , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織）  
・看護方法演習：2 年生 ,1 単位 30 時間（小林由起子 , 冨田幸江 , 横山ひろみ , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織）
・成人看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（佐藤真由美ほか）
・成人看護学方法論Ⅰ：2 年生 ,1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸ほか）
・老年看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（加藤巳佐子 , 森麻希）
・小児看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（野田智子）
・母性看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（大森智美）
・精神看護学概論：2 年生 , 2 単位 30 時間 （大賀淳子 , 大澤優子）
・在宅看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（千田みゆき）
・公衆衛生看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（千田みゆき）
・家族看護学：2 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 野田智子 , 阿久澤智恵子）
・母性看護学活動論：2 年生 ,2 単位 60 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 松坂充子 , 山本久美子）
・成人看護学方法論Ⅱ：3 年生 ,1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸ほか）
・成人看護学方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸ほか）
・成人看護学方法論Ⅳ：3 年生 ,1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸ほか）
・老年看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（加藤巳佐子 , 森麻希 , 高柳由香利）
・小児看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（阿久澤智恵子 , 野田智子 , 川合美奈）
・精神看護学活動論：3 年生 , 2 単位 60 時間 （大賀淳子 , 大澤優子 , 成田みぎわ , 石田欣也）
・在宅看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（西岡ひとみ , 千田みゆき , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子）
・ 公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ :3 年生 ,2 単位 30 時間（山路真佐子 , 菊池チトセ , 野田万里）
・公衆衛生看護学対象別活動論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 菊池チトセ , 野田万里）
・公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ : 3 年生 ,1 単位 15 時間（菊池チトセ）
・公衆衛生看護学活動展開論Ⅱ : 3 年生 ,1 単位 30 時間（菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子 , 野田万里 , 内田久子）
・健康教育論Ⅰ :3 年生 ,1 単位 15 時間（山路真佐子）
・健康教育論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 野田万里 , 内田久子）
・看護学概論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 15 時間 （冨田幸江，小林由起子）
・看護のマネジメントと安全管理 : 4 年生 ,2 単位 30 時間（横山ひろみ , 是村利幸ほか）
・基礎看護学実習Ⅰ：1年生,1単位45時間 （冨田幸江,小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子，中澤沙織） 
・基礎看護学実習Ⅱ：2 年生 ,2 単位 90 時間（冨田幸江 , 小林由起子 , 横山ひろみ , 関根由紀子 , 千葉今日子 , 中澤沙織）  
・成人看護学実習Ⅰ：3 年生 ,3 単位 135 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸 , 工藤岳夫 , 藤澤裕子）
・成人看護学実習Ⅱ：3 年生 ,3 単位 135 時間（佐藤真由美 , 松本里加 , 梶原貴宏 , 是村利幸 , 工藤岳夫 , 藤澤裕子）
・老年看護学実習Ⅰ：2 年生 ,1 単位 45 時間（加藤巳佐子 , 森麻希 , 高柳由香利）
・老年看護学実習Ⅱ：3 年生 ,3 単位 135 時間（加藤巳佐子 , 森麻希 , 高柳由香利）
・小児看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間　（野田智子 , 阿久澤智恵子 , 川合美奈）
・母性看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 松坂充子 , 山本久美子）
・精神看護学実習：3 年生 , 2 単位 90 時間 （大賀淳子 , 大澤優子 , 成田みぎわ , 石田欣也）
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・在宅看護学実習：4 年生 ,2 単位 90 時間（千田みゆき , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子）
・公衆衛生看護学実習：4 年生 ,5 単位 225 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 町田貴絵 , 野田万里 , 内

田久子）
・実践応用の看護学実習：4 年生 ,2 単位 90 時間（千田みゆき , 大森智美 , 佐藤真由美 , 野田智子 , 大賀淳子 , 菊池

チトセ , 山路真佐子 , 阿久澤智恵子 , 大澤優子 , 横山ひろみ , 西岡ひとみ , 藤村博恵 , 松本里加 , 町田貴絵 , 加藤巳
佐子 , 松坂充子 , 石田欣也 , 梶原貴宏 , 川合美奈 , 是村利幸 , 成田みぎわ , 野田万里 , 森麻希 , 山本久美子 , 内田久子 ,
工藤岳夫，藤澤裕子 , 高柳由香利）　

【ケアの質向上のための看護学】
・看護過程論：2 年生 ,1 単位 15 時間（大澤優子 , 関根由紀子）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵）
・リハビリテーション看護：2 年生 ,1 単位 30 時間（佐藤真由美 , 佐久間肇 , 西岡ひとみ）
・フィジカルアセスメント：2 年生 ,1 単位 15 時間（佐藤真由美 , 辻美隆 , 佐久間肇 , 野田智子）
・クリティカルケア論：3 年生 ,1 単位 15 時間（本山仁美）
・看護研究概論：3 年生 ,2 単位 30 時間（千田みゆき）
・救急救命論：4 年生 , 1 単位 15 時間（本山仁美）
・地域診断論Ⅰ：4 年生 ,1 単位 15 時間（菊池チトセ）
・地域診断論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 30 時間（菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子 , 野田万里 , 内田久子）
・公衆衛生看護管理論：4 年生 ,1 単位 15 時間（千田みゆき）
・看護研究セミナー：4 年生 ,2 単位 90 時間（全教員）

（他学科での講義・演習）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係））：臨床検査学科 1 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係））：臨床工学科 1 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理／診療の基本）：臨床検査学科 2 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：理学療法学科 3 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆 , 加藤木利行 , 佐久間肇 ,

是村利幸ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：臨床検査学科 3 年生 ,1 単位 30 時間（佐久間肇 , 加藤木利行 , 辻美隆 ,

是村利幸ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：医用生体工学科 3 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆 , 加藤木利行 , 佐

久間肇 , 是村利幸ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：医用生体工学科 4 年生 ,1 単位 30 時間（辻美隆 , 加藤木利行 , 佐

久間肇 , 是村利幸ほか）
・人体の構造と機能 I（解剖学・生理学）：臨床検査学科 1 年生 ,4 単位 30 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能 I（機能系実習）：臨床検査学科 1 年生偶数班 ,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能 I（機能系実習）：臨床検査学科 1 年生奇数班 ,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能 I 演習：理学療法学科 1 年生 ,3 単位 90 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能Ⅱ演習：理学療法学科 1 年生 ,2 単位 60 時間 （金子優子ほか）
・人体の構造と機能実習（機能系）：理学療法学科 2 年生 ,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
・ヒトの病気Ⅰ～Ⅳ：臨床検査学科 2 年生 ,8 単位 120 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ～Ⅱ：医用生体工学科 2 年生 ,4 単位 60 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅲ：医用生体工学科 3 年生 ,2 単位 30 時間（加藤木利行 , 辻美隆ほか）
・ ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ：理学療法学科 2 年生 ,12 単位 180 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅶ：理学療法学科 3 年生 ,2 単位 30 時間（加藤木利行 , 佐久間肇 , 辻美隆ほか）
・リハビリテーション医学：理学療法学科 1 年生 ,2 単位 30 時間（佐久間肇ほか）
2-3．達成度
基礎看護学領域：各科目のシラバスに沿って実施し，学習目標は達成できた．基礎看護技術の科目では，技術習得

のため基礎看護技術実技試験を 6 項目実施した．技術の指導では個別指導やグループへの指導を行ったことにより，
学生は基礎看護技術習得の成果が得られ，授業評価においても基礎看護技術Ⅰ，Ⅱ，看護方法演習においてベストティ
チャ－賞を受賞できた．また，基礎看護学実習Ⅰ . 基礎看護学実習Ⅱは，実習施設である国際医療センターとの連携
を図り，実習目標の達成も高まった．これらの実習によって，学生は看護学の基盤となる看護の専門性について理解
を深めることができた．
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成人看護学領域：成人看護学概論では学生主体となる授業をおこない成人の健康を保持・増進する意義と看護の役
割を学習できた．成人看護学方法論Ⅰ - Ⅳでは，事例を多く取り入れながら双方向の授業となるように工夫した．成
人看護学方法論Ⅰでは，健康障害の特徴をふまえた生活療養支援の理解．成人看護学方法論Ⅱでは，周手術期を中心
とした看護の理解．成人看護学方法論Ⅲでは，がん患者・家族への看護の理解．成人看護学方法論Ⅳでは，成人看護
に必要な技術と知識の統合という目標は達成できた．成人看護学実習Ⅰでは，慢性疾患が急性増悪した患者・家族に
対して，生活の再構築を支援する看護実践することができた．成人看護学実習Ⅱでは，周手術期にある患者・家族に
対し，麻酔や手術が生体に与える侵襲と，術後合併症を予防するための看護を実践することができた． 
老年看護学領域：老年看護学概論では，高齢期を生きる人の特徴と高齢者の健康及び療養を支援する制度を示しな

がら授業を進め，学生は高齢者の特徴を踏まえた援助の必要性，支援に必要な制度を学習できた．老年看護学活動論
では高齢者への個別性のある看護援助を展開するための基本的な知識・技術について学習でき概ね目標は達成できた．
老年看護学実習Ⅰでは，高齢期を生きるということについて理解を深めることができた．老年看護学実習Ⅱでは，学
生は認知症と身体疾患を併せ持つ高齢者を受け持ち個別性を踏まえた看護援助を実践することができた．
小児看護学領域：小児看護学概論では子どもの成長発達の特徴と子どもを取り巻く社会状況を学び，小児看護学活

動論の健康障害を抱える子どもと家族の看護につなげることができた．小児看護学活動論では，子どもに多い疾患を
取り上げ，健康障害の子どもと家族への影響とウェルビーイングを目指した看護について学ぶことができた．小児看
護学実習では，初日から子どもと積極的に関わり，日々の援助や看護過程の展開を通して，健康障害を抱える子ども
と家族への看護を一部実践することができた．
母性看護学領域：母性看護学概論では，生殖の意義，母性と父性の概念，女性のライフサイクル各期の健康と課題，

母性看護学活動論では，母性看護の対象の妊娠 ･ 分娩 ･ 産褥期に焦点をあて，各期における妊産褥婦の身体状況 ･ 心
理状況を理解し，各期に合わせた具体的援助法について教授，また援助技術の演習を行った．母性看護学実習では 5
箇所の実習施設で実習を行い，学生は受け持ち対象者の看護を通して目標を達成することができた．
精神看護学領域：「精神看護学概論」では，複数回にわたり，「自殺」，「引きこもり」をはじめとする現代社会にお

けるこころの健康をめぐる複数の課題を取り上げ，最新の情報の提供と，3 ～ 4 人のスモールディスカッションを通
じて学習の深化を図った．また，看護師のメンタルヘルスについても十分に時間を割いて，自身の精神的健康の維持
増進に寄与できるよう配慮した．「精神看護学活動論」では昨年度同様，精神障害をイメージしやすいように視聴覚
教材を活用した．「精神看護学活動論」では当事者による講義を 3 回実施し，特にアルコール依存者の自助グループ
メンバーには講義後のグループワークに参加していただき，学びを深めた．学生のみならず，当事者にとっても学び
の多い企画であったという評価をいただいた．「精神看護学実習」では，急性期病棟実習で使用している「看護技術
リスト」が実習目標の達成のために役立っている．全体としての達成度は，8 割程度と考える．
地域看護学領域：在宅看護学概論はレジュメを穴埋め式にし，パワーポイントで解説をするよう工夫した．在宅看

護学活動論の講義には特別講師を導入し臨場感ある内容とし，演習は最新の在宅医療機器を用いた体験学習，在宅で
の看取りを実施し学習効果を得た．また，看護師国家試験新出題基準の中項目を参考とした講義内容とした．公衆衛
生看護学概論は法規改正など最新の情報を提供するよう努めた．公衆衛生看護学対象別看護論Ⅰ・Ⅱ，公衆衛生看護
学活動展開論Ⅰ・Ⅱ，健康教育論Ⅰ・Ⅱ，地域診断論Ⅰ・Ⅱの公衆衛生看護学に関する科目は科目数，単位数，時間
数が多く，選択科目でもあるため，学生が混乱をしないよう科目間の授業内容を整理し時間割を調整するなどの対応
をした．公衆衛生看護管理論は図表を使用し視覚的学習効果を工夫した．在宅看護学実習および公衆衛生看護学実習
は，広範囲の地域に学生を配置するため，実習施設との連携・調整，学生へのオリエンテーションに努めた．実践応
用の看護学実習は学外施設を担当した．各実習では実習指導者との調整も円滑にでき，充実した実習ができた．国家
試験の出題基準の内容の増加により，多くの授業内容を限られた授業時間内で教授することに課題があり，全体的に
は 80% 程度の達成度と考える．
2-4．自己評価と次年度計画
基礎看護学領域：基礎看護技術の習得度を高めるために，実技試験を導入している．次年度以降は，学生の技術習

得の強化をさらに図るため，基礎看護技術の授業方法や実技試験の内容，方法なども含めて，基礎看護技術教育のあ
り方を検討していきたい．基礎看護学実習Ⅰ・基礎看護学実習Ⅱについては，今年度同様に，実習環境を整え，実習
目標の達成に向け，臨床との連携をさらに強化していきたい．
成人看護学領域：成人看護学概論，成人看護学方法論Ⅰ - Ⅳでは，生活習慣と健康障害との関連性を強調して，療

養者としてだけでなく生活者として患者を捉える視点を強調した内容の講義・演習とした．既習した内容を想起させ
る内容構成とし，学習内容を積み重ねられるようにしていく．さらに，アセスメント力を強化するために，講義・演
習においては，事例やシミュミレーションを活用し，アセスメント能力，計画立案能力の向上を図ることを目指した．，
成人看護学実習Ⅰ，Ⅱの実習においては，更に学内と臨床との連携を強化していきたい．
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老年看護学領域：老年看護学概論，老年看護学活動論においては，虚弱な高齢者の日常生活や高齢期の健康問題に
ついて学生の理解が進むように展開を工夫し，個別性をふまえた看護援助実践につなげられるように授業を進める．
老年看護学実習Ⅰ，老年看護学実習Ⅱにおいては，学生の高齢者に対する理解が更に深まる実習としていく．
小児看護学領域：小児看護学概論，小児看護学活動論では，資料の工夫，ミニテスト，グループワークの実施，臨

床看護師の講義を企画し，学生は子どもと子どもを取り巻く社会の特徴，健康障害を抱える子どもと家族のウェルビー
イングを目指した看護について具体的なイメージを持つことができるよう工夫した．次年度もイメージが理解の深ま
りにつながるよう，講義・演習を進めていきたい．小児看護学実習についても，引き続き臨床指導者と連携をとり，
学生個々の学習進度に合わせた指導を行っていきたい．
母性看護学領域：講義，演習においては，母性看護学概論の学生が課題を調べ報告し共有するという主体的学習方

法は，今後もより効果のあるものとしていくための検討を進める．活動論における演習をより実習に結び付けていく
ために内容や講義方法を検討していく．実習においては，実習施設の指導者の協力を得て，実習計画は順調に進めら
れ，学生は母性看護でしか学べない生命誕生の場において，産むことの女性の大変さ，また女性の力強さを実感とし
て学べていた．看護過程においては，学生がより理解できているという実感を持って考えることができるように個別
指導をさらに充実していきたい．
精神看護学領域：「精神看護学概論」，「精神看護学活動論」，「精神看護学実習」の連続性を重要視した授業計画の作成，

実施により，「精神看護学実習」での学生の動きはスムーズであり，理解が深まったと考える．次年度も同様の授業
計画とする．急性期病棟で使用している「看護技術リスト」を，慢性期病棟，社会復帰施設での実習でも使用できる
よう項目を拡大する作業は，今年度中に行うことができなかったため，次年度の課題とする．
地域看護学領域：在宅看護学概論や公衆衛生看護学概論は，教育媒体や試験内容を見直し学生の関心・理解を高め

たい．在宅看護学活動論は既修得科目の知識・技術を想起・応用する学習方法や在宅医療・看護の実践者の特別講義
を増やし効果がみられた．次年度も学習態度の主体性向上のための工夫を続ける．また，公衆衛生看護学関連科目は，
国家試験出題基準の変更に対応する内容で公衆衛生看護学の特徴を明確にして授業を行い，授業と公衆衛生看護学実
習が結び付くよう工夫をした．次年度は，3 年次に開講される科目がカリキュラム改訂に対応した内容にしさらに精
選する．実習は，実習指導者や教員間の情報共有を密にしていく．

3．研究
＜看護関連科学領域＞
3-1．目的・目標：従来，医学教育における小グループ学習の実践と改善，態度・技能評価の実践と改善を目的に研
究を行ってきた．これを継続するとともに，さらに分野を拡げて，医療人教育においても同様の観点から研究を進め
ていく．網膜，イオンチャネルについて，基礎メカニズム解明のための研究を行う．特に情報処理等の機能に直結す
るメカニズムの解明に重点を置く．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：①医療人教育における小グループ学習：倫理，患者－医療人関係，医療安
全など（辻美隆 , 佐久間肇ほか）②医療人教育におけるコミュニケ－ション能力の開発（辻美隆ほか）③網膜に発現
する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子優子）
3-3．研究内容と達成度：①②学部開設以来 10 年間にわたり，上記テーマにて小グループ演習を実施し，学生によ
るカリキュラム評価を通じて授業方法の改善方策，学科間の比較などにつき検討を重ねている．③平成 30 年度埼玉
医科大学保健医療学部プロジェクト研究（金子優子，「網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定」）
に採択された．達成度 50%
3-4．自己評価と次年度計画：③単一細胞 RT-PCR の条件設定が難航しているが引き続き検討していく．
＜基礎看護学領域＞
3-1．目的・目標：①看護学臨地実習指導者の自己教育力に関する要因について明らかにしたことを基に，実習指導
者の自己教育力を測る尺度を開発することを目標とした．②特別養護老人ホームに勤務する看護師の組織コミットメ
ントとその関連要因を明らかにすることから，特別養護老人ホームに勤務する看護師の組織コミットメントの特徴と
それらを高めるための支援内容について明らかにすることを目標とした．③新卒看護師が認識する先輩看護師からの
サポート尺度の開発について，新卒看護師を対象に質問紙調査を 2 回実施し，信頼性，妥当性のある尺度開発を目
指すことを目標とした．④看護系大学教員のキャリアコミットメントの影響要因について，文献検討，質問紙調査か
ら明らかにすることを目標とした．
3-2．究グループ（研究プロジェクト）：①については，平成 29 年度学部プロジェクト研究により，看護学臨地実習
指導者の自己教育力について，インタビュー調査を実施した結果を基に，実習指導者の自己教育力に関する尺度開発
のための質問紙調査を実施し尺度開発をすることとした．②については，平成 29 年度埼玉医科大学保健医療学部プ
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ロジェクト研究により，看護師の組織コミットメントとその関連要因を明らかにするために，インタビュー調査から
関連する考えられる変数を抽出し，それらの結果を基に，全国の特別養護老人ホームに勤務する看護師 1168 人を対
象に，質問紙調査を実施し，その結果について分析し，論文としてまとめることとした．③平成 30 年度学部プロジェ
クト研究により，新卒看護師が認識する先輩看護師からのサポート尺度の開発について，新卒看護師を対象に質問紙
調査を 2 回実施し，信頼性，妥当性のある尺度開発を目指した．④平成 30 年度学部プロジェクト研究により，看護
系大学教員のキャリアコミットメントの影響要因について，文献検討，インタビュー調査を通して，明らかにするこ
ととした．
3-3．研究内容と達成度：①については，倫理審査の承認を受け，尺度開発のためインタビューにより内容分析し尺
度の原案を作成できたものについて，2 回の尺度開発のための調査を実施し，信頼性，妥当性のある尺度を開発でき
本学部の紀要に掲載できた．達成度 100％　②については，回収した質問紙について，記述統計を算出し，統計解
析により組織コミットメントと説明変数との関連をみる予定である．また，インタビューにより内容分析したものは
雑誌に論文投稿でき，さらに，文献検討の結果は，保健医療学部の紀要に掲載できた．達成度 100％　③については，
新卒看護師が認識する先輩看護師からのサポート尺度の開発にあたり，新卒看護師を指導する先輩看護師を対象とし
たインタビューに対して逐語録を作成し内容分析を実施した．その結果に関しては，保健医療学部の紀要に掲載でき
た．さらに，新卒看護師を対象に質問紙調査を 2 回実施できた．今後は，尺度の信頼性，妥当性を検証することと
している．達成度 80％　④については，看護系大学教員のキャリアコミットメントの影響要因について，文献検討
した結果については，保健医療学部の紀要に掲載できた．さらに，それらの影響要因を明らかにするために，対象者
に質問紙調査を実施している．今後はそれらを内容分析していくこととしている．達成度 80％　
3-4．自己評価と次年度計画：過密な教育活動ではあるが，教員はそれぞれ研究に取り組み学会発表や論文にまとめ
るなど成果をあげることができた．また，今後は，データ収集・分析を進め，学会発表および論文投稿するなど，研
究力を高めていきたい．さらに，継続している研究については，研究を進め達成度をあげていくこととする．次年度
は，新たな研究課題についても，保健医療学部プロジェクト研究費に申請していく予定である．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通じて，成人看護学の発展に寄与することを目的とする． 
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：該当なし
3-3．研究内容と達成度：該当なし
3-4．自己評価と次年度計画：日々多忙な教育活動ではあるが，今後研究活動にも積極的に取り組めるように領域内
での士気を高めていきたいと考えている．また研究で明らかになったことは学会での発表や，論文投稿するなど積極
的に結果も公表できるようにしていきたい．
＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通じて，老年看護学の発展に寄与することを目的とする．
3-2．研究グループ：該当なし
3-3．研究内容と達成度：該当なし
3-4．自己評価と次年度計画：教育活動に重点を置きながら，高齢期を生きる人や支援機関等に関連する課題につい
ての研究活動に取り組めるようにしたいと考えている．また，研究成果の学会発表や論文の投稿を目指したい．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通して，小児看護学の発展に寄与することを目的とする．
3-2．研究グループ：メンバーそれぞれの研究グループにより研究活動をしている．①保育所（園）におけるアナフィ
ラキシー初期対応に関する研究（阿久澤）②医療的ケアを要する子どもの地域生活を支える医療・福祉の連携（阿久澤）
③ N I C U における父親への支援に関する研究（川合）④重症心身障害児の栄養アセスメントに関する研究（野田）⑤
知的障害児の健康診断に関する研究（野田）⑥肢体不自由特別支援学校養護教諭の専門性に関する研究（野田）など
3-3．研究内容と達成度：各グループともに学会発表，論文投稿を行った．
3-4．自己評価と次年度計画：今後は各メンバーが取り組んでいる研究をさらに発展させていきたい．
	＜母性看護学領域＞
3-1．目的・目標：母性看護学領域における看護の質の向上や現状の分析，教育活動の向上を目指し研究を行っている．
今後は現在進めている研究をさらに継続，発展させていきたい．また実践現場と連携し共同研究を行っていきたいと
考える．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：該当なし 
3-3．研究内容と達成度：該当なし
3-4．自己評価と次年度計画：今年は久しぶりに教員の欠員が解消され，新任の教員が 2 名加わった．この 2 名の教
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員には学内の仕事に慣れてもらうことに時間を費やした．次年度は一人ひとりが自らのテーマについて研究活動に取
り組めるようにしたい．プロジェクト研究費，学会発表など積極的に取り組んでいきたい．
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通じて精神看護学の発展に寄与することを目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）：「親子交流授業プログラム」の子ども虐待予防におけるポピュレーション
アプローチとしての有用性の検討－プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者への FGI 調査から－
3-3．研究内容と達成度：本研究は，石川県内の高校で開催されている「親子交流授業プログラム」に継続して参加
協力している乳幼児保護者を対象に FGI 調査を行い，子ども虐待予防のポピュレーションアプローチとしての同プロ
グラムの有用性を明らかにしようとするものである．すでに能登・金沢の 2 地区での調査を終了し，質的帰納的方
法により分析を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画： 研究協力者の確保，FGI 調査の実施は概ね予定通りに実施できており，予算枠内で研
究を進めることができている．今後，3 回目の調査を行い，データの飽和状況を確認しつつ，調査終了時期を検討す
る．分析にやや時間を要しているが，研究目的にそった新たな知見を提示することができると思われ，次年度はこれ
らの成果を関連学会および論文により発表予定である．
＜地域看護学領域＞
3-1．目的・目標：地域看護活動や保健師および訪問看護師のキャリアディベロップメントに関する研究，地域住民
の健康の現状についての調査を継続し，研究のプロセスにおける地域との連携や研究成果が地域に貢献することをめ
ざしている．
3-2．研究グループ：①保健師の現任教育に関する新人保健師のニーズと現任教育体制の現状に関する研究（菊池チ
トセ , 千田みゆき , 山路真佐子）②こころの健康に関する研究－大都市近郊住民を対象として－（山路真佐子，千田
みゆき，柴崎智美：継続）③「埼玉県西部地域における地域連携型新卒訪問看護師育成システムの構築」（西岡ひとみ ,
千田みゆき , 町田貴絵：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト）④ワンストップ施設における在宅ケアに関する療
養者・家族のニーズ調査（町田貴絵 , 西岡ひとみ , 千田みゆき：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト）⑤日高市
民の健康習慣に関する調査（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子）
3-3．研究内容と達成度：①残りのデータの分析及び報告書，論文の作成中である．達成度 92%　②地域住民を対象
とする心の健康に関する調査である．分析を進めた．達成度 80%　③論文が完成した．達成度 90%　④データ収集
を終了し分析中である．達成度 40%　⑤一部を国際学会に発表した．また，別の部分を看護学科紀要に 2 件投稿し
発表した．達成度 95%
3-4．自己評価と次年度計画：①報告書の完成を目指すとともに次の段階への研究テーマの検討を行う．②は分析を
終了し，論文投稿を目指す．③論文が完成したため投稿を目指す．④　⑤未発表部分の発表を目指す．

4．診療
小児心臓外科手術（週 1 回午前・午後）（加藤木利行）, 脳神経内科専門外来（週 1 回午前）（佐久間肇）
リハビリ科専門外来（隔週 1 回午前）（佐久間肇）, 消化器一般外科外来（週 1 日午後）（辻美隆）

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員

文部科学省プロジェクトチーム：国際協力型がん臨床指導者養成拠点 8 大学（筑波大学 , 千葉大学 , 群馬大学 , 埼
玉医科大学 , 日本医科大学 , 獨協医科大学 , 茨城県立医療大学 , 群馬県立県民健康科学大学）共同プロジェクト委員会
埼玉医科大学看護系委員（代表佐藤真由美 , 工藤岳夫 , 千田みゆき）, 日高市健康づくり推進会議委員（千田みゆき）,
飯能市介護給付費等の支給に関する審査会委員（野田万里），埼玉県総合医局機構地域医療教育センター委員会運営
企画部会部会長（辻美隆）, 飯能市第 3 次ふくしの森プラン策定委員会委員（加藤巳佐子），飯能市男女共同参画審
議会会長職務代理者（加藤巳佐子），日高市自殺対策計画策定委員会アドバイザー（山路真佐子）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員

日本地域看護学会査読委員（千田みゆき），聖路加看護学会誌査読委員（千田みゆき）,「看護科学研究」査読委員
（大賀淳子）,「日本エンドオブライフケア学会」査読委員（佐藤真由美）, 日本循環器管理病予防学会誌編集委員（菊
池チトセ）, 日本保健科学学会査読委員（藤村博恵），医教編集部看護師国家試験対策問題「在宅看護論」監修委員（西
岡ひとみ），学研編集部看護師国家試験対策問題「在宅看護論」監修委員（西岡ひとみ）, メディカ出版第 108 回看
護師国師対策模擬試験問題監修委員（西岡ひとみ）, 日本看護学会看護管理査読委員（町田貴絵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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【大学・大学院・その他の非常勤講師等】
公立大学法人首都大学東京大学院非常勤講師（千田みゆき , 藤村博恵）, 茨城県立医療大学認定看護教育課程非常

勤講師（冨田幸江）, 西武文理大学非常勤講師（辻美隆），長野保健医療大学非常勤講師（佐久間肇）, 埼玉医科大学
キャリアアップセンター実習指導者講習会講師（千田みゆき , 冨田幸江 , 大森智美 , 野田智子 , 大賀淳子 , 佐藤真由美 ,
菊池チトセ , 小林由起子 , 石田欣也 , 川合美奈 , 松本里加，成田みぎわ）, 埼玉医科大学病院看護部実地指導者研修会
講師（冨田幸江）, 埼玉医科大学国際医療センター院内認定看護師研修会講師（阿久澤智恵子 , 西岡ひとみ，野田智子）, 
飯能看護専門学校非常勤講師（大賀淳子 , 大澤優子）, 埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル講習
会講師（是村利幸）, 首都医校高度看護保健学科非常勤講師（西岡ひとみ），朝霞地区看護専門学校非常勤講師（是村
利幸）, 上福岡高等看護学院非常勤講師（大森智美）, 亀田メディカルセンター非常勤講師 （佐藤真由美），桐生私立
保育園連盟保育所職員への研修会講師（阿久澤智恵子）, 社会福祉法人埼玉医療福祉会医療型障害児入所施設カルガ
モの家看護研究指導（川合美奈，野田智子，阿久澤智恵子）, 東松山医師会病院職員研修会の非常勤講師（是村利幸）,
埼玉県介護支援専門員実務研修講師（加藤巳佐子）, 千葉県立幕張高等学校非常勤講師（松坂充子）

【学会役員・その他の学会関連】
日本胸部外科学会名誉会員（加藤木利行）,Congenital Heart Surgeons Society 東日本監事（加藤木利行）, 日本ヒュー

マンケア・ネットワーク学会理事（佐久間肇）, 日本障がい者スポーツ健康科学看護学会顧問（佐久間肇）, 日本医学
教育学会代議員（辻美隆）, 日本シミュレーション医療教育学会評議員（辻美隆）, 日本臨床外科学会評議員（辻美隆）, 
日本看護研究学会評議員（千田みゆき）, 特定非営利活動法人日本健康教育士養成機構養成企画委員（野田智子），日
本循環器管理病予防学会評議員（菊池チトセ）, 日本アディクション看護学会理事（大澤優子），日本アディクション
看護学会選挙管理委員会委員長（大澤優子）, ユースメンタルヘルス研究会世話人（大澤優子），日本アディクション
看護学科選挙管理委員（成田みぎわ），日本生理学会評議員（金子優子），第 2 回日本エンドオブライフケア学会実
行委員（佐藤真由美） 

【その他】
日本障がい者スポーツ協会・障がい者スポーツ医養成講習会講師（佐久間肇）, 日本障がい者スポーツ協会・障が

い者スポーツトレーナー養成講習会講師（佐久間肇）, 日本障がい者スポーツ協会・中級障がい者スポーツ指導員養
成講習会講師（佐久間肇）, 日本障がい者スポーツ健康科学看護学会研修会講師（佐久間肇）, 日本看護系大学協議会
役員選挙管理委員会委員長（千田みゆき）, 日本健康教育士養成機構本部養成企画会議副議長（野田智子），第 17 回
健康教育者のためのサマーセミナー編集委員（野田智子）, 平成 30 年度国際医療福祉大学大学院文部科学省平成 30
年度大学教育再生戦略推進費「多様なニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）養成プラン」
シンポジウムシンポジスト（佐藤真由美）, 第 107 回看護師国家試験問題解答・解説（2019）：メヂカルフレンド社 ,
分担執筆 , 秋田県美郷町メンタルヘルスサポーター養成講座講師（山路真佐子）, 日高市こころの健康講座講師（山
路真佐子） ，日高市「こころも身体もリラックス～こころの健康教室～」講師（山路真佐子，千田みゆき，菊池チトセ，
野田万里 , 内田久子），埼玉県看護協会埼玉県の看護を考える会委員（西岡ひとみ）, 埼玉県看護協会「准看護師進学
支援研修会および交流会」企画運営委員・講師（西岡ひとみ）, 埼玉県看護協会「地域ケアシステム交流会」企画運
営委員（西岡ひとみ），日高市立高萩北小学校エピペン研修会講師（町田貴絵），西武学園西武文理中学校 1 年生対象「職
業研究会」講師（西岡ひとみ）, 平成 30 年度埼玉県小児在宅医療推進事業学校看護師向け研修会（野田智子）, 平成
30 年度小児在宅訪問看護講習会講演講師（野田智子），埼玉県看護協会保健師職能委員会委員（加藤巳佐子）

6．業績
＜看護関連科学領域＞
6-1．論文・学会発表

①草野修輔 , 佐久間肇他：東京パラリンピックに向け障害者アスリートに対するドーピングとクラス分けの理解を
深めるために（シンポジウム）, 第 2 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 ,2018.11, 仙台

②佐久間肇：内部障害 . 平成 30 年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト（独立行政法人　高齢・障害
者・求職者雇用支援機構編）. 2018.6.

③辻美隆他：BSL 後 OSCE　4 年間の実践　-OSCE による臨床実習における経験の変化 -，第 50 回日本医学教育学
会大会，2018.8，東京

④川村勇樹，辻美隆他：QCPR システムを利用した医学部 1 年生に対する CPR パフォーマンスの評価，第 50 回日
本医学教育学会大会，2018.8，東京

【総数：論文 0 件，著書 1 件，学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費：
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①金子優子：網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定（平成 30 年度埼玉医科大学保健医療
学部のプロジェクト研究費 15 万円）

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし 
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①小林由起子 , 坂田佳美 , 冨田幸江：特別養護老人ホームに勤務する看護師の職務継続の要因 , 日本自立支援介護・
パワーリハ学会 , 2018.05,12（1）,30-39．

②横山ひろみ，鈴木英子，冨田幸江 , 千葉今日子，中澤沙織（2019）：看護教員の看護教育に関するコミットメン
トの研究の動向と課題，埼玉医科大学看護学科紀要 , 12（1）,35-43. 

③千葉今日子 , 冨田幸江 , 横山ひろみ , 中澤沙織：看護学臨地実習指導者の自己教育力の構成因子の検討 -, 埼玉医
科大学看護学科紀要 ,12（1）,1-7.

④中澤沙織，冨田幸江，鈴木英子，他 3 名：看護系大学院の修士課程で看護管理学を学修している先輩看護師が
認識する新卒看護師の成長を促す関わり．埼玉医科大学看護学科紀要 ,12（1）,25-33. 

⑤ Sachie TOMITA，Takae MACHIDA，Akiko MARUYAMA，et.al:Factors Related to Assertiveness among 
Preceptors of Novice Nurses One Year after Commencement of Employment,6th Annual W0rldwide Nursing 
Conference,2018.319-326.

⑥関根 由紀子 , 冨田 幸江 , 千葉 今日子（2018） ：A 県内公立病院の看護師のジョブインボルメントとその関連要因 , 
日本看護研究学会雑誌 , 41（3）, 495., 熊本市．

⑦ Sachie TOMITA，Takae MACHIDA，Akiko MARUYAMA，et.ai:Factors Related to Assertiveness among 
Preceptors of Novice Nurses One Year after Commencement of Employment,6th Annual W0rldwide Nursing 
Conference（WNC2018）,2018.7. Singapore. 

⑧小林由起子 , 冨田幸江：特別養護老人ホームに勤務する看護師の組織コミットメントとその関連要因 , 第 12 回
看護教育研究学会学術集会 , 2018.10, 東京．

⑨ Saori Nakazawa,Eiko Suzuki,Yuko Takayama et al：Involvement in promoting the professional development 
of newly graduated nurses , from the perspective of senior nurses , International Conference On Education　
January 07. 2019 Hawaii．

⑩横山ひろみ，鈴木英子，冨田幸江，千葉今日子：看護教員のコミットメントの動向と課題 , 第 28 回日本健康医
学会総会 ,2018,11, 東京 .

【総数：論文 6 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費：

①横山ひろみ，冨田幸江，千葉今日子：看護系大学教員のキャリアコミットメントの影響要因（平成 30 年度埼玉
医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 36 万円）

②中澤沙織 , 冨田幸江 , 関根由紀子：新卒看護師が認識する先輩看護師からのサポート尺度の開発 （平成 30 年度学
部プロジェクト 51 万 1 千円）

6-3．受賞：看護学概論Ⅱベストティーチャー賞（講義部門），基礎看護技術Ⅰベストティーチャー賞（演習部門），
基礎看護技術Ⅱベストティーチャー賞（演習部門），看護方法演習ベストティーチャー賞（演習部門）
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし 
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

① Mayumi Sato, Aki Muraoka（2018）: Factors influencing lymphedema onset of gynecologic cancer patients-
Evaluation of the effectiveness of an intervention program to promote self-management of lymphedema 
prevention-,6th Annual W0rldwide Nursing Conference（WNC2018）,2018.7. Singapore. 

② Mayumi Sato, Aki Muraoka（2018）: Factors influencing lymphedema onset of gynecologic cancer Patients 
-Evaluation of the effectiveness of an intervention program to promote self-management of lymphedema 
prevention-,6th Annual W0rldwide Nursing Conference, WNC2018, 128-135.

③ Aki Muraoka, Mayumi Sato （2018）: Shortened Working Hours option use by nurses with preschool children 
versas -burnout Characteristic of nurses using and not using this option -6th Annual W0rldwide Nursing 
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Conference, WNC2018, 287-296.
④佐藤真由美 , 松本里加（2019）：婦人科がん術後患者へのリンパ浮腫予防のセルフマネジメント支援に対する患

者の思い，平成 30 年度　埼玉医科大学看護学科紀要，12（1）.53-60.
⑤松本里加，佐藤真由美（2019）：A 病院における婦人科がん術後患者の就労支援に関する現状―病棟・外来・退

院調整看護師へのインタビューより―，平成 30 年度　埼玉医科大学看護学科紀要，12（1）.45-52.
⑥松本里加（2018）：術後患者が退院直後に抱く日常生活への不安・困り事，第 14 回日本クリティカルケア看護

学会学術集会，7 東京．
⑦大谷喜美江 , 廣田直美 , 根岸茂登美 , 佐藤真由美ら他 2 名（2019）： 医療機関に所属する保健師の役割に関する

文献検討 , 日本赤十字豊田看護大学紀要，14（1），55-64.
【総数：論文 5 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費：

①佐藤真由美：婦人科がん術後リンパ浮腫予防のセルフマネジメントを促す包括支援プログラム開発 , 平成 28 年
～ 30 年度 , 科学研究助成金 , 基盤研究 C, 課題番号 16K12316（平成 28 年～ 30 年度 468 千円）.

②堀金幸栄 : 早産児の自律神経系反応を活用した愛着を促す家族介入プログラム開発 , 平成 29 年 -31 年度 , 科学研
究助成金 , 基盤研究 C, 課題番号 17K12313, 研究分担者（平成 30 年分担金：10 万円）.

③大谷喜美江：地域包括ケア推進に向けた医療機関保健師に期待される実践能力評価指標の開発，平成 30 年 -32
年度 , 科学研究助成金 , 基盤研究 C, 課題番号 18K10627, 研究分担者（平成 30 年分担金：10 万円）.

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

①文部科学省平成 30 年度大学教育再生戦略推進費「多様なニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッ
ショナル）養成プラン」採択事業　関東がん専門医療人材養成拠点 , 申請担当大学：筑波大学（連携大学：千葉
大学 , 群馬大学 , 埼玉医科大学 , 日本医科大学 , 獨協医科大学 , 東京医科大学 , 茨城県立医療大学 , 群馬県立県民健
康科学大学 , 上智大学 , 星薬科大学 , 昭和大学）の 12 大学共同プロジェクト．がん専門医療人材（がんプロフェッ
ショナル）養成プラン「関東がん専門医療人養成拠点」平成 30 年度埼玉医科「大学包括的ライフステージサポー
ト医療人養成コース」2019 年 3 月 2 日 （佐藤真由美 , 工藤岳夫）.

＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①加藤巳佐子：介護保険事業所でのストレスチェックから見えた課題 , 第 77 回日本公衆衛生学会 ,2018,10, 福島 .
　【総数：論文 0 件，学会発表 1 件】
6-2．獲得研究費　：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 該当なし
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

① Chieko Akuzawa・Shiomi Kanaizumi・Keiko Sakou：Evaluation of a training program on initial actions against
anaphylaxis in children with food allergies in nursery schools，Japanese Society of Pediatric Allergy and Clinical
Immunology，32（4），679-689,2018.

②野田智子・鎌田尚子：肢体不自由特別支援学校担任教諭における児童生徒の健康状態の認識状況（第二報），埼
玉医科大学看護学科紀要，11（1）, 9-16．

③阿久澤智恵子・青栁千春・金泉志保美・松崎奈々子・今井彩・佐光恵子：保育所（園）・こども園におけるアナ
フィラキシー初期対応シミュレーション訓練の効果，第 65 回日本小児保健協会学術集会，2018，6 月，鳥取．

④野田智子・藤沼小智子・井上寛隆：知的障害特別支援学校の児童に対する定期健康診断事前指導の実態 - 心電
図・耳鼻科検診・歯科検診に焦点を当てて -，第 7 回日本小児診療多職種研究会，2018，11 月，福岡．

⑤野田智子・藤沼小智子・井上寛隆：知的障害特別支援学校の児童に対する定期健康診断事前指導の実態 - 聴力検
査と視力検査に焦点を当てて -，第 7 回日本小児診療多職種研究会，2018，11 月，福岡．

⑥野田智子・藤沼小智子・井上寛隆：特別支援学校知的障害部門の定期健康診断の実態 - 健康診断項目別分析から
-，一般社団法人日本学校保健学会第 65 回学術大会，2018，12 月，大分．

⑦野田智子：重症心身障害児（者）入所施設における栄養評価の実際，第 44 回日本重症心身障害学会学術集会，
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2018，9 月，東京．
⑧佐鹿孝子・久保恭子・川合美奈・箱石文恵・藤沼小智子，坂口由紀子・宍戸路佳：医療的ケアのある重複障害児

や超重症児と親の社会生活に向けた親のエンパワーメントの過程，第 65 回日本小児保健協会学術集会．2018 年，
6 月，鳥取．

⑨佐鹿孝子・久保恭子・川合美奈・箱石文恵・藤沼小智子・坂口由紀子・宍戸路佳：医療的ケアのある重複障害児
や超重症児のウェルビ－イングに向けた多職種連携の過程，第 44 回日本重症心身障害学会，2018，9 月，東京．

⑩齋藤美奈子・野田智子：在宅で幼児期の重症心身障害児を育てる母親の育児ストレスとその関連要因，第 65 回
日本小児保健協会学術集会，2018，6，米子．

【総数：論文 4 件，学会発表 14 件，著書 1 件，その他 1 件】
6-2．獲得研究費：

①阿久澤智恵子：保育所（園）におけるアナフィラキシー初期対応研修プログラムの開発と評価，平成 29 年～平
成 32 年，科学研究費助成事業，基盤Ｃ，研究課題番号 17K01908，（平成 30 年度 600,000 円）．

②金泉志保美：医療的ケアを要する子どもの地域生活を支える医療・福祉の連携の現状と課題，平成 29 年～平成
31 年，科学研究費助成事業，基盤Ｃ，研究課題番号 17K123412，研究分担者（平成 30 年度 100,000 円）．

③青栁千春：健康問題を抱える子供の支援において養護教諭が行なう多職種連携の現状と課題，平成 30 年～平成
34 年，科学研究費助成事業，基盤Ｃ，研究課題番号：18K02450，研究分担者（平成 30 年度 100,000 円）．

④川合美奈：N I C U における父親への支援のガイドライン " の開発，平成 26 年～ 30 年，科学研究費助成事業，
若手研究，研究課題番号 ，（平成 30 年度 1，460,000 円）

⑤野田智子：肢体不自由特別支援学校養護教諭の養護実践にみる専門性の検討．2018 年度日本養護教諭教育学会
研究助成（平成 30 年度 100.000 円）．

6-3．受賞： 該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表：

①今村久美子，藤村博恵：勤務助産師の妊産褥婦に対する性に関する保健指導についての認識，第 59 回日本母性
衛生学会学術集会，2018,10，新潟．

② Atsuko Matsuzaka，Chie Kadowaki，Satoshi Nishigaki，Kazuyoshi Sasaki：Developments of a Behavioral 
Checklist for Infants with Autism Spectrum Disorder in the Prenatal and Neonatal Periods，22nd East Asian 
Forum of Nursing Scholars （EAFONS） conference，January 17-19，2019，Singapore．

【総数：論文 0 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞： 該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①大賀淳子：学校登山が生徒の自己効力感に及ぼす影響 , 心身健康科学 ,14（2）,77-89,2018．
②大賀淳子，大西浩：学校登山の印象と意義のとらえ－全校登山に参加した高校生への調査より－，登山医学，

38（1），73-80，2018．
③成田みぎわ，大澤優子，丸山昭子，青森広美：中学生及び高校生へのメンタルヘルス・リテラシー教育プログラ

ム
　実践の国内研究の動向，第 48 回日本看護学会論文集－精神看護，147-150，2018． 
④大賀淳子，大西浩：全校登山による生徒の自己効力感の変化と全校登山の意義のとらえ，第 38 回日本登山医学

会学術集会 ,2018,6, 東京．
⑤大賀淳子：全校登山が女子中高生の自己効力感に及ぼす影響 , 第 77 回日本公衆衛生学会 ,2018,10, 福島．
⑥阿部一昭，大澤優子，大賀淳子：精神障害者の結婚に関する国内文献の検討，第 77 回日本公衆衛生学会 ,2018,10,
　福島．

【総数：論文 3 件 , 学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費：平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究「『親子交流授業プログラム』の子ども虐待予防にお
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けるポピュレーションアプローチとしての有用性の検討－プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者への FGI
調査から－」（成田みぎわ，西村真実子，金谷雅代，千原裕香，山田ちづる，伊達岡五月，寺井孝弘，山本康人，大
澤優子）
6-3．受賞： 該当なし
6-4．特許 , 実用新案： 該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績：　該当なし
＜地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表

①千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子：A 市市民の健康習慣と主観
的健康感の実態　－ 2016 年の調査から－ , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,12（1）,17-24.

②山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子：A 市住民のこころの健康に
関する実態　－ 2016 年の調査から－ , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,12（1）,61-67.

③山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 西岡ひとみ , 町田貴絵 , 野田万里 , 内田久子：A 市住民のこころの健康に
関する実態 , 日本地域看護学会第 21 回学術集会 ,2018,10, 岐阜 .

④町田貴絵 , 西岡ひとみ , 千田みゆき , 齋木実：ワンストップ施設における在宅ケアに関する療養者・家族のニー
ズ調査 , 第 78 回日本公衆衛生学会学術集会 , 2018,10, 福島 .

⑤ Miyuki CHIDA, Chitose KIKUCHI, Masako YAMAJI, Hitomi NISHIOKA, Takae MACHIDA, Mari NODA, Hisako 
UCHIDA: Status of Health Habits of Residents of City A, Aging & Society Eighth Interdisciplinary Conference, 18-
19 September 2018, Tokyo, Japan.

【総数：論文 2 件，学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞： 該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 10 回埼玉医科大学保健師活動研究会　平成 30 年度研修会「気づいてますか？　日常業務での倫理的問題」
2019 年 3 月（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 野田万里 , 内田久子）

7．自己点検・評価
　平成 30 年度は 10 回生が卒業した．看護師国家試験の結果は，98.9％の合格率（1 名不合格）であった．保健師
国家試験は新卒合格率は 87％（3 名不合格）であった．看護師国家試験は，平成 25 年度，28 年度，29 年度と全員
合格が 3 回あったが，今年度はこれに続かなかった．また，保健師国家試験の 3 名の不合格は近年になく悪い結果
となった．次年度こそ，再び全員合格となるよう，学生支援体制を強化していく．例年，3 年次春期休業前に問題集
を全員に購入させ，それに沿って学内試験を実施するなどの具体的な動機づけや，後半は教員がついてグループ学習
をするなどを行っており，効果を実感しているので，次年度も同様の指導を行っていく．
　各種実習については，実習施設とも円滑に連携がとれ，看護学実習に関する意見交換会にも多くの実習指導者の参
加を得て，滞りなく終了した．実践応用の看護学実習では，学生，実習指導者双方から夜間帯の実習時間の終了が早
いという意見があることから，施設の状況と学生の安全を考慮の上，可能な限り終了を遅くすることを検討していく．
また，新カリキュラム改訂時に，実習はできるだけ臨地で行い，学内日を減らすよう文部科学省から指導を受けたので，
30 年度新カリキュラムに該当する基礎看護学実習Ⅱ，老年看護学実習Ⅰについて，実習計画通りの実習ができるよう，
実習施設と事前の調整を行った．次年度は「実践応用の看護学実習」について，学内実習としていた 1 週目の金曜
と 2 週目の月曜を臨地での実習となるよう準備していく．
　2 年次新カリキュラムの「体育実技」「日本国憲法」が開講となったが，体育実技については体育館の使用や体育
用具の整備，担当教員との連絡調整等に苦労したが，なんとか軌道に乗せることができたと考える．次年度は 2020
年度に開講する 4 年次「看護総合セミナー」の準備を進める必要がある．
　委員会活動は，それぞれの役割を果たし，委員会間の連携をとりつつ，学科の運営を円滑に行うことができた．
30 年度は，退職した教員の欠員が補充できなかったが，必要時，全教員の支援を得るなどして，滞りなく学科運営
ができた．今年度の退職者 8 名，次年度 4 月採用 8 名の体制で授業開始となったが，欠員については引き続き補充
できるよう公募等していく．
　一般入学試験前期 2 次試験に，1 次試験の国語をやめて 2 次試験で小論文を課すこととした．ルーブリック方式
で採点した結果，予想より短時間で円滑に採点ができた．志願者数は昨年度に比較して約 100 名減少したので，次
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年度はより広報活動に力を入れるとともに，特に小論文についての説明を広報していく．
　看護学科担当の公開講座は，9 月 22 日（土）に佐久間肇教授が講師となり，「認知症の看護・介護からリハビリテー
ションまで」というテーマで行い，学外からも 38 名，合計 64 名の参加者を得，好評であった．また，看護学科 FD
は，看護学科 FD・公開講座委員会が中心となり「学生への対応で困難だったこと　～さらにより良い実習指導の質
を向上するために～第 2 弾」をテーマに実施し，日頃の実習指導における課題について共有し解決に向けての意見
を交換した．看護学研究科 FD は「看護研究論文のクリティーク～看護研究能力の向上に向けて～」をテーマに，分
析方法に焦点を当てて実施した．いずれにおいても，殆どの教員が参加し，短時間の研修ではあるが，教育・研究的
活動能力の向上と，教員間のコミュニケーションの促進を図る機会となった．
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2．臨床検査学科

1．構成員
茅野秀一（KAYANO，Hidekazu）：教授：学科長：教育主任：指導教員（大学院）：人体病理学，分子病理学，医学

　　　　　　　　　　　　　　  教育学：博士
市岡正適（ICHIOKA，Masayuki）：教授：独文学：修士
小野川傑（ONOGAWA，Tsuyoshi）：教授：大学院教員（大学院）：免疫学，臨床免疫学，輸血移植学：博士
佐藤正夫（SATOH，Masao）：教授：研究主任：指導教員（大学院）：微生物学，医動物学：博士
鈴木正彦（SUZUKI，Masahiko）：教授：指導教員（大学院）：薬理学，人体の構造と機能Ⅰ（生理学），薬事関係法規：

　　　　　　　　　　　　　  博士
藤原智徳（FUJIWARA，Tomonori）：教授：指導教員（大学院）：生理学，神経科学：博士（4 月着任）
間山　伸（MAYAMA，Shin）：教授：英文学：修士（10 月着任）
村田栄子（MURATA,  Eiko）：教授：指導教員（大学院）：解剖学：博士
飯野　望（IINO，Nozomi）：准教授：指導教員（大学院）：遺伝子検査学，血液学，臨床血液学：博士
来住野修（KISHINO,  Osamu）：准教授：臨床生理学：学士
野寺　誠（NODERA，Makoto）：准教授：指導教員（大学院）：衛生学，予防医学，産業保健学：博士
村本良三（MURAMOTO，Yoshimi）：准教授：臨床化学：学士
内田康子（UCHIDA，Yasuko）：講師：臨床生理学：修士
上滝圭介（KAMITAKI，Keisuke）：講師：英文学：修士
小峰伸一（KOMINE，Shinichi）：講師：臨床検査学：修士
下垣里河（SHIMOGAKI，Satoka）：講師：臨床化学：博士
周東真代（SHUTO，Masayo）：講師：病理細胞検査診断学：博士
髙橋　俊（TAKAHASHI，Shun）：講師：医用工学，情報科学，臨床微生物学：修士
伴塲裕巳（BAMBA，Hiromi）：講師：指導教員（大学院）：人体の構造と機能Ⅱ A,B（生化学），栄養学：博士
菅野佳之（KANNO，Toshiyuki）：助教：修士（4 月着任）
水谷諭史（MIZUTANI，Satoshi）：助教：博士（4 月着任）
宮嶋由佳（MIYAJIMA，Yuka）：助教：修士
山本晃司（YAMAMOTO，Koji）：助教：博士
山本梓司（YAMAMOTO, Shinji）：助教：博士（4 月着任）
大村一之（OHMURA，Kazuyuki）：助手：学士

2．教育
2-1．目的・目標
　学科名称を平成 27 年 4 月より「健康医療科学科」から「臨床検査学科」に改称した．本学科は，幅広い教養と生
命の尊重を基盤とする高い倫理観と人を思いやる豊かな人間性をもち，確かな医学知識と医療技術を修得して質の高
い臨床検査技師を養成する使命と，働く場の衛生，環境保全あるいは食の安全などに関する幅広い知識と技術を修得
して，卒業後は保健衛生活動を実践する行動力を備えた第一種衛生管理者を養成する使命の 2 つを達成目標として
掲げている．
　臨床検査技師・健康食品管理士の受験資格，第一種衛生管理者の申請に必要な科目についてはカリキュラム・マッ
プを作成し関連性を重視した時間割が構成されている．臨床検査技師の国試合格率向上を目指し， 1 年次前期から臨
床検査系科目を配し，早期に臨床検査学の一部を体験できるようになっている．本学科で開講している科目は科学的
思考の基盤となる数学・自然科学系科目（数学，統計学，物理学・物理学実験，化学Ⅰ・Ⅱ・化学実験，生物学・生
物学実験）と人間と生活の理解につながる人文科学・社会科学系科目（倫理学，哲学，文学，心理学，人間発達学，
社会学，社会福祉論，法学，スポーツ科学）および外国語系科目（英語Ⅰ・Ⅱ，医学英語，ドイツ語，原書講読）を
必修あるいは選択科目として配置して，基礎分野の各領域科目を偏りなく学習してもらうことを目標にした．また，
基礎医学系の科目として，人体の構造と機能Ⅰと実習，人体の構造と機能Ⅱ A・Ⅱ B と実習を開講して，ヒトの解剖
学，生理学あるいは生化学などについて学び，人体の正常な機能と構造の理解を深めた．さらに，専門基礎系科目（医
療の基本Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，病理学，微生物学，血液学，免疫学，薬理学，公衆衛生学と実習，保健医療福祉総論，医用工
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学と実習，情報科学と実習，医動物学と実習）を開講し，臨床検査学分野の基礎的知識と技術を身につけるとともに，
臨床検査系科目として，臨床病理学総論，臨床検査総論と実習，基礎臨床化学と実習，臨床生理学Ⅰ・Ⅱ・ⅢとⅠ・
Ⅱ・Ⅲ実習，検査機器総論，病理組織細胞検査学と実習，臨床血液学と実習，臨床化学と実習，放射性同位元素検査学，
臨床微生物学と実習，臨床免疫学と実習，輸血移植学と実習，遺伝子検査学，検査管理学，検体情報処理科学，検体
採取処理技術などを開講して，幅広く充実した臨床検査医学教育を行うことを目標にした．加えて，臨地実習につい
ては学内施設並びに学外施設での実習をより充実させる一方， 国家試験の資格要件科目としての検査学特論などを開
講して，臨床検査技師国家試験に備える内容を充実させた．さらに，研究マインドを身につけ，研究意欲を高める目
的で卒業研究を開講し幅の広い医学的知識を習得することを目標とする．
2-2．教育内容；講義または実習名（他学科または他学校名等）・時間（担当者 2-2．教育内容（担当者）

【当学科講義】
　ドイツ語 ･30 時間（市岡），情報科学 ･6 時間（市岡），病理組織細胞検査学 ･30 時間（茅野），医動物学・30 時間

（佐藤），微生物学・20 時間（佐藤），臨床微生物学・20 時間（佐藤），食品衛生学 ･30 時間（佐藤），薬理学 ･30 時
間（鈴木），人体の構造と機能Ⅰ ･18 時間（鈴木），薬事関係法規 ･16 時間（鈴木），免疫学 ･30 時間（小野川），臨
床免疫学 ･30 時間（小野川），輸血移植学 ･30 時間（小野川），検体採取処理技術・4 時間（小野川），人体の構造と
機能Ⅰ ･36 時間（村田），血液学 ･30 時間（飯野），臨床血液学 ･30 時間（飯野），遺伝子検査学 ･30 時間（飯野），
臨床生理学Ⅱ ･30 時間（来住野），臨床生理学Ⅲ ･30 時間（来住野），検査情報処理科学 ･6 時間（来住野），公衆衛
生学 ･30 時間（野寺），環境保健学 ･26 時間（野寺）･ 産業保健学 ･30 時間（野寺），衛生管理学 ･10 時間（野寺），
保健社会学 ･26 時間（野寺），基礎臨床化学 ･20 時間（村本），臨床化学 ･20 時間（村本），病理学 ･30 時間（茅野），
臨床病理学総論 ･30 時間（茅野），臨床生理学Ⅰ ･30 時間（内田），英語Ⅰ ･30 時間（上滝），英語Ⅱ ･30 時間（上滝），
英会話 ･30 時間（上滝），医学英語 ･30 時間（上滝），原書購読 ･30 時間（上滝），臨床検査総論 ･30 時間（小峰），
検査管理学 ･30 時間（小峰），検体採取処理技術 ･19 時間（小峰），基礎臨床化学 ･10 時間（下垣），臨床化学 ･10
時間（下垣），検体採取処理技術 ･2 時間（周東），人体の構造と機能Ⅰ・2 時間（周東），臨床病理学総論・30 時間

（周東），情報科学 ･24 時間（髙橋），微生物学 ･14 時間（髙橋），臨床微生物学 ･14 時間（髙橋）， 検査情報処理科学
･16 時間（髙橋），検体採取処理技術 ･4 時間（髙橋），人体の構造と機能Ⅱ A･30 時間（伴塲），人体の構造と機能Ⅱ
B･30 時間（伴塲），栄養学 ･30 時間（伴塲），検体採取処理技術 ･2 時間（菅野），公衆衛生学 ･14 時間（宮嶋），保
健社会学 ･8 時間（宮嶋），産業保健学 ･10 時間（宮嶋），衛生管理学 ･2 時間（宮嶋），人体の構造と機能Ⅰ ･20 時
間（藤原），英語Ⅱ・20 時間（間山） 

【当学科実習等】
　卒業研究 ･180 時間（茅野），企業実習・45 時間（茅野，村田，村本，伴塲，下垣），検査学特論 ･90 時間（茅野），
医療の基本 I･30 時間（茅野），医療の基本 II･30 時間（茅野）， 医療の基本 III･30 時間（茅野），医動物学実習 ･90 時
間（佐藤，菅野），臨床微生物学実習 ･90 時間（佐藤，髙橋），卒業研究 ･20 時間（佐藤），卒業研究 ･180 時間（鈴木），
臨床免疫学実習 ･90 時間（小野川，山本晃），輸血移植学実習 ･90 時間（小野川，山本晃），検査学特論・6 時間（小
野川），卒業研究・180 時間（小野川），人体の構造と機能Ⅰ（構造系実習）･92 時間（村田，周東），検査機器総論
･12 時間（村田），臨床血液学実習 ･90 時間（飯野，小峰，菅野），臨床生理学Ⅰ実習 ･90 時間（内田，来住野，水谷，
大村），臨床生理学Ⅱ実習 ･90 時間（内田，来住野，水谷，大村），臨床生理学Ⅲ実習 ･90 時間（来住野，内田，水谷，
大村），卒業研究 ･180 時間（来住野，内田，大村），卒業研究 ･180 時間（水谷），公衆衛生学実習 ･45 時間（野寺，
宮嶋），基礎臨床化学実習 ･90 時間（村本，伴塲 , 下垣），臨床化学実習 ･90 時間（村本，伴塲，下垣），生物学実験
･90 時間（宮嶋，山本晃），人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）･90 時間（鈴木，藤原），臨床検査総論実習 ･92 時間（小
峰，宮嶋，菅野），検査機器総論 ･46 時間（小峰），卒業研究 ･20 時間（小峰），病理組織細胞検査学実習 ･90 時間（周
東，茅野，菅野）， 病理細胞検査診断学 ･60 時間（周東，茅野），物理学実験 ･92 時間（髙橋 , 水谷），情報科学実習
･46 時間（市岡，髙橋，水谷，大村），人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･90 時間（伴塲，下垣，小峰， 村本），卒
業研究 ･120 時間（伴塲），検査機器総論 ･54 時間（下垣）， 検査機器総論 ･24 時間（菅野），検査機器総論 ･48 時間（山
本晃），検査学特論 ･6 時間（山本晃），卒業研究 ･180 時間（山本晃）化学実験・24 時間（山本梓）

【他学科講義 ･ 実習等】
　ドイツ語（看護 ･ 理学合同）・30 時間（市岡），ドイツ語Ⅰ（医用）・30 時間（市岡），情報リテラシー（看護）・
30 時間（市岡 , 高橋，大村），情報科学演習（理学）・28 時間（市岡 , 高橋，大村），ヒトの病気Ⅱ（理学）・2 時間（茅野），
医療の基本 II（理学）・30 時間（茅野），医療の基本Ⅱ（医用）・30 時間（茅野），医療の基本 III（理学）・30 時間（茅野，
薬理学（看護）・30 時間（鈴木），薬理学（医用）・16 時間（鈴木），ヒトの病気Ⅳ（理学）・8 時間（鈴木），人体の
構造機能Ⅰ（看護）・8 時間（鈴木，藤原），人体の構造機能Ⅱ（看護）・20 時間（鈴木，藤原），人体の構造機能Ⅲ（看
護）・16 時間（鈴木，藤原），人体の構造と機能演習Ⅰ（理学）・2 時間（鈴木），人体の構造と機能演習Ⅱ（理学）6
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時間（鈴木），人体の構造と機能実習（機能系）（理学）・46 時間（鈴木，藤原），免疫学（看護）・16 時間（小野川），
人体の構造と機能Ⅰ（看護）・20 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（看護）・32 時間（村田），人体の構造と機能Ⅲ

（看護）・30 時間（村田），細胞生物学（医用）・6 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（医用）・32 時間（村田），人
体の構造と機能　構造系実習（理学）・45 時間（村田），公衆衛生学（看護）・30 時間（野寺），公衆衛生学（理学）・
26 時間（野寺），公衆衛生学（医用）・16 時間（野寺），公衆衛生学国試補講（看護）・20 時間（野寺），病理学総論

（医用）・16 時間（茅野），ヒトの病気Ⅰ（理学）・6 時間（茅野），英語Ⅰ（看護）・30 時間（上滝），英語Ⅱ（看護）・
30 時間（上滝），英語Ⅲ（看護）・30 時間（上滝），英語Ⅰ（臨工）・30 時間（上滝），英語Ⅱ（医用）・30 時間（上
滝），英語Ⅰ（理学）・30 時間（上滝），英語Ⅱ（理学）・30 時間（上滝），人体の構造と機能Ⅰ（看護）・8 時間（周東），
人体の構造と機能Ⅱ（看護）・16 時間（周東），人体の構造と機能Ⅲ（看護）・16 時間（周東），人体の構造と機能Ⅱ（医
用）・4 時間（周東），食物・栄養学Ⅰ（看護）・16 時間（伴塲），食物・栄養学Ⅱ（看護）・16 時間（伴塲），栄養学

（理学）・16 時間（伴塲），公衆衛生学（看護）・6 時間（宮嶋），公衆衛生学（理学）・14 時間（宮嶋），公衆衛生学（臨
工）・6 時間（宮嶋），公衆衛生学国試補講（看護）・4 時間（宮嶋），病原微生物学（看護）・30 時間（佐藤），病理・
微生物学演習（理学）・30 時間（佐藤），人体の構造と機能演習Ⅰ（理学）・10 時間（藤原），人体の構造と機能演習
Ⅱ（理学）14 時間（藤原），英語Ⅱ（看護）・20 時間，英語Ⅲ（医用）・10 時間（間山）

【本学医学部および法人関連学校の講義 ･ 実習等】
　病理総論循環器（医学部 2 年生）･6 時間（茅野），ヒトの病気血液（医学部 3 年生）･2 時間（茅野），感覚器（医
学部 4 年生）･2 時間（茅野），診療の基本（医学部 3 年）･2 時間（茅野），医療総論（医学部 6 年生）･2 時間（茅
野），薬理学実習（医学部）･30 時間（鈴木），地域医学（医学部）･2 時間（野寺），公衆衛生学（総合医療センター
付属看護専門学校）･30 時間（野寺），公衆衛生学国試補講 ･10 時間（野寺），生理学（短期大学）･12 時間（内田），
情報科学（短期大学）･58 時間（髙橋），ドイツ語（短期大学）・120 時間（市岡），公衆衛生学（総合医療センター
付属看護専門学校）･6 時間（宮嶋），薬理学実習（医学部）･30 時間（山本梓）

【他大学等の講義 ･ 実習】
　ドイツ語上級 ･ 現代ドイツ事情演習（成城大学）･116 時間（市岡），臨床検査学総合演習Ⅰ（群馬パース大学）・
2 時間（小野川），臨床検査学総合演習Ⅱ（群馬パース大学）・4 時間（小野川），臨床免疫学（湘央医学技術専門学校）
･50 時間（小野川），免疫検査学特論（湘央医学技術専門学校）･25 時間（小野川），輸血検査学（西武医学技術専門学校）
･30 時間（小野川），臨床薬理学（東京医療学院大学）・4 時間（鈴木），薬理学（飯能看護専門学校）･30 時間（鈴木），
薬理学（埼玉県立高等看護学院）･30 時間（鈴木），産業保健学（東京慈恵会医科大学）･2 時間（野寺），病理診断学（獨
協医科大学）･5 時間（飯野），生理学特論 B（生理機能検査学実習）（大東文化大学）・90 時間（来住野），バイオサ
イエンスⅠ（桐蔭横浜大学）･30 時間（村本），解剖生理学Ⅱ（秩父看護専門学校）･30 時間（内田），英語 3， 4（日
本大学）･120 時間（上滝），情報処理科学（湘央医学技術専門学校）･50 時間（髙橋），医用工学特論（湘央医学技
術専門学校）･25 時間（髙橋），機能形態学Ⅱ（上福岡高等看護学院）･28 時間（下垣），公衆衛生学 ･ 統計学（上福
岡高等看護学院）･32 時間（宮嶋），公衆衛生学（日本医科学大学校）･58 時間（宮嶋），公衆衛生学（相模女子大学
短期大学部）･62 時間（宮嶋），細胞生理学（杏林大学）･10 時間（藤原），細胞生理学実習（杏林大学）・40 時間（藤
原），英語Ⅰ～Ⅷ（日本大学）・390 時間（間山）

【大学院教育】
　生体機能科学特論（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（鈴木） 
　生体機能形態学概論（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（村田）
　環境衛生科学（埼玉医科大学大学院修士課程 ･14 時間（野寺）
　分析医科学（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（飯野）
　環境微生物学特論（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（佐藤）
2-3．達成度 
　各教員は年度初めに学生に提示したシラバスの目標と授業計画にしたがって，講義と実習あるいは演習を遂行して
いた．学生による授業評価においても一定の理解を得られる結果になった．また，担当科目だけでなく学生の諸問題
を身近に対応できる指導ができた．ただし，1 年生で 1 名の留年 ,　2 名の退学， 2 年生で 2 名の退学，3 年生で 5 名
の留年,　退学2名， 4年生で6名の留年があった．臨床検査技師国家試験を受験した卒業生67名中55名の合格（82%）
であった点は反省点である．当学科の教育目標を達成する上では担当教員の意図した効果が概ね得られたと判断でき
るが，ますますの教員相互理解と協力が必要である．

以下教員のコメント
a）医療の基本演習についてはおおむねシラバス記載の学修目標をカバーできたが学科ごとに文化が異なり対応が

むつかしい．病理学分野では病理組織細胞検査学（2 年）講義を 2 年生に行い，定期試験問題案を学生に作成提
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出させることによって学修のポイントを理解させる工夫をした．前年度よりも再試該当者は減少した．臨床病理
学総論（3 年）では内容を大幅に改訂し，ヒトの病理組織像の観察を主軸に，総論的な病理学の理解と代表的な
疾患の病態の理解を結びつける工夫を行った．4 年生では基本的な事項，画像を繰り返し解説し，国試の病理学
領域の成績は向上した（茅野）

b）ドイツ語では，辞書でドイツ語を読むという目標に学生は概ね到達したと考える．また情報リテラシーの演習は，
経験が蓄積され，教育効果が十分だったと考える．（80％）（市岡）

c） 着任 2 年目であるが，講義や実習で課す課題を通じて考える力を伸ばすことを重視してきたことで，少しずつ
ではあるが単なる暗記ではなく考えてみようという姿勢が学生に出てきたのかなと感じている．（小野川）

d）国家試験に必要なことについては，おおむね周知させることができた．（佐藤）
e）薬理学，薬事関係法規および人体の構造と機能の講義・機能系実習では，シラバスにのっとり概ね目標を達成

することができた．70 %（鈴木）
f）概ねシラバス通り達成できた（藤原）
g）英語の基礎と，医療関連英語の基本を織り込んだ授業ができた（間山）
h）人体の構造と機能の講義・構造系実習では学生の高い評価をもらい，概ね達成できた．（村田）
i）遺伝子検査学では，遺伝子操作に必要な専門用語などもあり学生にとってはハードルが高い．最低限，国家試

験に必要な知識の習得に努めた．（飯野）
j）シラバスに沿って実施できた．4 年次留年者 2 名を 1 年間かけ国家試験合格レベルまで指導できた．卒業研究

受講者を医療機器メーカー（日本光電）の工場見学を通して検査機器の製造に対するメーカー側の心構えを理解
させることができた．（来住野）

k）社会医学系科目については，各学科ともに国家試験に対応した教育が行えた．（野寺）
l）講義・実習・国家試験対策，いずれも相違工夫し学生のレベルアップに努めた．概ねシラバスに沿って実施で

きた．（村本）
m）苦手な学生でも勉強するきっかけが持てるように心がけた．数名ではあるが苦手であった分野に自信が持てる

ようになった学生がいたことから一定の成果を感じた．（内田）
n）総合的な英語学習の効果にくわえて，発言やグループワークやスキットやプレゼンテーションなどの主体的ア

クティビティの効果によって，一定の程度の学習成果が得られたと思われる．（達成度 75％）（上滝）
o）講義・実習ともにシラバス通りに達成され，おおむね納得できる達成度であったと思う．（小峰）
p）概ね，シラバス通りに達成できた．学生の理解度を深めるように丁寧な説明を心がけた．（下垣）
q）教育施設協議会のアンケート調査を参考に免疫組織化学染色の項目を実習に加えた．実習時間内に染色と観察

が終了でき，染色意義と手技について理解できるように工夫した．継続的に行える内容に改善できた．（周東）
r）概ねシラバスに沿って遂行し，学生自身が理解不足の点を復習できる機会を増やすことが出来た．（伴塲）
s）概ねシラバス通り達成できた（菅野）
t）概ねシラバス通り達成できた（水谷）
u）学生の視点に立った講義を念頭に置いて講義・実習を行うことが出来た．怪我の無いよう配慮できた．（宮嶋）

　
v）生体内で生じている免疫反応を利用して，如何に検査を行っているのか学生自身の知識がリンクするように説

明を心掛けた．少しずつではあるが，実習で実施している課題が知識の整理，考える力及び説明力の学修におい
て有効であることが実感できた．（山本晃）

w）概ねシラバス通り遂行し，達成できた（山本梓）
x）概ねシラバス通り達成できた（大村）

【大学院教育】
a）2018 年度は病理概論の修士課程講義は開講されなかった．学位（修士）審査は主査 1 件，副査 1 件を担当した．
（茅野）

b）シラバスにのっとり概ね目標を達成することができた ．80％（鈴木）
c）概ね目標を達成することができた ．（佐藤）
d）概ね達成できた．（村田）
e）シラバスに沿って概ね達成した．学位（修士）審査は副査 1 件を担当した．（飯野）
f）2018 年度は担当科目の修士課程講義は開講されなかった．学位（修士）審査は副査 1 件を担当した．（伴塲）
g）概ね達成できた．（野寺）
2-4．自己評価と次年度計画
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【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a）実習における学修支援は問題なく行えたと思う．次年度以降は試験問題作成管理も含めた包括的なカリキュラ

ム運営を行いたい．（茅野）
b）埼玉医大の webclass を使用した情報リテラシーとドイツ語は，順調な運用により，学習効果が上がったと考

える．ちなみに，昨年同様に既卒の国家試験不合格者に対して，模擬試験を webclass で自習できるようにした．
また，選択肢がランダムに表示される模擬試験と国試過去問練習用のプログラムを作成し運用を開始した．レン
タルサーバーなどで運用した後，正式な手続きを経て学生用学外向けサイトに移行した．（市岡）

c）昨年度に引き続き，免疫学関連講義および実習について，内容刷新が必要な項目については差し替えを実行した．
今後，順次微調整を行いながら免疫学という学問に対する興味や関心につながるようにしていきたい．（小野川）

d）国家試験の成績が思ったより振るわなかった．国家試験の頻出問題を再確認させ対策を考えていきたい．（佐藤）
e）担当する薬物と生理機能に関連した科目は他の科目との関わりが深いため，それらの復習を含めた講義を行った．

理解しやすい講義をおこなうように心掛け，学生の授業評価も昨年よりわずかながら上昇した．次年度は，さら
に分かりやすくに解説することを心がけたい．（鈴木）

f）基礎的な項目をきちんと整理して理解させるように努める．特に用語の意味を正しく理解して，論理的な説明
ができるように指導する．また，試験，実習レポートは，終了後に解説の時間を設け，再度各人で見直しをさせ
理解を深めさせる．（藤原）

g）英語の基礎力と，医療の分野で必要になる専門的な英語力の強化につながるように授業を工夫をしていく（間山）
h）4 学科で解剖学見学や実習を含む講義・実習を分かりやすく講義することができた．次年度は各学科にもとめ

られる内容に沿ってさらに工夫したい．（村田）
i）血液学では平易な解説で理解が進むように，後期の臨床血液学に繋がるよう講義を進めた．また，遺伝子検査

学では卒検や遺伝子分析科学認定士受験者も想定し，遺伝子解析に必要な知識の習得を試みた．遺伝子分析科学
認定士受験者に対しては公開講座を開き，試験対策を講じた甲斐もあって，初の合格者を輩出することが出来た．
次年度は，臨床検査技師の職域拡大も今後想定されるため，遺伝カウンセラーやバイオインファマティクスの役
割についても紹介したい．（飯野）

j）2 年，3 年に対し，より臨床検査が身近なものになるように臨床波形や画像を多く見る機会を増やし，臨床生理
学の理解につながるようにした．4 年生については，国家試験に向け成績不良者に対しては，個別指導を行い国
家試験合格に寄与できたと思われる．次年度はより多くの学生の合格率アップに工夫したい．（来住野）

k）衛生管理者の必須科目については，内容をより実践的なものとし，本学独自の養成カリキュラムを確立するこ
とにより，「役に立つ衛生管理者」の育成を目指したい．（野寺）

l）実習・講義ともに創意工夫し，充実した内容にするように心がけ，学生理解度の向上に努めた．また，企業実
習において計 34 名の学生を病院見学させることができた．学生にとっては意識向上になったと考えている．次
年度は，引き続き，より分かり易い講義およびより実践的な実習を企画する．（村本）

m）講義資料では学生が自己学習する際にも分かりやすいように改良を加えた．次年度も引き続き改良を加え，よ
り分かり易くなるよう努力したい．（内田）

n）就職試験や大学院入試，あるいは就職後の資格検定や海外研修や国際学会での発表までを見据えながら，英語
学習に継続して取り組んでいけるように，必修科目である英語 I， II の学修を土台として，選択科目であり上位
科目であえる医学英語と原書購読において，自学自習の学習習慣をよりいっそう堅固なものにできるように指導
したい．（上滝）

o）講義・実習ともに学生の理解度が向上する工夫していきたい．（小峰）
p）1 ～ 3 年生へは学問への興味が沸くような身近な話題を通じて，知識が定着するように講義や実習指導を行った．

4 年生へは国家試験内容を網羅した対策を行えた．（下垣）
q）実習では新しい項目を導入し，検査部の現状に合わせた学習内容に改善ができた．グループ担任は持ち上がり

で継続になったので，成績不良の学生に対し普段から学習状況を意識させるなどの声がけを積極的に行いたいと
考えている．（周東）

r）基礎的な内容を反復しながら，臨床への興味を示せるように努めた．毎回の小テストで理解の確認を行ってい
るが，理解度の悪い点については，正答を誘導できるような解説や課題を与え，克服させた．思考力を養えるよ
うに工夫していきたい．（伴塲）

s）目的を明確にし，学修の動機付けやメリットを肌で感じとることができるよう指導した．次年度は問題点を浮
き彫りにし，それを浸透させ，確りとした解決策の策定に臨めるよう努めていく．（菅野）

t）学生が各々の考える力を導き出すことに注力した．次年度も考えて行動できる学士を育成する．（水谷）
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u）臨床検査技師をはじめ様々な医療従事者志望の学生に対し講義を行う上で，各学科，各学校に応じて適切な，
国家試験に対応できる講義が出来るよう心掛けたい．次年度も引き続き学生の立場で考え，気軽に質問出来るよ
うな雰囲気の講義を行いたい．（宮嶋）

v）実習でのグループワークを通して，少しずつではあるが単なる用語の暗記から理解しようという姿勢が芽生え
始めていることはポジティブな反応である．今後は，生体内で生じている免疫応答に興味を抱いてもらい，国家
試験の得点率アップに繋げたい．（山本晃）

w） 学生の立場に立って，実習の理解度が向上するよう指導を行った．次年度は，講義・実習の内容を基に，1 年
生でありながら国家試験にも対応できる指導を目指す．（山本梓）

x） 学生が実習中に自主的に行動し，疑問点を解決できるよう促した．引き続き学生の実習に臨む姿勢を強化する
よう努める．（大村）

【大学院教育】
a）2018 年度は病理概論の修士課程講義は開講されなかった．2019 年度以降は修士課程講義が継続して開講され

るよう期待する．（茅野）
b）H30 年度は社会人大学院生の講義ということで，仕事との両立を考えながら講義を行った．（鈴木）
c）講義で扱った内容についての理解度をみるため，それらに関する論文を読んでもらい課題の提出を行った．（飯野）
d）2018 年度は担当科目の修士課程講義は開講されなかった．（伴塲）

【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
　厚労省「臨床検査技師等に関する法律施行令第 18 条第 3 号に定める厚生労働大臣の指定科目に係る告示改正に伴
う通知改正および協議について」の通達に基づき，講義・実習内容を変更・刷新し講義・実習が遂行された．
　各教員は教育を遂行する面で，シラバスで掲げた授業目標を達成するために労苦を惜しまず努力を重ねたと評価で
きる．学生の授業評価を反省の材料に，学習効果を向上させる努力も見られた．一方，グループ担任制度の導入は，
学生の学習面および生活面での問題解決の上で効果的であったと思われる．当学科では，教育指導の質を高めるため
に，また生活上および学習上での悩みを早期に解決に導くために学生の動向を把握して各教員が対応しているが，今
後も講義の方法や学生への助言の方法を高めていく．臨床検査技師国家試験対策については，10 科目ある国試コア
科目への重点授業を学科内教員で検査学特論として開講し，その後，国試直前実力向上策として補講も展開した．し
かし前年度よりも国家試験合格率は下降し，最終的に実力を発揮するという段階に達せず指導体制が不十分であった．
次年度は，国試合格率を向上させる対策を積極的に講じたい．既卒者に対し e- ラーニングを準備したが閲覧数が少
ないので，更なる改善が必要である．
　将来の就職の見地を広げるために，各学年にキャリアパスセミナーを開催，「企業実習」の内容の充実，3 年次 10
月「就職スタートアップ講座」，2 月「履歴書の書き方講座」「面接講座」を開催した．卒業時の就職内定 100% 達成
を目指したい．
　また，実習等で用いる老朽化した教育機器 ･ 機材など教育設備をさらに改善して，学部生と大学院生の授業 ･ 教育
満足度と学習意欲ならびに医療への関心をいっそう高めていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　臨床検査学科の研究の目的・目標は，第 1 に，化学，生化学，生理学，解剖学，分子生物学などの基礎医学分野の研究や，
微生物学や免疫学，医動物学，情報科学，医用工学，薬理学，公衆衛生学，病理学，臨床化学，輸血学，血液学，臨
床生理学など臨床検査医学分野の幅広い研究を通じて，人間の健康に関わる種々の疾病や病態あるいは生体の機能と
構造に関わる自然現象の解明に貢献する新たな知見を得ること，さらに迅速な診断業務に寄与する新たな医療技術を
開発すること等にある．第 2 に，環境保健学，産業保健学，保健栄養学などの保健系の分野の研究を推進し，衛生・
食品分野での新たな知見を得ることも研究の目的・目標においている．一方，当学科では，外国語の教育研究を推進
する一環として，コンピュータを用いたドイツ語教育に関して，より高度なマルチメディア化を図る研究や国試合格
を高める教育方法の探究も目標の一つに掲げている．
　以下教員のコメント：

・肺腺癌における細胞膜表層で EGFR と糖鎖分解に関与するシアリダーゼ NEU3 の相互作　　用による糖脂質の発
現変化及び細胞内シグナルへの活性化機構が明らかとなった．今後は，NEU3 を標的にした特異的阻害剤の開発
や腫瘍マーカーとしてのスクリーニング検査法の検討を行う予定である．

・骨髄病理学，特に赤芽球増殖を伴う骨髄異形成症候群，骨髄増殖性腫瘍，リンパ腫・白血病群について大学病院，
国際医療センターの病理診断科スタッフ・臨床チームと連携しながら，病理診断技法の向上・啓蒙方略を検討す
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る．
・無機リン測定における全血保存中の変動および溶血の影響を明らかにする．
・ビリルビンオキシダーゼがトリンダー反応へ与える影響を明らかにする．
・高齢に伴う低栄養状態に焦点を当て，栄養生化学的なアプローチによりこれらの予防と改善の方策を探索する．
・病理標本の作製法と診断の精度向上に役立つ基礎的な内容をテーマとしている．
・化学的ダメージを受けたホルマリン固定パラフィン包埋標本について，遺伝子解析可能な試料かどうかを判断す

る方法を模索する．
3-2． 研究グループ（研究プロジェクト）

【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（1）1）EGFR 変異陽性肺腺癌細胞での形質膜シアリダーゼ NEU3 の活性化機構解明
　　（山本晃，佐藤：保健医療学部プロジェクト研究）

2）がんにおける糖鎖異常と哺乳類シアリダーゼの影響
　（山本晃：東北大学との共同研究） 
3）膀胱癌における形質膜シアリダーゼ NEU3 の影響
　（山本晃：東北医科薬科大学 分子生体膜研究所，泌尿器科との共同研究）
4）新規抗癌剤の探索
　（山本晃：宮城県立がんセンターとの共同研究）
5）抗ウイルスシアリダーゼ阻害薬 Zanamivir の抗腫瘍効果について

（山本晃：Griffith University との共同研究）
6）多糖型シアリダーゼ阻害剤の開発

　　（山本晃：九州大学との共同研究）
（2）生体侵襲時の低体温状態における免疫機能の検討（小野川，下垣）
（3）骨髄組織における赤芽球島の観察と診断技法の開発（茅野，周東）
（4）1）大腸がん患者における EGFR 抗体薬の適応を見るための KRAS・NRAS・BRAF・PIC3CA 遺伝子変異の解析手

法の確立（飯野，獨協医科大学病理診断学教室との共同研究，保健医療学部プロジェクト研究）
2）乳がん，骨軟部腫瘍，悪性リンパ腫の FISH 法の解析手法の確立（飯野，獨協医科大学病理診断学教室との共同研究）
3）卵巣の微小嚢胞間質性腫瘍の診断（飯野，慈山会医学研究所付属坪井病院病理診断科との共同研究）

（5）精油における病原微生物への効果（髙橋，佐藤：保健医療学部プロジェクト研究）
（6）コンピュータを用いたドイツ語教育の追究 （市岡）
（7）絶食モデルラットにおける糖新生関連遺伝子発現の検討　（伴場，下垣，村本：保健医療学部プロジェクト研究）
（8）無機リン測定における全血保存および溶血の影響に関する検討（村本）
（9）細胞診パパニコロウ染色の組織への応用（周東：保健医療学部プロジェクト研究）　
（10）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連についての検討（佐藤）
（11）労働衛生向上のための労働衛生教育の確立（野寺，宮嶋，東京慈恵会医科大学等との共同研究）
（12）欠乏状態に至る生体内亜鉛動態変化に基づく亜鉛充足評価方法の検討 - 免疫組織学的検討 -（宮嶋，野寺：保

健医療学部プロジェクト研究）
（13）マウスの社会行動の制御に対するドパミン，オキシトシンの作用についての研究（藤原：保健医療学部プロジェ

クト研究）
（14）オキシトシンとドパミンの相互作用による社会行動制御についての研究（藤原：基盤研究 C 文部科研費）
（15）自閉性障害患者の Syntaxin1A，1B 遺伝子解析と臨床病態との関連性の検討（藤原：広島県立大との共同研究）
（16）体温変動を指標とした社会行動・情動行動の制御機構の解析（藤原：学内グラント）
（17）環状ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発（山本梓，鈴木，医学部薬理学（吉川，岩佐）：

保健医療学部プロジェクト研究）
（18）神経ペプチドによるサーカディアンリズムの変化に関する研究（水谷，藤原，鈴木，内田）：保健医療学部プロジェ

クト研究）
（19）3D スキャナを用いた閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するスクリーニング検査の有用性の検討（大村，鈴木：

保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度（番号は 3-2 に対応）

【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】 
（1）長年不明であった，各種ヒト固形癌で発現亢進する形質膜シアリダーゼ NEU3 による EGFR シグナリングの活性
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化機構について検討した．NEU3 が自己リン酸化を受け活性化し，シグナル分子の 1 つとして細胞内シグナルをリ
クルートしていることが明らかとなった．更に，NEU3 の発現レベルが分子標的薬の薬剤感受性に係わることが示
唆された．達成度：90%

（2）生体侵襲時における低体温下での免疫系の変化について肺組織を中心に検討した．低体温下ではいくつかのサ
イトカインが増加しており，それらが好中球機能に影響している可能性が推測された．達成度：70％

（3）多様な血液疾患における骨髄赤芽球島の分布様式について検討した．免疫組織化学，厚い切片，蛍光免疫染色
など多様な手法での観察を試みたが，原稿執筆，講演依頼の対応に追われた．達成度 60％．

（4）1）過去 20 年まで遡り大腸がん組織標本から抽出した DNA の品質の変化について解析し，試料が遺伝子解析に
使用可能かどうかを種々の方法で解析し，学会で発表後，論文投稿し掲載された．達成度：70％
2）従来の用手法による FISH 法を半自動化し，臨床検体で解析を始め，ある程度症例を蓄積した．達成度：60％
3）卵巣の微小嚢胞間質性腫瘍は疾患概念が比較的新しい稀な腫瘍である．本症例の病理学的所見に加え免疫組織

化学の手法も検討し，診断に必要な検査手法を試み，学会発表を行った．達成度：30％
（5）5 種類の乾燥ハーブを用いて，精油およびハーブウォーターを抽出し，Candida albicans への抗真菌作用を検討

した．その結果，ハーブの種類により効果の差が大きく，特にペパーミントおよびカシアでは抗真菌作用が顕著で
あった．達成度：80％

（6）マルチメディア独和辞書の校正を徐々に進めた．達成度 :20%
（7）血中の尿素窒素レベルにおいても絶食モデルが糖新生進行初期のモデルとして有用である可能性が示唆された．

（達成度 60％）
（8）無機リン測定における全血保存では，赤血球内解糖系の ATP 合成による低下が生じることを明らかにした．ま

た溶血の影響では溶血試料の保存中に生じる有機リンの加水分解による上昇が生じることを明らかにした．論文投
稿し掲載された．達成度：100%

（9）組織診断用パパニコロウ染色のプロトコールが概ね決まった．達成度：70%
（10）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連の検討．達成度：70%．
（11）埼玉県の労働者を対象とした各種教育活動や現場見学等を通じて，労働衛生の現状と動向と調べた．達成度

50%．
（12）亜鉛欠乏及び亜鉛欠乏からの回復時における全血亜鉛濃度と各組織中の亜鉛濃度を測定し，亜鉛の動態につい

て検討した．さらに，病理組織標本を作製し，HE 染色にて組織の変化を観察した．達成率 60％
（13）マウスの社会認知試験において，薬理学的手法を用いた解析を行い，社会行動の制御におけるドパミンとオキ

シトシンの相互作用について解析した．　達成率 50％　
（14）中枢神経におけるオキシトシンとドパミンの相互作用が，社会行動の制御に重要な働きをしていることを明ら

かにした．　達成率 70％
（15）自閉性障害の患者の唾液試料を使い，sy1A および sy1B 遺伝子の障害について解析を行い，多様な臨床症状と

関連について解析を行った．　達成率 80％
（16）ナノタグを用いた解析法を確立し，マウスの社会的序列形成過程での体温変動について解析した．　　達成率

40％
（17）多発性硬化症モデルマウスを用いて，ある脂質メディエーターが脱髄抑制効果を持つことを明らかとした．現在，

化学構造を変化させた新しい脂質メディエーターにおいても同様の効果を持つか検討中である．達成度 40％　
（18）ニューロペプチド Y およびオレキシン -A の行動におよぼす影響についてアンタゴニストを用いて明らかにした．

今後は神経ペプチドの脳脊髄液中の日内変動と行動の関連を検討する．達成度 50％．
（19）閉塞性睡眠時無呼吸症に有意な計測項目を明らかとした．今後は既存のスクリーニング検査との診断精度を検

討する．達成度 60％．
3-4．自己評価と次年度計画：
　学科教員は当学科のみならず他学科の講義を受け持つなど， 非常に多くの授業を担当しているため， 教育における
負担が大きいという過密な労働環境下にあった．しかし，大学および学部のプロジェクト研究を含む公的研究助成に
応募し，各教員の専門分野の研究テーマに取り組む努力をしたと概ね評価される．また，複数の教員同士が共同で研
究を推進するという連携もうまくとられていた．さらなる学会への積極的な参加を促したい．また， テーマによって
は，研究設備が不十分なために，学内で明確な結果を得ることができなかった．この観点では，学内での研究設備体
制を積極的に整えつつ研究を継続させ，その研究の達成度をより向上させていくとともに，当学科内の教員同士がいっ
そうの連携を図り，要領よく実験を行えるシステムを構築しながら，学科内の共同研究を盛り上げていきたい．なお，
公的研究助成等に応募していない教員に対しては意欲的に研究に従事してもらえるように人事考課を通じて促してい
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く．
以下教員のコメント：
・糖鎖の初期分解に関与する，形質膜シアリダーゼ NEU3 ががん細胞において細胞内シグナル制御に重要な分子

であることが分かってきた．今後は，NEU3 に特異的に働く阻害剤の開発や腫瘍マーカー検査としての応用を見
据え，国内外の研究機関と共同で研究遂行するための基盤整備をしていく予定である．

・新たな分野の方向性を決めるにはまだ準備が必要であった．今後も関連する研究会，講習会および関連学会へ参
加し知識を深めて方向性を定めていきたい．

・骨髄における赤芽球増殖が顕著な症例収集に努めた．複数の学会，研究会で骨髄病理診断のポイントについて講
演する機会に恵まれた．詳細な赤芽球島の形態評価の手法に有用な多重蛍光免疫染色法を駆使して，DNA 断片
の検出など機能的な面についても今後さらに検討していきたい．

・学外施設との共同研究により，過去 20 年に遡って大腸がんのホルマリン固定パラフィン標本から抽出された
DNA の品質評価の手法を試みた．今後は Ras-Raf-MAPK および PI3K-Akt 経路の遺伝子変異が検出可能か検討す
る．

・マルチメディア独和辞書に関しては，恒常的な校正が必要である．webclass に載せたドイツ語教材はほぼ修正
が不要になった．

・モデルの有用性を確定し，遺伝子発現の解析へと繋げていきたい．
・データをまとめ論文作成・投稿へこぎつけることができた．
・組織用パパニコロウ染色のプロトコールができ，組織診断と細胞診断との比較を子宮頸部病変で行った．症例を

増やした解析と他臓器への利用価値についても検討してみたい．
・長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連について，各調査データとの相関を検討し精査を進

め論文にまとめ投稿できた．
・産業保健関係については関係当局，諸機関と相互に協力関係を深めて．さらに研究を推進し，卒前教育に生かし

たい．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　茅野秀一：日本リンパ網内系学会編集委員・
　　　　　　「Journal of Clinical and Experimental Hematology 査読 2 件， 
　藤原智徳：Brain Research　査読 1 件，杏林医学会雑誌　査読 1 件
　村本良三：日本臨床衛生検査技師会誌「医学検査」査読委員，埼玉県臨床検査技師会誌「埼臨技会誌」編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

茅野秀一：日本病理学会 病理医研究医育成・若手リクルート小委員会委員，日本臨床検査学教育協議会評議員，
東京骨髄病理研究会世話人，厚生労働省特発性造血障害に関する調査研究班　骨髄異形成症候群中央診断委員，
全国医学部国際交流協議会常任理事，LSI メディエンス（株）顧問，本学保健医療学部入試委員，本学保健医療
学部入試実施小委員長，本学保健医療学部学務委員，本学医学部同窓会常任委員・会計役員，武蔵野市民交響楽
団会計役員

市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会会員，e-Learning 教育学会会員，本学保健医療学部広報委員，本学保健医療
学部入試委員，本学保健医療学部入試実施小委員

小野川傑：日本救急医学会会員，日本免疫学会会員，日本感染症学会会員，日本 Shock 学会会員，日本臨床検査
学教育学会会員，本学保健医療学部学務委員会委員

佐藤正夫：日本寄生虫学会評議委員，本学医学研究センター （安全管理部門） 感染分野兼担
鈴木正彦：日本薬理学会学術評議員，日本神経科学会会員，Society of Neuroscience （USA）　Regular Member，

日本臨床検査学教育協議会会員，本学大学院医学研究科医科学専攻 ･ 指導教員，本学保健医療学部学生部委員会
副委員長，本学保健医療学部動物実験小委員会委員長，本学保健医療学部防災訓練実施小委員会副委員長，本学
保健医療学部危機管理委員会委員，本学動物実験委員会委員，本学医学研究センター （安全管理部門） 動物分野
担当部門員，本学医学研究センター （安全管理部門） 薬物分野部門員，本学医学研究センター ･ フェローシップ
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部門 ･ 部門員，研究ブランディング事業申請分科会委員
藤原智徳：日本神経科学会会員，Society of Neuroscience （USA）　Regular Member，日本生理学会会員，本学大

学院医学研究科医科学専攻 ･ 指導教員 
村田栄子：日本解剖学会評議委員・同選挙管理委員
飯野　望：首都圏関東甲信地区遺伝子・染色体検査研究班世話人，本学保健医療学部学生部委員会委員，本学保健

医療学部ハラスメント相談員
来住野修：日本超音波学会超音波検査士認定試験委員，乳腺甲状腺超音波医学会幹事，日本超音波検査学会専門部

会・体表領域委員，埼玉県呼吸器セミナー幹事，埼玉県臨床画像研究会幹事
野寺　誠：日本産業衛生学会代議員，日本産業衛生学会関東地方会幹事，日本産業衛生学会関東地方会選挙管理委

員，日本衛生学会評議員，日本微量元素学会評議員，日本微量栄養素学会評議員，日本臨床検査教育協議会国家
試験問題検討委員，埼玉県労働基準協会連合会講師，中央労働災害防止協会執筆委員，日本産業・医療ガス協会
試験委員，本学医学研究センター（安全管理部門）廃液等環境分野担当委員，本学広報委員

村本良三： 生物試料分析科学会 理事，日本臨床化学会 評議員，日本臨床検査自動化学会 評議員・科学技術委員，
本学入試委員会委員

内田康子：第 13 回日本臨床検査学教育学会学術大会優秀発表賞審査員，第 47 回埼玉県医学検査学会実行委員，
本学保健医療学部広報委員会委員

上滝圭介：欧米言語文化学会幹事，日本大学英文学会運営委員，サイコアナリティカル英文学会運営委員，本学保
健医療学部学務委員会委員，本学保健医療学部入試委員会委員，本学保健医療学部オリエンテーション実施小委
員会委員

下垣里河：全学 RI 安全委員
周東真代：埼玉県臨床細胞学会第 28 回埼玉県細胞診ワークショップ実行委員
髙橋　俊：本学保健医療学部情報機器運営会議委員
伴塲裕巳：本学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会部会員
菅野佳之：日本臨床検査同学院緊急臨床検査士資格認定試験実行委員，日本臨床検査同学院二級臨床検査士資格認

定試験実行委員
山本晃司：本学保健医療学部防災訓練実施小委員会委員，本学麻薬及び向精神薬取り締り委員会委員
大村一之：第 47 回埼玉県医学検査学会実行委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
【代表的な当学科著書】（2）
①村本良三（共著）：臨床検査学講座，臨床化学検査学．医歯薬出版株式会社，東京，2019 年 1 月
②伴塲裕巳（共著）：健康と医療福祉のための栄養学　身体のしくみと栄養素の働きを理解する．医歯薬出版株式

会社，東京，2018 年 12 月
【代表的な当学科論文】（13）
③ Narikiyo M, Yano M, Kamada K, Katoh T, Ito K, Shuto M, Kayano H, Yasuda M.　Molecular association of 

functioning stroma with carcinoma cells in the ovary: A preliminary study.　Oncol Lett. 2019 Mar; 17（3）:3562-
3568. doi: 10.3892/ol.2019.9992. Epub 2019 Jan 30.

④大村一之 , 須賀達夫 , 吉野宗明 , 鈴木結香理 , 中村美樹 , 根松香織 , 長田知美 , 原　史郎 , 青木康弘．当院の睡眠呼
吸障害外来における携帯型簡易睡眠検査装置の診断精度検討．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 27（2）, 
180-184, 2018．

【代表的な当学科学会発表】
（A）基礎医学系　（7）
⑤ Koji Yamamoto, Kohta Takahashi, Kazuhiro Shiozaki, Kazunori Yamaguchi, Hiroshi Shima, and Taeko Miyagi: A 

possible mechanism of EGFR signaling activation by sialidase NEU3 in lung cancer cells. The 11th Meeting of 
Japanese Society of Carbohydrate Research, Miyagi, August 28-30, 2018

⑥ Fujiwara T, Kofuji T, Mishima T, Akagawa K : Syntaxin1B contributes to regulation of the dopaminergic system 
through GABA transmission in the CNS. FENS2018, Germany, July 7-11, 2018.

（B）臨床検査医学系　（13）
⑦飯野　望，細田裕貴，菅野佳之，小峰伸一，町田浩美，今井康雄 . ホルマリン固定パラフィン切片から抽出した
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DNA の経年的変化（第二報）. 第 36 回日本染色体遺伝子検査学会学術集会， 東京都品川区， 2018 年 12 月
⑧宮崎孝，植村真喜子，宮嶋由佳，野寺誠．亜鉛欠乏ラット肝臓でのグルコース代謝について．第 89 回日本衛生

学会学術総会，愛知，2019 年 2 月
⑨許山純，長谷部優弥，来住野修，内田康子．肺拡散能検査（DLco）における呼気流速に関する検討．第 46 回埼

玉県医学検査学会，埼玉，2018 年 12 月 2 日
⑩山本晃司，小野川傑：免疫検査学実習における学生の思考力を高める課題作成への取り組み．第 14 回日本臨床

検査学教育学会，札幌，2018 年 8 月 18 日．
（C）基礎教育・外国語系　（0）
【総数：著書　6 件，論文　13 件，学会発表　20 件】
6-2．獲得研究費

1. 山本晃司，佐藤正夫：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「EGFR 変異陽性肺腺癌細胞
での形質膜シアリダーゼ NEU3 の活性化機構解明」（50 万円）

2. 山本晃司：奨学研究費「がんにおける糖鎖異常と哺乳類シアリダーゼの影響」（100 万円）（東北大学との共同
研究）

3. 茅野秀一，周東真代：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「多重免疫蛍光染色による骨
髄赤芽球島の観察」（16 万円）

4. 飯野望， 小峰伸一， 菅野佳之：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「核酸品質が及ぼす
大腸癌の ALL-RAS 変異解析」（45 万円）

5. 髙橋俊，佐藤正夫，河村亨：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「精油における病原微
生物への効果」（25 万円）

6. 伴塲裕巳， 下垣里河， 村本良三 : 平成 30 年度　保健医療学部　プロジェクト研究：「絶食モデルラットにおける
糖新生関連遺伝子発現の検討」　（20 万円）

7. 周東真代：平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究「細胞診パパニコロウ染色の組織への応用」（10 万円）
8. 宮嶋由佳，野寺誠：平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究「欠乏状態に至る生体内亜鉛動態変化に基づく

亜鉛充足評価方法の検討 - 免疫組織学的検討 -」（25 万円）
9. 山本梓司：日本学術振興会　研究活動スタート支援（18H06111, 19K21229）2018 年度～ 2019 年度　環状

ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発（総研究費 156 万円，直接経費 120 万円）
10. 山本梓司，鈴木正彦，吉川圭介，岩佐健介：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費（整

理番号 006）2018 年度（50 万円）
11. 藤原智徳：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「マウスの社会行動の制御に対するド

パミン，オキシトシンの作用についての研究」（50 万円）
12. 藤原智徳：文部科研費　基盤研究 C「オキシトシンとドパミンの相互作用による社会行動制御についての研究」
（130 万円）

13. 藤原智徳：自閉性障害患者の Syntaxin1A，1B 遺伝子解析と臨床病態との関連性の検討（20 万円）
14. 藤原智徳：学内グラント「体温変動を指標とした社会行動・情動行動の制御機構の解析」（50 万円）
15. 小野川傑：文部科学省科学研究費　基盤研究 C「実験的敗血症侵襲下での IL6 signaling 制御による臓器保護の

可能性」（130 万円）
16. 大村一之，鈴木正彦：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「3D スキャナを用いた閉塞性

睡眠時無呼吸症候群に対するスクリーニング検査の有用性の検討」（50 万円）
6-3．受賞
　該当なし
6-4．特許，実用新案
　該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1. 飯野望：第 20 回首都圏支部・関東甲信地区遺伝子・染色体検査セミナー．「遺伝子検査 の進歩で医療はどう変
わるか」東京，文京学院大学本郷キャンパス．2019 年 2 月 17 日

2. 来住野修：第 32 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波講習会「消化管の超音波検査（各種疾患の観察
方法）」開催・講師　2018 年 6 月 30 日

3. 来住野修：第 33 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波実技講習会「頚部の超音波検査」開催，講師　
2018 年 9 月 8 日
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4. 来住野修：第 37 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波講習会「頚部の超音波検査 2」開催，講師
2018 年 12 月 8 日

5. 来住野修：第 38 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波実技講習会「腎血管の描出・観察方法」開催，
講師　2019 年 3 月 2 日

6. 来住野修：埼玉県保険医協会主催　腹部エコー研究会　講師「膵臓の観察法～小膵癌発見まで」2018 年 4 月
7. 来住野修：埼玉県保険医協会主催　腹部エコー研究会　講師「丁寧な肝臓の見方ｔ肝腫瘤」2018 年 9 月
8. 来住野修：埼玉県保険医協会主催　腹部エコー研究会　講師「甲状腺疾患の超音波検査による所見の取り方」

2018 年 11 月
9. 来住野修：埼玉県保険医協会主催　腹部エコー研究会　講師「肝疾患の超音波検査」2019 年 1 月
10. 来住野修：埼玉県保険医協会主催　腹部エコー研究会　招待講演「超音波エラストグラフィについて」2019

年 3 月
11. 飯野望：第 35 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：「遺伝子分析科学認定士（初級）試験対策講座 1」開催，

講師　2018 年 10 月 20 日
12. 飯野望：第 36 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：「遺伝子分析科学認定士（初級）試験対策講座 2」開催，

講師　2018 年 12 月 1 日
13. 飯野望：第 39 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：「遺伝子分析科学認定士（初級）試験対策講座 3」開催，

講師　2019 年 3 月 30 日
14. 茅野秀一：第 13 回東京骨髄病理研究会　特別講演　MDS/MPN の病理像．講師　2018 年 8 月 18 日
15. 茅野秀一：埼玉リンパ腫研究会．ディスカツサンタント　2018 年 9 月 1 日
16. 茅野秀一：　第 80 回日本血液学会学術集会　教育講演 MDS/MPN の病理像　講師　2018 年 10 月 13 日
17. 茅野秀一：骨髄病理の愉しみ～ MPN を中心に～　Bone marrow & MPN Pathology Network in Kanagawa　講

師　2018 年 12 月 1 日
18. 茅野秀一：MDS の診断　病理の立場から　45 回九州白血病診断研究会　特別講演　講師　2019 年 2 月 16 日
19. 菅野佳之：第 10 回日本臨床検査同学院主催免疫血清学技術講習会　講師「抗核抗体」　東京都，東京医学技術

専門学校．2018 年 6 月 17 日
20. 菅野佳之：長野県臨床検査技師会臨床化学免疫血清研究班研修会　講師「精度管理と有用性評価の基礎」　長

野県，信州大学医学部附属病院．2018 年 7 月 29 日

7．自己点検・評価（総括）
　厚労省の臨床検査技師指定科目内容の追加に対応したカリキュラムが始動し 4 年目を迎えた．各教員はシラバス
に掲げたカリキュラムの実践と学生指導に総じて意欲的に取り組んだと判断される．特に，多くの教員は，他学科の
授業担当も含め，教育の負担が非常に大きく，過密な講義・実習・演習を担当する状況下にありながら，学生の教育
満足度を向上させるべく，それなりの努力を怠らなかった．
　今後さらに，こうした教育の環境を改善させ国試合格率を高めていくと同時に，資格を得る大学としてのみならず，
真に医科学の学問を追究できる教育および研究環境を備えた大学づくりがたいへん重要であると考えている．この観
点では，文部科学省が求める大学教員としての適正な科目担当時間を十分考慮しつつ，全教員が平等に学問研究に専
念できるように各教員の教育負担を均一化し研究の質を高めていくことがきわめて重要である．なお，各種の資格取
得に必要な学外実習のうち臨地実習では学外実習先の拡充，企業実習ではインターンシップの一部が体験できる内容
の改革をより充実化させていくため，作業部会をさらに継続させたい．一方で卒業研究に関する作業部会も継続させ
て，中間発表会の開催等その効果的あり方等を検討していきたい．
　学生の就職活動については，面接講座など就活準備のための学修機会を一層充実させ，種々の問題を解決できるよ
うに努めていきたい．
　　研究について，各教員が研究プロジェクトに取り組み，研究助成金を獲得しながら研究を継続して推進できた
ことは，学科の研究体制を構築する上で大きな意義があった．特に，自ら取得した研究費で自然科学や外国語系あ
るいは臨床検査医学などの研究を遂行しているが，研究成果の学会での発表や学術論文としての公表はいまだ限定
的であるので，さらなる研鑽が必要である．なお，10 期生の卒業研究結果を「平成 30 年度生卒業研究論文集，Vol. 
10:2018」として公表できたことも成果であった．また，市民公開講座を企画運営し学科教員が協力して開催できた
ことは評価される．学科一丸となり社会貢献できる臨床検査技師養成を目指したい．
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3．臨床工学科

1．構成員
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：教授：学科長：指導教員（大学院）：生体工学：博士
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：教授：代表指導教員（大学院）：生体信号処理，情報通信工学：博士
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）：教授：指導教員（大学院）：医用工学，生体計測：博士
田邊一郎（TANABE, Ichiro）：教授：教員（大学院）：内科学，消化器内科学：博士
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）：教授：指導教員（大学院）：医用光学，レギュラトリーサイエンス：博士
山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）：教授：血液浄化，呼吸療法
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）：教授：指導教員（大学院）：オプトメカトロニクス，応用光学：博士
石川雅浩（ISHIKAWA, Masahiro）：講師：教員（大学院）：画像処理，パタン認識：博士
奥村高広（OKUMURA, Takahiro）：講師：教員（大学院）：人工心肺，補助循環：修士
加藤綾子（AYAKO, Katou）：講師：指導教員（大学院）：医用工学，生体情報工学：博士
川邉　学（KAWABE, Manabu） ： 講師：教員（大学院）：医療機器安全管理，血液浄化，呼吸療法 , 生体情報モニタ：

　　　　　　　　　　　　　  修士
駒形英樹（KOMAGATA, Hideki）：講師：情報工学，医用画像処理：博士
中島孔志（NAKASHIMA, Koushi）：講師：教員（大学院）：脳情報学，情報システム学：博士
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）：講師：指導教員（大学院）：生化学，生物物理：博士
本塚　旭（MOTOZUKA, Akira） ：助教：修士
丸山直子（MARUYAMA, Naoko）：助教：教員（大学院）：博士
三輪泰之（MIWA, Yasuyuki）：助教：修士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　本学科で対象としている分野は医学と工学の学際領域として発展してきた分野であり，臨床工学科は臨床工学技士
の養成を目的としていることを意識した名称である . 本学科では工学系科目と医学系科目，および臨床工学系科目を
学ぶ．各科目での目標はほぼ昨年度と同じである． 
　基礎科目は一般教養科目並びに数学，統計学が主な内容となる．微積分を中心に専門基礎科目の内容を理解する上
で必要最低限の内容を修得させることを目的とした．
　工学系専門基礎科目は，医用生体工学・臨床工学のエキスパートとなる上で要求される問題発見能力，解決能力を
修養するための科目群であり，同時に専門科目を学ぶ上で基盤となる重要な領域である．毎年，多くの学生にとって
の国家試験の難関領域となっているが，今年度も高等学校において数学，物理等の履修を満足に行なっていない学生
が相当数在学している．ここ数年は特に物理系の基礎学力が低い学生が多いように見受けられるため，講義の進行に
合わせて十分に演習時間をとり，補講も実施して基礎学力の定着を目標とした． 
　工学系専門科目では，工学系専門基礎科目から進展した分野を基盤とし，医用機器類の機能を原理から理解する素
養を身につけることを目標とした．実習・実験では講義内容の理解を深めるとともに補完も行い，知識の質を高める
ことを目標とした．
　医学系科目では，生体内の現象を理解するための生化学の知識，疾患の病態や生体の正常な構造や機能に関する基
礎知識の修得を目標とした．
　臨床工学系科目では，チーム医療に貢献しうる人材の育成を目指し，工学系基礎科目の臨床工学の関与とその最先
端の現状についての認識を深め，さらに将来の実務のための基礎知識の定着を目標とした．臨床工学系の実習は，本
学科の性質上，極めて重要な位置づけとなる科目群である．臨床工学技士が使用する機器類を操作して実務に備えた
経験を積むことが目的であるが，単なる手順の記憶ではなく，機器類の動作原理・構造，生体の構造と患者の病態や
安全性等を考え合わせて，各操作とその手順の必然性を理解することを目標とした． 
　総合系分野では，各学年で生体工学総合演習（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ），生体工学実習，臨床実習，卒業論文を実施する．
総合演習は，それぞれ当該学年までに学習した内容に関して国家試験レベルの課題を対象に知識を定着させることを
目的として実施した．これらの演習には国家試験対策の性格を持たせており，1・2 年次から国家試験への意識を高
めること，3 年生では既に合格しうる実力を備えて 4 年次に進級すること，4 年生では全員合格の実現を目標として



臨床工学科

870

実施した．4 年次の総合演習Ⅳには月 1 回，計 8 回の模擬試験の実施も含んでいる．臨床実習ではこれまで習得し
た知識と技術のありようを臨床の現場で確認するとともに，就職後，スムーズに業務に馴染めるよう「職場の雰囲気」
を十分に経験することを目的とした．また，現場に触れることで自己の職業意識と現状を認識し，国家試験や就職活
動に向けての目的意識の向上を目指した．3 年次の生体工学実習は，単一分野の実習ではなく，これまで学習してき
た医用生体工学・臨床工学に関する事項全域を扱う総合的実習科目である．学生は 2 ～ 3 名の小グループに分かれ，
各グループに担当教員が配置されて個人指導を中心に実習を行っている．次年度の卒業研究への橋渡しとて，医用生
体工学・臨床工学に関連する課題に対して自主的に取り組む姿勢を育むことを目標とした．4 年次の医用情報処理工
学，生体組織工学，医用光学，臨床工学は国試レベルを基本としたこれまでの講義から卒業研究を踏まえたより高い
段階の知識の習得を目指した．卒業研究は，前年度の生体工学演習から引き続き，問題発見能力，解決能力，知識の
収集・適用，さらに質疑応答・プレゼンテーションを含めたコミュニケーション能力の育成を加え，総合的な業務完
遂能力の養成を目的とした．
　なお，今年度も 4 年生に対し，カリキュラム外で就職活動支援を目的として外部講師によるキャリアパスセミナー
や面接試験指導を実施した． 
≪生体医工学（大学院）≫
　生体医工学（大学院）は，医学研究科に修士課程医科学専攻生体医工学分野が設置されている．生体医工学は医学・
生物学と工学の学際領域であり，生体とその生理現象を医学的立場と工学的立場の両面から解明し，その成果を生命
科学や医療に役立てることを目的としている．
　大学院（修士課程）では医学と工学の境界領域において，以下の 3 点を有する医療人の育成を目標としている．

①医科学に係わる様々な分野において，幅広く深い学識と高い倫理観を有する臨床工学技術者
②生体医工学領域において活躍できる卓越した専門的知識および技能を身につけ，高度専門職業人として指導的役

割を果たし得る臨床工学技術者．
③学際的分野へ対応可能な専門的研究能力を身につけ，研究・開発に従事する人材として活躍できる臨床工学技術

者．
　修士課程の共通科目は高い倫理観の醸成を含む医学的知識（医学系共通科目）や医学関連領域の高度な専門知識（理
工系共通科目）を修得し，活用できる能力を養うために設けている．医学系共通科目では生体機能学など生体医工学
分野での発展に必須の科目の受講，理工系共通科目では統計情報解析特論など，医学と理工学の接点となるべき理工
系高度専門分野の受講をすることで，これまでに修得してきた専門分野のステップアップと，未知の分野の基礎的知
識の習得を目標とする．
　修士課程の専門科目は，高度な専門的知識および専門的技能を習得するための講義を設定し，生体医工学領域と工
学領域の 2 領域が含まれている．生体医工学領域の専門科目では，医療安全工学，生体機能代行工学，レーザー医工学，
により医工学の主要領域をカバーし，工学領域では生体システム工学，生体信号処理学，生体情報計測学，人間工学，
光応用計測学が開設されている．
　研究指導による研究開発の可能な研究者あるいは専門職者の育成に重点をおいて，特別研究，特別演習を配当して
国際的な学術水準と社会のニーズを満たす研究テーマが検討，研究指導が行われ，医療機器に関わる高度な技術力か
ら研究開発力までを身につけた人材を育成することを目指している．
　修士課程の学位名称に関する学則および大学院規定の改定が行われ，来年度より生体医工学分野を卒業する学生は，
従来の「修士（医科学）」に「修士（医工学）」の学位名称が加わり，いずれかを選択することが可能となった，
2-2．教育内容（担当者）
≪保健医療学部臨床工学科向け：本学科所属教員担当分≫
基礎講義科目：

数学Ⅰ A・8 時間（中島），数学Ⅰ B・8 時間（中島），数学Ⅰ演習・30 時間（中島，下岡，若山），数学Ⅱ A・8 時間（下
岡），数学Ⅱ B・8 時間（下岡），数学Ⅱ演習・30 時間（下岡，若山），数学Ⅲ A・8 時間（下岡），数学Ⅲ B・8 時間（下
岡），基礎統計学・30 時間（脇田），
専門基礎講義科目：

力学・30 時間（若山，戸井田，脇田），力学演習・30 時間（若山，戸井田，脇田），電磁気学・30 時間（戸井田，
駒形），電磁気学演習・30 時間（戸井田，駒形，石川），電気回路・30 時間（宮本，駒形），電気回路演習・30 時間（宮
本，加藤，駒形），情報と計算機・30 時間（中島），電子工学・30 時間（加藤），電子工学演習・30 時間（加藤，駒形），
通信工学・30 時間（小林），計算機アーキテクチャ・30 時間（小林），機械工学・30 時間（若山），機械工学演習・
30 時間（若山，下岡），人体の構造と機能Ⅰ , Ⅱ・60 時間（田邊，村田），生物化学・30 時間（脇田），細胞生物学・
16 時間（田邊，脇田）， システム制御論・8 時間（下岡），デジタル信号処理・8 時間（小林），
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専門講義科目：
センサ・計測工学・30 時間（戸井田），生体計測機器・30 時間（宮本），医用音響工学・8 時間（田邊），医用超

音波工学・30 時間（戸井田，下岡，宮本），診断治療システム・30 時間（奥村），生体情報モニタリング・30 時間（川
邊）， 医用画像機器・30 時間（戸井田，宮本），医用材料学・30 時間（脇田）

ヒトの病気Ⅰ・30 時間（田邊），ヒトの病気Ⅱ・30 時間（田邊）， ヒトの病気Ⅲ・30 時間（田邊），
臨床工学概論・60 時間（山下，奥村，三輪，川邊，丸山），代謝機能代行機器・30 時間（山下），循環機能代行機

器・30 時間（奥村），呼吸機能代行機器・30 時間（山下），医用機器安全管理学Ⅰ・30 時間（川邊），医用機器安全
管理学Ⅱ・30 時間（川邊），医用情報処理工学・30 時間（小林，石川，加藤，駒形），生体組織工学・30 時間（下岡，
田邊，脇田，中島），臨床工学・30 時間（山下，奥村，川邊），医用光学・30 時間（戸井田，宮本，若山）
工学系専門実習，実験科目：

情報リテラシー実習・30 時間（中島，加藤，駒形），プログラミング実習・60 時間（小林，中島，駒形，石川），電気・
電子実験・90 時間（宮本，加藤，駒形，石川）， 応用工学実験・90 時間（小林，下岡，戸井田，若山，石川，脇田）
臨床工学系実習科目： 

機能代行機器実習Ⅰ・60 時間（山下，奥村，川邊，三輪，丸山，本塚），機能代行機器実習Ⅱ・60 時間（奥村，丸山，
本塚），機能代行機器実習Ⅲ・60 時間（山下，奥村，川邊，三輪，丸山，本塚），医用機器安全管理学実習・56 時間

（奥村，川邊，三輪，丸山），臨床実習・10 週（山下，奥村，川邊，三輪，丸山，本塚）
総合演習・実習科目： 

生体工学総合演習Ⅰ・30 時間（下岡，本塚），生体工学総合演習Ⅱ・30 時間（山下，中島），生体工学総合演習Ⅲ・
60 時間（下岡，若山，田邊，加藤，駒形，三輪，川邊，石川，丸山），生体工学総合演習Ⅳ・120 時間（所属全教員）
生体工学実習・90 時間（所属全教員）， 卒業論文・270 時間（所属全教員）
≪保健医療学部看護学科向け≫
　疾病の成り立ち・30 時間（田邊）
　人体の科学・30 時間（下岡，田邊，脇田）
≪保健医療学部臨床検査学科向け≫
　ヒトの病気・30 時間（田邊）
　医療の基本・30 時間（田邊）
≪保健医療学部理学療法科向け≫
　ヒトの病気・30 時間（田邊）
≪大学院　生体医工学分野向け：修士課程専門科目≫

医療安全工学特論 30 時間（加納隆），生体機能代行工学特論 30 時間（加納隆，奥村高広，丸山直子）生体システ
ム工学特論 30 時間（下岡聡行），生体信号処理特論 30 時間（小林直樹，石川雅浩），生体情報計測特論 30 時間（加
藤綾子），人間工学特論 30 時間（宮本裕一），

レーザー医工学特論 30 時間 （戸井田正弘，田邊一郎，宮本裕一），光応用計測特論 30 時間 （若山俊隆），生体医
工学演習 120 時間（全指導教員），生体医工学特別研究 360 時間（全指導教員）
2-3．達成度
　学部教育については，カリキュラム等は支障なく予定通りに実施できた．低学力の学生の比率が上がっている傾向
にあるため，教員間で各個人の成績情報の共有に努め，早めの対応を心掛けたが，留年者数等で大きな改善は得られ
ていない． 
　4 年生については月 1 回実施した模試の成績が伸びずに苦慮し続け，学生の個人面接の機会を増やすなど国家試験
対策に労力を費やした 1 年となった．結果的に新卒の合格率は 92.7% となり，全国平均の 87.0% を上回ることができ，
事前の予想以上の成果を上げることができた．ただし，昨年度の国家試験の難易度が高めであったので今年度はいく
らか抑えられるとの予想があり，それに助けられた面もあると思われた．全体として必ずしも満足のいく結果とはい
えないが，今年度の達成度は 90% 程度と評価できると考えている． 

《生体医工学（大学院）》
　平成 30 年度は，1 年次が一般 3 名，社会人 0 名であり，講義履修は計画通り遂行された．また，2 年次の修士は 5 名（う
ち社会人 3）名であり，全員学位審査を合格して修士課程を修了した．このため分野全体としては，十分目標どおり
の達成レベルに達した．
2-4．自己評価と次年度計画
　上述のように国家試験の合格率は 90% を上回った．カリキュラム外でも研究室配属された 4 年生に対しては各指
導教員が相当に時間を割いて指導していることも含めて．ある程度の成果はでているものと評価できる．ここ数年の
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傾向として問題の難易度が交互に上下し，全国平均がそれに連動して上下している．本学科の場合，合格率の上下の
幅が全国平均の変動幅を大きく超えていて，今年度はいい方向に振れたといえる．問題の難易度が低い場合には合格
率が全国平均を上回ることは，教育の効果は上がっている部分が確実にあり，さぼっている者は他所より少ないこと
を意味していると考えている．しかし難度が上がると大きく合格率が下がることは一定以上の学力の人間が少ないこ
とが一因であると思われ，知識にとどまらず，思考力を含めた学力の底上げには至っていないと考えている．
　4 年生に注力せざるを得ない現状では時間的な問題で大掛りな新企画を取り入れる余裕はすでにない． 4 年次では
手遅れの感があり，低学年次からの基礎学力の底上げが必須である． 1・2 年次から国家試験をはっきり意識して積
極的に学業に取り組むように導いていきたい．次年度のカリキュラムでは数科目を手直している．国試では数問の影
響ではあるがボーダーラインの人数が相当数に達する現状で少しでも成果につながることを期待している．次年度は，
順番として国試の問題難易度が上がることが予想される．ここで成績を落とさないよう個々の学生に注意を払ってい
く．
　根本的な解決はそれ相応の能力を持った者に入学してもらう他にはないため，入試で偏差値を上げいくしかないと
思われる．立地の条件では太刀打ちできない競合校が増えていることから，見通しは明るくないのが実情である．一
昨年度から広報に時間と労力をかなり割いており，次年度も同程度の活動を実施する予定である．教員の負荷がいっ
そう増しているが，これが在学生の教育の質の低下を招かないように注意したい．
　学生実験の装置類の老朽化が目立っており，大幅な更新が必要になりそうである．なかでも，Windows サポート
の問題もあり，学生用の PC の更新は必須であると考えている． 
≪生体医工学（大学院）≫
　修士課程において，今年度は学部（生体医工学科）から修士課程に進学して入学した者が 3 人おり，増加してき
ている．また，昨年度学士審査が受けられなかった 2 名を含め，5 名が社会人学生として修士課程を修了し，社会人
学生の研究の進め方の見直しが結果として現れた．今後，研究内容についても充実を図り，一層の高度な研究・開発
を遂行して，博士課程の人材育成ができる環境を充実させる．入学者数は，在学生の進学希望者が年々増加するとと
もに，社会人の希望者も一定レベルで定着し，堅調である．

3．研究
3-1．目的・目標
　各教員の医学，電気・電子工学，機械工学，化学工学，情報工学，生体工学，臨床工学などといった幅広い専門分野を，
医療用計測機器や治療機器，生命維持管理装置などの最先端医療機器へ応用，病院内の情報システムの整備等に応用
することを念頭に研究を推進することを目的・目標とした．さらに，医療分野への貢献に留まらず，工業，環境そし
て基礎学術分野への研究にも意欲的に取り組み，オリジナリティある手法を創生し，ユニークな研究を行う．これに
加えて，各教員の多岐にわたる専門分野における知識と技術を融合した新たな医用生体工学・離床工学の確立を目指
す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）レーザー光照射による担癌マウスに及ぼす抗腫瘍効果のメカニズムの探索（戸井田，継続研究，H28 年度科

研費挑戦的萌芽研究）
（2）Coherent Anti-stokes Raman Scattering による無侵襲血糖値モニターの研究（戸井田，H22 年度学内グラント

研究後の継続研究）
（3）表在性血管の分光画像 3D 解析による分光画像への深度情報付与の可能性検証（戸井田，H24 年度保健医療

学部プロジェクト研究）
（4）ファイトアロマケミカル水溶液の抗腫瘍性試験（戸井田）
（5）光線力学的治療（ＰＤＴ）における一重項酸素の生成の基礎的研究（田邊）
（6）FT-IR を用いた皮膚拡散二酸化炭素濃度の測定の試み（田邊）
（7）レーザー分光顕微鏡の製作（田邊）
（8）GMP, QMS 及び GCTP のガイドラインの国際整合化に関する研究（医療機器の品質管理監督システムの構築の

あり方）（宮本，厚生労働行政推進調査事業費補助金　医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
事業）

（9）内面形状計測技術の開発（若山，学外共同研究）
（10）STED 用超広帯域ベクトルビームの幾何学的位相の制御（若山，学外共同研究）
（11）分光ライトフィールド 3D 計測（若山，学外共同研究）
（12）画像計測による連続血圧推定に関する基礎的検討（加藤，奥村，丸山　保健医療学部プロジェクト研究）
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（13）距離画像センサによる見守りシステムのプロトタイプ開発（駒形，石川　平成 30 年度保健医療学部プロジェ
クト研究）

（14）マルチニューロン記録法によるラット海馬のニューロダイナミクスに関する研究（中島）
（15）海馬 CA3 の錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル構築（中島）
（16）麻酔下ラットの海馬における記憶・学習と情報処理に関する研究（中島）
（17）自家蛍光を用いた未染色病理標本のデジタル染色・定量化法の開発（石川）
（18）IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのための前向きコホート研究の推進とハイリスク患者の透析移行を阻

止する治療法の開発（石川）
（19）細胞シートを用いた 3 次元組織・器官作製法の基礎検討（脇田）
（20）医療施設における電波管理に関する研究（川邊，本塚）
（21）sXGP 通信端末から放射される電波が医療機器に及ぼす影響調査（川邊，本塚）
（22）患者 iPS 細胞由来心筋組織からの心房筋細胞の分別（丸山）
（23）牛血を用いた体外循環の溶血評価（丸山）
（24）平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究　「Beacon を利用した医療機器所在管理に関する研究」（本塚，

川邉）
（25）多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術（小林，駒形，石川，篠田，文部科学省科学研究費補助金（新

学術領域研究（研究領域提案型）））
（26）細胞診断のための細胞核画像による定量的評価法の検討　（小林，駒形，石川，埼玉医科大学大学病院病理

部との共同研究）
（27）腎臓 MRI における定量的解析支援（石川，小林，国際医療センター腎臓内科との共同研究）
（28）遠隔医療の精度向上をめざしたユーザーインタフェース改善のための研究開発（小林，文部科学省研究費補

助金（基盤研究（C）））
（29）生理計測分析：視覚運動との相関性（小林，石川，産業総合研究所 受託研究）
（30）ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究（小林，駒形，石川，東工大科学技術創成研究

院との共同研究）
3-3．研究内容と達成度　（番号は 3-2 に対応）
（1）レーザー光照射による抗腫瘍効果のメカ二ズムを明らかにするため，半導体レーザー変調波照射における抗

腫瘍効果の変調周波数特性を連続波との比較の再現性確認を行った．またインコヒーレント光，加温との比較を
行った．その結果，100GHz 変調光の腫瘍成長抑制率が他の変調光に比し高いことの再現を確認した．（達成度
90％）

（2）（株）エーティーエーとの共同研究として「CARS を応用した非侵襲血糖測定の開発」プロジェクトを進め，
OPO2 波長励起周波数掃引 CARS 方式では，CARS 信号の安定度確保が課題であり，このため OPO 励起レー
ザーの安定化の検討を進めた．さらに高精度測定へ共役信号補償法を考案し，その原理検証を進めた．（達成度
90％）

（3）（2）へ注力のため H30 年度は実施せず．
（4）（株）NKE からの受託研究として，緑豆抽出水溶液の抗腫瘍性の試験を実施した．（達成度 60%）
（5）ポルフィリン溶液にレーザー光を照射し，一重項酸素の生成を in vitoro で証明し，さらにポルフィリンをラッ

トに注射し，各臓器での蛍光を分光器にて測定した．（達成度　70％）
（6）呼気のみならず，皮膚から二酸化炭素が蒸散されている事実は以前より知られているが，それを具体的に測

定する技術は未だ確立されていない．FT-IR は極めて簡単な測定法で，手指先端からの二酸化炭素を測定し，運
動後や食後にどのような変化がみられるかを検討中である．（達成度　50％）また，抱水ポリマーを用いた新し
い方法も計画中．

（7）今年度，購入した分光計を使用して，レーザー励起蛍光の分光解析をおこなう．（達成度　20％）．来年度に
継続する．

（8）改正 QMS 省令の適切な理解と運用に資する具体的な情報を提供するという観点から，実際に QMS 調査実施
者が製造販売業者に対して発出した指摘事例の収集・分析を行うとともに，電磁的文書・記録の保管についての
ガイドライン作成に着手した．これらの成果は厚生労働科学研究平成 30 年度総括・分担研究成果報告書にて公
表した．（達成度 100%）

（9）29 年度までに実験を行ってきた超広帯域光によるスペックルを低減した内面形状計測の研究を米国光学会
Applied Optics 誌に掲載された．その後，新たな光スキャニング方法を提案し，極細径の 3mm 以下の内面形状
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計測法を開発し，外耳道の湾曲した三次元形状を非接触に形状計測することに成功した．（達成度：100%）
（10）軟Ⅹ線発光における誘導放出抑制現象（STED）を利用した超高分解能顕微鏡の開発において欠かすことが

できないアジムス偏光を波長 400nm~1000nm という超広帯域で発生させることに成功した．さらにこのビー
ムの幾何学的位相を波長依存性無く制御することに成功した．このビームを実際に軟 X 線の検出器であるシン
チレータに適用させ，シンチレータの STED 現象を検出することに成功した．（達成度：100%）

（11）分光三次元顕微鏡を開発するために z 軸分光を行うラジアル回折格子を開発し，この評価を行った．予想通
りにｚ軸分光を取得することが可能となり，これを用いた分光顕微鏡を開発した．しかしながら，ライトフィー
ルドカメラを用いるためには顕微鏡とのマッチングが必要であり，この部分が未解決である．次年度以降に進め
ていく予定である．（達成度：75％）

（12）夜間高血圧は間欠的な血圧計測では見過ごされる可能性があり，連続的な血圧計測が望まれている．本研究
では画像計測による連続血圧計測の可能性について検討した．バルサルバ試験を含めた 3 分間の胸上画像を撮
影し，画像解析により映像脈波を算出した．そして頬と首の映像脈波の位相差から算出した脈波伝搬速度と血圧
との関連を調べたところ，血圧の上昇に伴い映像脈波より求められた脈波伝搬速度が速くなる傾向がみられた．

（達成度 80％）
（13）現在，介護施設ではベッドからの転落事故が多く発生しており，その多くは介助行為や見守りを行っていな

い状況下で発生している．これらを防止するためにクリップセンサやマットセンサが使用されているが，誤報が
多い．そこで，本研究では対象物までの距離を計測することができる赤外線距離画像センサを用いて起床や離床，
および，危険の可能性が高い動作の検出を目指している．現在までに，センサ認識アルゴリズムの主要部分は完
成した．また，本年度は装置の小型化を実施した．（達成度 70％）．

（14）ラット海馬 CA3 スライスを用いて CA3 錐体細胞のマルチニューロンレコーディング法を確立し，多数の錐
体細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得るこ
とを目的としている．（達成度 70%）

（15）ラット海馬 CA3 領域の主要な細胞である錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル（数値計算モデル）
を構築し，これらのモデルをシナプス結合させたラット海馬 CA3 モデルをさまざまなサイズで構築する．動物
実験の結果とあわせて，海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ることを目的
としている．（達成度 70%）

（16）麻酔下ラットの脳を用いて，海馬における記憶機構及び情報処理機構を解明し，脳型記憶・情報処理システ
ムを開発することが目標に研究を遂行している．（達成度 55%）

（17）自家蛍光画像を用いたデジタル染色に関して，同一切片で複数組織の画像を取得し，深層学習を用いてデジ
タル染色の検討を行った．検討の結果，現在の画像では細胞核の情報が乏しいという問題が判明した．（達成度：
60％）

（18）移植腎糸球体内の細胞核，線維を，色情報を用いて簡便に分類する研究を行った．病理医の評価の結果，シ
ンプルな情報と手法で良好な結果が得られることが確認された．同内容は AMED 会議にて報告済みである．（達
成度：70％）

（19）再生セルロース製の中空糸を利用して，脈管系を有する組織を in vitro の系で作製する基礎検討を行った．
その結果，血管内皮細胞の細胞シートを作製するのに成功した．また，再生セルロース製の中空糸を効率良く分
解する条件を見出した．（達成度：80％） 

（20）Beacon を利用した位置測位技術と小型シングルボードコンピュータを組み合わせた無線 LAN 及び医用テレ
メータを対象とした電波環境計測システムの開発を行った．本システムは，医療従事者が日常的に使用する医療
用台車に小型シングルボードコンピュータを設置することで，位置情報とその場所の電波環境を自動的に収集す
るシステムである．今後は本システムを医療施設に設置し検証を行う．（達成度 100％）

（21）2020 年に公衆 PHS サービスが終了する．それに伴い，現在最も医療施設内で使用される自営 PHS の企業
サポートも順次終了していくと考えられる．PHS の代替として sXGP と呼ばれる自営通信があり，この通信規格
は通信端末から放射される電波の出力が低く，医療機器への影響リスクが抑制できると考えられる．本研究では，
sXGP 規格の通信端末から放射される電波が医療機器に及ぼす影響を調査した．その結果，PHS と同等の医療機
器への影響であったことから，現在最も医療施設で利用されている PHS と同等のルールで運用可能であると結
論付けた（達成度 100%）

（22）患者由来の皮膚および心臓の線維芽細胞から iPS 細胞を作製し，心筋へ分化誘導を行い，さらに作成された
心筋様組織から心筋細胞のみを分別することを目的としている．患者 iPS 細胞を用いて安定した心筋誘導を行う
ために，iPS 細胞の未分化な状態を維持できる培養方法，凍結保存方法について検討した．（達成度 30%） 
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（23） JIS 規定のローラポンプのオクルージョン調整はポンプチューブサイズについての記載がないが，臨床では数
種類のポンプチューブサイズが使用されている．ポンプチューブサイズを 2 種類用いて JIS 規定の方法に則りロー
ラポンプのオクルージョンを適性圧閉に調整して牛血を循環させ，ポンプチューブサイズによって溶血に差があ
るかどうか検討した．（達成度 70%）

（24）小型の Beacon タグを使用した医療機器の所在管理システムを構築した．医療機器に取り付けた Beacon タ
グから発信される電波を，部屋に設置した受信器で受信し，その情報をサーバに送信するようにした．データベー
スに登録した場所情報との紐づけによって，機器の所在が取得可能となった．（達成度 75%）

（25）多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術（新学術領域研究）では，3 次元情報として再構成された
病理画像データと従来の計算解剖学で算出されたＭＲＩやＣＴからの 3 次元画像とレジストレーションを行い，
その形態的特徴と機能的特徴をシームレスに診断可能とすることを目指している．今年度は，3 次元データの構
築にむけた内部構造解析およびマルチスペクトル画像解析方式の高度化について検討し，評価実験を行った．（論
文 1 件 国内発表 2 件）（達成度　90％）

（26）細胞診断のための細胞核画像による定量的評価法の検討は，埼玉医科大学大学病院病理部とともに進め，核
画像の輪郭複雑度という特徴量が有効であることを示した．（論文 1 件）（達成度 100％）

（27）腎臓 MRI における定量的解析支援（国際医療センター腎臓内科との共同研究　（達成度 80％）
（28）遠隔医療の精度向上をめざしたユーザーインタフェース改善のための研究開発に関しては，昨年度検討した

基本的なシステムに従い，ヒューマンインタフェースの設計を行い，遠隔診断の臨床検証用実験システムを設計，
構築した．（論文 1 件 国内発表 2 件 達成度 100％）

（29）生理計測分析：視覚運動との相関性に関しては，産業総合研究所からの委託を受け，画面の大きさと映像酔
いの時系列主観評価および生体指標との関連についての検証実験を行った．加えて，グローバルモーションの大
きさを求めるアルゴリズムに関する精度向上に関する検討の報告書を作成した，（国際発表 2 件 著書 1 件）（達
成度 90％）

（30）ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究に関しては，病理画像の染色に対する色補正の
評価および 2 種類の線維細胞のハイパースペクトルを用いた分類について研究を進めた．（国際発表 2 件）（達
成度 80％）

3-4．自己評価と次年度計画
学部に関しては，国家試験という関門がある以上，特に成績下位の者たちへの教育・指導に時間を費やさざるをえ

ず，研究には十分な時間を充てることができないという状況は定着してしまっている．今年度も学期期間中に収まら
ず，夏季休暇期間中等も学業不振者の指導に充てざるを得ず，研究時間は犠牲にせざるを得なかった． 
取り巻く環境が悪化していく中で各教員が力を注ぎ，その中でも若手講師が研究活動に積極的に取り組み，業績が僅
かながら昨年度よりも増加したことは評価できる．また，学科設立以来，初めて基礎工学系と臨床工学系の教員の共
同研究が原著論文に結び付いたことは高く評価したい．しかし学術論文・学会発表に結びつく成果は外部との共同研
究を主とする一部の教員に限られる傾向がより鮮明になっていることは憂慮している．時間資源の他，工学系の研究・
器材の老朽化も進行している．研究環境はとしては望ましい状態ではないが，若手教員の研究時間を確保して業績を
上げていけるように，教育を含めた全体の負荷のバランスを統制していきたい．
≪生体医工学（大学院）≫

大学院における研究は，学部と一体的に行っている．昨年度の反省を踏まえ，修士学生の研究の進め方を見直した
結果，今年度は 5 名の学生の修士論文が審査され適格と判定された．また，修士学生自身，2 件，国内学会の全国大
会で口頭発表を行うなど目に見える成果としてもその結果が表れている．教員を含めた学部，大学院全体の研究アク
ティビティは高いレベルを維持しており，原著論文，対外的外部発表など，若手研究者も含めて行い，そのレベルに
おいては十分評価できる研究内容であった．また，国際会議での発表や国際学会への論文投稿も着実に行われており，
国際的視野での研究が進められており，今後，一層の強化が期待される．
　また修士のみでなく，今後，臨床工学技士の博士の育成に今後力を入れてゆく．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

1．川邉学，総務省（電波環境協議会）「医療機関における電波利用推進委員会　周知啓発作業部会」　委員
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1．小林直樹　画像電子学会（編集委員，論文査読委員） 
2．下岡聡行　電気学会 E 部門（論文査読委員）
3．山下芳久　日本医工学治療学会（編集委員）
4．山下芳久　日本急性血液浄化学会（編集委員）
5．山下芳久　臨床透析（日本メディカルセンター）（編集委員）
6．山下芳久　日本透析医学会（論文査読委員）
7．山下芳久　日本集中治療医学会（編集協力委員，論文査読委員）
8．山下芳久　日本臨床工学技士会（論文査読委員）
9．若山俊隆 Photonics Research，Reviewer
10．若山俊隆 Optik, ，Reviewer
11．若山俊隆 Optical Review，Reviewer
12．若山俊隆 Journal of Selected Topics in Quantum Electronics，Reviewer
13．若山俊隆 Applied Physics Express, Reviewer
14．若山俊隆 Optical Engineering, Reviewer
15．若山俊隆 IEEE access, Reviewer
16．若山俊隆 Applied Optics, Reviewer
17．若山俊隆 Scientific Reports，Reviewer
18．若山俊隆 Optics Express, Reviewer
19．若山俊隆 Applied Sciences, Reviewer
20. 加藤綾子　ライフサポート学会（編集委員，論文査読委員）
21. 駒形英樹　画像電子学会（査読委員，企画委員，IEVC2019 実行委員）
22. 石川雅浩　画像電子学会（査読委員）
23．石川雅浩　電子情報通信学会（査読委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

1．小林直樹　保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）　（適合性評価委員会委員，技術委員会委員） 
2．小林直樹　画像電子学会（企画委員，編集委員）
3．小林直樹　第 46 回　画像電子学会年次大会（実行委員長）
4．小林直樹　快適映像基盤技術研究推進委員会生体影響計測分科会（委員）
5．小林直樹　快適映像基盤技術研究推進委員会物理要因指標化分科会（委員）
6．小林直樹　快適 HMD 委員会（委員）
7．小林直樹　ISO/IEC JTC1 SC29/WG1 国内委員会（委員） 
8．下岡聡行　ライフサポート学会（評議員）
9．戸井田昌宏　レーザ協会理事
10．山下芳久　公益社団法人日本臨床工学技士会（（常任理事，代議員，国際交流委員，JACE Academy 学術員，

血液浄化専門認定委員，血液浄化業務指針検討委員，医療機器安全管理業務検討委員会担当理事，医療安全全国
共同行動担当委員会担当理事，臨床実習指導者研修会運営委員会担当理事，集中治療検定準備ＷＧ委員長））

11．山下芳久　公益社団法人埼玉県臨床工学技士会（会長）
12．山下芳久　日本急性血液浄化学会（理事，評議員，安全管理・倫理委員会副委員長）
13．山下芳久　日本医工学治療学会（理事，評議員）
14．山下芳久　日本血液浄化技術学会（代議員，学術委員，他）
15．山下芳久　日本集中治療医学会（評議員，CE 検討委員会委員，集中治療認定臨床工学技士検討委員会委員長，

臨床工学部会役員）
16．山下芳久　埼玉透析医学会（役員幹事）
17．山下芳久　日本臨床工学技士連盟（理事）
18．若山俊隆　精密工学会（メカノフォトニクス専門委員会委員）
19．若山俊隆　日本光学会（偏光計測研究会委員）
20．加藤綾子　日本生体医工学会（精神・睡眠医療と ME 研究会幹事）
21．加藤綾子　ライフサポート学会（評議員）
22．川邉学　日本生体医工学会　専門別研究会　医療・福祉における電磁環境研究会（幹事）
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23．川邉学　日本建築学会　環境工学研究会　医療機関の電波理療に配慮した建築計画検討小委員（幹事）
24．田邊一郎　 日本自費出版文化賞第 1 次第 2 次選考委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
メディカルエンジニアリング系

①櫻井信豪 , 坂本知昭 , 紀ノ岡正博 , 宮本裕一 , 木村和子： GMP,QMS,GTP 及び医薬品添加剤のガイドラインの国際
整合化に関する研究 . 厚生労働科学研究平成 30 年度総括・分担研究報告書 厚生労働省 .

② T. Wakayama, Y. Takahashi, Y. Ono, Y. Fujii, T. Gisuji, T. Ogura, N. Shinozaki, S. Yamauchi, M. Shoji, H. Kawasaki, 
T. Higashiguchi, and T. Yoshizawa, “Three-dimensional measurement of an inner surface profile using a 
supercontinuum beam,” Applied Optics 57, 5371 （2018）

③ T. Wakayama, T. Higashiguchi, K. Sakaue, M. Washio, and Y. Otani, “Demonstration of a terahertz pure vector 
beam by tailoring geometric phase” Scientific Reports. 8, 8690 （2018）

④塚本功 , 土屋陽平 , 濱田雅美 , 松田真太郎 , 若山俊隆 , 山下芳久 , 渡辺裕輔，” 持的血液化法に用いられる非カフ型
カテーテルと血液回路の接続に関する実験的検討 ,” 日本血液浄化技術学会雑誌 26, 13-20 （2018）.

⑤ Kazuma Shinoda, Maru Kawase, Madoka Hasegawa, Masahiro Ishikawa, Hideki Komagata, Naoki Kobayashi, 
"Joint optimization of multispectral filter arrays and demosaicking for pathological images", IIEEJ Transactions 
on Image Electronics and Visual Computing, Vol.6, No.1, pp.13-21, Jun. 2018.

⑥本間聡起，小林直樹 “ユーザインタフェース改善を目的とした遠隔診療用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝと診察補助装置の開発　－
診療所要時間のかいぜん効果－” . 日本遠隔医療学会誌 . Vol.14（2）, pp105-108 （2018.10）

⑦ Hideki Komagata, Taiki Hattori, Ryunosuke Ohshima, Erika Kakinuma, Masahiro Ishikawa, Kazuma Shinoda, 
Naoki Kobayashi , " Development of Human Behavior Monitoring System Around Bed Using Infrared Depth 
Sensor", Proc. 2019 IEEE 1st Global Conference on Life Sciences and Technologies （LifeTech 2019）, pp.117-
118 （2019.3）.

⑧ Naoki Kobayashi, Satoki Homma, " Analysis of telemonitoring multi vital data for alert detection on telecare 
system", Proc. 2019 IEEE 1st Global Conference on Life Sciences and Technologies （LifeTech 2019）, pp.123-
124 （2019.3）.

⑨ Naoki Kobayashi, Hirotaka Yamashita, Ayumi Matsuura, Masahiro Ishikawa , ” Effects of Illuminance 
Environment on Visual Induced Motion Sickness” , IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics : GCCE 
2019, DOI: 10.1109/GCCE.2018.8574778 （2018.10）

⑩ Akinobu Shimizu, Naoki Kobayashi, Hayaru Shono, Shigeru Nawano, Atsushi Saito, Hideki Komagata, Masahiro 
Ishikawa, Kazuma Shinoda, “Fundamental Technologies for Integration of Multiscale Spatiotemporal Morphology 
in Multidisciplinary Computational Anatomy - Progress Overview,” Proceedings of the 5th International 
Symposium on Multidisciplinary Computational Anatomy, A01-2, pp17-26 （2019. 3）

【総数：論文・総説・著書　7 件，学会発表　28 件】
クリニカルエンジニアリング系

①今土真由美，内野順司，村上淳，星野武俊，山下芳久，楢村友隆，芝本隆：新たに開発された limulus 
amebocyte lysate（LAL）反応を用いた生物発光式エンドトキシン活性値測定装置（ルミニッツ -ET）の他施設評価，
日本透析医学会雑誌，51,591-598，2018

②塚本功，土屋陽平，濱田雅美，松田真太郎，若山俊隆，山下芳久，渡辺裕輔：持続的血液浄化療法に用いられる
非カフ型カテーテルと血液回路の接続に関する実験的検討，日本血液浄化技術学会雑誌，26.13-20，2018

③川邉学．【医工連携への積極的な取り組み - 臨床工学技士に期待される役割とは -】臨床工学技士による取り組
み事例　生命維持装置の遠隔一元監視システムの開発　IoT 技術の活用 , Clinical Engineering29（10）, pp.920-
929, 2018．

④奥村高広，石坂直樹，丸山直子．膜型人工肺の排出ガス炭酸ガス分圧に関する検討．体外循環技術．45
（2）:117-123，2018　

⑤ Yoshitaka Kurihara, Shunichi Ueki, Kenichi Kokubo, Yuta Kobayashi, Tomoyo Ebine, Kaya Murakami, Yosuke 
Ushiroda, Naoko Maruyama, Hiroshi Tsukao, Kozue Kobayashi, Hirosuke Kobayashi：Continuous hemofiltration 
model using porcine blood for comparing filter life. Journal of Artificial Organs. 2018.09. 21（3）:332-339

⑥本塚旭，「【臨床工学技士　技術解説シリーズ】心臓植込みデバイスと遠隔モニタリング」，　医工学治療　Vol.30
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　No.3，P212 ～ 217，2018 年 11 月
⑦山下芳久，オンラインＨＤＦとはどんな治療法ですか？，オンラインＨＤＦの使い方，考え方，1-6，2018
⑧山下芳久，ＡＣＴ測定装置，透析装置及び関連機器の原理（構造・機能）とメインテナンス，188-191，2018
⑨山下芳久，これからの透析医療，血液浄化療法における認定資格制度―臨床工学技士―，透析療法最前線，

392-396，2018 
⑩山下芳久，オンライン HDF 装置の特徴とその保守管理，病態に応じたオンライン HDF 治療戦略，100-113，

2018
【総数：論文・総説　10 件，学会発表　26 件】
6-2．獲得研究費

1．戸井田昌宏（研究代表），H29 年度科学研究費補助金　挑戦的研究（萌芽），研究期間：H29 年 7 月～ H31 年 3 月，
H30 年度直接経費：150 万円．

2．戸井田昌宏（受託研究），ファイトアロマケミカル水溶液の抗腫瘍性試験，（株）ＮＫＥ，研究期間：H30 年
10 月～ H31 年 9 月，H30 年度直接経費：297.5 万円．

3．宮本裕一（研究分担），厚生労働行政推進調査事業費補助金　医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス
政策研究事業「GMP, QMS 及び GCTP のガイドラインの国際整合化に関する研究」研究期間：平成 29 年度～
31 年度，平成 30 年度直接経費：220 万円．（研究代表者一括計上）

4．若山俊隆，  軟Ⅹ線発光における誘導放出抑制現象を利用した超高分解能顕微鏡の開発（平成 30 年度科学研究
費助成金 挑戦的研究（萌芽），分担研究）平成 30 年度：30 万円 

5．若山俊隆，光スキャナによる湾曲した外耳道の完全 3D マップの作成（平成 30 年度科学研究費助成金 基盤研
究（C），研究責任者）平成 30 年度：143 万円 

6．石川雅浩 , 文部省　科学研究費　若手研究（B） 「自家蛍光を用いた未染色病理標本のデジタル染色・定量化法
の開発」　2017 年 4 月～ 2019 年 3 月　442 万円

7．石川雅浩 , AMED 診療に直結するエビデンス創出研究 「IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのための前向きコ
ホート研究の推進とハイリスク患者の透析移行を阻止する治療法の開発」　2017 年 4 月～ 2019 年 3 月　150
万円

8．石川雅浩 , 公益財団法人 中谷医工計測振興財団，平成 30 年度 技術交流助成 研修プログラム【海外研修】，80 万円 .
9．川邊学，軟Ⅹ線発光における誘導放出抑制現象を利用した超高分解能顕微鏡の開発 （平成 28 年度科学研究費

助成金 挑戦的研究（萌芽））平成 29 年度：50 万円
10．川邊学，ビー・ビーバックボーン株式会社　共同研究「sXGP の電波による医療機器への影響の検証に関する

研究」2018 年 12 月～ 2019 年 1 月　100 万円
11．小林直樹（研究分担者）文部科学省科学研究費補助金（新学術領域研究（研究領域提案型）），平成 29 年度，

平成埼玉医科大学　分担金　195 万円
12．小林直樹  二国間 JSPS-LIPI　受託研究　246 万円
6-3．受賞

1．奥村高広 JaSECT AWARD2017　論文賞．一般社団法人　日本体外循環医学会．2018.11.10
2．高橋優太（修士課程学生） ライフサポート学会奨励賞 , 外耳道および耳介の 3 次元マップの作成 （2019.3.16）
6-4．特許，実用新案

1．石川雅浩，小林直樹，鈴木賢治，小尾高史 ,「ハイパースペクトル画像を用いた細胞識別の方法」, 特願 2019-
41046.

2．石川雅浩，小林直樹，鈴木賢治，小尾高史，鈴木裕之 , “染色画像推定器学習装置，画像処理装置，染色画像推
定器学習方法，画像処理方法，染色画像推定器学習プログラム，及び，画像処理プログラム” 特願 2019-41046 

（2017.8）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

1．山下芳久：埼玉臨床工学会　会長，大宮ソニック　国際会議場，2018 年 6 月 3 日
2．山下芳久：循環器セミナー　会長，大宮ソニック　国際会議場，2018 年 9 月 2 日
3．山下芳久：血液浄化セミナー，会長．大宮ソニック　市民ホール，2018 年 10 月 21 日， 
4．山下芳久：人工呼吸器安全対策セミナー，会長．川口市民ホールフレンディア，2019 年 1 月 20 日
5．下岡聡行：第 28 回ライフサポート学会 フロンティア講演会， 実行委員長，埼玉医科大学日高キャンパス，

2019 年 3 月 15,16 日
6．加藤綾子：第 28 回ライフサポート学会 フロンティア講演会， 実行委員，埼玉医科大学日高キャンパス，2019
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年 3 月 15,16 日
7．駒形英樹：画像電子学会第 286 回研究会，信州大学（松本キャンパス），2018 年 8 月 9 日，10 日，企画幹事．
8．駒形英樹：画像電子学会第 288 回研究会，徳島大学（常三島キャンパス），2019 年 3 月 1 日～ 3 月 2 日，企画幹事．
9．小林直樹：第 46 回画像電子学会年次大会　2018 年 6 月 27 日 ~29 日　大会委員長

7．自己点検・評価
　平成 30 年度は，第 10 期生が中心で国家試験受験，卒業を迎えた．上述したが，国家試験の合格率は 92.7% とな
り，事前の予想を超える結果となった．1 昨年から表面化し，対処を試みてきたた「問題の難易度が上がると不合格
者が相当数増加してしまう状況」については，今年度は想定通り難易度が下がっており，検証は難易度が上がる順番
となる次年度に持ち越しである． 3，4 年次の学生についてはカリキュラム外でも各研究室において配属された学生
個々人に研究時間を削って指導を行なっており，全教員の教育に対する意識が安定して高いことは評価できる．最終
的な結果，国家試験において安定して高合格率が維持できないことに対しては，より低学年から学力を上げていく方
針も全教員の意識として統一できており，低学年から国家試験を意識して学生の学力把握に努める点も維持できてい
る．その結果，年々学生のレベルが低下していると教員の見方が一致している点が変わらない点は憂慮すべき事態で
ある．やはり，単に勉強が足りないというよりも記憶の仕方，物事の理解力，演繹的な思考力といった根本的なとこ
ろに問題があるように思われる学生の割合が大きくなっている．小学生以来というレベルの話であって，即効性のあ
る解決法を見つけるのは難しい状態に成ってしまっていることは把握している．入試業務を含め，年々増加するカリ
キュラムに見えない負荷に各教員がよく耐えているというのが妥当な評価であると考える．
　研究に関しては，実績を残せたものは外部組織との共同研究によるものが多い，という状況は今年度も続いている．
結果的に研究実績を残しうる教員とそれ以外の者の差が広がった状態で固定化されている点も中々変えようがない状
況といえる．本学科の場合，低学力者の教育に多大な時間と労力を費やさざるを得ない状況の改善の見込みは次年度
も薄い．卒業論文も研究成果に直結するとはいえない状態であるが，これは，特に工学系では他大学においてでも学
部学生すなわち卒業研究レベルでは学会発表にも届かないのが現状であり，本学科でも実績が減少傾向にあるのはあ
る意味やむを得ないといわざるを得ない．臨床工学系に関しては定年退職された教授の穴を埋めるにはまだ時間がか
かる状況だと考えられる．満足できる結果ではないが，現状から考えると妥当といえるレベルにあると評価している．
　設備面においても学科内の研究用の設備は限られており，さらに学科開設後 10 年を超えた現在では，機器類の老
朽化や陳腐化か進んでいる．その意味でも今後の研究活動の進展には不安がある．
　以上，問題点は少なからずあるものの，教育，研究のいずれにおいても概ねの目標は達成されたと評価している．
≪生体医工学（大学院）≫
　大学院の教育・研究においては，修士課程においては指導教官も充実し，教育指導体制も充実してきている．今年
度，昨年度の反省を踏まえ，社会人の研究の進め方を見直した結果，社会人修士 3 名を含む 5 名学位審査が行われ
適格となった．指導の在り方も見直すこととする，入学者は学部学生の増加で，堅調に伸びており，今後，さらなる
入学者の増加を図る．また，今後，海外からの留学者も含めて，博士課程の整備，学生受入れに向け，教育，経済的
負担面での体制を充実させる． 
また，また修士のみでなく，今後，臨床工学技士の博士の育成に今後力を入れてゆく．一方，研究においは教員の努
力による，論文のレベルを水準以上に保っているが，教員間での連携，研究員の受入れなど，人的な面での強化が一
層重要であり，研究体制面でもこの点を支援してゆく必要がある．
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4．理学療法学科

1．構成員
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）：教授：学科長：教育主任：指導教員（大学院）：理学療法学：博士
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）：教授：副学科長：指導教員（大学院）：循環器理学療法学：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：教授：研究主任：指導教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）：教授：指導教員（大学院）：解剖学：博士
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）：准教授：指導教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke）：准教授：神経理学療法学：博士
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）：准教授：内科・神経内科学：博士
新井智之（ARAI, Tomoyuki）：講師：大学院教員（大学院）：博士
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）：講師：発達障害理学療法学：修士
國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）：講師：神経理学療法学：修士
澤田　豊（SAWADA, Yutaka）：講師：筋骨格理学療法学：修士
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）：講師：指導教員（大学院）：肉眼解剖学：博士
細井俊希（HOSOI, Toshiki）：講師：地域理学療法学：博士
大久保雄（OKUBO, Yu）：講師：大学院教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
小関要作（KOSEKI, Yosaku）：助教：神経理学療法学：修士
丸谷康平（MARUYA, Kohei）：助教：高齢者理学療法：修士
師岡祐輔（MOROOKA, Yusuke）：助教：神経理学療法学：修士
三浦佳代（MIURA, Kayo）：助教：地域理学療法学：博士

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
＜学部教育＞
　理学療法学科は，平成19年4月に学部に昇格し，平成31年3月には理学療法学科9期生47名を輩出することになっ
た．平成 30 年度を振り返ると，国試合格率は 95.7% となり，昨年をやや下回るものの良好な結果を得ることができ
たが，年々，当学科の受験生が減少していることもあり，受験生減少に歯止めをかけるためにも国家試験対策は最重
要課題であると考えてきた．
　4 年生に対しては，より集中的な国家試験対策プログラムを実施する一方で，1 年生の初年次教育を充実させ，各
学年の授業でも国家試験を意識した内容に修正するように調整を図った．教員間の担当授業数に偏りを是正し，授業
時間以外でも密接な指導ができるように調整した．

（大学院教育）
　平成 30 年には理学療法分野で 6 期生 3 名を輩出し，大学院教育がシステム化してきたが，逆に問題点も明らかに
なってきていた．そのため，研究発表会のあり方などの整備を図り，カリキュラムよりも 1 つ 1 つの科目の充実を
図ることが課題であると考えた．大学院は少人数であることから，より討論などを積極的に行う課題解決型の授業を
積極的に進めること，より質の高い研究と論文を完成させることを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
＜学部教育＞
　1 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【基礎分野】物理学：赤羽，物理学実験：赤羽，勝浦，向田，化学：鈴木，細胞生物学：川村，統計学演習：高倉，

神子嶋，國澤（洋），師岡，情報科学演習：高橋，有田，本多，心理学：佐藤，英語Ⅰ：間山，塚田，英語Ⅱ：川島，
ドイツ語：市岡，社会学：川田，哲学：堀内，スポーツ科学：永沼
【専門基礎分野】人体の構造と機能Ⅰ演習：小島，時田，有田，鈴木，人体の構造と機能Ⅱ演習：時田 , 穐田，鈴木，

有田，基礎運動学：細井，人間発達学：神子嶋，佐藤 , 松山，栄養学：奥崎，医療の基本Ⅰ：大野，有田，リハビリテー
ション医学：西岡，佐久間
【専門分野】理学療法学概論：赤坂，丸谷，理学療法体験実習：赤坂，丸谷，他，基礎理学療法学演習：澤田，高倉，

乙戸，新井，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，理学療法学基礎実習：高倉，國澤（佳），新井，丸谷，師岡，小関，
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三浦
　2 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】人体の構造と機能実習（構造系）：小島，時田，村田，人体の構造と機能実習（機能系）：鈴木，有田，

有田，内田，応用運動学：赤坂，乙戸，澤田，大久保，病理・微生物学演習：佐藤，ヒトの病気Ⅰ・Ⅱ（臨床医学総
論，神経・筋疾患Ⅰ）：大野，田邊，西岡，渡辺，ヒトの病気 VI（臨床医学各論）：大野，佐久間，辻，渡邊，小山，
ヒトの病気Ⅴ（治療，循環器疾患）：大野，田邊，西岡，鈴木，辻，ヒトの病気Ⅲ（消化器，内分泌・代謝疾患）：大野，
加藤木，田邊，西岡，佐久間，鈴木，辻，骨・関節疾患総論：森，骨・関節疾患各論：森，ヒトの病気Ⅳ（神経・筋
疾患Ⅱ）：大野，西岡，精神疾患：松岡，鈴木，渡邊，医療の基本Ⅱ：西岡，有田，臨床心理学演習：庄野，公衆衛生学：
野寺，宮嶋，冨永，宮崎，チーム医療学：細井，高倉，新井，丸谷，小関
【専門分野】基礎理学療法学演習：小島，時田，澤田，細井，機能・能力診断学基礎演習：神子嶋，細井，丸谷，新井，

機能・能力診断学応用演習：乙戸，赤坂，西岡，神子嶋，澤田，國澤（佳），新井，小関，日常生活活動学演習：細井，
新井，丸谷，物理療法学演習：時田
　3 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】運動学実習：小島，藤田，澤田，新井，丸谷，ヒトの病気Ⅶ（感覚器，膠原病，救急，感染症）：大野，

佐久間，辻，光武，宮里，井上，中村，板谷，大野（洋），医療の基本Ⅲ：西岡，大野，青木
【専門分野】理学療法研究法：高倉，神子嶋，細井，澤田，新井，臨床運動学：藤田，澤田，新井，菅野，筋・骨

格系理学療法学演習：赤坂，乙戸，澤田，大久保，神経・筋系理学療法学演習：國澤（佳），小山，宮島，中枢神経
系理学療法学演習：國澤（佳），高倉，小関，師岡，心肺系理学療法学演習：藤田，新井，花房，山崎，高木，理学
療法学総合演習：高倉，藤田，神子嶋，國澤（洋），國澤（佳），小関，師岡，義肢装具学演習：高倉，國澤（佳），
神子嶋，中野，小関，師岡，筋・骨格系徒手技術学演習：赤坂，乙戸，澤田，大久保，中枢神経系徒手技術学演習：
藤田，小峰，國澤（洋），國澤（佳），師岡，小児理学療法学：神子嶋，松山，赤羽，職業倫理職場管理学：高倉，國
澤（洋），師岡，機能・能力診断学臨床実習：その他全員教員
　4 年次履修科目として以下の科目を開講した．
【専門基礎分野】精神保健学：松岡，井上，渡邊
【専門分野】理学療法機器技術学：時田，細井，乙戸，リハビリテーション工学：運動療法学：高倉，伊藤，長谷川，

國澤（洋），國澤（佳），師岡，代謝系理学療法学：藤田，スポーツ系理学療法学：赤坂，乙戸，澤田，大久保，板倉，
菅野，保健科学統計学演習：高倉，神子嶋，國澤（洋），小関，地域理学療法学：藤田，細井，神子嶋，小橋，丸谷，
新井，地域理学療法学実習：藤田，細井，新井，丸谷，高齢者理学療法学：新井，藤田，小橋，生活環境学：細井，丸谷，
荒木，総合臨床実習Ⅰ：時田，他，総合臨床実習Ⅱ：時田，その他全教員，卒業研究：時田，その他全教員
＜大学院教育＞
　大学院教育として以下の科目を開講した．

生体機能形態学概論：時田，理学療法研究方法論：高倉，藤田，リハビリテーション医療学概論：乙戸，高倉，藤
田，細井，新井，人体機能形態学特論：小島，時田，脳機能理学療法学特論：高倉，内部障害理学療法学特論：藤田，
筋骨格理学療法学特論Ⅰ（上肢・脊椎）：赤坂，乙戸，大久保，筋骨格理学療法学特論Ⅱ（下肢）：赤坂，乙戸 , 大久
保，神経理学療法学特論：高倉，藤田，理学療法学演習：藤田，赤坂，小島，高倉，時田，理学療法学特別研究：藤
田，赤坂，小島，高倉，時田
2-3．達成度
＜学部教育＞

新卒業生の国家試験は 47 名中 45 名が合格し合格率は 95.7% となった．前年度の 97.6% には及ばなかったが良好
な結果得ることができた．
＜大学院教育＞

理学療法分野を専攻した大学院生 3 名全員が修士号を取得し卒業することができた．発表会の方法も整備されよ
り充実した発表会となった．
2-4．自己評価と次年度計画 
＜学部教育＞

授業内容は毎年少しずつレベルアップしており，国家試験合格率も向上させることができた．目標は十分達成され
たと評価している．しかし，国家試験合格率は 100% であることが望ましく，来年度はその達成に向けて努力したい．
授業内容としては，理学療法士の臨床実習のあり方や指定規則の変更が議論されており，その動向に従って当学科の
カリキュラムも変更を加えていきたい．
＜大学院教育＞
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大学院教育の質は順調に向上していると評価している．今後は，さらに教育の質の向上とカリキュラムの整備を行
い，博士課程も含めて対応していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
　理学療法が関わる臨床領域は拡大している．それに伴う学問領域は広く，リハビリテーション・医学・自然科学分
野だけではなく社会科学分野も含め多岐にわたっている．そのような社会情勢に合わせて，より多様性があり，質の
高い研究を進めていきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）： 

①赤坂清和，乙戸崇寛，澤田豊，大久保雄：筋骨格理学療法学，運動学，バイオメカニクス，スポーツ理学療法
②高倉保幸，國澤洋介，神子嶋誠，國澤佳恵，西岡亮治，小関要作，師岡祐輔：成人及び小児における中枢神経理

学療法学，がん理学療法学，義肢装具学，内科学，保健科学統計学
③藤田博暁，細井俊希，新井智之，丸谷康平，三浦佳代：地域理学療法学，ロコモティブシンドローム，介護予防
④小島龍平，時田幸之輔：動物及びヒトの解剖学，比較機能形態学，肉眼解剖学 , 運動学
3-3．研究内容と達成度： 

①理学療法の基礎となる肩関節や体幹の運動学分野，徒手理学療法や整形外科手術後の理学療法の有効性に関する
運動器理学療法学分野，ジャンプ着地動作や ACL 受傷予防に関するスポーツ理学療法学分野の 3 つの研究分野
に対して精力的に研究成果を発表した．

②脳血管障害，脊髄麻痺，がんを中心に幅広い研究活動を行うことができた．特に，西岡講師の脳卒中をテーマに
した研究は博士論文として期待される研究であり非常に質の高い研究であった．

③地域における研究活動として，ロコモティブシンドローム（伊奈町研究），運動器検診などのフィールド研究と，
心肺系と運動学的な基礎研究を行った．また，近隣の毛呂山町と日高市とは医学部地域・医療センターとの連携
し，健康づくりプロジェクト研究を行った．

④体幹 - 四肢帯の境界領域における脊髄神経の形態特徴 , 筋線維タイプ構成・筋構築からみた骨格筋の比較機能形
態学 , ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習（解剖学教育）の実践と研究 , 筋電計・筋電図を利用した評価，筋疲労
測定など各プロジェクトそれぞれに報告や研究内容の蓄積を含め着実に成果を示している

3-4．自己評価と次年度計画：
各グループともに多様性があり，質の高い研究を実施することができた．さらに来年度は外部研究費を取得しなが

らより質の高い研究を推進するように努めていきたい．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無 

高倉保幸：厚生労働省「がんのリハビリテーション研修会」実行委員会副委員長，厚生労働省「リンパ浮腫研修会」
　　　　実行委員

細井俊希：比企広域市町村圏組合介護認定審査会委員，毛呂山町第 7 期高齢者総合計画委員，毛呂山町地域ケア
　　　　会議委員

丸谷康平：日高市介護認定審査会委員，日高市地域包括支援センター運営協議会委員，日高市地域密着型サービス
　　　　運営協議会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
高倉保幸：「Journal of Japanese Physical Therapy Association」査読委員，「Internet Clinical Physical Therapy」編

　　　　集委員，「理学療法科学」査読委員，「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員，「日本
　　　　リハビリテーション・ネットワーク研究」査読委員，「専門リハビリテーション」査読委員，「臨床理学
　　　　療法研究」編集委員

藤田博曉：理学療法科学学会編集委員，日本骨粗鬆症学会査読委員
赤坂清和：理学療法科学編集委員，徒手理学療法編集委員，Journal of Physical Therapy Science editor
乙戸崇寛：理学療法 - 臨床・研究・教育 -（編集委員），理学療法科学（査読委員），Journal of Physical Therapy 　

　　　　Science （reviewer）
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時田幸之輔：「理学療法学」査読委員 , Anthropological Science （Japanese Series）編集委員，形態機能編集委員
澤田　豊：埼玉県理学療法士協会雑誌「理学療法一臨床・研究・教育」編集部員，理学療法科学学会雑誌「理学療

　　　　法科学」査読委員
時田幸之輔：Anthropological Science （japanese series） 編集委員，形態機能編集委員，理学療法学査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務 

【大学，大学院，その他の非常勤講師】
高倉保幸：首都大学東京非常勤講師，首都大学東京大学院非常勤講師
藤田博曉：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師，埼玉国際短期大学健康栄養学科非常勤講師
赤坂清和：国立リハビリテーション学院非常勤講師，首都大学東京非常勤講師，埼玉医療福祉専門学校非常勤講師
小島龍平：埼玉医科大学短期大学非常勤講師，聖学院大学非常勤講師
西岡亮治：埼玉医科大学医学部内科（神経内科・脳卒中内科）非常勤講師（兼担）
保健医療学部看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科非常勤講師
時田幸之輔：日本歯科大学新潟生命歯学部非常勤講師
神子嶋誠：郡山健康科学専門学校非常勤講師（小児科学概論，小児発達系理学療法学）
新井智之：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師
大久保雄：早稲田大学非常勤講師
丸谷康平：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師

【学会役員，その他の学会関連】
高倉保幸：日本がんリハビリテーション研究会副理事長，日本リハビリテーション・ネットワーク研究会常任理事，

　　　　理学療法科学学会評議員，専門リハビリテーション研究会評議員，日本私立医科大学理学療法研究会理
　　　　事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会会長，理学療法プログラム研究会会長 

藤田博曉：日本予防理学療法学会・運営幹事，理学療法科学学会・理事，日本骨粗鬆症学会・評議員・メディカル
　　　　スタッフ認定事業委員会委員・広報連携委員，日本理学療法学会・研究推進委員会委員長

赤坂清和：日本運動器理学療法学会運営幹事，日本スポーツ理学療法学会運営幹事，日本理学療法科学学会理　　
　　　　事・評議員，日本運動器科学学会評議員，日本徒手理学療法学会監事 , International Physical Therapy 
　　　　Journal Editor,member

小島龍平：日本人類学会評議員
乙戸崇寛：理学療法科学学会評議員，日本徒手理学療法学会評議員，
体表解剖学研究会理事，埼玉理学療法学会編集委員
國澤洋介：日本リハビリテーションネットワーク研究会監事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会理事（事務

　　　　局長）
神子嶋誠：埼玉県理学療法士会小児福祉部部員
澤田　豊：理学療法科学学会評議員，埼玉県理学療法士会学術局編集部員
西岡亮治：日本脳循環代謝学会評議員
細井俊希：埼玉県理学療法士会・副会長，日本理学療法士協会・代議員，日本予防理学療法学会・運営幹事，理学

　　　　療法科学学会・評議員，理学療法ガイドライン軽度認知障害理学療法ガイドライン作成班班長，理学療
　　　　法ガイドライン足関節捻挫理学療法診療ガイドライン作成班

大久保雄：日本徒手理学療法学会評議員
新井智之：理学療法科学学会・評議員，理学療法ガイドライン軽度認知障害理学療法ガイドライン作成班
丸谷康平：理学療法科学学会・評議員，理学療法ガイドライン軽度認知障害理学療法ガイドライン作成班副班長，

　　　　理学療法ガイドライン膝関節機能障害理学療法ガイドライン作成班，埼玉県理学療法士会・北部ブロッ
　　　　ク運営委員

三浦佳代：理学療法ガイドライン軽度認知障害理学療法ガイドライン作成班，埼玉県理学療法士会教育局認定・専
　　　　門研修部員，日本健康心理学会研究推進委員会委員，日本健康心理学会広報委員会委員

【その他】
高倉保幸：日本理学療法士協会「がんのリハビリテーション研修会」ディレクター，埼玉県がんリハビリテーショ

　　　　ン研修会実行委員会副委員長
藤田博曉：彩の国いきがい大学講師
赤坂清和：International Society of Physiotherapy Journal Editors, member （World Congress of Physical Therapy），

　　　　日本理学療法士協会代議員
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乙戸崇寛：埼玉県理学療法士会学術局編集部員
國澤洋介：埼玉県理学療法士会がんリハビリテーション推進委員会委員長，埼玉がんリハビリテーション研究会世

　　　　話人，埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員（事務局長），日本理学療法士協会「がんのリハ
　　　　ビリテーション研修」ディレクター

細井俊希：平成 30 年度埼玉県介護認定審査会委員現任研修会講師，平成 30 年度大里広域市町村圏組合介護認定
　　　　審査会委員研修会講師

6．業績
〈筋骨格理学療法領域〉

代表的な業績（10 編）
1．Otsudo T, Mimura K, Akasaka K: Immediate effect of application of the pressure technique to the psoas major 

on lumbar lordosis. The Journal of Physical Therapy Science 30（10）1323-1328 （https://doi.org/10.1589/
jpts.30.1323）, 2018

2．Otsudo T, Akasaka K, Hattori H, Hasebe Y, Tamura A, Hall T：Three-dimensional motion analysis of the 2nd 
cervical spinous process at end range cervical rotation in different scapular positions using 3D digitizer. BioMed 
Research International （https://doi.org/10.1155/2018/9835846） ,2018

3．Hattori H, Akasaka K, Otsudo T, Hall T, Amemiya K, Mori Y: Use of an elbow brace during repetitive pitching 
does not cause an increased mechanical burden on the throwing arm. PM R. 2019 Jan 28. doi: 10.1002/
pmrj.12083.

4．Tamura A, Akasaka K, Otsudo T: Lower Extremity Energy Absorption During Side-Step Maneuvers in Females 
with Knee Valgus Alignment. Journal of Sport Rehabilitation 1-20,2018 （https://doi.org/10.1123/jsr.2018-
0281）

5．赤坂清和：アスリートに対する理学療法．運動器リハビリテーション 29（4） 404-410 2018 年 12 月
6．赤坂清和：理学療法における Clinical Prediction Rule の理解と挑戦．徒手理学療法 18（1） 17-20 2018 年 4

月
7．赤坂清和：治療成績の向上に有効なファッシャルリリーステクニックを身につけよう．医道の日本 77（6） 59-

64 2018 年 6 月
8．乙戸崇寛，赤坂清和，服部寛，坂口勝信，立花陽明 : 軽量肘装具が投球側上肢の加速度に与える影響 . 日本臨

床スポーツ医学会誌 27（1）3-10,2019
9．大久保雄．腰部の Clinical Prediction Rule．徒手理学療法 18（1）:21-27, 2018
10．小崎裕也 , 大久保雄 , 浅沼大地 , 乙戸崇寛 , 澤田豊 , 赤坂清和 : 大学男子ラクロス選手の縦断的身体特性変化 . 

埼玉アスレティック・リハビリテーション研究会誌 9（1）3-9, 2018
【総数：論文 10 件，著書 8 件，学会発表 17 件】
〈神経・がん理学療法領域〉

代表的な業績（10 編）
1．師岡祐輔，高倉保幸，國澤洋介，小関要作，山本満．頸髄不全麻痺者における歩行に対する動的立位練習の即

時効果．臨床理学療法研究．35 巻 8 号．27-30，2018
2．小林大祐， 三村孝雅， 會田萌美， 森本貴之， 武井圭一，國澤洋介， 山本満．無菌室内治療中の急性骨髄性白血

病患者に対して運動と栄養の併用療法によりサルコペニアの重症化予防を図れた一症例 . 日本ヒューマンケア・
ネットワーク学会誌 . 2018.08. 16（1）:60-65

3．國澤洋介．今，注目の評価指標 !「がん」がん患者のリハビリテーション QOL 評価に注目して . 臨床理学療法研究 . 
2018.08. 35:19-22

4．鈴木翔太，武井圭一，國澤佳恵，藤本幹雄，大宅宗一，山本満 ．出血術後の呼吸器感染症の発生率と脳血管攣
縮期におけるリハビリテーションの課題．第 16 回日本神経理学療法学会学術大会 .　 2018 年 11 月 . 大阪

5．師岡祐輔，國澤洋介，山本満．高齢頸髄損傷者における在宅生活の移動能力　第 53 回日本脊髄障害医学会学
術集会．2018 年 11 月．愛知県名古屋市

6．小野功介，小林大祐，國澤洋介，森本貴之，武井圭一，山本満．脊椎転移の泌尿器がん患者における基本動作
能力の特徴．第 8 回日本がんリハビリテーション研究会 . 2018 年 12 月．北海道．

7．武井圭一，鈴木翔太，國澤洋介，藤本幹雄，山本満．急性期脳卒中患者の合併症予防に対する早期離床の有効
性と離床開始時期の検討．第 16 回日本神経理学療法学会学術大会 . 2018 年 . 大阪
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8．武井圭一， 岩﨑寛之， 鈴木翔太， 藪崎純， 長谷部悠葵， 藤井優子， ◎國澤洋介， 藤本幹雄， 山本満．急性期脳卒中
患者における合併症予防のための離床開始時期．第 55 回日本リハビリテーション医学会 . 2018.06. 福岡県

9．佐藤日愛，岸田千洸，吉田愛香，神子嶋誠，小野正恵：ダウン症児における体操の運動機能，歩行機能，足部
形態への効果の検討．第 53 回日本発達障害学会研究大会．2018 年 8 月．広島県福山市

10．利根川賢，中嶋誠，神子嶋誠：日常的な動作を用いた知的障がい者の下肢筋力評価の検討．第 53 回日本発達
障害学会研究大会 2018 年 8 月，広島県福山市

〈予防理学療法領域〉
代表的な業績（9 編）
1．藤田博曉 , 丸谷康平 . 高齢者における転倒・骨折予防のための運動介入 . Geriatric Medicine, 56 （12）: 1205-

1208, 2018
2．新井智之 , 藤田博曉 , 丸谷康平 , 旭竜馬 , 森田泰裕 , 石橋英明 . 高齢者に対する単発のロコモ講習会後の運動継

続率 2 ヶ月後と 2 年後の追跡アンケート調査から . 日本骨粗鬆症学会雑誌 , 4 （2）: 171-176, 2018
3．丸谷康平 , 荻原健一 , 藤田博曉 , 新井智之 , 石橋英明 . 最大身長と現在の身長差が運動機能低下に関連する：60

歳代，70 歳代の地域在住中高年女性を対象とした横断研究 . 日本骨粗鬆症学会誌 , 4 （3）: 31-39, 2018
4．新井智之 , 藤田博曉 , 丸谷康平 , 吉澤慎太 , 旭竜馬 , 森田泰裕 , 石橋英明 . 自治体介護予防事業としてのロコモコー

ルプログラムの運動機能改善効果と 6 ヶ月後の検証 . 日本骨粗鬆症学会雑誌 , 4 （4）: 531-540, 2018
5．三浦佳代 . 社会参加につなげるための支援 行動変容の視点からの提案 . 地域リハビリテーション , 13 （6）:442-

447, 2018
6．岡持利亘 , 細井俊希 , 阿久澤直樹 , 平田樹伸 , 紀裕 , 大森智裕 . 介護予防への取り組み 埼玉県における介護予防

事業と理学療法士・専門職のかかわり . 理学療法ジャーナル , 53: 87-102, 2019
7．三浦佳代 , 島崎崇史 , 高山侑子 , 竹中晃二 . 在宅脳卒中者を対象とした活動および参加状況尺度の開発 . Journal 

of Health Psychology Research, 31 （1）: 43-51, 2019
8．Maruya K, Fujita H, Arai T, Asahi R, Morita Y, Ishibashi H. Sarcopenia and lower limb pain are additively related 

to motor function and a history of falls and fracture in community-dwelling elderly people. Osteoporosis and 
Sarcopenia, 5 （1）: 23-26, 2019

9．旭竜馬, 藤田博曉, 新井智之, 丸谷康平, 森田泰裕, 石橋英明. 地域在住中高年者におけるロコモティブシンドロー
ム移行要因の縦断的観察研究による検討 . 日本骨粗鬆症学会雑誌 , 5 （1）: 83-94, 2019

10．三浦佳代，島崎崇史，竹中晃二．脳卒中者の活動性向上を目的とした介入プログラムの試行―介入時期に着
目して．Journal of Health Psychology Research, 31 （2）: 143-153, 2019

【総数：論文 16 件，著書 3 件，学会発表 27 件】
理学療法科学領域

代表的な業績（10 編）
1．布施裕子 , 時田幸之輔 , 小島龍平 （2018） ブタ胎仔における胸鎖乳突筋と支配神経の観察 . 形態・機能 17:79-

85
2．坂本雅貴 , 時田幸之輔 , 小島龍平 ブタ胎仔標本腰神経叢の観察　第 124 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

2019.03.27 新潟市
3．小池魁人 , 時田幸之輔 , 小島龍平 , 平崎鋭矢 　ニホンザル大腿二頭筋へ進入する神経の筋内分布及び仙骨神経

叢における層序　第 124 回日本解剖学会総会・全国学術集会 2019.03.27 新潟市
4．廣井琴乃 , 時田幸之輔 , 緑川沙織 , 姉帯飛高 , 小島龍平 　ブタ胎仔において観察された食道の背側を通る右鎖骨

下動脈　第 124 回日本解剖学会総会・全国学術集会 2019.03.27 新潟市
5．時田幸之輔 , 吉澤憧子 , 緑川沙織 , 姉帯飛高 , 小島龍平 　ブタ胎仔標本殿大腿筋支配神経の観察　第 124 回日

本解剖学会総会・全国学術集会 2019.03.27 新潟市
6．渕上菜々子 , 小島龍平 , 時田幸之輔 　ブタ胎仔の腹部消化管の立体配置と腹膜の構成　第 124 回日本解剖学会

総会・全国学術集会 2019.03.27 新潟市
7．緑川沙織 , 時田幸之輔 , 小島龍平 , 相澤幸夫 , 熊木克治 　ヒトおよびブタ胎仔における横突棘筋群と頚神経後枝

の走行の比較　第 124 回日本解剖学会総会・全国学術集会 2019.03.27 新潟市
8．時田幸之輔 　体幹 - 下肢境界領域を肉眼解剖学・比較解剖学から考える　第 39 回肉眼解剖学懇話会　

2019.03.26 新潟市
9．時田幸之輔   解剖学修学の際のレディネスと意欲についてコ・メディカル形態機能学会　第 17 回学術集会　

シンポジウム 2018.09.01 佐賀市
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【総数 9 件】
6-2．獲得研究費

1．澤田豊，大久保雄：ラクロス投球動作時の胸郭運動学的分析と筋活動．2018 年度保健医療学部プロジェクト
研究，180 千円，2018

2．大久保雄，乙戸崇寛，赤坂清和．腹筋群の収縮が胸郭可動性に及ぼす即時効果．2018 年度保健医療学部プロジェ
クト研究，100 千円，2018

3．新井智之 , 藤田博曉 , 丸谷康平 . 地域在住中高年者のロコモティブシンドローム予防システムの構築と効果検証
（文部科学省科学研究費：基盤研究 C）

4．三浦佳代 . 在宅脳卒中者の活動性向上を目的とした行動変容型計画介入の効果検証 .（文部科学省科学研究費：
若手研究）

5．三浦佳代 , 藤田博曉 , 新井智之 , 細井俊希 , 丸谷康平 . 地域在住高齢者の生きがい感向上を目的とした支援事業
方策の検討（平成 30 年度保健医療学部プロジェクト研究）

6．丸谷康平：軽度認知障害に対する汎用性の高いスクリーニングシステムおよび介入方法の構築（平成 30 年度
埼玉医科大学学内グラント研究費）

7．時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究　「肉眼解剖学に基づく霊長類腹鋸筋の機能とその系統発達」
　82000 円

8．時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究　「霊長類下肢の筋構成と支配神経パターン」　34000 円
6-3．受賞

1．新井智之：第 53 回人類動態学会全国大会学会長賞
2．旭竜馬 , 池田智子 , 加茂智彦 , 浅見正人 , 荻原啓文 , 藤田博曉 . 日本予防理学療法学会第 4 回サテライト集会優

秀賞
3．新井智之，藤田博暁，丸谷康平，旭竜馬，森田泰裕，細井俊希，石橋英明．第 4 回日本予防理学療法学会学術

集会長賞
4．関口淳史 , 丸谷康平 , 山田佳子 , 高石真二郎 , 丸木秀行 . 第 27 回埼玉県理学療法学会学会奨励賞
6-4．特許，実用新案
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

藤田博曉（集会長）：日本予防理学療法学会第 4 回サテライト集会
藤田博曉 , 新井智之 , 丸谷康平（幹事，事務局）：第 3 回埼玉ロコモ OLS 研究会
時田幸之輔：日本人類学会大会　ヒト・霊・類比較解剖学分科会 胸部体幹筋群と前肢帯

7．自己点検・評価
　教育，研究の両面にわたって充実した 1 年間であったと評価される．特に，国家試験の合格率も 95 以上を達成で
きたことは高く評価できた．来年度は引き続き 90% 以上，できれば 100% を獲得し，県内で最も国家試験合格率の
高い大学であると認識されるように努力を図りたい．また，そのためには教員の質の向上も必要であり，今まで以上
に教育・研究の両面で最先端の情報を収集しさらにスキルアップを図っていきたい．
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1．遺伝子構造機能部門

1．構成員
部門長　黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：教授：教育主任 / 研究副主任：代表指導教員（大学院）：分子生物学 / 内

　　　　　　　　　　　　　　　　　 分泌学：博士
松下明生（MATSUSITA, Akio）：客員講師：分子生物学 / 内分泌学 / 内科学：博士
米田竜馬（YONEDA, Ryoma）：助教：博士
上田奈緒美（UEDA, Naomi）：助手
野口東美（NOGUCHI, Azumi）：ポストドクトラルフェロー：博士
関戸絵美佳（SEKIDO, Emika）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　ゲノム医学研究センター教育主任職も 2 期目となった．本センターの教育活動の責任者として職務を遂行した．
まず，教育点数の集計や全学の教育集会への参加の呼びかけを実施した．また，医学部基礎医学からの要請をうけて，
本センター教員の実習への協力を進めた．本職により，本センターの教育活動を活性化していく．さらに，学生部委
員会の副委員長を拝命して，学生部委員長の補佐という重要な任務を頂いた．
　本年度は埼玉医科大学医学部 1 年生の臨床推論を数名の教員に担当して頂いた．臨床推論は，体験型の少人数グルー
プ学習である．この教科は，医学の基本を学習させることを目的としている．医学生として必須の生物学・医学的基
礎知識の確認と生命現象への興味の喚起と臨床医学への興味の橋渡しを目標にしている．さらに，学生同士での論議
を通じて，異なる意見にどう対応していくかという学習の姿勢を習得する．これらをもって研究マインドを持った良
き臨床医の育成を進めていく．
　今年も選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか - 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」
を担当した．内容は，昨年度に続き山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である．この話を通じて，整形外科の臨
床医だった山中先生が，どのように世界の山中として成功しノーベル賞を獲得するまでに成長したのか，身近な話と
して共感してもらう授業を構築していきたい．実際に，山中先生とも連絡をとり授業の内容に厚みを持たせることに
成功した．
2-2．教育内容（担当者）
　医学部 1 年生対象の臨床推論を本センターの若手教員に担当して頂いた．この講義は，実際の症例をもとに，疾
患の診断を進める学生参加型授業である．1 年生なので，臨床的知識はないに等しいが，実際の症例には強い興味を
示していた．やはり，医学部教育では，なるべく早期に臨床科目に触れさせることが大切と実感された．
　選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか - 医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」を本
年度も担当した．内容は，山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である．この素材から，世界的研究者の話を身近
な存在として感じてもらい，将来の医学研究への関心を高めることを目指した．課外学習プログラムは，本年度の受
講生はなかった．次年度は，各受講者の今後の学習にプラスになるプログラムの開発と指導を目指して頑張りたい．
保健医療学部・臨床検査学科の卒業研究生 1 名を受け入れた．神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症関連変異を
有する RNA 結合タンパク質 TLS の性状を解析した．
2-3．達成度
　教育主任の業務も 2 年目となり，過怠なく遂行できたことは大きな貢献と認識している．教育主任の職務の一環
として，本センターの教員に教養教育と臨床推論の分担を割り当てた．とりわけ，医学部 1 年生の臨床推論は，知
識の習得よりもグループでの意見交換を通じて医学的な推論の技術を習得することが目的である．この科目を担当し
て数年になるが，ここ数年学生の質の向上が顕著である．ほとんどの学生が，論議に積極的に参加する状況が嬉しい
限りである．このような学習環境で，臨床推論では学生に科学的思考の基本を説くことができたのは大きな成果であ
る．学生部副委員長の用務としては，学園祭・越華祭の担当を頂いた．選択必修では，旧知の間柄である山中伸弥教
授の伝記が学生に興味深く受け取られたのは大きな成果と考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
　教育主任職も 2 期目となり，その業務を過怠なく遂行できたことは大きな役割を果たしたと認識している．学生
部副委員長の担当業務は過怠なく勤めることができた．また，すべての学生は少人数学習に興味を喚起したと自負し
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ている．今後の課題は医学的基礎知識を興味深く説明して，臨床医学との関連を明確にしたいと考えている．さらに，
疾患との関連で初学者にも理解しやすい説明を工夫したい．選択必修では，山中教授の講演会に参加して先生の生の
お考えの吸収に努めた．これにより，日本のトップ研究者の息吹を学生たちに伝えたいと期待している．

3．研究
3-1．目的・目標
　真核生物における遺伝子発現制御機構の解明を，大きな目標として研究を進めている．遺伝子発現制御の異常と疾
患との関連を探究している．転写抑制に非コード RNA が重要な役割を果たす実験結果を Nature （454:126-130,2008）
に発表し，RNA 依存性転写制御という新しい遺伝子発現機構を提唱した．これには RNA 結合タンパク質 TLS/FUS の
関与も重要である．ヒトゲノムの 9 割が転写され，その多くは非コード RNA になる事実が明らかになり，この非コー
ド RNA が転写制御を含む多くの生命現象に重要な役割を果たすことも示されてきている．この非コード RNA とヒト
疾患との関連は，今後の主要な研究課題と考えている．最近は，TLS が相分離・相転移の中心的分子であることが判
明し，それとゲノム機能との関連について鋭意研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の構造と機能の解析 （米田）
2）長鎖非コード RNA のエピトランスクリプトーム解析 （米田・黒川）
3）TLS のメチル化による機能制御（上田・黒川）
4）筋萎縮性側索硬化症変異 TLS の解析と発症機構の解明 （上田・米田）
5）TLS 結合性非コード RNA のゲノムレベルでの解析 （米田・上田）
6）Phase separation と RNA 結合タンパク質の機能と関連する疾患の解析（米田・上田）
3-3．研究内容と達成度
　研究部門開設 15 年目を迎え，研究内容も発展してきた．2008 年には念願の Nature 誌に論文が掲載になり，国内
外から大きな注目を集めた．研究プロジェクトも米田のエピトランスクリプトーム解析と崔の TLS のメチル化制御
プロジェクトが着実な進歩を遂げた．TLS のメチル化プロジェクトは JBC 論文として発表された．
3-4．自己評価と次年度計画
　本年度は部門開設 15 年を迎え，Nature 誌に発表した研究の発展を進展させてきた．この研究は，非コード RNA
による転写制御という新たな研究分野の開拓を導くことになる．次は，この研究成果を発展させると共に，臨床応用
を志向したトランスレーショナル研究へと展開していく．さらに，共同研究による大型予算の獲得に挑戦している．
大型予算獲得の過程で，京都大学，静岡大学，東京大学，理化学研究所など国内の主要な研究施設との強固な共同研
究体制が構築され，さらなる発展の基盤が構築されてきたのは心強いところである．2015 年 4 月に創刊した open-
access 学術誌 Biomedical Sciences（旧 RNA and transcription）を，引き続き Editor-in-Chief として運営している．
本学術誌の改名後は，その効果が表れ，投稿論文数も順調に伸びてきた．次の目標はインパクトファクターの取得で
ある．このように国際的な学術活動も積極的に推進していきたい．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　文部科学省審査員　科学研究費助成事業新学術領域研究 研究領域提案型書面審査
　科学研究費基盤 S　書面審査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　黒川理樹：Biomedical Sciences　編集委員長 （Editor-in-Chief），
　Biochemistry （Moscow）　査読員，The Journal of Biochemistry　査読員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　教授の黒川は，学生部副委員長として学生生活管理に参加した．医学部 1 年生のアドバイザーとして学生の生活
等の指導を行った．医学部入試面接委員を務めた．
　一般社団法人日本内分泌学会　評議員
　一般社団法人日本内分泌学会関東甲信越支部　幹事
　認定ＮＰＯ法人　日本ホルモンステーション　評議委員
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Cui,W., Yoneda,R., Ueda,N., and Kurokawa,R. Arginine methylation of translocated in liposarcoma （TLS） inhibits

its binding to long noncoding RNA, abrogating TLS-mediated repression of CBP/p300 activity. Journal of
Biological Chemistry 293:10937-10948（2018）  

② Kurokawa,R., Komiya,R., Oyoshi,T., Matsuno,Y., Tani,H., Katahira,M., Hitachi,K., Iwashita,Y., Yamashita,T.,
Kondo,K., Yoneda,R., Yamaoki,Y., Ueda,N., Mashima,T., Kobayashi,N., Nagata,T., Kiyoishi,A., Miyake,M., Kano,F.,
Murata,M., Hamad,N., Sasaki,K., Shoji,N. Multiplicity in Long Noncoding RNA in Living Cells. Biomedical Sciences
4（2）:18-23（2018）

③ Ueda,N., Kurokawa,R. Affinity Profiles Categorize RNA-Binding Proteins into Distinctive Groups. Biomedical
Sciences 4（3）:24-31（2018）

④ 黒川理樹 タンパク質の相分離が長期記憶を形成する分子機構 実験医学 36：2364-2366（2018）
⑤ 黒川理樹 Conference&Workshop 開催しました No.3 創設者の想いを継いで，ゲノム医学の未来を拓く 実験医学

37：122-125（2019）
⑥ 黒川理樹 相分離が細胞核の変動を感知してゲノムを再構成する核質の凝縮が遺伝子制御の原動力となる 実験医

学 37：547-549（2019）
［学会発表 / 講演］
⑦ 黒川理樹：第 41 回日本分子生物学会年会ワークショップ主催「新たな機能が明らかになる RNA 結合タンパ

ク質の生物学 - 原子・分子レベルの解析から神経機能と臨床応用まで -The Biology of RNA-Binding Proteins
with Emerging Topics-Analysis at atomic and molecular levels, neurobiology and therapeutics-」 神奈川県横浜市

（2018/11/28）
⑧ 黒川理樹：第 1 回埼玉医科大学研究ブランディングシンポジウム「腫瘍増殖を制御する長鎖非コード RNA の作

用機構と核酸医薬への応用」埼玉県日高市（2018/9/8）
⑨ KUROKAWA, Riki: Keystone Symposia「Arginine methylation of RNA binding protein TLS inhibits binding to

long noncoding RNA, repressing the histone acetyltransferase activity. 」 Whistler, British Columbia, Canada
（2019/2/26）

【総数：論文  6 件，学会発表　2 件，講演 　1 件】
6-2．獲得研究費

黒川 理樹 （代表）文部科学省 科学研究費 基盤研究（C）「アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA 結合の抑
制と生理的意義の解明」配分額：140 万円

黒川理樹（代表）学内グラント「アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA のグローバルな制御機構の解明」
20 万円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案

特許
名称：抗 TLS モノクローナル抗体及びその製造方法，ハイブリドーマ及びその製造方法，並びに抗 TLS モノクロー

ナル抗体含有組成物
　発明者：黒川　理樹，藤本　健太
　権利者：埼玉医科大学
　種類：特許
　特許番号：特許第 6321921 号
　登録日：2018 年 4 月 13 日
　出願番号：特願 2013-099962
　出願年月日：2013 年 5 月 10 日
　国内外の別： 国内
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

①第 2 回長鎖非コード RNA 勉強会（2018/5/24）
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　②ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会 （2019/1/22）
DOHaD 学説におけるエピゲノム記憶と DNA メチル化の機能的意義
橋本貢士（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　メタボ先制医療講座）

7．自己点検・評価
　早いもので遺伝子構造機能部門も開設から 15 年目を迎えた．これまでに部門員全員の協力により，少人数にも
関わらず，世界的評価の高い Nature 誌に論文を発表することができた．教育活動，学生の生活指導や学内委員会活
動共に，積極的に取り組み，本学に着実な貢献をなしてきた．部門長黒川は，オープンアクセス学術誌 Biomedical 
Sciences を自ら立ち上げて，Editor-in-Chief として学術誌の運営を進めている．このように常に新たな課題に取り組
んでいる．
　今後の目標は，教育活動としては本センターの教育主任および学生部副委員長の職責を全うし，センターとしての
全学の教育活動への貢献を発展させていきたい．学術・研究活動としては，非コード RNA の生物学・医学的意義を
追究し，ヒトゲノムの構造と機能の本質を解明していく．この成果は現代医学の基本原理となりうるものである．さ
らに，この研究成果を臨床医学に応用し，国民医療，さらには日本国の経済成長にも貢献していきたい．これらの成
果を踏まえて，本学の教育・研究の向上に実質的な貢献をしていきたい．
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ゲノム医学研究センター

2．遺伝子情報制御部門

1．構成員
部門長　井上　聡（INOUE, Satoshi）：客員教授：指導教員（大学院）：内分泌代謝学・老年病学・ゲノム医学：博士
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：教授：研究副主任・教育員：代表指導教員（大学院）：ゲノム医学・分子生物学・

内分泌学・眼科学：博士
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）：講師：教育副主任・研究員：指導教員（大学院）：分子生物学・内分泌代謝学・腫

瘍学：博士
佐藤　航（SATO, Wataru）：助手
柴　祥子（SHIBA, Sachiko）: 特任研究員：博士
水戸部悠一（MITOBE, Yuichi）: リサーチフェロー：博士
飯野　薫（IINO, Kaori）：大学院生（博士課程）：ゲノム医学
北山沙知（KITAYAMA, Sachi）: 大学院生（博士課程）：外科学（がんプロ）
細川雅矢（HOSOKAWA, Masaya）: 大学院生（修士課程）
長澤さや（NAGAI, Saki）：特別研究学生
滑川剛史（NAMEKAWA, Takeshi）：特別研究学生
鎌田修平（KAMADA, Shuhei）：特別研究学生
楊　久榮（YANG, Chiu Jung）：特別研究学生
鈴木友子（SUZUKI, Tomoko）：研究補助員
寺本亜矢子（TERAMOTO, Ayako）：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標

当部門における教育の目標は，がんや老化・加齢疾患におけるステロイドホルモン受容体の応答遺伝子ネットワー
クや転写制御機構についての基礎的な知識を通して，生体のしくみを理解してもらい，基礎医学研究のおもしろさを
体感する機会を提供することであり，疾患・病態に対する分子レベルでの診断，治療，創薬の臨床応用を図ることで
ある．大学院生やポストドクター，医学部・保健医療学部の学生を積極的に受け入れ，日本の医学・科学の発展に貢
献できる内容の研究を目指すとともに，世界的な研究レベルに到達できる人材の育成を目標としたい．
2-2．教育内容

医学部生への指導については，池田は臨床推論と 1 年生のアドバイザーを担当した．保健医療学部学生の研究体
験指導は池田が中心で行い，佐藤が指導のサポートを行った．大学院教育に関しては，井上が研究の方向性について
の提言を行い，堀江と池田が中心となって研究指導を行った．課外学習プログラムでは，大学院生，学生を受け入れ，
ステロイドホルモンの作用に関して実験を通じて学習を行なった．堀江は博士課程運営委員会，医学研究科委員会，
卒後教育委員会，入試実施委員会，国際交流センター委員会等の委員として活動し，学位審査主査も担当した．また「が
ん専門医療人材（がんプロフェッショナル）養成プラン関東がん専門医療人養成拠点事業」における埼玉医科大学の
がんゲノムを担当した．池田は病原微生物等管理委員としての業務も担当した．
2-3．達成度

医学部学生の講義を通して，臨床医学における基礎的知識を習得させ，臨床医学における基礎医学の重要性への理
解を深めることができた．保健医療学部学生に対しては，生化学・ゲノム医学の知識および研究手法を体験してもらい，
興味を持って取り組むことができた．大学院学生，特別研究学生に関しても，懇切に研究指導等を行い，学会・研究
会における発表や学位取得を実現した．特に，博士課程大学院生の学会での受賞，修士課程大学院生の学位取得を可
能とした．学位審査にあたっては，申請者の将来的な研究活動にプラスすると考えられる的確な質問を行い，公正な
審査を心がけた．
2-4．自己評価と次年度計画

講義では基礎的な知識の習得に重点を置きつつも医学的観点からも内容の理解を深めることができ，試験に関して
は基礎的知識の確認と応用を問う問題を作製できたと評価している．課外学習プログラムにおいては，実際に生化学
実験や細胞培養を行ってもらい，体験を通して医学研究への興味を覚えてもらうことができた．今後も研究体験・卒
業研究の学生を積極的に受入れ，さらに修士・博士を目指す学生の育成をしていきたい．当部門では，本学大学院生，
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および他研究機関から複数の大学院生が特別研究学生として研究教育を man to man で受けており，基礎研究・トラ
ンスレーショナル研究についての研鑽と学位取得を目標としている．年間を通じて週 1 回，一流医学・科学雑誌を
中心とした輪読会を開催し，大学院生およびポストドクターらの読解力・データ分析力を向上させる取り込みを行っ
ている．日常の研究指導に加えて，定期的に研究内容を部門内でプレゼンテーションする発表の機会を設けることに
より，大学院生・ポストドクターが国内外の学会や Peer Review の科学雑誌において発表できるレベルに到達しつつ
あると評価している．当部門のポストドクターとして研究を行った複数名が，現在，他大学で助教・講師の教職に就
いており，また博士号取得後に海外へ留学した大学院生もおり，当部門が若手研究者のキャリアパスに貢献している
と評価している．

3．研究
3-1．目的・目標
　当部門では，遺伝子情報制御メカニズムに関して，性ホルモン作用と関連する転写制御および代謝経路の解明を目
指し，基礎・トランスレーショナル研究を進めている．特に性ホルモンに関わりが深い乳がん・子宮がん・卵巣がん
等の女性のがん，前立腺がんや膀胱がんなどの泌尿器がんにおける性ホルモン受容体標的因子を中心とした新規分子
標的の同定と機能解明，骨粗鬆症や加齢疾患における性ホルモンの作用メカニズムの解明を主要なテーマとしている．
ゲノム医学，分子生物学，生化学，病理組織学等を応用して，ハイスループットシーケンサー解析に基づく各種がん
における統合的な遺伝子制御ネットワークの解析と核酸創薬への応用，遺伝子改変・編集技術を応用した疾患動物モ
デルと遺伝子治療モデルの開発と応用に力を注いでいる．生体におけるがんを再現する実験モデルとして，臨床がん
組織から得られるがん細胞を 3 次元培養条件で増殖させる「患者由来がん細胞」とそのがん細胞から由来する「が
ん異種移植モデル」の確立に成功しており，各種がんの病型を反映するがん細胞の作製を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1）性ホルモン依存性がん・泌尿器がんの新しい予防・診断・治療法の開発（池田，佐藤，水戸部，飯野，長澤，滑川，
鎌田，北山，楊，堀江，井上）

2） がん特異的非コード RNA と RNA 結合蛋白質によるがん進展メカニズムの解明（池田，水戸部，飯野，堀江，井上）
3） がんと筋骨格系における代謝経路の解析（池田，柴，堀江，井上）
4） 遺伝子改変動物を用いた性ホルモン・ビタミンシグナルの in vivo 解析（池田，柴，堀江，井上）
5） 筋・骨格系における核内受容体・転写因子・応答遺伝子の機能の解明（池田，柴，楊，堀江，井上）
6） ゲノム解析による加齢疾患関連遺伝子の探索（堀江，井上）
3-3．研究内容と達成度
　平成 30 年度は性ホルモンの生理的作用ならびに疾患・がんにおける作用機序の解明と臨床応用可能な新たな分子
標的の開発をめざし，エストロゲン・アンドロゲン受容体等の性ホルモン受容体とその標的因子と関連転写因子の
作用を中心に研究を行った．性ホルモン受容体シグナルと関連するマイクロ RNA や長鎖非コード RNA 等の非コード
RNA の機能解析も進めており，RNA 結合蛋白質を介するエピゲノム制御によるがん病態ならびに治療抵抗性獲得メ
カニズムの解明にも力を注いた．がん研究については，乳腺外科・婦人科腫瘍科・泌尿器科をはじめとする学内外の
臨床教室との共同研究にて各種の病型のがん組織から細胞を採取し，三次元培養法にて長期に「がん起始細胞」を培
養し，この細胞を用いて免疫不全マウスに異種移植腫瘍を形成する実臨床に近似したがんモデル系の構築に成功した．
これらのがんモデル系を用いて，難治性がん病態メカニズムの解明，新規予防・診断・治療法の開発に取り組むこと
ができた．各種のがん治療に有効な核酸創薬の開発を目指し，知財獲得に向けた解析を進めた．遺伝子改変マウスを
用いた遺伝子機能解析については，エストロゲン受容体標的因子等の機能解析を行っており，筋骨格系や生殖器系に
おけるこれら遺伝子の機能解析を進めた．がん細胞および筋骨格系，脳神経系におけるエネルギー代謝経路に注目し，
ミトコンドリアにおけるエネルギー産生と疾患・病態との関係について解析を進めることができた．
3-4．自己評価と次年度計画
　性ホルモン受容体に関連する転写制御ネットワークの解析として，特に受容体下流標的遺伝子の探索とその機能解
析，受容体関連の転写因子と非コード RNA の機能解析を体系的に進めている．培養細胞モデル，遺伝子改変動物を
用いた疾患モデルの両方面から，がん・加齢疾患を主体としたステロイドシグナルネットワークの役割を明らかにす
る研究を多角的に展開しており，引き続きこの分野における国内外の高い評価を得ている．本研究により，ホルモン
依存性がんや筋骨系の疾患・病態，ならびに肥満・メタボリックシンドロームなどの生活習慣病における新たな診断・
治療における分子標的の確立となりえる発展性が期待できる．特に，がんの核酸創薬の開発は，次世代の新たな治療
法として注目されており，知的財産の確保を行いつつ，臨床応用への展開を目指していく．トランスレーショナルリ
サーチについては，日本人に多い病型の加齢性疾患の関連遺伝子の探索を進めており，今後，さらに次世代シーケン
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ス解析を導入して，新しい診断・治療法の開発への応用を目指していく．いずれのテーマも，臨床応用に至るトラン
スレーショナル研究にも繋がるよう研究を推進している．
　令和元年度においては，特にホルモン依存性がんの病態の進行にかかわる非コード RNA と RNA 結合タンパクの機
能に注目し，診断・治療の標的分子として臨床応用されることを目指す．乳がん，前立腺がんに加え，子宮内膜がん・
卵巣がん，尿路上皮がん・腎細胞がん・精巣がん等の泌尿器がんの臨床検体における遺伝子発現にも注目し，次世代
シーケンス解析により新規の標的遺伝子の同定と機能解析を進めていく．筋骨格系研究においては，組織特異的遺伝
子改変マウスと遺伝子過剰発現細胞系を用いて機能解析を進めていく．がんおよび筋骨格系を中心に，ミトコンドリ
アにおけるエネルギー代謝の解析を進め，疾患・病態におけるエネルギー代謝の役割について明らかにしていく．ト
ランスレーショナル研究においては，次世代シーケンサーを用いた遺伝子変異解析を進め，加齢疾患の病態進展にか
かわる遺伝子変異の同定を行っていく．各プロジェクトにおいて，知的財産の確保を目指す．

4．診療
　該当なし 

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

井上　聡：日本骨代謝学会 Journal of Bone Mineral Metabolism，日本抗加齢医学会 Journal of Anti-Aging 　　　
　　　Medicine，World Journal of Biological Chemistry，World Journal of Diabetes: Editorial Board，Open 　
　　　Bone Journal: Regional Editor

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務　
井上　聡：日本老年医学会評議員，日本癌学会評議員，日本内分泌学会代議員，日本骨代謝学会評議員，日本抗加

　　　　齢医学会評議員，日本骨粗鬆症学会評議員，日本ステロイドホルモン学会評議員，日本未病システム学
　　　　会評議員，日本性差医学・医療学会評議員，日本生殖内分泌学会評議員，脳心血管抗加齢研究会評議員，
　　　　オミックス医療学会理事，日本アンドロロジー学会理事，ホルモンと癌研究会理事，山口内分泌疾患研
　　　　究振興財団審査委員，金原一郎記念医学医療振興財団選考委員，がん三次元培養研究会常任幹事

堀江公仁子：日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員，日本抗加齢医学会評議員，日本内分泌学会評議員，　
　　　　　がん三次元培養研究会幹事

池田和博：日本ステロイドホルモン学会評議員，日本アンドロロジー学会評議員，がん三次元培養研究会監事

6．業績
6-1．論文・学会発表

① Sato W, Ikeda K, Urano T, Abe Y, Nakasato N, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S. Efp promotes in vitro and in 
vivo growth of endometrial cancer cells along with the activation of nuclear factor-κB signaling. PLoS One 
13:e0208351,（2018）.

② Takayama KI, Suzuki T, Fujimura T, Takahashi S, Inoue S. COBLL1 modulates cell morphology and facilitates 
androgen receptor genomic binding in advanced prostate cancer. Proc Natl Acad Sci U S A 115:4975-4980,

（2018）.
③ Mitobe Y, Takayama KI, Horie-Inoue K, Inoue S. Prostate cancer-associated lncRNAs. Cancer Lett. 2018 Apr 

1;418:159-166.
④ Nagano H, Hashimoto N, Nakayama A, Suzuki S, Miyabayashi Y, Yamato A, Higuchi S,  Fujimoto M, Sakuma I, 

Beppu M, Yokoyama M, Suzuki Y, Sugano S, Ikeda K, Tatsuno I, Manabe I, Yokote K, Inoue S, Tanaka T: p53-
Inducible DPYSL4 associates with mitochondrial supercomplexes and regulates energy metabolism in adipocytes 
and cancer cells. Proc Natl Acad Sci U S A 115（33）:8370-8375,2018 Aug 14. 

⑤ Nagai S, Ikeda K, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S. Estrogen signaling increases nuclear receptor subfamily 
4 group A member 1 expression and energy production in skeletal muscle cells. Endocr J. 2018 Dec 28;65

（12）:1209-1218.
⑥ Nakazawa H, Ikeda K, Shinozaki S, Yasuhara S, Yu YM, Martyn JAJ, Tompkins RG, Yorozu T, Inoue S, Kaneki 

M. Coenzyme Q10 protects against burn-induced mitochondrial dysfunction and impaired insulin signaling in 
mouse skeletal muscle. FEBS Open Bio. 2019 Jan 19;9（2）:348-363.
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⑦ Namekawa T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Inoue S. Application of Prostate Cancer　Models for Preclinical Study: 
Advantages and Limitations of Cell Lines,Patient-Derived Xenografts, and Three-Dimensional Culture of Patient-
DerivedCells. Cells. 2019 Jan 20;8（1）. pii: E74.

⑧井上　聡：[ 特別講演 ] 前立腺がんにおけるホルモン応答と治療抵抗性獲得のメカニズム（2018.6.29-30） 第 19
回ホルモンと癌研究会 東北大学医学部　艮陵会館 （宮城県仙台市）

⑨井上　聡：[ シンポジウム ] 先端技術が解き明かす ミトコンドリアワールドの新展開： Roles of mitochondrial 
respiratory supercomplexes in vivo（ミトコンドリア呼吸鎖超複合体の生体機能）第 91 回日本生化学会大会 

（2018.9.24-26） 国立京都国際会館（京都府京都市）
⑩池田和博，堀江公仁子，井上　聡 : [ ワークショップ ] 子宮内膜がんにおけるミトコドリア呼吸鎖超複合体の役

割と患者由来三次元培養モデルを用いた解析 . 第 41 回日本分子生物学会年会，パシフィコ横浜（神奈川県横浜
市），2018.11.28.

6-2．獲得研究費　
　堀江公仁子（代表）

科学研究費助成事業　基盤研究（B）「患者由来乳がん細胞・移植腫瘍におけるエストロゲン作用ネットワーク
の解明と臨床応用」配分額：481 万円（内，間接経費 111 万円）

　池田和博（分担）
日本医療研究開発機構　革新的がん医療実用化研究事業「女性難治がんの PDX モデルを用いたがん微小環境を
標的とした革新的診断治療法の構築」配分額：11,159,890 円（内，間接経費 1,859,981 円）

　池田和博（分担）
日本医療研究開発機構　次世代がん医療創生研究事業「がん関連 RNA 結合タンパク質複合体を標的とした革新
的治療法の開発」配分額：2,650,000 円（内，間接経費 611,538 円）

　池田和博（代表）
学内グラント「患者由来がん培養・移植に基づくミトコンドリア代謝を介する腫瘍増殖メカニズムの解明」配分
額：50 万円

　佐藤　航（代表）
科学研究費補助金　若手研究（B）「エストロゲン応答遺伝子による女性がん増悪メカニズムの解明と分子標的
治療への応用」配分額：143 万円（内，間接経費 33 万円）

　水戸部一（代表）
科学研究費補助金　若手研究（B）「難治性婦人科がん特異的非コード RNA および結合因子複合体の作用機構解
明と臨床応」配分額：221 万円（内，間接経費 51 万円）

　水戸部悠一（代表）
特別研究員奨励費「ホルモン応答性長鎖非コード RNA 複合体によるがん増殖メカニズムの解明とその応用」配
分額：130 万円（内，間接経費 30 万円）

　柴　祥子（代表）
科学研究費補助金　若手研究（B）「エストロゲン応答性ミトコンドリア超複合体形成因・による糖・脂質・・
制御機構の解明」配分額：117 万円（内，間接経費 27 万円）

6-3．受賞
1．池田和博 [ 日本ステロイドホルモン学会研究奨励賞受賞 ] ステロイドホルモン標的遺伝子のがんおよび生体に

おける作用機構の解明と臨床応用 に関する研究（2018.11.17） 第 26 回日本ステロイドホルモン学会学術総会
　幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市）

2．[ 第 26 回日本ステロイドホルモン学会学術集会 優秀演題賞 ] 柴 祥子，池田和博，鈴木 貴，新谷大輔，岡本康司，
堀江公仁子，長谷川幸清，井上 聡：子宮内膜がん由来三次元培養細胞における女性ホルモン受容体の発現と増
殖制御 .（千葉県千葉市），2018 年 11 月 17 日 .

3．[ 日本臨床腫瘍薬学会学術集会 2019 初心者優秀演題賞 ] 飯野 薫，水戸部悠一，川端英孝，鈴木 貴，池田和博，
堀江公仁子，井上 聡：RNA 結合タンパク質 NONO の乳がんにおける役割の解析 .（北海道札幌市）2019 年 3
月 23 日 .

6-4．特許，実用新案
発明の名称：「二本鎖核酸分子，ＤＮＡ，ベクター，がん細胞増殖抑制剤，医薬，及び SPON1-TRIM29 融合遺伝

　　　　　子の利用」，出願番号　特願 2018-094774，出願日：2018 年 5 月 16 日，発明者：井上　聡，　　
　　　　　池田和博，堀江公仁子，長澤さや，長谷川幸清　出願人：学校法人埼玉医科大学
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．第 2 回がん三次元培養研究会「がん三次元培養の臨床応用へのロードマップ」

2018 年 11 月 27 日 . 国立がん研究センター研究所（国立がん研究センター，金沢大学，東京都健康長寿医療セ
ンターとの共同開催）

2．卒後教育委員会後援学術集会　Luminita Paraoan 教授 （リバプール大学） 
「ぶどう膜メラノーマにおける p53 アポトーシスエフェクターとしての PERP の役割とその分子メカニズム」
2018 年 10 月 2 日 .　埼玉医科大学毛呂山キャンパス本部棟

3．卒後教育委員会後援学術集会　Sarki A. Abdulkadir 教授 （米国ノースウエスタン大学フェインバーグ医学校） 「が
ん治療に向けた新しい小分子 MYC 阻害薬」2018 年 11 月 26 日 .　埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

7．自己点検・評価
　教育面では，医学部学生に対して，学習内容の理解とともに，自ら学ぶ姿勢を持って医学学習に取り組んでもらう
ことができたと評価している．保健医療学部学生の研究体験では，実験を通して医学研究に触れ，理解を深めること
ができた．また複数の大学院生・特別研究学生の演習・実習を担当し，直接的個別指導に精力を注いでおり，学位取
得に向けての研究指導を行った．今後も，学部学生ならびに大学院生に対して，自主的学習，教育，研究の場を積極
的に提供していきたい．
　研究面では，近年，がん研究分野で注目されている患者由来がん細胞 3 次元培養系・異種移植モデルの確立に取組み，
ホルモン依存性がんと泌尿器がんについて実臨床に近似したがんモデル系の樹立に成功した．患者由来がんモデルの
方法論とその活用により得られた知見については，当部門および国立がん研究センター・金沢大学等の関連研究機関
が共同して運営を進めている「がん三次元培養研究会」において発表を行い，国内外の関係研究者との活発な議論と
交流を進めている．これらのがんモデル系を活用して，各種がんにおける遺伝子発現と転写制御機構の解明を目指し
ている．特に，従来から当部門が取り組んでいるエストロゲン受容体，アンドロゲン受容体を中心とした核内受容体
の研究については，転写調節ネットワークの解明と核内受容体の標的遺伝子の同定とその機能の解析を進めている．
ホルモン応答性メカニズムとともに，ホルモン治療抵抗性のメカニズムについての解析を進め，非コード RNA を介
するエピゲノム作用等の様々な新しい知見を得ており，国内外における学会・論文発表と知財確保を進めている．さ
らに，これらの解析から明らかになったステロイド応答遺伝子を標的とするがんの核酸創薬の開発について進めて
いる．ビタミン K シグナル関連因子の骨格系・生殖系やエストロゲンの筋骨格系における機能の解析を進めており，
加齢性疾患については疾患関連遺伝子の解析を行っており，新しい診断・治療法の開発への応用が期待される．基礎
医学研究，トランスレーショナル研究を進め，臨床医学への応用を目標に，国内外において注目され，知財化を目指
した研究成果をあげていきたい．



ゲノム医学研究センター

896

3．発生・分化・再生部門

1．構成員
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：部門長：教授：研究主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：幹細胞：博士
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）: 助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞：博士
鈴木　歩 （SUZUKI, Ayumu）：助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞，生殖細胞：博士
浅賀正充（ASAKA, Masamitsu）：助手：博士
浦西洸介 （URNISHI, Kousuke） : ポストドクトラルフェロー：博士
北村友佳 （KITAMURA, Yuka） : 大学院博士課程学生
毛須ルミ子（MOSU, Rumiko）：研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　当部門の教育の目標については，医学部学生に対しては，将来，彼ら彼女らが臨床医になることを前提に，基礎研
究の重要性が分かっている臨床医になっていただくことに重きをおいて教育することであり，具体的には，選択必修
科目の一つである「研究室紹介」において，できる限り研究の面白さ・重要性を伝える，課外学習プロでは，実験手
技を教えると同時に，研究では，既存のデータを基に一つの仮説を立て，新たな実験を行い，その実験から得られる
データから，仮説が正しいか，もしくは間違っているかについて判断するという一連のプロセスを体験していただく．
その他，学生実習にも積極的に参加させていただくことも当部門の方針の一つとして決めている．また，現状ではあ
まりできてはいないが，系統講義についてもできる限りその機会を求めて行きたいと考えている．
　大学院生に対する教育としては，例年，奥田は，大学院博士課程の授業の一つである「最新医学」中の 1 コマを
担当させていただいており，その授業では，iPS 細胞について講義させていただいている．その授業では，iPS 細胞
研究についての知識を大学院生に知っていただくということよりも，iPS 細胞が，山中先生のどのような柔軟なアイ
デアによって生み出されたものであるかを知っていただくことに重きをおいて授業しており，そのことが，大学院生
が自身の研究を進める上で役立てばという考えで授業している．なお，当該年度，十数年ぶりに，当部門に，奥田が
代表指導教官として研究を指導する大学院学生が在籍することになったが，今までの長年の研究履歴をフル活用し，
その学生が世界に通ずる研究者になるよう，研究指導だけではなくて，プレゼンテーション能力等，研究者にとって
重要なあらゆる能力の向上に向けてサポートしたいと考えている．
2-2．教育内容（奥田，平崎，鈴木，浅賀）
　当部門が担当している学部学生に対する授業は，1 つは，平成 26 年度から始まった医学部 1 年生及び 2 年生を対
象とした「研究室紹介」（選択必修科目）の授業は担当している．私たちの部門では，部門発足以来，ES 細胞につい
て精力的に研究を継続しており，加えて，2014 年頃からは，生殖細胞における減数分裂の開始機構の解明にも力を
注いで研究を行っており，それ故，本研究室紹介の授業では，その両方の研究の過去，現在，未来，および私たちが
考える当該研究の社会的意義について発表させていただいている．本授業では，聴講してくれる学生に，将来，研
究を専門とする研究者になっていただくことを期待して授業を行うというよりも，臨床医であっても研究マインド
をもった臨床医になることがいかに重要なことであるかを理解していただくことに重きをおいて授業を行ったつもり
である．課外学習プログラムでは，夏期において応募してくれた学生はいなかったが，春季に医学部学生から 1 人，
参加の要望があり，減数分裂開始前後における遺伝子発現の違いについて具体的に体験していただいた．その他，助
教である平崎及び鈴木の両方は，医学部一年生の生化学実習に参加した．加えて，平崎は，医学二年生の生理学実習
にも参加した．
　卒後教育としては，奥田は，長年，15 コマからなる大学院博士課程の授業の一つである「最新医学」という大き
な枠組みの中の 1 コマを担当させていただいており，その授業では，iPS 細胞についての研究について紹介させてい
ただいている．iPS 細胞の基礎についての基礎研究から臨床応用に至るまで，様々な角度から iPS 細胞研究について
紹介させていただいている．iPS 細胞分野における研究の発展の速度は目覚ましく，また，治験段階ではあるが，iPS
細胞由来の分化細胞の移植による治療が始まっており，授業では，そういった iPS 細胞についての新知見であるとか，
社会的なニュースの情報についての最新情報も含め授業に臨んでいる．
2-3．達成度
　教育として当部門が平成 30 年度において予定していた予定は滞りなく達成することができたと考えている．その
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他，当該年度，10 数年ぶりに，1 人，博士課程の大学院生が当部門に所属することになり，減数分裂関連の研究を行っ
てもらうことにしたが，本人の頑張りもあり，既にいくつか新知見を見出すなど，順調に大学院の最初の 1 年間を
過ごさせることができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学部 1・2 年生に対する［研究室紹介」および大学院博士課程の学生に対する講義につぃては，既に数年間，毎
年担当しているので，年々洗練された内容で授業ができていると考えている．課外学習プロについては，昨年までは
多能性幹細胞特異的な遺伝子発現に関係する実験を行っていたが，今年度は減数分裂関連の遺伝子発現調節を題材と
したものに変えた．行う実験の手法は，ほとんど同じであるが，医学部学生には，多能性幹細胞というよりも減数分
裂という単語の方が馴染みがあり，実験内容について理解しやすかったようなので，来年度においても課外学習プロ
グラムとしては減数分裂についての課題を提案したいと考えている．また，当該年度より，平崎，鈴木の 2 人の助教は，
医学部学生の生化学及び生理学の学生実習に参加しているが，そのことは，学生の課外学習プログラムへのリクルー
トを促進するなど，様々なメリットがあるようで，それ故，当部門としては来年度以降も積極的に参加したいと考え
ている．平成 30 年度より当部門に在籍することになった大学院博士課程学生の教育について，初年度は予想以上に
順調に研究を発展させることができたと考えているが，来年度以降，当該学生が更に研究を発展できるよう，研究室
全体でサポートしたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
　ES 細胞は，外・中・内胚葉系の細胞及び生殖細胞といった，体を構成するすべての細胞へと分化する潜在能力と，
その潜在能力を維持したまま無限に自己増殖できる能力を持った細胞であるが，当部門では，2001 年の発足以来，
これら ES 細胞が持つ特筆すべき性質を規定している分子メカニズムを解明し，その研究成果を ES 細胞，もしくは
iPS 細胞を用いた細胞移植治療・再生医療に活用することを目指して研究を行っている．なお，私たちは，2016 年，
がん原遺伝子産物であり転写因子でもある c-MYC の ES 細胞における役割を明らかにすることを目的とした研究を
行っている過程で，ES 細胞が，生殖細胞ではないにも関わらず減数分裂を開始する潜在能力を有することを見出し，
論文として発表した．本発見は，c-MYC が転写因子として機能する上で必須なパートナー因子としてクローニング
された MAX タンパク質をコードする遺伝子のホモ欠失を行ったことがきっかけであった．事実，私たちは，Max 遺
伝子ホモ欠失 ES 細胞を作製することにより，生殖細胞ではない ES 細胞が異所的に減数分裂を起こす潜在能力を有し，
MAX タンパク質が，ES 細胞における異所的な減数分裂が起こらないように抑制していることを見出した．さらには，
MAX 依存的な減数分裂抑制活性は，生殖細胞でも生理的に発揮されており，生殖細胞は，MAX タンパク質の量を減
らすことで減数分裂を開始していることを明らかにした．このような経緯故に，現在では，当部門では，減数分裂研
究について，ES 細胞研究と同等，もしくはそれ以上のエフォートを注いで研究を遂行している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

1．ES 細胞の未分化性維持における c-Myc 転写因子の役割
2．Mbd3 による ES 細胞の分化多能性維持機構の解明
3．未分化 ES 細胞特異的転写補助因子 UTF1 の生物学的な役割 
4．Max タンパク質の体細胞分裂からの減数分裂への切り替え調節因子としての役割
5．体細胞分裂からの減数分裂への切り替えにおける Mga バリアントの役割
3-3．研究内容と達成度
　c-Myc 依存的な ES 細胞の未分化性維持機構については，10 年以上の年月の間，継続して行っている研究であり，
当部門における最もメインな研究テーマではあるが，最近，進捗があまり見られない研究プロジェクトでもある．但
し，MAX と相互作用していない c-MYC タンパク質が，全く機能を持たないのではなくて，転写因子としての機能は
持たないものの，アポトーシスを誘導するという活性は有していることを見出し，来年度以降の進捗が期待できる状
況にはある．研究項目 2 の Mbd3 についての研究では，ES 細胞の多分化能維持にとって必要な Mbd3 タンパク質の
中でのドメインは，いわゆる MBD ドメインではなくて，カルボキシル末端側にある Coiled-Coil ドメインであり，そ
のドメインは，PRC2 複合体のリクルートを介して ES 細胞における多分化能維持に関わっていることを明らかにし，
英文雑誌 STEM CELLS に当該年度 9 月に発表した．なお，本論文は，当部門で初めて発表した ChIP- シーケンスと
いう，次世代シーケンスからのデータを含む発表論文である．研究項目 3 については，Yap の腫瘍化促進活性とい
う，UTF1 研究から少し離れた研究テーマへの変わってしまったが，Yap タンパク質が，Ras などのがん原遺伝子産
物とは違って，不死化している細胞はもちろんのこと，不死化していない正常細胞であっても Yap 単独で腫瘍化さ
せることができるという，がんの研究において極めて新規でありインパクトの大きい研究に発展しつつあるので，少
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なくとも本研究を一つのメジャーな論文発表でもって完結させたいと考えている．研究項目 4 については，Max コ
ンディショナルノックアウト及び Max 過剰発現トランスジェーニックマウスを用いた解析を中心に精力的に研究を
進めており，今までに得られた成果としては，本来胎生期では減数分裂を起こさない雄のマウスの生殖細胞が Max
遺伝子の欠失により減数分裂を開始することを見出した．従って，今までは ES 細胞における異所的な減数分裂とい
う生理的な現象ではない実験系を用いた解析であったが，この研究結果により，本来の生殖細胞における減数分裂の
開始についての制御についても，MAX 依存的な減数分裂抑制活性のコントロールにより制御されているという確固
たる証拠を得たと考えている．研究項目 5 については，Mga 遺伝子からのバリアントについての研究である．私た
ちは既に MAX 依存的な減数分裂の抑制には c-MYC は直接的には関わっておらず，非典型的 PRC1 複合体と称され
る PRC1.6 の中のサブユニットとしての活性であることを明らかにしているが，MGA は，その PRC1.6 複合体の中の
MAX タンパク質のパートナー因子である．私たちは，その Mga 遺伝子から，MGA バリアントが選択的スプライシ
ングにより精巣特異的に作られることを見出した．本研究はその Mga バリアントについての研究である．この Mga
バリアントは，野生型の MGA とは異なる MAX とは相互作用することができないことが想定されるが，現在，その
Mga バリアントが PRC1.6 複合体の形成に対してドミナントネガティブ体として働く可能性を検討すると同時に，こ
の精巣特異的な Mga バリアントの産生のメカニズムを探っている．
3-4．自己評価と次年度計画
　当部門は 2001 年の部門の発足以来，継続的に ES 細胞研究を遂行し，着実に研究成果を積み上げることができて
きたと考えている．また，c-MYC についての研究の過程で作製した Max ホモ欠失 ES 細胞を解析する過程で，MAX
が減数分裂に対する強力な抑制因子であるという発見に至った．この研究成果は，私たちは，当初，全く想定してい
なかったものであったが，将来の生殖医療に貢献することを大いに期待させるものであると考えため，生殖細胞研究
について十分な実績や知識があるわけではないか，この研究テーマを当部門のメインな研究テーマの一つとして遂行
することを決めた．すなわち，当部門では，現在，ES 細胞研究と生殖細胞の減数分裂についての研究を 2 つの主要
な研究テーマとして活動している．当部門では，これら 2 つのメインテーマのいずれについても世界に通用する基
礎研究を生み出すことを目標として研究を行っている．2018 年において，ES 細胞研究として Mbd3 についての研
究を，幹細胞研究分野では一流雑誌として認知されている STEM CELLS に発表できたが，決してそれに満足してい
るわけではなくて，それほど遠くない先には，2011 年に発表した CELL STEM CELL と同等，もしくはそれ以上にイ
ンパクトのある論文を発表したいと考えている．減数分裂の研究についても，2016 年に Nature Communications に
論文を発表して以来，インパクトのある論文は発表できていないが，Max コンディショナルノックアウトマウスを
用いた研究であるとか，Mga バリアントについての研究など，ゆっくりではあるが確実に研究を進展させることが
できているので，2016 年の第一報の論文を超える論文を，やはり，それほど遠くない将来において発表したいと考
えている．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

日本学術振興会 卓越大学院プログラムにおける審査意見書作成：平成 30 年 6 月 1 日～ 7 月 31 日
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

EMBO Reports 論文査読　2018 年 6 月
Journal of Biological Chemistry 論文査読　2018 年 7 月
PLoS ONE 論文査読　2018 年 8 月
PLoS ONE 論文査読　2018 年 10 月
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　中冨健康科学振興財団 評議員
　東京都健康長寿医療センター 研究倫理審査委員会委員
　コージンバイオ株式会社 倫理審査委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

① Hirasaki M, Ueda A, Asaka MN, Uranishi K, Suzuki A, Kohda M, Mizuno Y, Okazaki Y, Nishimoto M, Sharif J, 
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Koseki H, Okuda A. Identification of the coiled-coil domain as an essential Mbd3 element for preserving lineage 
commitment potential of embryonic stem cells. Stem Cells 36: 1355-1367, 2018

② Fukuda K, Okuda A, Yusa K, Shinkai Y. A CRISPR knockout screen identified SETDB1-target retroelement 
silencing factors in embryonic stem cells. Genome Res 28: 846-858, 2018

③ Tatsumi D, Hayashi Y, Endo M, Kobayashi H, Yoshioka T, Kiso K, Kanno S, Nakai Y, Maeda I, Mochizuki K, 
Tachibana M, Koseki H, Okuda A, Yasui A, Kono T, Matsui Y. DNMYs and SETDB1 function as co-repressors in 
MAX-mediated repression of germ cell-related genes in mouse embryonic stem cells. PLoS ONE 13: e0205969, 
2018

④奥田晶彦，平崎正孝，鈴木　歩　体細胞分裂からの減数分裂への切り替えのための MYC-MAX-MGA ネットワー
ク　第 41 回日本分子生物学会　ワークショップ　がん遺伝子 MYC の新たな展開　横浜（2018 年 11 月 29 日）

⑤鈴木　歩，平崎正孝，浦西洸介，北村友佳，西本正純，奥田晶彦　Max によるマウス生殖細胞の減数分裂開始
制御 （ポスター発表） 第 41 回日本分子生物学会　横浜（2018 年 11 月 28 日）

⑥浦西洸介，北村友佳，鈴木　歩，平崎正孝，西本正純，奥田晶彦　ES 細胞における Mga の下流因子の探索（ポ
スター発表）　第 41 回日本分子生物学会　横浜（2018 年 11 月 30 日）

⑦北村友佳，浦西洸介，鈴木歩，平崎正孝，西本正純，奥田晶彦 Mga 遺伝子の新規スプライシングバリアント（ポ
スター発表） 第 41 回日本分子生物学会　横浜（2018 年 11 月 30 日）

⑧奥田晶彦　Max タンパク質依存的な減数分裂抑制とその抑制解除の為の分子メカニズ　新学術領域研究（生殖
細胞とエピゲノムダイナミクスとその制御）成果とりまとめ公開シンポジウム　京都（2018 年 12 月 5 日）

【総数：論文 3 件，学会発表 3 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費

① 奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費　基盤研究 B
課題名：ES 細胞とがん細胞に共通した c-MYC 依存的なアポトーシスに対する回避
メカニズム
配分額　3,300 千円

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

奥田がゲノム医学研究センターの年会である「第 16 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム（疾患解析技術が拓
く未来の医療）：2018 年 9 月 7，8 日開催」の大会長を務める

7．自己点検・評価
平成 30 年度において当部門から発信した研究論文は，ES 細胞研究の未分化性について報告した STEM CELLS へ

の論文だけであったが，本研究については，論文を発表したことで一段落したという状況ではなくて，更なる展開が
期待される状況になったと感じている．また，本論文は，当部門としては次世代シーケンサを用いて得たデータを世
に初めて発表した論文であり，そのことがもたらすポジティブな波及効果は必ずある筈であるとも考えている．一方，
減数分裂についての研究については，当該年度，論文発表することはできなかったが，確実に研究結果を蓄積できて
おり，それ故，研究進捗状況としては申し分ない状況にあると感じている．教育については，研究室紹介の授業，課
外学習プロ，大学院の講義という毎年担当しているものに加え，当該年度，平崎，鈴木の 2 人の助教が医学部の生化学・
生理学実習に参加したが，そのことは医学部学生との交流を深めるといったことなどいくつもメリットがあるように
思われるので，来年度以降についても部門として積極的に参加しようと考えている．
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4．病態生理部門

1．構成員
部門長　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：教授：研究副主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）：生理的お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よび病的骨形成の分子レベルに置ける解明に関する研究：博士
塚本　翔（TSUKAMOTO, Sho）：助教：研究員，教育員：大学院教員（大学院）：博士
仲地　豊（NAKACHI, Yutaka）：助教：研究員，教育員：大学院教員（大学院）：博士
倉谷麻衣（KURATANI, Mai）：助手：博士
友保昌拓（TOMOYASU, Akihiro）: 非常勤講師：博士
大久保美里（OKUBO, Misato）：特任技術員
関根典子（SEKINE, Noriko）：特任技術員
岩長ゆずる（IWANAGA, Yuzuru）：特任技術員
押田京子（OSHIDA, Kyoko）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標
　埼玉医科大学医学部および大学院医学研究科の講義や実習を通して，生命科学への興味を深め，臨床医や基礎研究
者として重要な研究マインドの育成を図ることを目標とする．知識や技術を伝えるだけでなく，創意工夫し探求心，
解決能力を養う効果的な教育を目指す．また，保健医療学部の卒業研究生を積極的に受け入れ，医学研究の意義と魅
力を自分の体験から説明できるように取り組む．課外学習プログラムでは，両学部，大学院の全学年を対象に通年で
参加者を公募し，病態生理部門で実際に進めている難病の治療薬開発の一部を実験及び講義を通して体験できる機会
を設ける．
2-2．教育内容（担当者）
　埼玉医科大学医学部の授業では，片桐が 1 年生の細胞生物学 3 の特別講義を担当した．本講義で紹介した病態生
理部門の難病研究に興味を持った学生 2 名が，課外学習プログラムにも参加した．また，塚本が人体の基礎科学 1・
2 の化学実験および保健医療学部臨床検査学科の遺伝子検査学の講義を，仲地が医科学の探索のチュータを担当した．
課外学習プログラムでは，上記 2 名を含む学生 3 名が「筋肉が骨になる難病を研究する」に通年で参加し，病態生
理部門で実際に進めている研究を通して，実験操作や実験結果の解釈について指導した （片桐，塚本，仲地，倉谷）．
また，課外学習プログラム「プレゼンテーションを考える」では，実際にスライドを作りながら，印象的なプレゼン
テーションを行う方法を一緒に考えた （片桐）．大学院では，片桐が最新医学特別講義を担当し，埼玉医科大学にお
ける難病・進行性骨化性線維異形成症（FOP）研究について講義を行った．
2-3．達成度
　講義および実習は，学生が非常に意欲的に取り組み，目標を十分に達成できたと考える．課外学習プログラムは，
積極的に実験を行って充実したプログラムを過ごした．次年度は，卒業研究生として，病態生理部門で研究を行う予
定である．大学院講義は，病態生理部門が中心となって埼玉医科大学で取り組んでいる FOP の治療薬開発について
講義を行い，研究マインドの育成に努められたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
　医学部，保健医療学部及び，大学院の学生への教育は，それぞれ十分に目標を達成した．次年度も，今年度以上に
研究を通した教育を充実させる計画である．また，引き続き，大学院生や特別研究学生を積極的に募集する．

3．研究
3-1．目的・目標
　病態生理部門では，骨や筋など運動器の制御機構を解明し，それらを疾患の治療や予防，診断などに発展させるこ
とを目指している．特に，全身の筋肉の中に骨ができる難病である FOP の発症機序の解明と治療法の確立に最も力
を入れて取り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　病態生理部門では，片桐のもと，1） FOP の発症機序の解明と治療法の確立，2） 骨や筋など運動器の制御機構の解
明，3） TGF- βファミリーの生理的役割の解明に関する研究プロジェクトを進行している．
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3-3．研究内容と達成度
病態生理部門では，国内初の FOP 専門研究組織として，2005 年に「埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェクト」

を本学で始動し，今日まで一貫して FOP 研究に取り組んでいる．平成 29 年度には，第一三共株式会社と共同で研
究開発を進めてきた「FOP に対する治療薬の創出」が，国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の医療研
究開発革新基盤創成事業（CiCLE）に採択された．平成 30 年度は，FOP の責任分子である ALK2 を阻害するヒト化
モノクローナル抗体の作用機序や標的細胞の解析を進めることができた．また，骨量が増加する遺伝子改変マウスの
解析から，骨形成における BMP シグナルと Wnt シグナルの新たなネットワークを発見した．これらの研究成果を，
国内外の関連学会において発表し，高い評価を受けた．
3-4．自己評価と次年度計画

上記のように，今年度は，FOP 研究，及び骨形成の制御機構の研究において，高い成果を挙げることができた．
次年度も引き続き，疾患研究を中心に運動器の制御機構の解析を進め，臨床応用に向けての研究を推進する．また，
次年度は，今年度以上に病態生理部門の研究活動と医学教育の連携を強化し，本学の目指す「研究マインドの育成」
の一助となることを目指す．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

片桐岳信：
　Journal of Bone and Mineral Metabolism （Board member）
　Scientific Reports （Board member）
　英語学術論文等の査読等：32 件
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

片桐岳信：
　歯科基礎医学会代議員
　日本骨代謝学会評議員

6．業績
6-1．論文・著書・学会発表

① Katagiri T, Tsukamoto S, Nakachi Y, Kuratani M. Discovery of Heterotopic Bone-Inducing Activity in Hard Tissues
and the TGF- β Superfamily. Int J Mol Sci 19: 3586 （2018）.

② Katagiri T. Tsukamoto S. Nakachi Y. Kuratani M. Recent Topics in Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.
Endcrinol Metab 33:331-338 （2018）.

③ Katagiri T. A potential novel option for cancer immunotherapy - TLR7 stimulation inhibits malignant melanoma
bone invasion. Oncotarget 9:31792 （2018）.

④片桐岳信：異所性骨化の発症機序の解明と治療薬開発への応用．第 39 回 日本炎症・再生医学会 （2018 年 7 月，
東京都新宿区，招待講演）

⑤ Katagiri T. Gift from C2C12 myoblasts. 12th International BMP Conference. （2018 年 10 月，東京都文京区，招
待講演）

⑥ Katagiri T. Bone morphogenetic proteins: critical regulators of bone formation. 12th International BMP
Conference. （2018 年 10 月，東京都文京区，Charles Huggins Award 受賞講演）

⑦片桐岳信：進行性骨化性線維異形成症（FOP）に対する治療薬の開発．精神・神経疾患研究開発費　ジストロフィ
ン欠損モデル動物を基盤とした筋ジストロフィーの新しい治療法開発　平成 30 年度　研究班会議 （2018 年 12
月，東京都小平市，招待講演）

⑧片桐岳信，辻真之介，塚本　翔，倉谷麻衣，大手　聡，高石巨澄：進行性骨化性線維異形成症（FOP）モデルマ
ウスを用いた抗 ALK2 抗体の解析．第 36 回日本骨代謝学会学術集会 （2018 年 7 月，長崎県長崎市）

⑨塚本　翔，倉谷麻衣，田中伸哉，自見英治郎，織田弘美，片桐岳信：TGF-β ファミリーは Wnt シグナルを介し
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て内軟骨性骨化を制御する．第 36 回日本骨代謝学会学術集会 （2018 年 7 月，長崎県長崎市）
⑩ Tsukamoto S. Kuratani M. Sekine N. Okubo M. Nakachi Y. Tanaka S. Jimi E. Oda H. Katagiri T. A novel crosstalk 

between TGF- β /BMP and Wnt families through Smad4 in endochondral ossification. ASBMR 2018 Annual 
Meeting. （2018 年 9 月，モントリオール，カナダ）

【総数：論文 3 件，講演 6 件，学会発表 14 件】
6-2．獲得研究費

片桐岳信（代表）
第一三共株式会社　共同研究：
配分額：250 万円

片桐岳信（代表）
文科省科学研究費　基盤研究（B）：

「病的な骨形成調節機構の解明とその応用」
配分額：494 万円

片桐岳信（分担）（代表：古賀淳一）
医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）：

「進行性骨化性線維異形成症（FOP）に対する革新的治療薬の創出」
配分額：6,003 万円

片桐岳信（分担）（代表：自見英治郎）
文科省科学研究費　基盤研究（B）：

「肥満を引き起こす新たな組織・分子基盤の解明」
配分額：65 万円

塚本　翔（代表）
文科省科学研究費 基盤研究（C）：

「Smad4 を介した骨格制御機構の解明」
配分額：130 万円

仲地　豊（代表）
文科省科学研究費 基盤研究（C）：

「性同一性障害当事者の全ゲノムシーケンス解析によるバイオマーカー開発の基盤構築」
配分額：169 万円

6-3．受賞
・12th International BMP Conference Charles Huggins Award 片桐岳信
・第 36 回日本骨代謝学会 優秀演題賞 塚本翔
・American Society for Bone and Mineral Research （ASBMR） 2018 Travel Award 塚本翔
・Mechanistic and Therapeutic Advances in Rare Skeletal Diseases Research Meeting in affiliation with ASBMR 

2018 Young Investigator Award 塚本翔
6-4．特許，実用新案
　公開前のため省略
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
平成 31 年 1 月 11 日 16：00 ～ 17：30　

「骨格筋の病態や維持に寄与する間質間葉系前駆細胞の役割」
東京都健康長寿医療センター 老年病態研究チーム 筋老化再生医学 副部長 上住聡芳先生

7．自己点検・評価
　FOP の治療薬開発を中心テーマとして，運動器の制御機構や TGF-β ファミリーの生理的役割に関する研究を進め
ることができた．特に，FOP 研究については，平成 29 年度に AMED CiCLE 事業に採択され，今年度も，産学官で連
携し着実に成果を挙げることができた．次年度以降も引き続き，FOP の治療法を確立できるよう全員で一丸となっ
て取り組む所存である．また，病態生理部門で実際に進めている疾患研究を本学の医学教育に反映させることを強く
意識しており，課外プログラムや卒業研究を通して，治療薬開発の一部を体験し，一緒に考えることによって，より
多くの学生の研究マインドの育成に努める．さらに，病態生理部門の研究活動や研究成果について，地域をはじめと
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した一般社会に情報発信することが重要と考えており，今後も，埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェクトのホー
ムページ等を利用して継続的な情報発信を行う．
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5．遺伝子治療部門

1．構成員
部門長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：教授：研究副主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）：遺伝子治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  療学，ウイルス学：博士
新田洋久（NITTA, Hirohisa）：助教：研究員，教育員：博士
奥島菜々子（OKUSHIMA, Nanako）：助手：研究員，教育員：修士
和田美加子（WADA, Mikako）：ポスドク：博士
佐伯豪士（SAEKI, Tsuyoshi）：大学院生
渡邉裕樹（WATANABE, Yuuki）：大学院生
吉田美砂子（YOSHIDA, Misako）：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

「卒前教育」
　医学部学生に，「細胞生物学」の担当分と「研究室紹介」とを通して，基礎医学の重要さと面白さを伝える．保健
医療学部学生に，卒業研究の指導をする．

「卒後教育」
　卒後教育委員会後援学術集会の企画などを通して，本学の教職員に世界のトップレベルの基礎医学研究を紹介する．

「大学院教育」
　大学院学生に，組換え DNA 実験や細胞への遺伝子導入法についての最先端の知識と技術とを提供する．
2-2．教育内容（担当者）

「卒前教育」
　「細胞生物学」（医学部 1 年生）の講義と「研究室紹介」（医学部 2 年生）を担当した（三谷）．また，医学部 1 年
生のアドバイザーを務めた．保健医療学部の 3 年生 2 名に，卒業研究の指導を行った．

「卒後教育」本年度は，以下の学術集会を企画した．
平成 30 年 10 月 19 日（金）
　第 258 回ゲノム医学研究センター学術集会
　西田敬二先生（神戸大学 先端バイオ工学研究センター）
　「一塩基編集技術の開発と応用 ]
平成 30 年 12 月 7 日（金）
　第 259 回ゲノム医学研究センター学術集会
　伊川正人先生（大阪大学 微生物病研究所）
　「CRISPR/Cas9 ゲノム編集によるモデル動物」
平成 30 年 12 月 20 日（木）
　卒後教育委員会後援学術集会
　山本卓 先生（広島大学大学院理学研究科 数理分子生命理学専攻）
　「ゲノム編集の基本原理と医学分野での応用」
平成 31 年 1 月 11 日（金）
　第 263 回ゲノム医学研究センター学術集会
　佐々木えりか 先生（公益財団法人 実験動物中央研究所マーモセット研究部）
　「マーモセットモデルの開発」
平成 31 年 2 月 28 日（木）
　卒後教育委員会後援学術集会
　小野寺雅史 先生（国立成育医療研究センター 成育遺伝研究部）
　「遺伝子治療の現状と今後の展望」
平成 31 年 3 月 7 日（木）
　第 264 回 ゲノム医学研究センター学術集会
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　竹田潤二 先生（大阪大学 微生物病研究所）
　「ゲノム編集法の技術革新をキャッチアップ？」

「大学院教育」総合医療センター中央検査部（修士過程）ならびに国際医療センター血液腫瘍科（博士課程）の 2 名
の社会人大学院生の実習を担当し，それぞれ週に 2 回実験を指導した．
2-3．達成度

「卒前教育」
　「細胞生物学」などで指導した学生達の理解レベルは，合格レベルに達していたと考える．卒業研究の学生達も，
順調に結果を出した．

「卒後教育」
　特に遺伝子治療やゲノム編集の分野で日本をリードする著名な研究者を何名か招待して，教育講演をお願いした．
参加者には興味深く刺激的な講演だったと思う．

「大学院教育」
　下痢症ならびに肝炎由来の新規アデノウイルス血清型の解析を指導した．また，新しいゲノム編集法である塩基編
集法の基礎技術について指導した．
2-4．自己評価と次年度計画

「卒前教育」
　平成 31 年度も引き続き，学部生に対する講義等の機会には積極的に関わっていきたい．

「卒後教育」
　国内外の優秀な研究者を招待した学術集会を企画し，リサーチマインドの向上に貢献したい．

「大学院教育」
　最先端の研究技術などを大学院生に紹介することにより，リサーチマインドの向上に貢献したい．

3．研究
3-1．目的・目標

遺伝子治療は難病治療の新しい概念として注目を浴びている．この概念をより広範な疾患へ適用可能にするために
は，遺伝子導入・遺伝子発現技術のさらなる改良が必須である．また，遺伝病の遺伝子治療において，治療遺伝子の
ランダムな染色体部位への挿入は，がん原遺伝子の活性化をはじめとする挿入変異の原因となるばかりでなく，サイ
レンシングによる遺伝子発現の不安定化などの原因となる．この問題を克服するために，染色体上の標的 DNA 配列
特異的に安全に遺伝子を挿入する技術の開発が必要である．私たちは，これらの問題を解決し，幹細胞を含むより多
様な細胞への応用が可能な方法として，ウイルスベクターを利用した高効率なゲノム編集による染色体操作法の確立
と応用とを目指している．特に，造血幹細胞を標的としたゲノム編集法の高率化と安全性の検証に力を入れている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）

ヒト疾患モデルマーモセットを用いたゲノム編集による遺伝子修復治療技術の開発
　新田洋久，奥島菜々子，和田美加子，佐伯豪士（院），三谷幸之介
東南アジアの下痢症患者ならびに日本の劇症肝炎患者から分離された新規アデノウイルスの分子生物学的解析
　渡邉裕樹（院），奥島菜々子，三谷幸之介
3-3．研究内容と達成度

ゲノム編集を利用した遺伝病の遺伝子修復治療の臨床応用を目指し，霊長類モデルであるマーモセットを利用して，
遺伝子修復治療の効率化と安全性の改善およびそれを用いた実用性の評価を行った．先ず，CRISPR と呼ばれる人ヌ
クレアーゼによる標的配列の切断と，アデノ随伴ウイルスベクター（AAV）を利用した修復用鋳型 DNA の導入によっ
て，ヒト血液細胞株の IL2RG 遺伝子座で約 80% の高頻度で遺伝子修復に成功した．さらに，ヒト CD34 陽性造血幹
前駆細胞に対して同様の実験を行い，選択なしでも約 20% の細胞で遺伝子修復に成功した．一方，不正確に染色体
に組み込まれた修復用鋳型 DNA を除去するため，誘導性の自殺遺伝子（iCaspase 9）を利用したストラテジーの開
発に取り組んでいる．

小児下痢症患者から分離された新規血清型アデノウイルス 65 型（Ad65）と劇症肝炎患者由来血清型の解析を進
めた．これらの血清型ウイルスの，大腸がんや肝細胞がん由来細胞株での増殖特性を解析し，特徴的な増殖パターン
を観察した．また，これら血清型が細胞感染の際に用いる受容体を同定する目的で，アデノウイルス受容体をノック
アウトした細胞株を作製した．これらウイルスの増殖を簡便に定量化する方法として，アポトーシス依存的に蛍光が
発光する細胞株を複数種樹立した．
3-4．自己評価と次年度計画
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積極的な共同研究を介して，ウイルスベクターを用いる相同組換え法および人工ヌクレアーゼを用いる方法を用い
て，マーモセット造血前駆細胞におけるゲノム編集技術の開発を行っている．ヒト細胞株での実験を終え，CD34 陽
性細胞での実験も順調に進んでいる．次年度は，世界で初めての遺伝病マーモセット治療に向けて研究を進めて行き
たい．

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
　該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
　学術誌査読　Molecular Therapy Methods & Clinical Development
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
　学会活動（委員会）
　日本遺伝子細胞治療学会（理事）
　日本ゲノム編集学会（国際委員）
　日本ウイルス学会
　日本分子生物学会
　日本再生医療学会
　米国遺伝子細胞治療学会（DNA viral vector committee, program committee （genome editing））
　国際協力遺伝病遺伝子治療フォーラム
　日本母乳バンク協会（理事）
　独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）ゲノム編集専門部会（委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書（2018）

①三谷幸之介 . ヒト生殖細胞系列におけるゲノム編集治療 : 現状と課題 . 第 59 回日本卵子学会 , 2018
②三谷幸之介 . ゲノム編集技術の治療応用 . 第 2 日本医学会連合ゲノム編集技術の医学応用に関する検討作業部会 , 

2018
③三谷幸之介 . “ゲノム編集の臨床応用に向けての課題” DOJIN BIOSCIENCE シリーズ『ゲノム編集とその医療応用』
（化学同人）, 2018 年 6 月 .　（査読なし） 

【総数：学会発表 0 件，著書 1 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費

三谷幸之介（代表）
文部科学省科研費（基盤 C）

「ヒト疾患モデルマーモセットを用いたゲノム編集による遺伝子修復治療技術の確立」（平成 28 ～ 30 年度）
配分額：130 万円

和田美加子（代表）
文部科学省若手研究

「All-in-one ゲノム編集ウイルスベクターによる造血系遺伝病の遺伝子修復治療」（平成 30 ～令和 2 年度）
配分額：130 万円

新田洋久（代表）
文部科学省若手研究

「ゲノム編集治療の安全化に向けた修復用 DNA のオフターゲット組込みの制御」（平成 30 ～令和元年度）
配分額：200 万円

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

7．自己点検・評価
教育と研究においてある程度の目標は達成された．しかし，まだまだ改善の余地もあり，先ず，現在準備中の論文

を早く書き上げるように努力する．
研究については，マーモセットを用いる実験などで更に共同研究などを進め，ヒト遺伝子治療におけるゲノム編集

技術の優位性を保ち，世界の中での私達の研究グループの評価を確立したい．
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1．教育主任部門

1．構成員
部門長　森　茂久 （MORI, Shigehisa）：医学教育センター長，教授（任期：令和 2 年 3 月 31 日）
部門員　中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）: 教養教育准教授
　　　　永島雅文 （NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学教授
　　　　渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：生理学教授
　　　　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学准教授
　　　　前崎繁文 （MAESAKI, Shigefumi）: 感染症科・感染制御科教授
　　　　天野宏一（AMANO, Koichi）：総合医療センターリウマチ・膠原病内科教授
　　　　大崎昭彦 （OSAKI, Akihiko）：国際医療センター乳腺腫瘍科准教授
　　　　丸山　敬 （MARUYAMA, Kei）：薬理学教授
　　　　佐々木惇 （SASAKI, Atsushi）：病理学教授
　　　　森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho）：総合医療センター臨床検査医学准教授
　　　　山根登茂彦 （YAMANE, Tomohiko）：国際医療センター放射線科教授
　　　　中山英人 （NAKAYAMA, Hideto）：麻酔科教授
　　　　松田　晃（MATSUDA Akira）: 国際医療センター造血器腫瘍科教授
　　　　岩永史郎（IWANAGA, Shiro）: 国際医療センター心臓内科教授
　　　　村山芳武（MURAYAMA. Yoshitake）：国際医療センター呼吸器内科准教授
　　　　中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）：消化器内科・肝臓内科准教授
　　　　井上郁夫 （INOUE, Ikuo）：内分泌・糖尿病内科准教授
　　　　高橋一司（TAKAHASHI, Kazushi）：神経内科教授
　　　　岡田浩一 （OKADA, Hirokazu）：腎臓内科教授
　　　　山内秀雄（YAMANOUCHI, Hideo）: 小児科教授
　　　　石原　理 （ISHIHARA, Osamu）：産科・婦人科教授
　　　　棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）：総合医療センター神経精神科助教
　　　　高橋秀寿（TAKAHASHI, Hidetoshi）：国際医療センターリハビリテーション科教授
　　　　倉持　朗 （KURAMOCHI, Akira）：皮膚科教授
　　　　伊藤彰紀 （ITOH, Akinori）：耳鼻咽喉科教授
　　　　髙田　綾（TAKADA, Aya）：法医学教授
　　　　中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo）：総合診療内科教授

2．目的
　各基本学科の教育主任は，それぞれの基本学科が関わる卒前教育全般について調整・連絡を行う．さらに，教育領
域毎に，教育主任の互選により代表教育主任が選任される．教育主任部門はこの代表教育主任により構成される．本
部門は，教育領域間において教育担当者の意思疎通をはかり，大学全体の教育活動が円滑に行われるようにすること
を目的とする．

3．活動報告
　教育主任部門は，代表教育主任に加えて各教育主任にも参加を依頼して，卒前教育委員会とともに卒前教育合同会
議を毎月開催し，卒前教育の立案・決定の過程に参加し，情報を共有して，各基本学科における教育の実行などに携
わった．代表教育主任は，総合試験，実力試験，卒業試験における問題の調整を行った．教育主任はそれぞれの基本
学科が関わる卒前教育全般について，調整と連絡を行った．
平成 30 年度より，川越キャンパス教育主任会議（月 1 回，基本的に第 3 木曜日），日高キャンパス教育主任会議（月
1 回，基本的に第 2 火曜日，卒前教育合同会議開催日）を正式実施とし，川越，日高キャンパスの教育主任は卒前教
育合同会議開催時のテレビ会議への出席は義務化を解除した．毛呂山キャンパスの教育主任は従来通り，卒前教育合
同会議に参加する形を継続した．
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4．評価と次年度目標
　教育を実施する単位として基本学科とコース・ユニットがあるが，基本学科の教育責任者である教育主任・代表教
育主任と，基本学科横断的なコース・ユニットの責任者であるコースディレクター・ユニットディレクターの役割分
担が明確に意識され，互いの意思疎通が密になった．その結果，各基本学科と各コース・ユニットの間の調整がより
円滑になり，教育活動の成果があがった．今後は，これらの組織がさらに円滑に機能するように，現在の活動を継続
していく必要がある．

教育主任への情報伝達は，卒前教育合同会議が担っているが，本会議への教育主任の出席率は不良であり，教育主
任の出席率向上は昨今の対策が必要な課題であった．臨床系学科の教育主任，特に川越，日高キャンパスの教育主任
のテレビ会議への出席率が低い理由として，テレビ会議システムでは理解が進まない，会議時間帯が臨床業務で忙し
いなどが挙げられた．この問題を解決するために，平成 29 年 10 月より川越キャンパス，日高キャンパスでそれぞ
れ独自に教育主任会議を毎月開催する形式を試験的に開始した．平成 30 年度より，川越キャンパス教育主任会議，
日高キャンパス教育主任会議を正式実施とし，川越，日高キャンパスの教育主任は卒前教育合同会議開催時テレビ会
議への出席は義務化を解除した．なお卒前教育委員の出席が必要なため卒前教育合同会議の川越キャンパスへのテレ
ビ会議は継続することにした．川越，日高キャンパスの教育主任会議の出席率は，昨年度までの卒前教育合同会議の
出席率よりも増加し，情報伝達が向上したと考えられる．

今後の課題としては，3 キャンパス間の連絡をより密にして，3 キャンパスで実施される臨床実習，Pre-CC や，
OSCE の実施をより実効性を高めるようにすることが挙げられる．また教育主任の交代に伴い，代表教育主任も交代
が必要になった場合にも，交代が検討されていないことがあっため，迅速に交代を検討することが重要である．
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2．教養教育部門

1．構成員
部門長　　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育：教授（任期：R2.3.31）
副部門長　鈴木　正（SUZUKI, Sei）：教養教育：講師（任期：R2.3.31）
　　　　　種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：教養教育：講師（任期：R2.3.31）
部門員
＜物理学＞

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教授：研究員，教育員：場の理論，物理教育：博士
鈴木　正（SUZUKI, Sei）：講師：研究員，教育員：物性理論，物理教育：博士
西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）：講師：研究副主任，教育員：物理教育，物性物理学：博士
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：名誉教授：素粒子論，物理教育：博士
赤羽　明（AKABANE, Akira）：非常勤講師：物理教育，物理学史：修士
勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：客員准教授：物理教育：博士

＜化学＞
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：准教授：無機化学，有機化学 , 博士
土田敦子（TUCHIDA, Noriko）：講師：量子化学 , 博士
村上　元（MURAKAMI, Gen）：講師：神経科学 , 博士

＜生物学＞
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：准教授：教育員・研究員：脊椎動物の神経解剖学：博士
川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）：講師：教育員・研究副主任：生物学，微細形態学：博士
大間陽子（OMA, Yoko）：講師：教育副主任・研究員：病態生化学：博士

＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：准教授：研究主任・教育員：第二言語習得論・学習要因論：博士
Chad Godfrey： 准教授：教育員・研究員：修士
種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：講師：副部門長：教育員・研究員：政治思想・応用倫理：修士
伊澤宜仁（IZAWA, Yoshihito）：助教：教育員・研究員：談話分析・コーパス言語学：修士
飯塚英夫（IIZUKA, Hideo） ：非常勤講師
林　禅之（HAYASHI, Yoshiyuki）：非常勤講師
池島宏子（IKESHIMA, Hiroko）：非常勤講師
稲川健太郎（INAGAWA, Kentaro）：非常勤講師
狩野　緑（KANO, Midori）：非常勤講師
Michael Gilroy ：非常勤講師
Martin Woodall ：非常勤講師
Steven O'Toole 非常勤講師
Frances Gleeson ：非常勤講師
Riu Santos ：非常勤講師
Lucinda Powers：非常勤講師
Stephen Morris：非常勤講師

＜総合教育＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：准教授：教育副主任：研究員：分子神経生物学：博士
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）：講師：研究員，教育員，生涯学習論：博士

2．目的
　教養教育部門は，医学生の基本的能力や素養として，言語リテラシー，生命科学理解のための科学的思考力，幅広
い教養，などが重要との認識のもとに，導入教育において，少人数，積極的自主参加型グループ学習などにも柔軟に
対応でき，専門性にとらわれることなく，臨機応変で機動性の高いチームワークを発揮することを目指して，2013
年 4 月，それまでの医学基礎基本学科を改組して医学教育センターに直属する部門として発足した．その後も，「医
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学教育の質保証改革」方針に根ざしたカリキュラム改革の先陣として，初年時学生への導入教育，リテラシー教育，
など各科目にまたがって連携の必要な教育の立案，組織化と実施の基幹教員となるべく日々邁進している．
　以下に，個々のグループに関する目的・目標を記載する．
＜物理学＞
　医学生に対する物理学教育の目的は，これを学ぶことにより，幅広い判断力を培う教養の核とすると同時に，医学
や他の諸科学を学ぶための基礎とすることにある．
＜化学＞
　「人体の基礎科学 1」および「人体の基礎科学 2」の化学領域を主に担当しており，講義，実習，演習を通して化
学現象の基本概念を学ぶことを目的としている．具体的に，「人体の基礎科学 1」では，物質間の相互作用に関する
基本法則を学び，専門科目の履修に必要な化学の基礎知識，特に物理化学分野の知識を身につけることを目的として
いる．「人体の基礎科学 2」では，生命活動において必要な有機物の構造について学び，それらを化学的な根拠に基
づいた説明ができるようになることを目的としている．選択必修科目を含む他の科目については，医師もしくは医療
従事者としての一般的な教養を身につけることを目的としている．
＜生物学＞
　生物学では，他の基本学科と連携した統合教育と，生物学独自の教育を担当した．前者では「細胞生物学コース」「医
学英語」「選択必修」「医科学入門」「医科学の探索」「臨床推論」「臨床入門」を，後者では高校で生物学を履修しなかっ
た学生に対する補習を意図した「自然科学の基礎（生物）」および「課外プロ」を行った．以下，個々に概説するが，
いずれも医学の学習に必要な生物学的知識および概念を学生が把握することを目的としている．
＜英語＞
　建学の理念の柱の一つである「国際水準の医学・医療の実践」にもとづき，求められる医療人として，国際共通語
としての英語力の必要性は益々重要となっている．そのような状況に対応した英語運用能力を身につけることを目標
として，その基盤となる科学的思考力と言語表現力を合わせて養いつつ，医学・医療に関する専門的知識に対応する
英語表現などを学習する機会を提供している．
　英語カリキュラム上の基本的な方針としては，ESP（English for Specific Purposes）の考え方を採用し，医学・医
療に関する英語学習を目的としたカリキュラムとなっている．医学英語ユニットは , それぞれ具体的な目的と目標を
もった 4 つのサブユニットで構成させており，4 技能をバランスよく統合的に高めるとともに，医療に従事する上で
必要となる英語の知識と技能を伸長する自律的な学習習慣を育成することに重点を置いている．
＜総合教育＞
　医師として生涯学び続ける基本姿勢を養い，医学生しての学びを支える基礎的技能を身につけることを目的として
いる．このために，初年次教育，コミュニケーション，および，他者との協働能力の養成に重点をおいている．
3-1．活動報告：教育
＜物理学＞

［リメディアル教育］
　高校物理未履修者に対し，以下のユニットにおいて講義を行った．
　自然科学の基礎（鈴木 , 西脇）高校で学ぶ物理の初歩
　推薦入学者に対してレポートの添削によって高校の物理と数学を復習させた．

［人体の基礎科学］
　学生の基礎知識に配慮しつつ，以下のユニットにおいて講義および実習を行った．物理分野では，代謝，電気生理，
感覚器を念頭にエネルギー変換 , 電磁気，音，光に関係する題材を多数用いた．数学分野では，自然科学への数学の
応用を中心に題材を選んだ．

人体の基礎科学 1 物理（西脇 , 鈴木，向田，勝浦，赤間，赤羽）力学，電磁気学
人体の基礎科学 1 数学（鈴木，向田）微分積分，ベクトル
人体の基礎科学 2 物理（西脇 , 鈴木，向田，勝浦，赤間，赤羽）音，波動，光，放射線
人体の基礎科学 2 数学（鈴木，向田）微分方程式

［選択必修］ 
　次の選択必修のユニットにおいて，物理学及びその関連分野の指導を行った．

学生による物理学企画実験 1,2（赤間）
学生による物理学企画実験 1,2（勝浦，赤間，赤羽）
熱力学入門（向田）

 ［少人数教育，チーム基盤型学習］
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　以下のユニットにおいて，講義，テューター等を担当した．
人体の科学入門 1（鈴木，向田 , 西脇 , 赤間）テューター , 講義等
臨床推論（西脇，鈴木）チューター，まとめの講義

 ［課外プロ］ （鈴木）
　人体の基礎科学物理分野の再試験受験者を対象に 2019 年 1 月に物理の補習を行なった．

［医学英語］ （鈴木）
　1 年生医学英語 1 において，物理学を題材とした英文の読解を指導した．

［科学的思考と表現］（向田）
　科学的思考と表現において，科学レポートの書き方について，講義を行なった．

［OSCE］ （鈴木，西脇，向田）
　2018 年 7 月 , 2019 年 3 月に行われた OSCE の運営に携わった．
＜化学＞

［医科学入門 1］（1 年，村上・土田・森口担当）
　テューターを担当した．

［医科学の探索］（1 年，土田）
　テューターを担当した．

［人体の基礎科学 1］（1 年，土田・村上・森口担当）
　酸塩基平衡，反応速度，エネルギーについて講義，実習，演習，アドバンス講義を行った．実習では，坂本教授，
大島准教授，日詰講師，塚本助教，廣澤助教，鈴木実験助手にもご担当いただき，アドバンス講義では，中平准教授，
小谷准教授にご担当いただいた．定期試験，再試験を行い，総合的に評価を行った． 

［人体の基礎科学 2］（1 年，森口・村上・土田担当）
　生理活性物質，生体構成分子について講義，実習，演習，アドバンス講義を行った．実習では，坂本教授，大島准
教授，日詰講師，塚本助教，廣澤助教，鈴木実験助手にもご担当いただき，アドバンス講義では，丸山教授，魚住講
師にご担当いただいた．また，パネルディスカッション形式による演習も行った（テーマは「生体分子の構造と機能」）．
定期試験，再試験を行い，総合的に評価を行った．

［細胞生物学 1］（1 年，2 時間，森口担当）
　細胞生物学 1 コース運営教員の方針のもと , 講義担当責任者及び講義担当教員として , 教科書「エッセンシャル細
胞生物学 第 2 章 細胞の化学成分」の講義を担当した． 

［医学英語 1］（1 年，4 時間，森口担当）
　医学英語 2 の Medical English を担当した．

［科学的思考と表現］（1 年，1 時間，森口担当）
　科学的思考と表現において，レポートの書き方についての講義を担当した．

［1 年生 臨床入門 / 臨床推論］（1 年 , 森口・土田・村上担当）
　病院見学引率も含めて , テューターを担当した．

［1 年生 選択必修「化合物命名法」］（1 年，森口担当）
　IUPAC 命名法に基づいた有機化合物の命名（英語名）のしかたについて，講義を行った．

［1 年生　選択必修「ユニット折り紙で作る分子模型」］（1 年，土田担当）
　分子模型を組み立てることで分子の形と性質を理解することを目的とする．フラーレン・ダイヤモンド結晶・DNA
などの分子を題材に結合とは何か , 該当構造であることの利点について講義・実習を行った． 

［1 年生 選択必修「実験からデータ解析，発表まで」］（1 年，村上担当）
　英語で記述された実験法の読解から，実験，解析までを行った．

［2 年生 機能系実習 2］（2 年，11 時間，村上担当）
　実習の指導を担当した．

［4 年生　共用試験 OSCE］　（4 年 , 村上・土田担当）
　4 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行・集計業務に携わった．

［5 年生　BSL 後 OCSE］ （5 年 , 村上・土田担当）
　5 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行業務に携わった．

［6 年生　卒業時 OSCE］  （6 年 , 村上・土田担当）
　6 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行・監督業務に携わった．
＜生物学＞
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1）「細胞生物学コース」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　このコースは複数の基本学科による統合科目である．生物学では山崎がユニット 1 の UD，川村がユニット 1 の
UD 補佐，大間がユニット 3 の UD 補佐となった．平成 28,29 年度に続けて今年度も細胞生物学 1 ユニットの一部の
講義（4 章から 7 章まで）で入試生物選択者と非選択者の 2 クラスに分けて講義を行った．現状，「人体の構造と機
能」および「細胞生物学」の不合格者には生物非選択者が多い．学年の始めのうちは生物非選択者に対して，丁寧な
授業を行い，生物非選択者が選択者と同様な生物学的考え方を早いうちに身につけられることを意図した．全体講義
は山崎が第 1・3 章と複数章のまとめを担当した．2 クラス制では生物非選択者は山崎が，生物選択者は大間が第 5・
6 章，川村が第 4・7 章を担当した．その他に山崎が第 9 章，川村が第 15・17 章と複数章のまとめ，大間が 19 章
と複数章のまとめを受けもった．また，第 1 ユニットの体験学習および第 18 章の講義と関連した「細胞生物学 1 実
習 6」を山崎，川村，大間が担当した．
　平成 30 年度は細胞生物学 2 ユニットで新たな試みが 2 つ行われ，生物学も参加した．1 つは細胞生物学 2 ユニッ
ト内での 4 コマの 2 クラス制の授業である．第 2 ユニットの最初の授業で確認テストを行い，その結果によりアド
バンスクラスと補習クラスに分けて授業を行った．山崎，川村，大間は確認テストの作成に携わり，補習クラスの指
導を担当した．補習クラス対象学生を 3 グループに分け，1 グループを 1 人の教員が担当して，対話型で第 2 ユニッ
トの基本事項を指導した．もう 1 つの試みは第 2 ユニットの定期試験で口頭試問が行われたことである．山崎，川村，
大間が口頭試問担当者として参加し，第 1 ユニットの内容も含む試問を行った．
2）「自然科学の基礎（生物）」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹）
　山崎は UD を務めた．この講義は入学までの生物の学習が不十分であった学生に「細胞生物学」コースおよび「人
体の構造と機能」コースの学習に必要な概念を把握してもらうことを目的としている．物理，生物，化学のうちから
学生が入学試験で選択していない科目を指定して 4 月に集中的に 15 時限の授業を行った．生物学では，高校生物学
用の図録を用いて，講義と演習を行った．
3）「医学英語」（担当者：山崎芳仁，大間陽子）
　山崎，大間は，1 年生の「医学英語」の授業の一部を担当した． 
4）「良医への道 1 コース，選択必修ユニット」（担当者：川村勇樹）
　「実験動物学入門 1」の第 5 回 ｢ 遺伝子操作動物とは ｣，第 6 回 ｢ 遺伝子操作動物の作成と応用 ｣ の講義を担当した．
5）「医科学入門（人体の科学）」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹，大間陽子）
　山崎，川村，大間が 1 班（2 日間）の指導を担当した．
6）「医科学の探索」（担当者：山崎芳仁）
　大間が 1 班を担当し，調査，学習，2 日にわたる合同発表会までを指導した．
7）「課外プロ」（担当者：山崎芳仁，川村勇樹）
　「生物の基礎をもう一度」というテーマで，2018 年 8 月～ 2019 年 1 月まで指導を行った．
　「課外プロ（夏期プロ）」（担当者：川村勇樹）
　「漢方の植物を見に行こう」というテーマで 2018 年 8 月 24 日に見学会を行った．
　「課外プロ」（担当者：川村勇樹）
　「電子顕微鏡　研究会」というテーマで 2018 年 9 月～ 2019 年 3 月まで指導を行った．
8）この他に，山崎，川村，大間が 1 年生のオリエンテーション，山崎，大間が ｢ 良医への道 1 コース，臨床推論ユニッ

ト ｣ のテューターを，山崎が「同コース，臨床入門ユニット」の引率を担当した．山崎はこの 2 ユニットの UD 補佐，
川村は ｢ 臨床入門 ｣ の UD 補佐を務めた．また，「人体の基礎科学 2」総合演習では，生物学，物理学，化学の教
員によるシンポジウム形式の授業を行った．山崎が生物分野を担当して「生体分子の構造と機能」という表題で授
業を行った．それぞれの分野が協力して自然現象の解明が行われていることを強調した．川村はまた 2 ～ 4 年生
の「臨床入門」の UD 補佐を務めた．また，川村，大間は 4 ～ 6 年生の OSCE 試験業務にも協力した．

＜英語＞
（1）1 年次「良医への道コース（医学英語ユニット）」

「医学英語」ユニット（医学英語 1」，「医学英語 2」，「医学英語 3」と学期ごとに設定）を Reading, CLIL （Content
and Language Integrated Learning 医療系の内容を英語で学ぶ）, Academic Writing, 医学英語基礎読解の 4 つのサブ
ユニットに分けて実施されている．これらサブユニットは，英語 4 技能の領域における重点技能を明確にするとと
もに，内容的に相互に関連づけることで，総合的な英語運用力の育成を目指している．各サブユニットは，リーダー
主導のもとに効率よく運営され，密に協力・連携している．4 月当初のオリエンテーション及びプレイスメントテス
トに始まり，年明けには TOEFL テストを実施している．各サブユニットでは，具体的には次のような学習活動を展
開した．
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・ Academic Writing：担当者　伊澤宜仁，種田佳紀，Chad Godfrey　他　日本人・外国人非常勤講師
　学年を大きく半分に分け，更に 3 分割したクラスで，日本人教員 1 名と外国人講師 2 名によるティーム・ティー

チングの授業を行った．この授業では，論理的に筋道の通ったパラグラフ構成でまとまった文章を英語で書くこ
とを目的とし，各自が選んだトピックで実際に文章を書いた草稿にフィードバックを与える活動を行った．

・ Reading : 担当者  種田佳紀，伊澤宜仁　他　日本人非常勤講師
　医療に関係する現代的なトピックを扱った教材を TIME 誌などより選び，扱ったトピックについての知識を深め，

それについて考え，自らの意見をまとめる，クリティカル・リーディングを行った． 「臨床推論」ユニットにお
けるテーマ（揺さぶられ症候群）と関連した記事を取り上げ , コアカリキュラムと連携した深い英語学習を行った . 
また，リーダーの種田はオフィスアワーでの補習を実施し，英語基礎力の低い学生に対し，きめ細かい指導を行っ
た．

・ CLIL： Chad Godfrey　他　外国人非常勤講師
　学生を 12 分割して少人数クラスで，6 人の講師がリーディングで使用したテキストのテーマに沿った題材を扱

い，学生自身が備えている基礎的な医療や科学の知識を英語で理解し，興味に応じて使えるようにすることを目
的とした活動を行った．

・ その他：各学期に英語医療用語のテストを実施し，基本的な英語医療用語の定着を図った．また，年度初めと 3
学期末に TOEFL テストを実施して , 学生の自律的学習を支援した．

（2）1 年次「医科学への道すじコース（科学的思考と表現ユニット）」及び
　　2 年次「良医への道 2 コース」（臨床入門ユニット）のプレゼンテーション」
　言語系教員として，英語のみならず日本語における思考力や表現力を涵養するためのユニットにもサブユニット
リーダーとして参画している．

（3）上記以外のコース・ユニット
・藤森は 2 年と 3 年の「医学英語」カリキュラム開発と整備に携わり，医学系専門教員や医学教育センター教員

と連携して，具体的な授業運営を行った．また，10 年ぶりに改訂した医学英単語集を用いて ,1 年と 3 年に単語
テストを実施したり , 交換留学生のための英単語リストを作成し , 配布した . 

・Godfrey は，2 年と 3 年の医学英語のサブユニットである会話・コミュニケーションのリーダーと
　してシラバス作成及び授業運営に携わった．国際交流センターにおける各種企画を実行した．
・種田は，「医科学の探索」のテューター，課外学習プログラム「映画から考える生命倫理」の開講，選択必修 2

種類の開講 , 春季語学研修の運営にも携わった．また，本来の専門である倫理学に関連して，2 年生の行動科学
と医療倫理ユニットにおいて，ジェンダーについての講義を，3 年生の行動科学と医療倫理ユニットにおいて臨
床倫理に関連する講義も担当した．

・伊澤は，3 年医学英語に補助として携わり，選択必修 2 科目および課外学習プログラム「映画から考える生命倫
理」の運営を行った．また，本学の医学英語集の改訂に続き，医学英語テキストの編纂の補助にも取り組んだ．

・また，当教室の専任教員（藤森 ,Godfrey，種田，伊澤）は，「良医への道コース」の PBL・臨床入門のユニットに，
テューターとして参加した．また ,OSCE（4 年～ 6 年）や共用試験の試験監督業務にも携わった．

＜総合教育＞
　中平は，1 年生の導入教育プログラムである「医科学への道すじ」コースのコースディレクター，および，「医科
学入門」のユニットディレクター，「医科学の探索」のユニットディレクター補佐，「科学的思考と表現」のユニット
ディレクター補佐として，企画・統括・担当をおこなった．また，1, 2 年生の「良医への道コース・臨床推論」のユ
ニットディレクター補佐として課題作成を担当した他，1 年生「臨床推論」のテュータを担当した．その他に 1 年生
では，「人体の基礎科学」コースのコースディレクター補佐，酸塩基平衡の講義担当者として企画・担当をおこなっ
た．2 年生では，「人体の構造と機能 2」コースの「情報系」ユニットディレクター補佐および，以下の講義・演習・
実習を担当した．「エネルギー系」呼吸器，「調節系」酸塩基平衡，「情報系」情報伝達，「機能系実習」骨格筋の収縮．
また，2 年生の「医学英語」を担当した．講義以外では，新入生オリエンテーションを担当した．
　米岡は，1 年生では，「科学的思考と表現」のユニットディレクターとして , 企画・統括・担当を行った．また ,「行
動科学と医療倫理」,「社会医学」，「臨床入門実習」のユニットディレクター補佐として，講義・演習・実習を担当
した．臨床入門実習のまとめにおいては，学生全員が発表と報告の機会を得るように，回遊型のポスターセッション
を実施した．他に ,「臨床推論 ｣ のテューター，「臨床入門」で 1，2 年生合同のキャリアデザインのまとめを担当した．
2 年生では，「行動科学と医療倫理」，「社会医学」のユニットディレクター補佐として講義・演習を担当した．また，
臨床入門実習の中の「プレゼンテーション技法」を担当した．3 年生では「医学概論」で「地域基盤型 IPW 論」の講義 ,
及び城西大学，埼玉県立大学，日本工業大学との合同での IPW 演習のファシリテータを担当した．「キャリアデザイ
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ン」では , 企業で働く医師として三原華子先生を招聘しご講義いただき , まとめの回には , 医師のキャリアを考える
ためのカードゲームを , ゲームの開発者の医師の先生方と協力して本学の学生に合わせてカスタマイズし , ゲームを
用いた演習を行った．
　4 年生では，「地域社会と健康ユニット」の「地域医療実習」において，教員ファシリテータを担当した．1，2 年
生合同の選択必修では「学校って何だろう？　病院って何だろう？」を開講した．課外プロでは「傾聴・アサーショ
ントレーニング」を開講した．
　講義以外では，新入生オリエンテーション，臨床入門の引率を担当した．また，OSCE の設営及び試験の進行に携わっ
た．
3-2．達成度
＜物理学＞
　「人体の基礎科学 1,2」では，実習前講義，実習，フォローアップ講義という講義と実習を一体化した授業を行い，
すべての内容を教えることができた．他のユニットも予定通り達成できた．
＜化学＞
　全科目において，過不足なく講義，実習，演習を行うことができたので，90% 程度の達成度と考える．
＜生物学＞
1）「細胞生物学 1」：山崎が UD を務めたユニット 1 本試験では平均点 70.9 点（29 年度 74.9 点），不合格者 39 名（29

年度 23 名）となった．合格者は講義と実習を通じて，細胞に関する基本的な理解を得ることができたと思われるが，
昨年度よりも本試験の平均点が下降し，不合格者が増加した．これは国家試験の合格率低下の対策として，低学年
から厳しく指導すべきという方針のもと，試験問題のタクソノミーを昨年度よりも上げ，難易度を上昇させたこと
によると考えている．入学試験までの生物履修，未履修による差については，入試生物選択者の平均点 79.0 点（29
年度 80.3 点）に対して，非選択者 65.7 点（29 年度 70.5 点）であった．選択者と非選択者の平均点の差は広がっ
たが，生物非選択者のうちで高得点をとるものが一昨年以来続いていることから，学習意欲が高い学生に，2 クラ
ス制の効果があるのかもしれない．再試験では 1 名が不合格となった．

2）「自然科学の基礎（生物）」: 受講態度とテストにより成績を決定した．学生の講義の出席率は良く，入学までに
生物学の履修が乏しかった学生はこの授業で医学に必要な生物学の基本的な概念を習得できたと思われる．授業の
最後に行ったテスト（100 点満点）の平均点は 80.1 点（29 年度 83.5 点）で昨年度よりも下降した．特に点数の
低かった学生にはその後の継続的な指導が必要だった．

3）課外プロ「生物の基礎をもう一度」：参加した学生は 24 名（29 年度 23 名）だった． 
＜英語＞
　ユニットを領域別のサブユニットに分け，学習の重点を明確にするとともに，総合的な英語基礎学力と運用能力の
育成を図ることを前年同様に目標とした．非常勤講師が日本人講師 5 名，外国人講師が 7 名にご協力いただき，専
任教員 4 名が各サブユニットリーダーとなって，授業運営を分担し，充実した指導を行うことができた．
　1 年次の英語においては，各サブユニットにおいて英語 4 技能の重点項目を明確にすることで，全体としてバラン
ス良く英語運用能力の向上をさせることができた．各サブユニットリーダーが協力・連携することで，効率よく，質
の高いプログラムが実践できた．また，そのような各サブユニットの連携により，学生の個別情報についても共有し，
全体として問題ある学生については面談指導を行ってきめ細かい対応を行うことが出来た . 数年前よりもコマ数は減
少傾向にあったが，その分を内容の精選と効率の良さで補い，これまでと同じだけの成果は達成できたものと評価し
ている．
＜総合教育＞
　「医科学入門」ユニットでは，昨年度に続き「測定」と「観察と記述」実習の手順と準備物を改善することでより
効率的な実習をおこなった．
　「科学的思考と表現」ユニットでは , 昨年度に引き続き実験レポートの書き方に関する講義を行うなど，他ユニッ
トとの連携の元実施し , さらに非常勤講師 1 名を拡充し , 授業内の課題やレポートなどの添削を毎回行い , 多人数の
授業の中でも個別のフィードバックを行うことができた．2 年生の臨床入門実習の一環である「プレゼンテーション
実習」を , 表現の 1 つとしてのプレゼンテーション技法を教えるものとして位置づけ , 科学的思考と表現ユニットに
関わる総合教育及び英語科の教員で協力・分担して実施した．
　社会医学における専門職連携教育（IPE）について，教育プログラムを整理し，テキストとして出版することとな
りその執筆・編集を行った．
　その他の担当ユニットにおいても当初目的を達成することができた．
3-3．自己評価と次年度計画
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＜物理学＞
　「人体の基礎科学 1,2」は，基礎医学で学ぶ現象の物理的あるいは化学的背景を理解することを念頭に置いた，統
合科目である．物理学の領域からは力学，電磁気学，波動，放射線に関連する内容を題材とした．新たな試みである
が，学生にとって十分に理解でき，高学年でも有用な内容になったと考えている．学生の反応を参考にしつつ，さら
なる改善を進めていきたい．
＜化学＞
　「人体の基礎科学 1」，「人体の基礎科学 2」で化学領域を担当した．いずれも，プレ講義→実習→演習（実習発表）
→アドバンス講義の流れで 1 つのテーマを完結させるスタイルをとった．実習や演習（少人数学習）によるアクティ
ブ・ラーニングと講義との連携について意識しながら行い，実習レポート，実習ノートの添削，フィードバックにも
力を注いだ．学生へのポストアンケートでは概ね良好な回答が得られた．次年度は，講義，実習，演習の内容の一部
見直しを行い，より質の高い教育内容にしたいと考える．
＜生物学＞
1）「細胞生物学 1」：ユニット 1 では，担当教員による講義に加えて，体験学習も行っている．具体的には，光学顕

微鏡による真核細胞および原核細胞の観察．電子顕微鏡による細胞内微細構造の観察．ATP，タンパク質，核酸の
性質を考える実験．などである．いずれも，学生が講義内容を実感できるように工夫した．2 クラス制に対しても
学生の評価は高く，満足度の高い教育効果を与えたと自己評価している．さらに，期末試験問題はブラッシュアッ
プして実施しているので，学生の達成度の評価も適切にできたと考えている．次年度では，講義，体験学習ともに
より学生の理解が深まるように工夫したい． 

　定期試験不合格者が 39 名いたが，最終不合格者は 1 名であった．これは，今年度から始めた細胞生物学 2 ユニッ
トでの補習クラス授業，口頭試問，課外プロでの指導などの多面的な学習支援の効果によるものではないかと考え
ている．

2）「自然科学の基礎（生物）」: このユニットを開講して以来，生物学未履修からの「人体の構造と機能」および「細
胞生物学」についていけないという訴えは減少していると感じる．本講義が効果を及ぼしていると思われる．ただ，
コア科目の定期試験不合格者に占める生物未履修者の割合は依然として高い．次年度も「細胞生物学 1」と連携し
て，入学始めの時期における，生物学未履修者への援助をより手厚く行いたい．

3）「医学英語」:1 年生の「医学英語」では「細胞生物学 1」の教科書原著を題材として英文読解を指導した．学生
は医学英語に馴染むことができたと同時に英語によって細胞生物学の復習ができたと思われる．

4）「選択必修」：「実験動物学入門 1」の中の講義を，多くの学生が興味を持って聴講してくれた．また「細胞生物学」
コースの内容を含む部分が多いのでそのことも強調して講義をした．

5）課外プロ「生物の基礎をもう一度」：支援する学生の学力に応じた指導方法をさらに工夫する必要性を感じている．
6）その他の少人数制授業のテューターとしては，学生が学習方法の基本を理解し，実践する援助ができたと考えて

いる．
＜英語＞
　「医学英語」ユニットは，焦点を当てる技能を各サブユニットに分け，各授業の目的を明確化することで，教える
側にとっても学生にとっても分かりやすい総合ユニットになっている．また，少人数制で実施したことにより，学生
の参加を促し，きめ細かい対応もでき，教育効果を上げることに繋がっていると考えている．ユニットとしての総合
評価に関しては，担当者相互の協力と連携によって，必修科目としての学生の全体的なニーズはほぼ満たしていると
考えている . 学生の成績評価に関しては，一般的な英語基礎学力を測定する筆記試験の結果だけではなく，平常の授
業内における活動の評価を重要視し，実際のパフォーマンス評価を行っている．例えば，毎回の授業のワークシート
や，Writing では実際に書かれたプロダクト（作品），またプレゼンテーションなど，実技評価を行っている .
　次年度においては，1 年次における CLIL，Reading, Academic Writing，および基礎読解（専門書読解と改名予定）
などの各サブユニット内容をより精選させ，各リーダーの連携をさらに密にスムーズに行っていきたい . また，CLIL
においては少人数クラスの分割授業のため，クラスによるテスト内容の難易度に差があるとの指摘を受けて，来年度
からは共通のテキストを採用し，試験についても Reading や基礎読解と同様に学年共通のテストを行う予定である．
また ,1 年の最初と最後に TOEFL を行うことで，学生が各自 , 自分自身の学習の目標を立て，自律的な学習を進めら
れるよう支援を更に充実させたい . 
　次年度においては ,1 年次の「科学的思考と表現」ユニットが 3 つのコース制になり，専任英語教員の 3 名（藤森，
種田，伊澤）も実際に授業を担当する．授業計画をしっかりと立てて臨みたい．
＜総合教育＞
　「医科学への道すじ」コースは昨年度同様に漸進的な改善をおこない，他のコース・ユニットとの連携をさらに深
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めたことによって，大学での学びへの適応と学びを支える基礎的技能の涵養について，当初の目的をおおむね達成で
きたと考えている．
　次年度の「医科学入門」ユニットについては，課題設定と実施を工夫することでより効果的なプログラムに仕上げ
ていきたい．「科学的思考と表現」ユニットでは ,3 つのコースに分けることによって , より学生のレベルやニーズに
合わせた指導を行うことができるようにしていきたい．2 年生の「行動科学と医療倫理」「地域医療とチーム医療」,3
年生の「キャリアデザイン」などにおける演習では , 実施時期や内容を見直し , 学生がより積極的に取り組めるよう
な環境を整えていきたい．
3-4．その他の活動報告
＜部門会議＞
　毎月（8 月を除く）開催した．向田部門長が議事進行した．これに引き続き基本学科会議を開いた．
＜ 1 年生オリエンテーション＞
　1 年生オリエンテーションの準備および業務を分担して担当した．
＜オープンキャンパス＞
　受験生確保のための活動の一環として 7 月にオープンキャンパスが，10 月に学園祭の企画として医学部紹介コー
ナーが開かれたが，それらの開催業務において中心的役割を担った．
＜試験監督＞
　定期試験や卒前教育委員としての試験監督の他に，部門員で分担して 6 年実力試験 20 回，2 年総合試験 2 回の試
験監督業務を行った．
＜関連学部等授業＞
保健医療学部および関連学校等の教養教育の授業を担当した．以下に担当した授業を列挙する．

・保健医療学部
　臨床検査学科　1 年前期「数学」「物理学」「物理学実験」「化学 I」「化学実験」「生物学」
　　　　　　　　　　　　 「生物学実験」
　　　　　　　　1 年後期「化学Ⅱ」「人体の科学入門」
　理学療法学科　1 年前期「物理学」「細胞生物学」「英語Ⅰ」
　　　　　　　　1 年後期「「化学」「物理学実験」「英語Ⅱ」
・埼玉医科大学短期大学　
　看護学科　1 年前期「英語 2」，「化学」，1 年後期「英語 2」「生物学」
・職員キャリアアップセンター
　埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会　「教育方法」「教育評価」

4．研究活動
　教養教育基本学科年報を参照されたい．
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3．卒前医学教育部門

1．構成員
部門長： 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 専任，教授　　   平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日
副部門長： 渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） 兼担（基礎）生理学，教授 同上
 高橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo） 兼担（川越）放射線科，教授 同上
 小山政史 （OYAMA, Masafumi） 兼担（日高）泌尿器科，教授 同上
＜カリキュラム室＞
室　長： 渡辺修一 （WATANABE, Schu-ichi） 兼担（基礎）生理学，教授， 同上
副室長： 向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
室　員： 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 専任，教授 同上
 辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 専任，教授 同上
 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） 兼担（基礎）社会医学，准教授 同上
 廣岡伸隆 （HIROOKA, Nobutaka） 兼担（毛呂）総合診療内科，准教授 同上
 森口武史 （MORIGUCHI , Takeshi） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） 兼担（基礎）生化学，准教授 同上
 米岡裕美 （YONEOKA, Yumi） 兼担（基礎）教養教育，講師 同上
 川村勇樹 （KAWAMURA, Yuki） 兼担（基礎）教養教育，講師 同上
 伊澤宜仁 （IZAWA, Yoshihito） 兼担（基礎）教養教育，助教 同上
 高橋美穂 （TAKAHASHI, Miho） 専任，助手 同上
＜臨床実習推進室＞
室　長： 森　茂久 （MORI, Shigehisa） 専任，教授 同上
副室長： 橋本正良 （HASHIMOTO, Masayoshi） 兼担（毛呂）総合診療内科，教授 同上
 柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） 兼担（基礎）社会医学，准教授 同上
 高橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo） 兼担（川越）放射線科，教授 同上
 小山政史 （OYAMA, Masafumi）  兼担（日高）泌尿器科，教授 同上
室　員： 山田泰子 （YAMADA, Yasuko） 専任，教授 同上
 辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 専任，教授　　　　　  　　 同上
 村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro） 兼担（日高）心臓内科，教授 同上
 林　健 （HAYASHI, Takeshi） 兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，教授 同上
 廣岡伸隆 （HIROOKA, Nobutaka） 兼担（毛呂）総合診療内科，准教授 同上
 石橋敬一郎 （IHSHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授 同上
 難波　聡 （NAMBA, Akira） 兼担（毛呂）産科・婦人科，講師 同上
 奈倉道明 （NAGURA, Michiaki） 兼担（川越）小児科，講師 同上
 杉山智江 （SUGIYAMA, Tomoe） 専任，助教 同上
 有田和恵 （ARITA, Kazue） 専任，客員准教授 同上
＜試験管理室＞
室　長： 林　健 （HAYASHI, Takeshi）  兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，教授 同上
副室長： 荒関かやの （ARAZEKI, Kayano） 専任，講師 同上
室　員： 岡田　浩一 （OKADA, Hirokazu ） 兼担（毛呂）総合診療内科，教授 同上
 辻　美隆 （TSUJI, Yoshitaka） 専任，教授　　　　　  　　 同上
 椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 兼担　情報技術支援推進センター，教授 同上
 石橋敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授 同上
 茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） 兼担（基礎）病理学，准教授 同上
 柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） 兼担（基礎）社会医学，准教授 同上
 魚住尚紀 （UOZUMI, Naonori） 兼担（基礎）生化学，准教授 同上
 中谷宣章 （NAKAYA, Nobuaki） 兼担（毛呂）総合診療内科，講師 同上
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 大西京子 （OHNISHI, Kyoko） 専任，助手 同上
 齋藤　恵 （SAITOH, Megumi） 専任，助手 同上
＜調査解析室＞
室　長： 椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 兼担　情報技術支援推進センター，教授 同上
室　員： 鈴木　智 （SUZUKI, Satoshi） 専任，助教 同上
 佐藤義文 （SATOH, Yoshifumi） 専任，助手 同上
＜学生支援室＞
室　長： 長坂　浩 （NAGASAKA, Hiroshi） 兼担（毛呂）麻酔科，教授 同上
室　員： 森　茂久 （MORI, Shigehisa）  専任，教授 同上
 村越隆之 （MURAKOSHI , Takayuki） 兼担（基礎）生化学，医学部長．教授 同上
 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomi）  兼担（毛呂）消化器・一般外科，教授 同上
 丸山義昭 （MARUYAMA, Yoshiaki）  兼担（毛呂）教職員学生健康推進センター，教授 同上
 富谷智明 （TOMIYA, Tomoaki） 兼担（毛呂）教職員学生健康推進センター，教授 　同上
 佐々木惇 （SASAKI , Atsushi） 兼担（基礎）病理学，教授 同上
 門野夕峰 （KADONO, Yuuho） 兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，教授 同上
 村上　孝 （MURAKAMI, Takashi） 兼担（基礎）微生物学，教授 同上
 柴﨑智美 （SHIBASAKI, Satomi） 兼担（基礎）社会医学 , 准教授 同上
 向田寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu） 兼担（基礎）病理学，准教授 同上
 藤田恵子 （FUJITA, Keiko） 兼担（基礎）解剖学，准教授 同上
 山崎芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 中平健祐 （NAKAHIRA , Kensuke） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 森口武史 （MORIGUCHI , Takeshi） 兼担（基礎）教養教育，准教授 同上
 横山富士男 （YOKOYAMA, Fujio） 兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，准教授 同上
 石橋敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授 同上
 髙野和敬 （TAKANO, Kazuhiro） 兼担（基礎）解剖学，講師 同上
 渡會恵介 （WATARAI, Keisuke） 兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，講師 同上
 川村勇樹 （KAWAMURA, Yuuki） 兼担（基礎）教養教育，講師 同上
 中野貴成 （NAKANO, Takanari） 兼担（基礎）生化学，講師 同上
 杉山智江 （SUGIYAMA, Tomoe） 専任，助教 同上
 齋藤　恵 （SAITOH, Megumi） 専任，助手 同上

2．目的
　卒前医学教育部門は医学部学生を対象とした卒前医学教育の全般を運営する部門である．本学の建学理念，カリキュ
ラムポリシーおよびデュプロマポリシーに準拠し，社会的使命も考慮して卒前医学教育の方針を検討し，卒前教育委
員会で審議して決定した事項を円滑に執行することを目的としている．
　担当している卒前医学教育の領域は以下の通りである．
（1）カリキュラムに関すること
（2）臨床実習に関すること
（3）試験および進級，卒業の評価に関すること
（4）教育に関する FD，ワ－クショップに関すること
（5）学生に対する教育指導
（6）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動状況
　卒前医学教育部門は「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」の 5
室に分かれ，役割を分担して活動している．臨床実習の関連事項として，共用試験 OSCE と advanced OSCE に関し
ては「OSCE 委員会」が，シミュレーション教育に関しては「スキルスラボ運営委員会」が「臨床実習推進室」と連
携して検討，運営を担当している．また，「学生支援室」は学生の健康に関する事項は「教職員 ･ 学生健康推進センター」
と，規律，態度などの生活面については「学生部委員会」との協力の基に検討を行っている．さらに平成 28 年度に
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新しく設置された「カリキュラム委員会」は新カリキュラムの立案，コース・ユニット間の調整，試験の在り方など
を検討している．5 つの室における活動状況を卒前医教育部門の全構成員が共有し，関連する委員会，センター，部
門などとの連携を密にするため，自由な意見交換をすることを目的として，「医学教育センター運営委員会」を原則
的に月 1 回開催している．同委員会は卒前教育委員長，医学教育センター長，卒前医学教育部門長および副部門長，
各室長および副室長，卒前教育委員長が必要とする教員によって構成される．同委員会で討論した事項は「卒前教育
合同会議」に諮り，卒前教育委員会の構成員，コースおよびユニットディレクター，各基本学科の教育主任に情報を
提供するとともに意見を求めている．
　平成 29 年第 111 回国医師家試験の成績が全国最下位と急激に悪化したことを受け，形成された 6 年対策チーム
はその後「5，6 年 WG」と名称を変えて，活動の迅速性を重視し，室の枠を超えた医学教育センター内の特別チー
ムという位置づけとなった（組織上は最終的に学生支援室の中の WG とした）．
3-1．カリキュラム室
　シラバス，講義日程の作成，オリエンテ－ション，課外学習プログラムに関して，臨床実習推進室との連携で平成
31 年度のカリキュラムを遂行すべく実務作業を担当し，さらにカリキュラム委員会と連携して，平成 31 年度の方
針を検討した．医学教育センターの専任教員，兼担教員がこれら業務を分担し，月 1 回の定例会議を開催して進捗
状況を共有するとともに，問題点を整理し，カリキュラム室全体での意志統一を図っている

①シラバス，講義日程の作成：平成 30 年度のシラバスは例年と同様にホームページ上で公表するとともに冊子体
を作成した，また，その後の変更点はホームページ上で順次掲載した．3 年次「良医への道 3」コースは 2 年次
と同様に「行動科学と医学倫理」，「キャリアデザイン」，「社会医学」ユニットを新設した．また「選択必修」ユ
ニットは曜日の午後に 1，2 年生合同の授業を実施することにした． 3 年次に導入クリニカル・クラークシップ：
Pre-CC1）が導入された．この Pre-CC1 は，診療科実習と臨床推論などを組み合わせて 1 週間単位で 4 クール行
う Pre-CC1-1，看護業務体験実習，薬剤部，リハビリの他職種業務見学実習からなる Pre-CC1-2，基本的診療手
技と臨床推論，症例問題演習を組み合わせた Pre-CC1-3 と 3 つのユニットからなる．6 年生のカリキャラムに
関しては，昨年度と同様に卒業試験を 11 月に遅らせ，その前に「総合学習」ユニット -A，同ユニット -B で全
ての診療科の演習を終了し，卒業試験後の「総合学習」ユニット -C では医師国家試験に特化した演習を実施し，
卒業試験 75 点以上は出席を義務付けない形に変更した．

②平成 30 年度は 3 年生のカリキュラムを改訂し，その後，毎年順次に，4 年生以降のカリキュラムを改訂する予
定である．4，5 年生のカリキュラムは，平成 31 年以降に大幅に改変する予定である．カリキュラム委員会で
検討された 4 年生の授業を約 15% 削減して，臨床実習の開始時期を 5 年生の 4 月から 4 年生の 1 月に前倒しし，
また 1 週間単位での導入クリニカル・クラークシップ 2（Pre-CC2）を導入するという策定案をもとに具体的な
授業配置を検討した．

③平成 30 年度のシラバスをコースディレクターが相互点検し，平成 31 年度のシラバス作成の参考にした．
④平成 30 年度の新入生オリエンテーションは 4 月 11 ～ 13 日に実施した．なお，終了後には例年同様にアンケー

トを行い，その成績を公開した．全学年の 1 学期，2 学期開始時のオリエンテーションで用いる共通ファイルを
更新した．なお，2 ～ 4 年生は合同で 1 学期は 4 月 10 日，2 学期は 9 月 3 日にオリエンテーションを実施した．
1 学期のオリエンテーションでは特待生を表彰し，何れも学長訓示，校歌斉唱の後に，学年別に共通ファイルを
用いて，重要な事項を周知した．また，平成 31 年度新入生オリエンテーションの実施概要を検討した．

⑤課外学習プログラムは，女子栄養大学からのプログラム応募も併せて 156 プログラムの応募があり，うち 60 課
題は女子栄養大学の学生も受講できるようにした．学生による第 4 回研究発表会を 11 月 16 日に開催，優秀賞
と敢闘賞は 12 月 22 日の教授・教員総会で表彰した．

⑥学生生活実態調査は SMU パスポートを用いて実施した．また，シラバスシステムと SMU パスポートの連動を
検討した．

⑦電子シラバスの学外（外部）公開を検討した．
3-2．臨床実習推進室
　平成 30 年度の 5 年生における BSL，クリニカルクラークシップ（CC）および 6 年生の advanced CC を運営し，
平成 31 年度の臨床実習の方針を確定した．学生に到達目標のチェック，ログブック記載などを指導し，卒前教育合
同会議，川越キャンパスおよび日高キャンパス教育主任会議などで教員のそれらを周知した．

① 6 年生 Advanced CC では，指定学外施設実習として最終的に 39 医療機関に依頼して実施した．
②「臨床実習指定学外施設懇談会」を 6 月 23 日と 2 月 25 日に開催した．臨床実習や OSCE の現状および今後，

医行為の拡充などについて説明を行い，各施設での状況報告，学生教育の問題点などを討議した．
③ 5 年生を対象に，3 月 30 日に臨床実習オリエンテーションを，1 月 8 日に CC 開始前の前オリエンテーションを，
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3 月 29 日に次年度の 5 年生を対象とした臨床実習オリエンテーションを実施した．
④従来，3 キャンパスで年に 2 回開催していた臨床実習懇談会は，川越キャンパスおよび日高キャンパスでそれぞ

れ教育主任会議が毎月開催され，臨床実習に関する意見交換を行うことになったことから，今年度から開催を取
りやめることになった．毛呂キャンパスは卒前教育合同会議を主体に説明し，臨床実習および Pre-CC における
WebClass の使用法に関する説明会を実施した．

⑤ 5 年生 BSL の学生には，ログブックに加えて WebClass 上で全診療科共通ルーブリックの自己評価を導入し，
臨床実習評価票も WebClass に変更した．教員も WebClass のログブックのチェックに加えて，全診療科共通ルー
ブリック評価をの運用は原則 WebClass 上で行うことにし，段階的に紙媒体の使用から移行してもらう方針と
なった．この全診療科共通ルーブリックは，従来 Web Class で，チェックすべき到達目標が 100 項目以上あっ
たものを，新たな平成 28 年度版モデルコアカリキュラムに準拠して見直しを行い，各診療科に基本的に共通す
る項目のみを表示して簡素化した．

⑥ 5 年生の臨床実習では平成 26 年以降，学生に貸与した iPad mini をログブックとして活用しているが，卒業生
の返却遅延および調整の必要性から，5 年生への配布が遅れて 6 月になった．懸案であった国際医療センターに
も WiFi 環境が完備された．

⑦学生の抗体価の閲覧方法は，従来のネームプレートに携帯させる方法及び，現在の SMUPASSOPRT から閲覧す
る方法を併用運用した．5 年生でインフルエンザの予防接種の申請をしていない学生がいることから，原則とし
て実習参加にはインフルエンザの予防接種が必須である取り決めとした．

⑧ 5 年生を対象に「前期総合試験の結果を踏まえ後期に向けての講演会」を 10 月 16 日に開催した．また，4 年
生を対象として，国際医療センターでの実習に必要な e-learning を 2 月に実施し，「臨床入門」ユニットで臨床
導入実習を 2 月に行った．

⑨ 5 年生の特別演習を土曜日に実施した．平成 30 年版医師国家試験出題基準と平成 28 年度版モデルコアカリキュ
ラムに基づいて項目を見直して 1 日 2 演習で計 37 項目を学習するよう変更した．また平成 31 年度の日程とそ
の内容の改訂を検討した．

⑩平成 31 年度の臨床実習 BSL ローテート日程を計画した．
⑪簡易版臨床能力評価法（mini-CEX）を試験的に総合診療内科で行なった．簡易版臨床能力評価法（mini-CEX）

の導入に向けた FD を 12 月 19 日に実施した．今後は 5 年 CC 及び 6 年 advanced CC で希望を募り，試験的に
mini-CEX を導入する予定である．

⑫これまで社会と医学コース社会医学実習ユニットの中で行われていた地域医療実習が，今年度より臨床入門 4
年に移行し，臨床実習推進室の管轄となった．地域医療実習受け入れ施設が不足しているため，臨床実習指定学
外施設の中から大学に近い施設に受け入れをお願いして補完した．

⑬新しく導入された 3 年生 Pre-CC1-1 は，1 クールで診療科実習グループと医療面接・臨床推論グループに分か
れて 2 日ずつ交互に実習が行われ，合計 4 クールが行われた．3，4 年次の Pre-CC で「内科診断学」の中の 37
症候を学生自身が 2 年間で学習する．来年度 4 年次の Pre-CC2-1 の診療科実習は今年度から継続してローテー
トする．Pre-CC2-1 の 2 クールで診療科実習グループと地域医療実習グループに分かれて実習が行われる．3 年
生 Pre-CC1-1，2-1 では，診療科を症候グループに分けており，各診療科では学生に 5 つの症候グループのうち，
少なくとも 1 症候を指導することとした．Pre-CC1-1 でも WebClass 上のルーブリック評価表を用いた教員によ
る評価と学生による自己評価を導入した．このルーブリック評価表は 5 年次 BSL で用いたルーブリック評価表
に継続する形で簡易化したである．

3-3．試験管理室
　6 年生の卒業試験，実力試験，2 年生および 5 年生の総合試験の問題作成を各基本学科に依頼し，登録された問題
をブラッシュアップして，最終調整する過程を統括した．また，CBT 共用試験の実施，運営も担当した．共用試験
CBT の公募問題，医師国家試験のプール問題の公募にも対応して，学内の既出問題をブラッシュアップして登録し
た．共用試験実施機構の実施する CBT 問題ブラッシュアップ委員会にも室員が参加している．さらに，試験管理室は，
試験問題の管理だけではなく，学内で実施される全ての試験の管理運営も担当した．

① 5 月 8 日と 6 月 9 日に FD 部門との共催で「試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ（初級編）」を開催した．
また基礎医学部門・教養教育の教員を対象とした「試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ」を 9 月 15
日と 9 月 29 日に開催した．

② 4 月 28 日に FD 部門との共催で「医師国家試験と 6 年生総合学習に関する FD」が開催された．第 1 部は第
112 回国家試験報告会（3 キャンパス同時中継），第 2 部は 6 年生の総合学習コースの講義内容を検討するため
のワークショップであった．
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③平成 30 年，第 112 回医師国家試験からの新形式に準拠して，今年度の卒業試験も 2 日間を 2 回行う形式とし，
問題数も 400 問とした．従来と同様に一般問題は 1 点，臨床実地問題は 3 点とした．6 年生卒業試験は 11 月 1，
2 日と 11 月 8，9 日に実施した．

3-4．調査解析室
　平成 19 年度より継続して「学生による授業評価」を実施し，学生の出欠状況を把握するとともに，その結果を介
して各教員の講義改善に役立つようにしている．また，各教員の教育に関する活動を評価することを目的として，「教
育活動の実績記録システム」を構築している．また，講義収録・配信システムを運用し，学生の復習の利便性を高めた．

①平成 30 年度の講義の出欠は，クリッカーを用いて確認した．授業中の小テストと終了後の授業評価を何れもク
リッカーで実施し，両者の回答をもって出席とすることにした．また，教員の利便性を高めるため，小テストの
実施を簡略にするシステムを検討した．

②学生生活実態調査を全学年で実施した．
③講義収録・配信システムに関して，教員の収録への同意率と学生の利用状況を調査した．また，同システムの利

用に際して，学生を対象とした同意書，誓約書を作成した．
④平成 30 年度における全講義の授業評価と 5 年生の BSL 評価を集計し，その結果を各基本学科の運営責任者，教

育主任に送付し，今後の講義の参考にすることを依頼した．また，平成 29 年度の 5 年生 BSL 評価に関する調査
を，教育主任を対象として実施し，評価方法の改善に利用した．また，平成 30 年度におけるクリッカーによる
授業評価と，今年度から WebClass を用いた 5 年生の BSL 評価，BSL 評価での自由記載事項なども，順次，各診
療科にフィードバックした．

⑤平成 29 年度における教員の教育実績登録をまとめて，各基本学科の運営責任者，医学教育センター役職者に送
付した．

⑥医学部ベストティーチャー賞，ベストエフォート賞を選定した．
⑦講義配信システムの利用は昨年度全体で 15,000 回～ 20,000 回，一講義あたり 5 ～ 10 回程度の閲覧があった．

今年度の講義配信システムの月別視聴回数は昨年度に比べて視聴回数が 2 倍以上に増えていた．
3-5．学生支援室
　学生と教員の意見交換の場としての学年小委員会を開催すること，学生と教員の心の交流と相談窓口の機能を果た
すアドバイザー制を円滑に運営すること，精神的問題を抱えた学生に対応するための心の相談室の運営すること，出
席および成績などの問題がある学生の早期発見と対応などが主な業務である．支援活動は各学年の担当を中心とした
連絡，打ち合わせは随時行う方針とし，全体の学生支援室活動会議は 2 ～ 3 ヶ月に 1 回開催して室全体の情報交換，
意志統一を図りながら業務を遂行した．
　平成29年度国試の成績不良のため篠塚望教授を中心に形成された6年対策チームは，その後「5，6年WG」と変化し，
活動の迅速性を重視して医学教育センター内の特別チームという位置づけであったが，組織上学生支援室の中に位置
づけられた．

①室長が森茂久教授から長坂浩教授に交代となり，各学年担当支援室員の責任者が中心となって学生支援を行う体
制となった．6 年：篠塚教授，5 年：柴崎准教授，4 年：長坂教授，3 年：石橋准教授，2 年：中平准教授，1 年：
向田教授

② 1 ～ 4 年生は前年度までと同様に学生支援室がグループ分けし，5 年生は BSL の組に応じたグループとして，夫々
のアドバイザーを決定した．一方，6 年生は学生の希望を優先してグループ分けを行い，それぞれのアドバイザー
を決定した．1 年生は新入生オリエンテーション時 4 月 11 日に，2 ～ 4 年生は合同で 4 月 16 日，18 日，20 日に，
5 年生は月日，月日，6 月 16 日に，6 年生は進級発表日であった前年度の 3 月 17 日にアドバイザーとの顔合
わせ会を開催した．

③ 各学年の小委員会は原則的に 1 ～ 2 ヶ月に 1 回開催し，その内容は卒前教育合同会議で報告され，学生間で持
ち上がっている問題点を教員が共有できるようにした．なお，1 年生は「全体の会」を 2 回，「5 分の 1 の会」
を 5 回，懇談会を 3 回開催し，学生全員の意見を確認する場を設けた．

④ 心の相談室の臨床心理士によるカウンセリングは，原則毎週月，木に加えて，5，6 年生を対象に不定期に土曜
日にカウンセリングを行った．

⑤ 前年度の留年生，出席に問題のある学生，定期試験の成績が不良の学生を対象に個人面談を実施した．健康問
題に関して，学生健康推進センターと連携して対応した．

⑥ 5，6 年 WG により企画，実施された 6 年生対策の主立ったものは以下の通りである．
卒業生を中心とした教員であるスペシャルサポーターによるナイトセッション，予備校の映像授業 DVD 視聴，
及び単元毎の確認テスト（6 月，7 月午後実施），夏合宿（7/30 ～ 8/3，晴海），冬合宿（1/9 ～ 1/11），各種模試，
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下位者対象とした特別ナイトセッション，予備校での指導に精通した客員教授による学習についての個別指導，
卒業生スペシャルコーチによる面談，卒業試験後留年決定者に対する DVD 補講，他．

⑦ 5，6 年 WG により企画，実施された 5 年生対策の主立ったものは以下の通りである．総合試験前期下位者に
対する予備校の映像授業 DVD 視聴，及び単元毎の確認テスト（10 月より土曜日午後），模擬試験（MEC 模試：
10/6 日），MEC 春模試（3/8）．

3-6．OSCE 委員会
① 7 月 14 日に 6 年生の卒業時 OSCE を共用試験実施評価機構の Post-CC OSCE トライアルへ参加する形で実施した．
② 3 月 2 日に 4 年生の共用試験 OSCE を実施した．
③共用試験 OSCE 評価者認定講習会は 6 月 17 日，6 月 30 日に開催され，本学から教員が参加した．
　共用試験臨床実習後 OSCE 評価者認定講習会が 3 回開催され，本学から 4 名が参加した．
④卒業時 OSCE での Post-CC OSCE トライアル機構課題を担当する評価者には，トライアルに関する説明会と機構

課題についての講習を，毛呂山キャンパスでは 7 月 2 日，10 日，川越キャンパスでは 7 月 4 日，5 日，日高キャ
ンパスでは 7 月 4 日，7 月 5 日で開催した．

⑤共用試験 OSCE の学内評価者講習会を毛呂山キャンパスでは 2 月 20 日・21 日，川越キャンパスでは 2 月 23 日・
28 日，日高キャンパスでは 2 月 22 日・26 日で開催した．

⑥他大学で実施される共用試験 OSCE に 6 名の外部部評価者を派遣した．
3-7．スキルスラボ運営委員会

①学生，研修医および教員のスキルスラボの利用状況を調査した．
②シミュレーション部門のホームページで，スキルスラボで現有している物品一覧および講習会，研修会などの情

報，さらに昨年度の機器・備品等の使用状況を掲載した．
③川越ならびに日高キャンパスのスキルスラボ，シミュレーションセンターを含めて，3 キャンパスの状況等につ

いて情報共有を図った．
④毛呂山キャンパスの新教育実習棟（仮称）の 4 階シミュレーションセンター（仮称）の概要を検討した．
⑤各種備品を購入，整備した．
3-8．カリキュラム委員会

①新カリキュラムは平成 31 年度の 4 年生の概要を検討し，4 年生のシラバスの基盤となる枠組みを示し，翌年の
5 年生の新カリキュラムについても検討した．

②新カリキュラムの 4 年生の授業編成は，臨床実習（CC step1）の早期開始，導入クリニカル・クラークシップ
の導入 2（Pre-CC 2）が中心となることから，それに伴い講義数の削減内容を協議し，講義数の削減とモデルコ
アカリキュラムを基盤とした授業内容の再構築を各ユニットに検討を依頼した．

③ 3，4，5 年担当が，Pre-CC 検討 WG および臨床実習推進室とも連携して，4 年生の Pre-CC は 4 ～ 6 年生の CC
に繋がる一連のカリキュラムとして位置づけし，3・4・5・6 年生の流れで順次臨床実習がステップアップして
いく形を検討し，その授業内容の報告を検討，確認した．

④ 1，2 年担当が，基礎と臨床の連携を検討し，特に 2 年生総合試験の在り方について検討を行なった．
⑤ 6 年担当が，5，6 年 WG と連携して，総合学習 C の内容，補習について検討し，卒試の在り方についても検討

を開始した．
⑥教科書の共同購入の方法を検討した．

4．自己点検・評価
　医学教育センターの卒前医学教育部門は 5 室からなる体制が確立しており，各々の役割分担を明確にして活動を
行っている．平成 29 年第 111 回医師国家試験の成績は新卒合格率が 79.8% と全国最下位であったが，5，6 年 WG
を中心に全学部を挙げて 6 年生対策の効果により，第 112 回の新卒合格率は 87.6% に改善した．113 回の合格率は
新卒が 85.2%，全体で 84.9% であり，昨年度より若干であるが 3% 弱低下し，残念であるが改善の継続とはならなかっ
た．国試不合格者の多くが例年に比べて必修問題が 8 割に満たない学生が多かった．平成 25 年度入学した 6 年生の
ストレート卒業率，医師国家試験合格率は夫々 78.4% と 71.2% でともに低率であったが，昨年度より改善を認めた．
しかし全国的には依然として低位置にあることより，新カリキュラムを上の年次に進めることとともに，国試の成績
向上を目指して引き続き卒前医学教育全般の見直しを行う必要がある．
（1）カリキュラム室：新たなモデルコアカリキュラム，医学教育分野別評価に対応して，臨床実習を延長するこ

とによって生じる各学年のカリキュラムを 1 年生から高学年に向けて順次見直すことが課題である．平成 31 年
度の 4 年次 12 月までのカリキュラムは改編されたが，今後は，4 年次 1 月からの臨床実習（CC step1）から始
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まる 5 年次以降のカリキュラムを検討することになる．
（2）臨床実習推進室：クリニカル ･ クラークシップは量的，質的にも発展させる必要がある．まず 6 年生の

advanced CC は指定学外実習施設をさらに増加させるなど，更に拡充することを目指す必要がある．新カリキュ
ラムの 4 年次 1 月から 5 年次 12 月まで続く臨床実習（CC step1）のローテーション，期間，実習内容，評価法
など，また，3，4 年生の講義も BSL などの従来型臨床実習と組み合わせて，より効率的なカリキュラムを構築
することが求められる．臨床実習，特に CC を拡充するためには，学外実習施設を増加させることも急務となる．

（3）試験管理室：今年度の卒業試験の平均点 72.1 点で，29 年度の 70.8 点に比べて 1.3 点上昇した．6 年生の留
年者数，退学者数とも 29 年度と比べて減少した．CBT の成績は平成 29 年度より CBT については，本学の合格
基準を共用試験実施機構の基準である IRT 値 359 から，IRT 値 420 に引き上げて一本化した．一方 CBT の成績
は 27 年度から全国との差を徐々に縮めている．IRT 値引き上げの成果については，平成 29 年度 4 年生が来年
度 6 年生となるため，卒業試験，国家試験の動向が待たれる．定期試験の重み付け総合成績を基に，「平均－ 1.5SD」
以上を救済する制度を見直して以前の制度に戻したが，この変更が学生の学習動向に与える影響を今後も検討す
る必要がある．また，試験問題の作成に関する教員を対象とした FD も拡充することが求められる．

（4）調査解析室：「学生による授業評価」，「臨床実習評価システム」，「教育活動の実績記録システム」，「講義の収
録システム」が確立され，クリッカーによる小テストを改善した．平成 30 年度のクリッカーによる授業評価の
回答率は，29 年度に比較して全体的に向上している．しかし，2 年生は 2 問目以降の回答率が低く，多くの学
生が出席の確認のみを目的として授業評価を行っている可能性がある．クリッカーによる小テストは 9 割近く
の講義で実施されているが，非常勤が担当する講義が多い 4 年生では実施率が低い．30 年度の講義収録・配信
システムの利用状況は，29 年度と比べると学生が多く利用していた．講義収録に関しては教員の理解を深めて
さらに収録率を向上させる必要がある．30 年度も学内版学生生活実態調査を実施したが，26 ～ 29 年度の結果
と比較すると講義の出席理由として「出席を取られるので仕方なく出席している」が増えているのは，制度変更
に伴う学生の心情を表していると考えられる．

（5）学生支援室：「学生による授業評価」による出欠状況や「アドバイサー」の面談報告を参考にして，問題を抱
えた学生の指導を継続して行うことが求められる．特に，クリッカーの不正使用など倫理面，道徳面での問題行
為に対しては，学生部委員会，毛呂山会などとも連携した対策の構築が必要である．総留年者数は 40 名と昨年
度の約 1/2 に減少したが，退学者は逆に増加した．進級条件が厳しくなったことから留年者支援がさらに必要
となるため，室員の増員等，学生支援室の組織強化が必要である．5，6 年 WG が 6 年生対策として迅速に補習，
模試等を行ったことが，昨年度からの国試合格率の改善に繋がったと考えられるが，今後も継続が必要である．
国試不合格者は，卒試の上位者も，例年に比べて必修問題が 8 割に満たない学生が多かったことから，来年度
は必修対策に重きを置く必要がある．さらに 5 年生の下位者対策も開始されたが，6， 5 年生の補修対策をさら
に充実化するとともに，4 年生以下の補習体制を検討することが重要である．

（6）OSCE 委員会：共用試験 OSCE の認定評価者のうち，特に頭頸部，胸部，バイタルサイン，基本的臨床手技の
ステーション担当者が不足している．上記の認定評価者を増やすために来年度以降も OSCE 評価者認定講習会に
多くの教員の参加が望まれる．今年度の 6 年生卒業時 OSCE は，共用試験実施評価機構の Post-CC OSCE のトラ
イアル（正式名称は共用試験臨床実習後 OSCE）に参加した．来年度は共用試験臨床実習後 OSCE の全国トライ
アルに参加予定である．建設中の新教育実習棟は平成 31 年度夏には完成予定であり，平成 31 年度 11 月 9 日
に実施予定の 6 年生卒業時 OSCE（臨床実習後 OSCE 全国トライアル），12 月 21 日に実施予定の 4 年生共用試
験 OSCE に向けて早めに準備する必要がある．

（7）スキルスラボ運営委員会：備品の拡充と整備を行い，学生のみならず，研修医，教員の利用を活性化するこ
とが課題である．平成 31 年度夏には完成予定の新教育実習棟の 4 階にシミュレーション・トレーニング・セン
ター（仮称）を設置する予定で，模擬病室を含めた設計と物品等を確認している．また新教育実習棟の 5・6 階
は OSCE センター兼ゼミ室兼演習室になっており，OSCE 時には録画・検証ができるようになる．

（8）カリキュラム委員会：平成 31 年度の新カリキュラムの 4 年生の授業を検討し，各ユニットに変更点を検討す
るように依頼した．今後は平成 31 年度の新カリキュラムの 4 年生 1 月以降の授業を検討する必要がある．1・
2 年生は新カリキュラムが進行中であるが，アクティブラーニング等で学力差が拡大する懸念がある．1・2 年
生の成績不振者に対する補講，学生の人数が多くなった場合の実習への具体的な対応を検討している．2 年生総
合試験の在り方について検討が開始されている．国家試験の成績を見つつ 6 年生の卒業試験の在り方について
も議論が続いている．さらにそれに続く 5 年生総合試験の在り方ついての検討も必要である．
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4．卒後医学教育部門

1．構成員
部 門 長　三村俊英（MIMURA, Toshihide）：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授

（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
副部門長　鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）：国際医療センター・小児心臓外科：教授（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
副部門長　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：H30.4.1 ～ R2.3.31）
副部門長　屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H30.4.1 ～ H31.3.31）
部 門 員　根本　学（NEMOUTO, Manabu）：国際医療センター救命救急科：教授
 金子公一（KANEKO, Koichi）： 国際医療センター呼吸器外科：教授
 辻　美隆（TSUJI,Yoshitaka）： 医学教育センター：教授 
 村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授
 高平修二（TAKAHIRA, Shuji）：国際医療センター救命救急科：講師 
 齋藤　恵（SAITO, Megumi）：医学教育センター：助手 
※部門長・副部門長任期あり，部門員任期なし

2．目的
既設の卒後教育委員会，研修管理委員会と連携を取りながら，卒後臨床研修，中・後期の臨床研修，生涯教育，そ

の他卒後医学教育に関する業務を行う．
以下　3．活動報告，4．評価と次年度目標　については，「委員会・会議報告（医学部）卒後教育委員会」を参照のこと．
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5．シミュレーション教育部門

1．構成員
　部 門 長　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）： 保健医療学部看護学科，医学教育センター，総合医療センター消化管一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　般外科，大学病院消化器一般外科：教授（任期：H32.3.31）
　副部門長　山田泰子（YAMADA, Yasuko）：医学教育センター：教授（任期：H32.3.31）
　部 門 員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授
　　　　　　岡　政志（OKA, Masasi）：総合医療センター消化器肝臓内科：教授
　　　　　　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）：総合医療センター ER：教授
　　　　　　長坂　浩（NAGASAKA, Hiroshi）：大学病院麻酔科：教授
　　　　　　芳賀佳之（HAGA, Yoshiyuki）：大学病院 ER：教授
　　　　　　脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）：大学病院血液内科：准教授
　　　　　　高平修二（TAKAHIRA, Shuji）：国際医療センター救急医学科：准教授
　　　　　　川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）：教養教育：講師

2．目的
　医学教育センター　シミュレーション教育部門は，平成 16 年から始まった新臨床研修制度に伴い教育環境整備の
一環として開設されたスキルスラボを卒前・卒後医学教育，生涯教育にわたって有効に活用するために，平成 21 年
4 月に新設された．「埼玉医科大学医学部毛呂山キャンパススキルスラボ管理運用規則」に則り，シミュレーション
教育部門長は必要に応じて医学教育センタースキルスラボ運営委員会を開催してスキルスラボの利用，管理，運用に
関する事項を審議する．

3．活動報告
①第 1 回シミュレーション教育部門会議（平成 30 年 4 月 24 日）於：9 号館 4 階会議室　出席 5 名　欠席 5 名．

第 1 回スキルスラボ運営委員会（出席者 4 名　欠席者 5 名）を兼ねる．議事：平成 29 年度の利用状況，講習会・
研修会の開催状況，物品使用・貸出状況の報告．平成 29 年度の物品取得ならびに修理・整備状況の報告．平成
30 年度活動計画の検討．講習会・研修会の開催予定，腹部超音波・内視鏡実践セミナー（以下腹部超音波セミナー
と略す）開催日程の決定．当部門が主体となる講習会・研修会実施についての意見交換．毛呂山キャンパス教育
実習棟（仮）に設置されるシミュレーションセンター（仮）（以下新棟と略す）で必要な機器備品のリストアッ
プの依頼．議事録有．

②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 29 年 5 月 29 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 3 名　欠席 6 名．議事：
利用状況等の報告（4 月分）．物品貸出依頼の審議．物品修理等整備の報告．シミュレーション教育部門のホー
ムページの更新について，腹部超音波セミナー，その他の研修会についての意見交換．新棟の建設計画の進捗状
況の報告，機器備品についての意見交換．議事録有

③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 6 月 19 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 3 名　欠席 6 名．議事：
利用状況等の報告（4 ～ 5 月）．新棟に必要な機器備品の検討．総合医療センターシミュレーションセンターか
らの報告．議事録有．

④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 7 月 17 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 4 名　欠席 5 名．議事：
利用状況等の報告（4～6月）．物品取得・整備の報告・審議．運営委員の交代の報告．腹部超音波セミナーの進行・
内容の報告．新棟に必要な機器備品の検討．議事録有．

⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 9 月 18 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 3 名　欠席 6 名　議事：
利用状況等の報告（4 ～ 8 月）．物品取得・整備の報告・審議．物品貸出依頼の審議．腹部超音波セミナーの開
催状況の報告．議事録有．

⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 10 月 16 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 4 名　欠席 5 名　議事：
利用状況等の報告（4 ～ 9 月）．物品取得・整備の報告．新棟に必要な機器備品の検討．議事録有．

⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 11 月 21 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 4 名　欠席 5 名　議
事：利用状況等の報告（4 ～ 10 月）．物品取得・整備の報告・審議．国際医療センターシミュレーションセンター
の利用状況の報告．臨床工学部より新設に伴う機器備品の申請の要望があり，意見交換．議事録有．
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⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 30 年 12 月 18 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 4 名　欠席 5 名　議事：
利用状況等の報告（4 ～ 11 月）．物品取得・整備の報告・審議．次年度の講習会・研修会等開催予定について
の依頼，新棟の建設進捗状況と次年度に向けての開催予定についての報告．議事録有．

⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 31 年 2 月 5 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 5 名　欠席 4 名　議事：
利用状況等の報告（4 ～ 12 月）．物品取得・整備の報告．
今後，機器備品設置状況の確認作業の報告．国際医療センターシミュレーションセンターの利用状況の報告．次
年度研修医オリエンテーションのスキルスラボ研修日程の決定，内容の確認．次年度の講習会・研修会等開催予
定の確認，年間利用予約の受付の開始．議事録有．

⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 31 年 3 月 7 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1　出席 4 名　欠席 5 名　議事：
利用状況等の報告（4 ～ 2 月）．物品取得・整備の報告・審議．新棟の申請希望の機器備品について検討．議事録有．

平成 30 年度のスキルスラボ利用状況報告
①利用日数は 215 日であり，年間を通じて 59％の稼働であった．
②利用件数の総数 371 件，その内授業等の年間予約の利用 94 件，BSL や研修医トレーニング，各種講習会・研修

会等の単発の利用 239 件，物品の貸出は 38 件であった．
③利用者の総数は6762名，その内学内利用者6337名（94％），学外利用者425名で，平成29年度より2％増加した．
④卒前医学教育における利用は 224 件（授業・OSCE66 件，臨床実習 116 件，自主練習・他 42 件），利用者数は

4625 名（学生数 4630 名，指導者・スタッフ 907 名），利用者総数の約 68％を占めた．
⑤研修医のトレーニング目的での利用は 26 件，利用者数は 204 名（研修医 129 名，指導者・スタッフ 75 名）で，

内科専攻医トレーニングの開始により若干増加した．
⑥看護師等の医療職者による各種研修での利用は 11 件，受講者 135 名，指導者・スタッフ 122 名と，平成 29

年度並みであった．
講習会等の開催
①日本救急医学会認定 BLS 講習会 : 開催件数 35 件，受講者 348 名（学内 328 名，学外 20 名），指導者・スタッ

フ延べ 275 名（学内 249 名，学外 26 名）であった．平成 29 年度より開催件数・人数とも若干増加した．平
成 30 年 5 月 2 日より，第 1,2,3,5 週の水曜日に開催した．

②日本救急医学会認定 BLS 講習会 : 看護部が主催し，看護師を対象に大規模講習会を 2 回開催した．受講者 117 名，
指導者・スタッフ延べ 36 名であった．開催日 : 平成 30 年 11 月 8，9 日．

③日本救急医学会認定 ICLS 講習会 : 開催件数 4 件，受講者数 144 名（学内 120 名，学外 24 名），指導者・スタッ
フ延べ 188 名（学内 138 名，学外 50 名）であった．開催日：平成 30 年 6 月 24 日，9 月 15 日，12 月 16 日，
平成 31 年 3 月 24 日．

④日本救急医学会認定 ICLS 指導者養成ワークショップ：開催件数 2 件，受講者数 16 名（学内者 13 名，学外者 3 名），
指導者・スタッフ延べ 23 名（学内 21 名，学外 2 名）であった．開催日平成 30 年 6 月 23 日，平成 30 年 12
月 15 日．

⑤ AHA BLS 講習会 : 開催件数 3 件，受講者 38 名（学内 28 名，学外 10 名），指導者・スタッフ延べ 15 名（学内 8 名，
学外 7 名）であった．開催日：平成 30 年 7 月 7 日，10 月 6 日，平成 31 年 2 月 9 日．

⑥日本周産期・新生児医学会公認新生児蘇生法（A）講習会 : 開催件数 3 件，受講者数 46 名（学内 23 名，学外 23 名），
指導者・スタッフ延べ 13 名（学内 12 名，学外 1 名）であった．開催日：平成 30 年 9 月 8 日，11 月 17 日，
平成 31 年 3 月 16 日．

⑦日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）：開催件数 3 件，受講者数 32 名（学内），指導者・スタッフ
延べ 27 名（学内 23 名，学外 4 名）であった．開催日平成 30 年 7 月 28 日，10 月 20 日，12 月 8 日．

⑧医療人育成支援センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が 1 回開
催され，受講者は 6 名（3 病院の初期研修医），指導者・スタッフは 10 名であった．開催日：平成 30 年 8 月
25 日．

⑨小児 BLS 講習会 : 開催件数 6 件，受講者 39 名（学内 35 名，学外 2 名），指導者・スタッフ延べ 24 名（学内 24 名）
であった．

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 30 年度のスキルスラボ利用状況は，利用日数・利用件数とも平成 29 年度より増加し，利用人数は過去

最高を記録した．授業関係による利用は若干増加，研修医のトレーニングに関する利用も若干増加した．大学病
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院医療職者による各種研修の開催による利用人数は昨年並みであった．
2）従来開催されていた救急医学会認定 BLS 講習会の開催は昨年より増加し，他の講習会は概ね例年通りに開催さ

れた．
3）卒前・卒後医学教育並びに多職種の医療職者の生涯教育に於いて医療技術を習得するためにスキルスラボを計

画的に利用することが定着してきたと考えられる．
次年度目標
1）新棟の完成時期により，スキルスラボの機能を移設する時期が変動するため，利用者，特に医学部の授業や実

習等の卒前教育関係への負担が最小限になるように配慮する．
2）新棟への移設に伴い，現有する機器の整備・管理を継続しつつ，更新すべき機器のリストを作成し，支障なく

更新できるように，順次働きかける．
3）新棟への移設後は，機器備品，消耗品等を速やかに整備し，新棟の設備を熟知して，利用者が不都合なく使用

できるように対応する．
4）研修医・医師が必要としている研修内容を具体的に把握し，支援できるように働きかけると共に，指導医にシ

ミュレーションの有用性についての理解を促す．
5）看護師，理学療法士，臨床工学技士等の医療職者による研修が充実するよう支援し，開催に向けての種々の調

整を図る．
6）学内・外を対象としたシミュレーション教育部門主催もしくは共催の各種セミナー・講習会の開催を促進し，

定期開催に向けて支援を継続する．
7）医学教育センターホームページ内にシミュレーション教育部門のホームページを定期的に更新する．
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6．教育情報部門

1．構成員
部門長 椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
部門員 脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）：大学病院血液内科：准教授
 鈴木　智（SUZUKI, Satoshi）：医学教育センター：助教
 佐藤義文（SATO, Yoshifumi）：医学教育センター：助手
 大西京子（OHNISHI, Kyoko）：医学教育センター：助手
 高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）：医学教育センター：助手
 齋藤　恵（SAITO, Megumi）：医学教育センター：助手
 新井菜緒（ARAI, Nao）：大学事務部：事務員

2．目的
教育情報部門は，埼玉医科大学医学教育センター規程第 7 条に則り，教育水準を向上させるための，教育に関す

る情報の収集，作成，管理解析および教育資料の作成，情報環境の整備，その他教育情報に関する業務を行うことに
よって，本学の医学教育の発展に貢献することを目的としている．

3．活動報告
　・講堂の IT 機器のメンテナンス
　　講義開始前の点検（毎朝），講義時の利用説明（随時），サポート（随時）
　・学内で開催される医学教育に関係する講演会・研究会の広報
　　主要個所へのポスターの掲載（毎月），ホームページへの掲載（随時）
　・電子シラバスシステムの運用，シラバスの作成
　・クリッカーによる授業評価と小テストの運営と出欠データ処理
　・教育活動実績登録システムのデータ登録・処理
　・講義収録・配信システムの運用
　・試験問題作成システムの運用

2 年生総合試験，共用試験 CBT，5 年生前期総合試験・後期総合試験，6 年生実力試験・卒業試験，試験監督者講習会，
試験問題作成 FD など

　・医学教育ワークショップ，教授総会等の支援
　第 41 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
　第 17 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
　平成 30 年度医学部教授・教員総会
　平成 30 年度医学部保健医療学部合同教授・教員総会
　第 8 回医学教育フォーラム

　・臨床入門ユニットの模擬患者
　・臨床推論ユニットの支援
　・学生の担任面談・教育相談結果報告書のデータ処理
　・医学部案内パンフレットの作成
　・学外向けホームページの運営
　・課外学習プログラムのデータ整理・HP 掲載
　・5 年生・6 年生 CC プログラムのデータ整理・HP 掲載
　・入学試験：1 次試験監督，大学入試センター試験
　・入学試験のデータ処理
　・共用試験 CBT 実施のサポート
　・共用試験 OSCE 実施のサポート
　・卒業時 OSCE 実施のサポート
　・大学事務部における成績処理の支援
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　・授業評価の実施
　・臨床実習評価の実施
　・市民公開講座の支援
　・教育資料作成の支援

4．評価と次年度目標
　上記の活動によって，教育情報部門の目的はほぼ達成できたものと自己評価している．医学教育センターの他部門
や大学事務部との連携も十分に行われたものと考える．
　次年度も既存のシステムを十分に活用し，本学の医学教育に貢献する．
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7．Faculty Development 部門

1．構成員
部門長　　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（大学病院血液内科・総合医療センター血液内科兼担）
副部門長　側島久典（SOBAJIMA, Hisanori）：総合医療センター新生児科：教授
　　　　　石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：医学教育センター（総合医療センター消化管一般外科兼担）
部門員　　渡辺修一（WATANABE, Shuichi）：生理学：教授
　　　　　辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：医学教育センター：教授（総合医療センター消化管一般外科兼担）
　　　　　村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授
　　　　　中山英人（NAKAYAMA, Hideto）：大学病院　麻酔科：教授
　　　　　廣岡伸隆（HIROOKA, Nobutaka）：大学病院　総合診療内科：准教授
　　　　　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学
　　　　　米岡裕美（YUMI, Yoneoka）: 教養教育
担当事務員　岩澤昌人，田村萌恵，五十嵐勇樹，佐藤瀬奈

2．目的
　学生および研修医をはじめとする医師が「埼玉医科大学の期待する医師像」に到達することを支援するために，卒
前および卒後の医学教育カリキュラムのあり方を調査・研究し，適切なプログラムを実施するとともに，教育に関わ
る機関およびその構成員の能力開発に協力して，教育内容の充実を図る．

3．活動報告
（1）ワークショップ

①第 39 回 埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ 
開催日時　平成 30 年 7 月 27 日（金）～ 7 月 28 日（土）　2 日間 （実施時間 15.25 時間）
主催者　　学長，医学教育センター長
開催場所　川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）
参加者　　28 名，スタッフ 27 名
タスクフォース 1 名（伊野美幸）
内容　カリキュラム・プランニング，他

②第 17 回 埼玉医科大学臨床研修指導医講習会 
開催日時　平成 30 年 12 月 1 日（土）2 日（日）　2 日間（実施時間 17.5 時間）
主催者　　大学病院群の 3 病院長
開催場所　川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）
参加者 28 名，スタッフ 46 名
タスクフォース 4 名（木下牧子，中島宏昭，森　茂久，辻　美隆）

③試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ（初級編）
開催日時　平成 30 年 5 月 8 日　9:00-12:00 平成 30 年 6 月 9 日 9:00-12:00
主催者    医学教育センター
開催場所　オルコスホール
参加者　　31 名
ディレクター　　2 名（森茂久，林健，荒関かやの）
タスクフォース　9 名（椎橋実智男，石橋敬一郎，辻美隆，魚住尚紀，柴﨑智美，大西京子，齋藤恵）
内容　KJ 法「本学医学部の卒業生に求められる能力とは」
　　　KJ 法の発表（表札のみ）と供覧
　　　本学医学部の卒業判定と医師国家試験
　　　試験問題（MCQ）の作成方法
　　　試験問題のブラッシュアップ（一般問題）
　　　ブラッシュアップ結果の供覧
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　　　試験問題のブラッシュアップ（臨床問題）
④試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ（基礎医学編）

開催日時　平成 30 年 9 月 15 日　9:00-12:00 平成 30 年 9 月 29 日 9:00-12:00
主催者　　医学教育センター
開催場所　オルコスホール
参加者　　10 名
ディレクター　　3 名（森茂久，林健，荒関かやの）
タスクフォース　7 名（椎橋実智男，石橋敬一郎，辻美隆，魚住尚紀，柴﨑智美，大西京子，齋藤恵）
内容　WS の趣旨説明
　　　教育評価について
　　　MCQ 作成のお作法
　　　MCQ ブラッシュアップ演習と発表
　　　例題の供覧
　　　ブラッシュアップ演習
　　　作問演習

（2）講演会
⑤第 8 回 埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム 

開催日時　平成 30 年 11 月 17 日
開催場所　本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 106 名
内容　第 1 部：「本学における基礎と臨床の教育連携」
　　　　　　　教養教育から基礎臨床教育へ　向田 寿光　
　　　　　　　基礎教育から臨床へ　魚住 尚紀
　　　　　　　一臨床医の視点からの提言　佐藤 浩二郎
　　　　　　　総合討論・まとめ　山田 健人
　　　第 2 部：「基礎 - 臨床の垂直統合を目指した症例提示による TBL（Team-based learning） 」
　　　　　　　群馬大学 大学院医学系研究科 応用生理学分野 教授
　　　　　　　鯉淵 典之 先生

⑥第 112 回医師国家試験報告会
開催日時　平成 30 年 4 月 28 日 
主催者　　卒前医学教育部門試験管理室，FD 部門，共催
開催場所　本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 115 名
内容　第 1 部：講演 1 第 111 回医師国家試験 結果報告（ 試験管理室長） 
　　　　　　　講演 2 第 111 回医師国家試験 今回の特徴（荒関かやの 試験管理室員）
　　　　　　　講演 3 卒業試験の問題作成に向けて（茅野秀一試験管理室員）
　　　第 2 部：6 年生総合学習コースに関するワークショップ 
　　　　　　　後述

（3）研修会
⑦医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会 

開催日時　平成 30 年 6 月 11 日 17:00 ～ 18:40
開催場所　本部棟 1 階 第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 44 名
内容　講演 1 大学の理念，全体の教員組織について　（別所正美 学長）
　　　講演 2 任期制と人事考課について　（土田哲也 副学長（教育・評価等担当））
　　　講演 3 医学部卒前教育について（森　茂久　医学教育センター卒前医学教育部門長）　　　
　　　講演 4 大学院について　（木崎昌弘 大学院医学研究科長，副学長（大学院等担当））
　　　講演 5 研究活動について　（松下祥 医学研究センター長，副学長（研究等担当））
　　　講演 6 ハラスメントの防止について（内田尚男 総務部部長）
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⑧医師国家試験と卒業試験に関する FD（責任者編）
講義の FD（6 年）
開催日時　平成 30 年 4 月 28 日　14:35-17:00
主催者　　卒前医学教育部門試験管理室，FD 部門，共催
開催場所　オルコスホール
参加者　　47 名
内容　6 年生総合学習コースに関するワークショップ 
　　　総合学習ユニット A・B について議論
　　　「テーマ：より良いシラバスを作成する」
　　　グループワークの発表と意見交換
　　　総合討論　

⑨臨床推論 1 年新規テュータ講習会 
開催日時　平成 30 年 5 月 25 日～，1 回 1 時間，計 3 回開催
開催場所　学内（毛呂山キャンパス）
主催者　　卒前医学教育部門カリキュラム室，FD 部門　共催
企画立案者　1 年臨床推論ユニットディレクター補佐 
参加者計 9 名

⑩医学部 3 年導入クリニカルクラークシップ（Pre-CC）説明会
開催日時　平成 30 年 4 月 26 日～，1 回 1 時間，計 3 回開催
開催場所　学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者　　卒前医学教育部門カリキュラム室，FD 部門　共催
企画立案者　3 年 Pre-CC1-1 ユニットディレクター補佐 
参加者計 36 名

⑪ 6 年生卒業時 OSCE（臨床実習後 OSCE トライアル）機構課題講習会
開催日時　平成 30 年 7 月 2 日～，1 回 1 時間 30 分，計 4 回開催
開催場所　学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者　　医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門　共催
参加者計 53 名

⑫ 4 年生共用試験 OSCE 全体講習・ステーション別講習会 
開催日時　平成 31 年 2 月 12 日～，1 回 1 時間 30 分，計 6 回開催
開催場所　学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者　　医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門　共催
参加者計 38 名

⑬臨床実習指定学外施設懇談会
開催日時　第 1 回　平成 30 年 6 月 23 日　15:00 － 17:00　第 2 回　平成 31 年 2 月 23 日　15:00-17:00
開催場所　本部棟 2F　会議室
主催者　　臨床実習推進室主催，FD 部門　共催
参加者計 50 名

（4）FD 部門会議
第 1 回　平成 30 年 4 月 4 日（水），出席者：森部門長，側島副部門長，石橋副部門長，渡辺，村松，魚住，廣岡，

　　　米岡各員，岩澤，田村，五十嵐，佐藤
第 2 回　平成 30 年 6 月 7 日（木），出席者：森部門長，石橋副部門長，渡辺，魚住，米岡各委員，田村，五十嵐，

　　　佐藤
第 3 回　平成 30 年 6 月 20 日（水），出席者：森部門長，側島副部門長，石橋副部門長，渡辺，辻，魚住，廣岡，

　　　米岡各委員，岩澤，田村，五十嵐，佐藤
第 4 回　平成 30 年 7 月 18 日（水），出席者：出席者：森部門長，石橋副部門長，渡辺，魚住各委員，岩澤，田村，

　　　五十嵐，佐藤

4．評価と次年度目標
　本学の伝統とも言える第 39 回埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップは，本学のレジェンドとして長年タス
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クフォースを担当していただいていた畑尾正彦先生が平成 29 年 9 月 8 日に逝去されたため，伊野美幸先生にタスク
フォースをお願いして開催した．今年度の第 6 回医学部医学教育フォーラムは，「基礎と臨床の連携」をテーマに，
第 1 部では本学における基礎と臨床の教育連携，第 2 部では群馬大学の鯉淵典之先生に群馬大学における基礎と臨
床の垂直統合を目指した教育，特に TBL について講演していただいた．
　臨床研修指導医講習会は，実質的に埼玉医科大学病院群主催に移行して 6 年目で，3 病院の研修管理委員会主催（国
際医療センターが中心で 3 病院が協力），FD 部門は共催という形で開催した．
　今年度も臨床実習推進室主催，FD 部門共催により臨床実習指定学外施設懇談会を年に 2 回開催した．
 昨年度より始めた医師国家試験と卒業試験に関する FD（責任者編）は，今年度は講義の FD として 6 年生総合学習コー
ス，ユニット A・B に関するワークショップとして開催し，シラバスを検討した．
　例年開催している試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ「初級編」に加えて，今年度は基礎医学系教員
を対象とした「基礎医学編」を開催した．
　また大学評価で求められている全常勤教員を対象とする FD として，今年度も全学の常勤の教員（助手，助教，講師，
准教授，教授）を対象に FD 部門中心に企画して「教育力向上プログラム（導入編）」というタイトルの e ラーニン
グを平成 30 年 7 月下旬から 8 月末にかけて実施した．
 研修会として今年度新たに，今年度より新カリキュラムの 3 年で開始される導入クリニカルクラークシップ（Pre-CC）
ユニットの説明会を開催した．
　なお，医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員対象の FD と大学事務部医学部事務室の事務職員対象の
SD として位置づけられる「入試の在り方」ワークショップは今年度も開催を見送った．
　今年度より，副部門長として側島教授，石橋准教授が担当され，チーフタスクフォースとして側島副部門長は医学
教育ワークショップ，指導医講習会の企画，運営の中心となり，石橋副部門長は，森部門長が担当していた各種活動
の司会を部分的に担当した．
　これからも将来の FD 部門の活動を担う若い世代の教員をさらに見つけ出し，自主性を尊重しながら，FD 部門員
として養成を計る方針である．また少しでも活動に興味のある教員に対しては，積極的に勧誘を継続する．一方 FD
担当事務職員も FD 活動の重要な担い手であることから，業務の効率化と能力養成を図るとともに，今後も担当事務
職員の増員を要請していく方針である．
　将来的には授業担当者の資格制度の導入が必要になると予想される．今後は，まずは講義担当者向けに必要最小限
の知識，技術の確認，習得のための研修会の開催を検討する予定である．
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8．事務部門

1．構成員（全員兼担）
部門長　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：H30.4.1 ～ H31 .6.30）
部門員　江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部：次長（H30.4.1 ～）
　　　　岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部：学務課長
　　　　村田正樹（MURATA, Masaki）：大学事務部：入試課長
　　　　下田裕子（SHIMODA, Yuko）：大学事務部：庶務課長（H30.4.1 ～）
　　　　武久秀夫（TAKEHISA, Hideo）：国際医療センター総務課：次長
　　　　新井博志（ARAI, Hiroshi）：大学事務部学務課
　　　　近藤有寛（KONDO, Arihiro）：大学事務部学務課
　　　　吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）：大学事務部庶務課
　　　　鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）：大学事務部庶務課
　　　　河村陽子（KAWAMURA, Yoko）：大学事務部入試課
　　　　松浦直樹（MATSUURA, Naoki）：大学事務部入試課
　　　　馬場菜穂（BABA, Nao）：大学事務部学務課
　　　　大塚奈緒子（OTSUKA, Naoko）：大学事務部学務課（H30.8.1 より入試課）
　　　　新井菜緒（ARAI, Nao）：大学事務部入試課
　　　　田村萌恵（TAMURA, Moe）：大学事務部学務課
　　　　真鍋真夢子（MANABE, Mayuko）：大学事務部学務課（H30.8.31 まで）
　　　　佐藤瀬奈（SATO, Sena）：大学事務部学務課
　　　　五十嵐勇樹（IGARASHI, Yuki）：大学事務部学務課
　　　　前田彩花（MAEDA, Ayaka）：大学事務部学務課
　　　　宇井章人（UI, Akihito）：大学事務部学務課（H30.9.30 まで）
　　　　井上紗貴（INOUE, Saki）：大学事務部学務課（H31.3.31 まで）
　　　　安齋　宰（ANZAI, Tsukasa）：大学事務部学務課
　　　　鴇澤駿介（TOKIZAWA, Shunsuke）：大学事務部学務課
　　　　保坂雄志郎（HOSAKA, Yushiro）：大学事務部学務課
　　　　川俣栄希（KAWAMATA, Eiki）：総合医療センター総務課

2．目的
　センター機能を支える部門として，各部門の円滑的な業務遂行のための事務的支援を行う．さらに，大学事務部と
の連携を図り，卒前・卒後医学教育全般を通じて効果的かつ効率的な事務業務遂行を主たる目的とする．また，市民
公開講座の所管部署としての役割を認識し，本学の教育研究の成果を広く多くの一般市民に還元できるよう公開講座
の運営に努める．

3．活動報告
①医学教育センターの各部門会議の開催に協力した．
②市民公開講座を 10 回開催した（会場は全て川越ビル）．
「血液がんのはなし」4 月 21 日
「婦人科の病気」5 月 19 日
「てんかんについてもっと知りたい！」6 月 2 日
「胃も腸も悩んでいる？機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群，その病態と治療について」7 月 14 日
「帯状疱疹」9 月 15 日
「心臓突然死」10 月 13 日
「認知症と誤嚥性肺炎にならないために」11 月 10 日
「うつ病とストレス」12 月 15 日
「遺伝子の情報に基づくがん医療」1 月 12 日
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「がん患者さんの日常生活を支える―栄養と運動について―」3 月 16 日
※ 3 月 16 日の市民公開講座「がん患者さんの日常生活を支える―栄養と運動について―」において，女子栄養大

学，香川靖雄副学長が「がん患者の栄養」と題した講演を行った．
③医学教育センターニュースを定期的に発行した（第 71 号～ 73 号）．
④医学教育センター FD 部門開催の，各種ワークショップに協力した

4．評価と次年度目標
　所管部署として川越ビルで開催する市民公開講座は，今年度 10 回開催し，参加者は 1,340 名を数え，目標を達成
できたと判断できる．今後も引き続き市民のニーズと向き合い運営に努力していきたい．　
　センター各部門業務が円滑運営されるよう事務的支援を行った．特に支障はなく順調に遂行できたと判断している．
　今後もセンター各部門と協力し，教育環境等の変化に迅速に対応できるよう努めていくとともに，今年度の大学機
関別認証評価受審と来年度の医学教育分野別認証評価受審への準備も含め，部門担当事務間，及び総合医療センター，
国際医療センター各ブランチ，大学事務部との協力，連携を密にとり，センター事務部門としてセンター運営に関す
る支援体制の充実を図っていきたい．
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1．研究主任部門

1．構成員
部門長　　海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：国際医療センター中央検査部：教授：任期：

H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日）
副部門長　田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授：H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日）
 下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科：教授：H30年4月1日～H31年3月31日）
 佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：大学病院口腔外科：准教授：H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日）
部門員 町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター：助教：任期なし

2．目的
本部門は研究活動にとって有意義な情報が研究主任を通して基本学科の研究員の隅々まで伝達できるよう，体制整

備を行う．研究主任に対して，基本学科の研究の責任者であると同時に研究費を適正に管理・運用する責任者である
ことも自覚していただき，適正な運用を推進するよう指導する．研究者向けの情報を発信し，研究主任から各所属部
署内での周知徹底を依頼する．学内での共同研究が推進できるよう体制整備に努め，支援活動を行う．本年は学内グ
ラント成果発表会を 2 回 / 年開催し，学内の研究推進を図る．

3．学内グラント受賞者成果発表会の企画・開催
1）第 17 回学内グラント受賞者成果発表会
　日時：平成 30 年 7 月 20 日（金曜日）17：00 ～ 19：15
　場所：毛呂山キャンパス本部棟第 3 講堂
　　　　川越キャンパス ･ 管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビシステム中継）
　　　　日高キャンパス ･ 教育研究棟 2 階会議室 1（テレビシステム中継）
　発表者（敬称略；所属）・演題：

（1）17:05 ～ 難波　文彦（医学部　総合医療センター　小児科） 　
　「高濃度酸素性肺傷害マウスおけるピルビン酸脱水素酵素の重要性」（H29 関口記念特別賞）

（2）17:30 ～ 猪股　玲子（医学部　解剖学）　
　「参加型・双方向型学習実現の新試み：バーチャル顕微鏡システムの開発と普及」

（3）17:55 ～ 村上　孝 （医学部　微生物学）
　「ゲノム編集による有棘細胞癌モデルの開発」

（4）18:20 ～ 加藤　直子（医学部　大学病院　眼科）　
　「円錐角膜における炎症の果たす役割の検討」

（5）18:45 ～ 黒川理樹（ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門）
　「アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA のグローバルな制御機構の解析」
総合司会：国際医療センター　海老原康博
座長：総合医療センター　側島久典，大学病院　河野康治，ゲノム医学研究センター　三谷幸之介，堀江公仁子，
　　　医学部　魚住尚紀
開会の辞：別所正美　学長　　閉会の辞：松下祥　医学研究センター長
総参加数：合計 77 名（大学院生 20 名，医学部生 1 名）
　　　　　毛呂山キャンパス 48 名　（大学院生　4 名，医学部生 1 名）
　　　　　日高キャンパス　15 名　（大学院生　5 名）

　　　　　　　川越キャンパス　14 名　（大学院生　11 名）
2）第 18 回学内グラント受賞者成果発表会
　日時：平成 31 年 2 月 22 日（金曜日）17：00 ～ 19：15
　場所：毛呂山キャンパス・本部棟第 3 講堂
　　　　川越キャンパス ･ 管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビシステム中継）
　　　　日高キャンパス ･ 教育研究棟 2 階会議室 1（テレビシステム中継）
　発表者（敬称略；所属）・演題：



研究主任部門

940

（1）17:05 ～ 増谷聡（医学部　総合医療センター　小児科）　 （川越からの発表）
　「Fontan 患者の日常運動の量と質が，Fontan 循環と臓器障害に与える影響」

（2）17:30 ～ 田丸淳一（医学部総合医療センター病理部）　 
　「蛍光ナノ粒子を用いた高悪性度 B_ 細胞リンパ腫の治療層別化のための診断法を目指して」

（3）17:55 ～ 柴﨑智美（医学部社会医学）
　「地域住民の暮らしを支える専門職連携教育の効果に関する研究」

（4）18:20 ～ 三島一彦（医学部国際医療センター脳神経外科）　
　「光感受性物質による放射線増強効果を用いた悪性脳腫瘍に対する新規治療の開発」 

（5）18:45 ～ 片桐岳信（ゲノム医学研究センター病態生理部門）
　「難病・進行性骨化性線維異形成症における国際的「埼玉医科大学」ブランドの確立」（H29 丸木記念特別賞）
　総合司会：国際医療センター　海老原康博
　座長：医学部　東守洋，国際医療センター　塚崎邦弘，総合医療センター　安田貴昭，医学部　坂本安，大学
　　　　病院　池淵研二
　開会の辞：別所正美　学長　　閉会の辞：松下祥　医学研究センター長
　参加者数：合計 71 名（大学院生（修士学生を含む）　22 名，医学部生　1 名）
　　　　　　毛呂山キャンパス 45 名（大学院生　7 名，医学部生　1 名）
　　　　　　日高キャンパス 9 名（大学院生（修士学生）　1 名）
　　　　　　川越キャンパス 17 名（大学院生 14 名 内修士学生 4 名）

4．評価と次年度目標
1）学内グラント受賞者成果発表会の参加人数が頭打ちとなっていることから，学内グラント受賞者成果発表会の

内容・形式を改善し，より多くの参加が得られ，活発な討論を展開できるように対策し，来年度から，「オール
埼玉医大 研究の日」に発表会組み込むことで，さらなる参加者の増加と活発な討論を期待する．

2）研究者への情報提供
3）キャンパス内で行われている研究の内容を学内研究者に情報提供し，共同研究・研究連携を推進する．　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研究主任部門：海老原康博）
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2．共同利用施設運営部門

1．構成員
部門長：坂本　安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設機能部門：教授：任期（H30.3.31）
副部門長：佐藤　毅（SATOH, Tuyoshi）：歯科・口腔外科：准教授：任期（H30.3.31）
副部門長：田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）：総合医療センター病理部：教授：任期（H30.3.31）
部門員：大島　晋（OHSHIMA, Susumu）：中央研究施設形態部門：准教授：任期（H30.3.31）
部門員：一色政志（ISSHIKI, Masashi）：中央研究施設 RI 部門：准教授：任期（H30.3.31）
部門員：仁科正実（NISHINA, Masami）：中央研究施設実験動物部門：准教授：任期（H30.3.31）
部門員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授：任期（H30.3.31）

2．目的
本学研究者による最先端の高度な研究推進を支援するための学内共同利用の研究施設が，本学における臨床及び基

礎医学研究の推進・発展の基盤となり機能するために必要な事項について検討し，必要に応じて部門会議を開催して
討議する．

3．活動報告
【共同利用実験室利用の啓蒙と整備】
　共同利用実験室は，実験室を持たない教員に対して，最小限の機器を備えた実験場所を提供し，もって当該教員の
研究活動のセットアップに資することを目的として平成 24（2012）年 9 月 10 日より運用が開始された．平成 30 

（2018）年度は，医学研究センター，皮膚科，消化器一般外科，医学教育センター，ER，生理学（2 グループ），小児科，
アドミッションセンター，消化管内科，中央研究施設 RI 部門，歯科・口腔外科，保健医療学部看護学科により有効
利用された．

【研究機器・設備整備】
①平成 30 （2018）年 6 月，ホシザキ社製製氷機（FM-120K），メトラー・トレド社製分析天秤（ME204）が，平

成 30 年度埼玉医科大学 研究マインド支援グラントにより日高ブランチ機能部門に研究支援のために導入され，利用
が開始された．

【テクニカルセミナーの開催】
　以下のテクニカルセミナーを開催し，機器の取り扱い及び新しい研究技術を紹介した．

① 平 成 30（2018） 年 9 月 6 日，14:00-16:00， 基 礎 医 学 棟 3 階・ 中 央 研 究 施 設 機 能 部 門「 日 本 電 波 工 業
NAPICOS デモと利用方法」対象：学内研究者 

【委員会等】
1）共同利用施設運営部門／中央研究施設運営委員会会議
①第 70 回中央研究施設運営委員会議，日時：平成 30（2018）年 5 月 7 日（月）～ 5 月 9 日（水），【議題】1）

研究マインド支援グラント（共通部門）と中央研究施設の設置希望機器リストについて【議事】　学内グラント（研
究マインド支援グラント（共通部門））が公募（4 月～ 5 月 10 日〆切）され，各部門において対象となり得る機器
のリストアップが行われた旨，報告された．また，これに伴い設置希望機器リストの更新について説明された．日
高ブランチ機能部門の範囲内からのみのリストアップであったため，内部協議の結果，4 月に開設された日高ブラン
チ機能部門の早期運営に不可欠な機器を優先した旨，説明された．〈研究マインド支援グラント（共通部門）申請機
器〉1 位：リスト No.10 ホシザキ社製　製氷機　FM-120K，2 位：リスト No.11 メトラー・トレド社製　分析天秤
　ME204，3 位：リスト No.12 TOMY 社製　微量高速冷却遠心機 MX-307 1 式，4 位：リスト No.8 Bio-Rad 社製 マ
イクロプレートリーダー iMark，②第 71 回中央研究施設運営委員会議，日時：平成 30（2018）年 7 月 25 日（月）
～ 9 月 3 日（月），メーリングリスト会議，【議題】1）研究マインド支援グラント（共通部門）と中央研究施設の
設置希望機器リストについて，2）中央研究施設運営委員会規則改正について【審議】1）前回，報告された平成 30
年度研究マインド支援グラント（共通部門）への申請結果について以下の 1 ～ 2 位の機器が採択された旨報告され，
現在の新規設置希望機器のリストが更新された．1 位：リスト No.10 ホシザキ社製　製氷機　FM-120K，2 位：リ
スト No.11 メトラー・トレド社製　分析天秤　ME204，2）中央研究施設運営委員会規則改正に関して，中央研究
施設の拡大に伴い，現在の中央研究施設は部門長 7 名，施設長 1 名となった．これに伴い，他組織に倣って各部門
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長の辞令交付を定期的に行うため，中央研究施設規則第 5 条の「部門長」に関して任期期間（2 年）を設ける改正案
が施設長より提出され，承認された．

【共同研究の啓蒙活動等】
　東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクスセンター（平成 29 年 4 月 1 日～令和元年 3 月 31 日）及び城西大学（平
成 28 年 4 月 1 日～ 30 年 3 月 31 日）と中央研究施設の間で共同研究契約書を取り交わしており，共同利用施設を
有効利用した共同研究が継続されている．更に，日高ブランチ機能部門管理下に，毛呂山キャンパスと同様の共同利
用実験室，共同利用フェローステーションの整備が進んでおり，リサーチパークにおいて研究活動を行う会社，各キャ
ンパスの研究者による共同研究の推進とその支援に関して本格的な活動がスタートされる．

4．評価と次年度目標
　実験動物施設における感染対策に関しては，極めて良好な結果が得られている．感染動物の検出はほぼ陰性の状態
を続けている．助成金申請に関わる変化が大きいため共同利用施設運営部門として事務部門とタイアップし，共同利
用研究機器購入経費を獲得することを目的として活動して来たが，他大学との連携が重要な面があり，今年度は新た
に外部向けホームページの作成を行い，共同利用施設の設備の情報公開と新たな連携大学の開拓を推進している．
　平成 30（2018）年は，リサーチパーク開設に伴い共同研究の遂行をサポートするために中央研究施設日高ブラン
チが改組されたが，日高ブランチ機能部門，RI 部門，実験動物部門各部門が整備をスタートし，組織としても拡大
されたため，各研究者，事務系とも連携を深め運営を遂行することができ，本年度における概ねの目標は達成された．
次年度 4 月からの本格的な支援活動の遂行を目指しているが，共同利用実験室の整備を更に進める必要があるため，
共同利用施設運営部門として日高キャンパスの各部門の活動の支援を行う．また，外部向けホームページへの日高ブ
ランチの情報公開を目指す．
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3．研究支援管理部門

1．構成員
部門長　　杉山聡宏（SUGIYAMA, Toshihiro）：大学病院整形外科 講師（任期：H31.3.31）
副部門長　小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：医学部生化学 准教授（任期：H31.3.31）
部門員　　大竹　明（OHTAKE, Akira）：大学病院小児科 教授（任期：H31.3.31）
　　　　　森　　隆（MORI, Takashi）：総合医療センター研究部 教授（任期：H31.3.31）
　　　　　佐藤　毅（SATO, Tsuyoshi）：大学病院歯科・口腔外科 准教授（任期：H31.3.31）
　　　　　町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教（任期：H31.3.31）

2．目的
　研究マインド醸成，学内グラント活用，学外研究費獲得の推進，研究成果の管理，リサーチアドミニストレーショ
ンセンターとの連携による研究倫理推進等により，学内研究者の研究活動を支援する．

3．活動報告
①学内グラントと研究奨励費の助成
　平成 30 年度学内グラント募集では，丸木記念特別賞 5 件，一般枠 35 件，計 40 件応募があった．分野別の複数
選考委員による予備審査の後，グラント選考委員会が開催され，丸木記念特別賞 1 件，関口記念特別賞 1 件，一般
枠 27 件，計 29 件の研究テーマが採択された．さらに，学内グラント採択課題（関口記念特別賞，一般枠）が翌年，
翌々年度に科研費採択（研究テーマが直接関連していることが条件）の場合に対象となる研究奨励費（20 万円，購
買経由使用，経費報告書必要なし）が 7 件助成された．
②科学研究費獲得状況の把握
　平成 30 年度の科研費採択結果は，申請総数 206 件（申請率 15.97％）に対して新規採択 46 件（採択率 
22.33％），採択総額 229,255 千円であった．申請総数・率，採択率，採択総額いずれも去年とほぼ同様であった．
③論文投稿報告書の管理
　倫理審査の対象となった研究内容についての論文投稿に際し義務付けられている論文投稿報告書の提出は平成 30
年度が 87 件であり，平成 29 年度（53 件）に比較して 34 件増加した．特に学内ホームページやメール配信等で報
告書の提出を促した結果，10 月から 3 月までの報告数が増加した．なお，倫理審査の対象となった研究とは大学倫
理審査委員会，保健医療学部倫理審査委員会，3 病院 IRB で審査の案件に関わる，全ての研究である．
④剽窃検知ソフト iThenticate の試験運用
　論文作成では意図せず剽窃とならないように注意が必要である．近年の論文デジタル化とインターネット普及を
背景に平成 25 年施行の博士論文オープンアクセス化（公表義務）に伴って現在までに国内の半数近くの医学部を有
する大学に導入されている剽窃検知ソフト iThenticate の試験運用を，研究マインド支援グラント（共通部門研究費）
を用いて，平成 29，30 年度の 2 年間で実施した．なお，剽窃とは，他の研究者のアイデア，情報や成果等を当該
研究者の了解もしくは適切な引用なく発表することであり，このような研究不正が発覚すると著者個人だけでなく組
織全体に信用失墜等の重大な影響が及ぶ．
⑤悪徳雑誌（ハゲタカジャーナル）への対応
　助成を受けた論文に無料アクセスできるようにするべきであるというプラン S 等の国際的な潮流に伴い，著者側が
掲載料を支払い読者側は無料アクセスできるオープンアクセス誌が急増しているが，誤って悪徳雑誌（ハゲタカジャー
ナル）に投稿しないように注意が必要である（日本医学会から注意喚起の通達が発行され，日本学術会議において対
応策が検討中である）．平成 30 年度には，学内ホームページやメール配信等により，英語論文の投稿時は「投稿予
定のジャーナルは PubMed に収載されていますか？」「参照可能な優良出版社が運営するジャーナルですか？」等に
ついて確認するように注意喚起し，前述の論文投稿報告書に新たなチェック項目を設けた．

4．評価と次年度目標
　学内グラントと研究奨励費の助成は，例年通り，問題なく実施された．今後も，グラント選考委員会と連携しなが
ら，守秘義務を遵守して公正な選考が継続されるよう努めていきたい．
　科学研究費獲得は，昨年度と比較し，ほぼ同水準の採択であった．申請総数・率，採択率，採択総額の向上を目指
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して，次年度は，フィードバック評価が高い課題に対して選択的に助成する旨を募集要項に明記する予定である．
　論文投稿報告書は，昨年度よりも増加した．倫理審査の対象となった研究内容についての論文投稿に際し義務付け
られていることを確認するために，次年度も学内ホームページやメール配信等で報告書の提出を促す予定である．
　剽窃検知ソフト iThenticate の試験運用は今年度で完了し，次年度から学位論文等における正式な運用が開始され
る予定である．悪徳雑誌（ハゲタカジャーナル）については，本学の全教員がその存在を認識し投稿雑誌を再考する
きっかけになったと考える．大学組織，研究者個人の信用にかかわる重要な問題として，今後も啓蒙活動を継続する
予定である．
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4．安全管理部門

1．構成員
部門長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター ：教授（任期：R2.3.31）
感染分野

副部門長　松井政則 （MATSUI, Masanori）：微生物：教授（任期：R2.3.31）
部門員　森　隆（MORI, Takashi） ： 総合医療センター研究部：教授（任期：R2.3.31）
部門員　光武耕太郎 （MITSUTAKE, Kohtaro） 国際医療センター：感染症科・感染制御科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　佐藤正夫 （SATO, Masao） 保健医療健康学科健康医療科学科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　河村　亨（KAWAMURA, Toru） 臨床検査医学・中央検査部：係長（任期：R2.3.31）
部門員　池田和博 （IKEDA, Kazuhiro） ゲノム医学遺伝子情報制御：教授（任期：R2.3.31）

廃液等環境分野
副部門長　奥田晶彦 （OKUDA, Akihiko） ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
部門員　森　隆 （MORI, Takashi） ： 総合医療センター研究部：教授（任期：R2.3.31）
部門員　安達淳一（ADACHI, Junichi） 国際医療センター脳神経外科：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　野寺　誠 （NODERA, Makoto） 保健医療健康学科健康医療科学科：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　淡路健雄（AWAJI, Takao）薬理学：准教授（任期：R2.3.31）

DNA 分野
副部門長　三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター ：教授（任期：R2.3.31）
部門員　松井政則（MATSUI, Masanori）：微生物学：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：RA センター：教授（任期：R2.3.31）
部門員　村上　孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学：教授（任期：R2.3.31）
部門員　中野貴成（NAKANO, Takanari）：生化学：講師（任期：H30.3.31R2.3.31）
部門員　佐藤浩二郎（SATO, Kohjiro）：大学病院 リウマチ膠原病科：准教授（任期：R1.3.31）
部門員　森　隆（MORI, Takashi）：総合医療センター 研究部：教授（任期：R2.3.31）
部門員　海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）：国際医療センター　臨床検査医学：教授（任期：R2.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）： 中央研究施設日高ブランチ 実験動物部門：講師（任期：R2.3.31）
部門員　脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）：保健医療学部 臨床工学科：講師（任期：R2.3.31）
部門員　菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：RA センター：講師（任期：R2.3.31）

動物分野
副部門長　森　隆 （MORI, Takashi）：総合医療センター研究部：教授（任期：R2.3.31）
部門員　西川　亮 （NISHIKAWA, Ryo）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　鈴木正彦 （SUZUKI, Masahiko）：保健医療健康学科健康医療科学科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　仁科正美（NISHINA, Masami）：中央研究施設　実験動物部門：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）：中央研究施設日高ブランチ実験動物部門：講師（任期：R2.3.31）

薬物分野 
副部門長　淡路健雄 （AWAJI, Takeo） 薬理学：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　西本正純 （NISHIMOTO, Masazumi） ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：R2.3.31）
部門員　齋藤健一（SAITO, Kenichi）：総合医療センター薬剤部：部長（任期：R2.3.31）
部門員　藤田健一（FUJITA, Kenichi）：国際医療センター 腫瘍内科：講師（任期：R2.3.31）
部門員　鈴木正彦 （SUZUKI, Masahiko） 保健医療健康学科健康医療科学科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro） 国際医療センター心臓内科：教授　任期：R2.3.31）

RI 分野
副部門長　一色政志（ISSHIKI, Masashi）：中央研究施設 RI 部門：准教授（任期：R2.3.31）
部門員　西川　亮（NISHIKAWA, Ryo） 国際医療センター脳神経外科：教授（任期：R2.3.31）
部門員　熊倉嘉貴（KUMAKURA, Yoshitaka）総医セ画像診断科・核医学科（教授）
部門員　西本正純（NISHIMOTO, Masazumi） ゲノム医学研究センター RI 実験施設：講師（任期：R2.3.31）
部門員　下垣里河（SHIMOGAKI, Satoka）保健医療学部臨床検査学科：講師
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2．目的
大学における研究・教育・診療活動に必要な安全管理を徹底的に行う．そのために組換え DNA 実験安全委員会，

RI 実験安全委員会，環境安全委員会，動物実験安全委員会，病原性微生物等管理委員会と協力して管理作業を行う．

3．活動報告
　研究活動における専門性を考慮して本部門は上記の 6 部門より成る．各部門別に活動を報告する．
感染分野
　平成 30 年度は，病原体等取扱申請書 23 件（新規申請 8 件，継続申請 14 件，変更・追加申請 1 件），病原体等移
動（受入）申請書 9 件，病原体等廃棄届 1 件，指定実験室使用申請 2 件が提出された．これらの申請に関して，病
原性微生物等管理委員会で審議，修正された後，すべて承認された．また，新たに BSL2 施設を使用する 3 名に教育
訓練を行った．
　今年度も文部科学省研究振興局・ライフサイエンス課・生命倫理安全対策室より，「病原性微生物等の保管・管理
の徹底」についての注意喚起と「病原微生物等の保有状況等の調査報告書の提出」を求める依頼文書が本学に届いた．
病原性微生物等管理委員会が，A） 調査対象の病原微生物等の保有状況と，B） BSL2, 3 実験室の保有状況について調
査を行い，事務部庶務課から文科省へ調査報告書が提出された．また，西入間警察署より依頼された，本学の病原性
微生物に関する取扱状況，管理状況等に関する調査票を記入し提出した．
廃液等環境分野
　当該分野の委員は毛呂山，日高，川越の 3 つのキャンパスのそれぞれから各 1 名以上選出されており，各キャン
パスの事務方と共同して実験廃液の処理・管理にあたっている．平成 30 年度においても廃液等において全く問題が
生じておらず，各キャンパスでの当該部門員と事務方との連携がうまくできているからだと考えている．化学リスク
アセスメントの義務化は廃液管理とは直接的ではないが間接的に関係する部分があるので，その点についても留意し
て活動している．
DNA分野
　今年度の遺伝子組換え生物等の使用等における審査申請状況は次の通りである．第二種拡散防止措置申請書（承認
42 件，），内容変更（承認 33 件），譲渡届（承認 3 件）．また，組換え実験施設について登録，審査を実施した（6 件）．

「埼玉医科大学組換えＤＮＡ実験安全管理規則」の一部を改正し，平成 30 年 5 月 18 日開催の常任理事会にて承認され，
平成 30 年 4 月 1 日から適用されることとなった．

平成 29 年度より，実験の状況について毎年翌年 5 月末日までに報告書の提出を求めることとした．29 年度末か
ら 30 年度初めにかけて，研究期間終了に伴う新規申請や延長申請が例年より多くみられた．ご自身の研究課題の承
認期間や研究内容を改めて確認していただき，より厳格な組換え生物の管理を行うためにも，一定の効果があったと
考えられる．

第 3 期として引き続き，研究マインド支援グラントに採択された．P2 実験室に設置している安全キャビネットの
保守点検は残り 2 台，更にへパフィルターの交換が 2 台必要である．現在，保守点検と交換手続き中である．本件
完了後，学内の P2 実験室における安全キャビネットの保守点検，フィルター交換が完了する．
動物分野
　学内にて実施される全ての動物実験は，各キャンパスに設置されている動物実験小委員会そして埼玉医科大学の動
物実験委員会により動物実験計画書の審査・承認が行われている．平成 30 年度，各キャンパスから提出された動物
実験計画書 228 件 [ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：81 件，P2A 実験：8 件），感染実
験（ABSL1 実験 :3 件，BSL2 実験：9 件，劇物使用実験：2 件，RI 使用実験：5 件）]，動物実験中間報告書・自己
点検票 201 件，動物実験結果報告書・自己点検票 27 件，動物実験計画（変更・追加）承認申請書 64 件，動物実験（終
了・中止）報告書 27 件，実験室設置承認申請書 28 件について審査を行い承認した．さらに，随時メール審査を開
催し，円滑に動物実験計画書，動物実験計画（変更・追加）承認申請書，実験室設置承認申請書の審査を行い承認し
た．様式 8 動物実験の自己点検票と様式 9 飼養保管状況の点検票により，平成 30 年度の動物実験そして飼養保管状
況の自己点検を行った．遺伝子組換え生物等を使用した動物実験は，組換え DNA 実験安全委員会により第二種使用
等拡散防止措置承認申請書の審査・承認が行われた．また，動物実験等に関する情報公開の一環として，以下の 1-6
の内容を外部閲覧可能なホームページ（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/animal/index.html）に行った．
1.埼玉医科大学動物実験規程，埼玉医科大学動物実験委員会規則
2.自己点検評価の結果
3.外部検証の結果 
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4. 飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5. その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験

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

物実験（終了・中止）報告書，様式 4 動物実験（中間・結果）報告書，様式 5 飼養保管施設設置承認申請書，
様式 6 実験室設置承認申請書，様式 7 施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届，様式 8 動物実験の自己点
検票，様式 9 飼養保管状況の点検票）

薬物分野
　本学の化学物質管理は，毛呂山キャンパス（ゲノム・保健医療学部を含む）・国際医療センター・総合医療センター
と広範囲に及ぶために，それぞれのキャンパスにおける管轄行政機関が異なっている．また，本学化学物質管理規則
も毛呂山キャンパス（ゲノム・保健医療学部を含む）・国際医療センター・総合医療センターで異なっており，現状
の研究センター・安全管理部門・薬物分野での一括した化学物質管理が困難であった．このため，薬物分野は業務の
見直しを図っており，本学全体での対応が必要な化学物質管理に関して，各毛呂山キャンパス・国際医療センター・
総合医療センターへの調査・連絡・勧告を主業務とする方向で調整を進めている．

1．研究用麻薬申請・向精神薬管理を薬物部門で一括して行っていたが，管轄保健所が異なること並びに，化学物
質管理規約が異なることより各キャンパスで独立して管理を行う方向に決定した．このため，薬物分野としては
研究用麻薬・向精神薬の学内調査を行い，研究センター会議で報告の予定である．また，基準となる毛呂山キャ
ンパスにおける麻薬・向精神薬管理規約を策定し，国際医療センター・総合医療センターの現状にあった管理規
約の策定を求める方向である．このため研究センターの HP の内容が不適切になるため改定を予定している．

2．化学物質管理の一部である労働安全衛生法に対応していた「化学物質対策会議」の業務に一応の区切りがつい
たため解散となった．このため，一部業務を薬物分野が継続することとなっている．化学物質管理の厳密化が求
められており全化学物質の在庫管理・使用簿の記載など煩雑な事務手続きが必要になることが予想されている．
加えて継続課題として，労働安全衛生法改正により必要となる化学物質についてのリスクアセスメントの問題も
あり，管理方法のルールづくりを慎重に検討を継続している．

RI 分野	
　新たに副部門長　一色政志が就任して 1 年経った．放射線障害予防規程に基づく放射線業務従事者への問診を実
施した（7 月：受診 24 名，1 月：受診 23 名）．既登録者のための再教育訓練を 3 月に開催した．今回の再教育訓
練内容は，法令改正に伴う放射線障害予防規程の変更について，中央研究施設 RI 部門・放射線取扱主任者の日詰光
治が講演した（受講者 20 名）．法改正では，①防護（セキュリティ）強化について②自主的な管理（責任者の設置，
教育訓練についての見直し）③緊急時の対応，RI の漏えいに関する報告基準の変更，があった．今後の原子力規制
庁の立ち入り検査に備えて老朽化している施設を少しずつでも直してもらうよう，施設部へ依頼している．

4．評価と次年度目標
本年度も各副部門は各キャンパス（または研究施設）において順調に管理活動ができている．必要に応じて各分野

同士で情報共有，連携を図り，本学における研究の安全管理を行うことができた．[ 神田 1] 安全管理部門ホームペー
ジを改定し，他の研究倫理関係の情報と併せ，新たに赴任された研究主任や研究者が研究を開始するにあたり必要な
情報を載せることができた．今後，各種申請書提出等を徹底する活動を更に進める必要がある．
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5．フェローシップ部門

1．構成員
部門長　片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター病態生理部門：教授（任期：H31.3.31）
副部門長　髙田　綾（TAKADA, Aya）：法医学：教授（任期：H31.3.31）
部門員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H31.3.31）
部門員　名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H31.3.31）
部門員　石原　理（ISHIHARA, Osamu）：大学病院産婦人科学教室：教授（任期：H31.3.31）
部門員　淡路健雄（AWAJI, Takeo））：薬理学教室：准教授（任期：H31.3.31）
部門員　村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）国際医療センター心臓内科：教授（任期：H31.3.31）
部門員　小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）：保健医療学部・臨床工学科：教授（任期：H31.3.31）

2．目的
　教員以外の非常勤研究者の経済的・身分的支援について協議し答申する．

3．活動報告
A．部門会議
　随時，対面またはメール会議を開き，迅速に対応した．

①第 1 回　部門会議（平成 30 年 5 月 8 日（火）～平成 30 年 5 月 11 日（金）：メール会議）
　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
　オブザーバー（庶務課）
　議事：「小林直樹先生のフェローシップ部門ご就任」について
　　　：「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の募集」について（議事録有，運営会議報告）
②第 2 回　部門会議（平成 30 年 6 月 29 日（金）～平成 30 年 7 月 2 日（月）：メール会議）
　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
　オブザーバー（庶務課）
　議事：「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の日本語と英語の募集要項」について（議事録有，

　　　運営会議報告）
③第 3 回　部門会議（平成 30 年 8 月 13 日（月）～平成 30 年 8 月 20 日（月）：メール会議）
　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
　オブザーバー（庶務課）
　議事：「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の募集」について
　　　：「フェローシップ部門の医学会雑誌年度報告」について（議事録有，運営会議報告）
④第 4 回　部門会議（平成 30 年 11 月 12 日（月）～平成 30 年 11 月 20 日（火）：メール会議）
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
　オブザーバー（松下医学研究センター長，庶務課）
　議事：「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学生の選考」について（議事録有，運営会議報告）
⑤第 5 回　部門会議（平成 30 年 11 月 17 日（土）～平成 30 年 11 月 25 日（日）：メール会議）
　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　
　オブザーバー（松下医学研究センター長，庶務課）
　議事：「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程の見直し」について
　　　：「平成 31 年度事業計画」について（議事録有，運営会議報告）
⑥第 6 回　部門会議（平成 30 年 12 月 5 日（水）～平成 30 年 12 月 7 日（金）：メール会議）
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人　
　オブザーバー（松下医学研究センター長，庶務課）
　議事：「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程」の見直しについて（議事録有，運営会議報告）
⑦第 7 回　部門会議（平成 30 年 12 月 27 日（木）～平成 31 年 1 月 7 日（月）：メール会議）
　　　　　　出席 8 人 欠席 0 人
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オブザーバー（松下医学研究センター長，庶務課）
議事：「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金　第 1 候補者の辞退」について

　「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の追加募集」について（議事録有，運営会議報告）
⑧第 8 回　部門会議（平成 31 年 1 月 16 日（水）～平成 31 年 1 月 21 日（月）：メール会議）

出席 8 人 欠席 0 人
　議事：「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規定の改正案」について（議事録有，運営会議報告）
⑨第 9 回　部門会議（平成 31 年 2 月 13 日（水）：ゲノム棟 204 号室）

出席 4 人 欠席 4 人
　議事：「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規定改正予定」について

　「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の有効利用に向けた改善策」について（議事録有，運営会議報告）
⑩第 10 回　部門会議（平成 31 年 2 月 14 日（木）～平成 31 年 2 月 22 日（金）：メール会議）

出席 8 人 欠席 0 人
　議事：「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の有効利用に向けた改善策」について（議事録有，運営会議報告）

B．非常勤研究員の身分制度
　専攻生，日本学生支援機構奨学金返還の免除（猶予）職など，公的基準を必要とする特任研究員，協力研究員，特
別協力研究員については，平成 29 年度と同様に埼玉医科大学規則に従った．
C．埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の暫定的再開について
　平成 30 年度も，引き続き「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」を暫定的に再開した．「平成 31 年度埼玉医
科大学私費外国人留学生等奨学金」は，平成 30 年 11 月上旬に募集し，同月下旬に応募者 1 名（外国人，新規）の選考，
さらに，12 月上旬に追加募集を行い，2 回分の応募と選考の内容を平成 30 年 12 月の医学研究センター運営会議に
答申した．その後，第 1 候補者とその指導教員より，海外での就職が内定したため本奨学金を辞退する旨の申し出
を受け，部門会議で承認し，平成 30 年 1 月の医学研究センター運営会議で報告した．
D．「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規定」の見直し
　「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規定」全体の見直しを行い，規定と関連様式の改正案を検討した．

4．評価と次年度目標
　平成 30 年度も，「平成 31 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」の候補者を厳正に選考した．しかし，候
補者 1 名の辞退により，平成 31 年度の本奨学金対象者が 0 名となった．複数年にわたり候補者の辞退等が続いたた
めに，本奨学金が有効に執行されていない．応募者の十分な準備期間を確保するために募集要項の掲示時期を早める
ことや，奨学金の複数年の継続給付など，次年度にはさらに利用しやすい奨学金とするための改善策を継続的に議論
する．
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6．研究評価部門

1．構成員
　部門長　　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
　部門員　　徳元康人（TOKUMOTO, Yasuhito）：アドミッションセンター：講師
　　　　　　井田　唯（IDA, Yui）：生化学：実験助手

2．目的
　本部門は，埼玉医科大学医学研究センター規程第 8 条に則り，種々の研究評価を行うための研究業績データを集
積し，提供する，学外からの人的経済的資源の確保をめざした広報活動を行う，ことを目的としている．

3．活動報告
3-1．研究業績データベース

・保健医療学部の教員に対する利用説明会の開催（4 月）
・中央研究施設を利用した研究成果のデータの提出（7 月）
・人事考課のための研究業績データダウンロードへの対応（7 月）
・大学病院への研究業績の提出（特定機能病院）（8 月）
・国際医療センターへの研究業績の提出（JCI）（8 月）
・Researchmap とのデータ交換の実施（12 月）
3-2．医学研究センターホームページ

・研究費公募関連情報の掲載
・埼玉医科大学雑誌（電子版）の掲載
・その他関連情報の更新
3-3．研究活動実績登録システム

・研究業績データベースシステムのカスタマイズ
・データの集積，登録，分析
・人事考課における研究活動実績（研究ポイント）の運用

4．評価と次年度目標
　研究業績データベースの利用は徐々に定着してきた．次年度は利用率の低い臨床の助教の利用拡大にむけて努力を
続ける．Researchmap とのデータ交換については，新しくサービスが始まる見込みの web 方式で実施する計画である．
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1．国際交流センター

1．構成員
センター長　藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）：脳神経外科：教授（任期：R2.3.31 まで）
副センター長　魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学：准教授（任期：R2.3.31 まで）
副センター長　橋本正良 （HASHIMOTO, Masayoshi）: 総合診療内科：教授（（任期：R2.3.31 まで）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：神経内科：教授（兼担）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：保健医療学部臨床検査学科：教授（兼担）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（兼担）
篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授（兼担）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：リサーチアドミニストレーションセンター：教授（兼担）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理部：教授（兼担）
辻　美隆（TSUJI, Yoshitaka）：保健医療学部看護学科：教授（兼担）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）: 国際医療センター心臓内科：教授（兼担）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授（兼担）
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：教授（兼担）
種田佳紀 （OIDA, Yoshiki）: 教養教育：講師（兼担）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：教養教育：准教授（兼担）
菅　理江（SUGE, Rie）：生理学：講師（兼担）
劉　文甫（LIU, Wenfu）：顧問
斉藤雅子（SAITO, Masako）：事務員

2．目的
　本センターは埼玉医科大学国際交流センター規程第 2 条に則り，本学と諸外国との学術，文化，教育，研究，診
療等に関する交流を支援・推進することを目的とする．

3．活動報告
3-1．「学生相互交換留学制度」
　20 名の本学学生の派遣，および海外の提携大学より 20 名の留学生の受入れをおこなった．留学生壮行歓迎会，
セミナー（越生／河口湖）の開催，留学予定者を対象とした英会話レッスン English Cafe が 4 月から 10 月の土曜日
に 6 回実施された．また 11 月には帰国報告会を開催した．
3-2．「春季語学研修制度 English for Health Science Purposes」
　本年度はアメリカ・サンフランシスコとカナダ・バンクーバーでの 2 ヶ所で研修を行った．事前学習として参加
者オリエンテーションを 6 回開催した．参加者は医学部 27 名，保健医療学部 7 名であった．12 月には前年度参加
者も参加しての懇親会を行った．
3-3．「教員短期留学制度」
　前年度に行った募集と選考により選出された 5 名の教員の留学の支援を行った．帰国報告会は全員の留学が完了
次第おこなう予定である．また，相互交換留学協定によるハンガリー・ぺーチ大学からの留学者 1 名を受け入れた．
3-4．「MOU 提携校からの留学生の受け入れ」
　タイ・ランシット大学，インドネシア・UKRIDA 大学からそれぞれ 2 名を MOU に基づく留学生として受け入れた．
3-5．「English Café」
　全学生を対象とした英会話レッスンとして全 21 回開催され，のべ参加者数は 310 名であった．年末にはクリス
マスパーティーを開催し，親睦を深めた．
3-6．「発行物」　
　5 月に「IETC News vol. 12」を刊行した．1 月に「SEP2017 Yearbook」を発行．本センターの活動の内外への周知と，
関連した人々への情報提供を行った．
3-7．「オープンキャンパス」　
　7 月にオルコスホールにて行なわれたオープンキャンパスにて参加者に向けて本センターの活動についての説明を
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行なった．また主要事業についてのポスターを作成し掲示をした．
3-8．「提携校他との交流」　
　6 月に UCSF の森岡和仁先生，10 月にリバプール大学の Prof. Luminita Paraoan の学術集会を開催した．8 月
にマニトバ大学より Dr. Michael Routledge，9 月にジョンズホプキンス大学より Prof. Charles Eberhart，10 月
に UKRIDA 大学より訪問団，11 月にシャリテベルリン医科大学より柏原誠氏，3 月にはマニトバ大学より Dr. Jim 
Butler が来日した．
　本学からは 6 月に村越医学部長他による「ハンガリー大学訪問団」がセンメルワイス大学，ペーチ大学を訪問した．
8 月には辻教授がセンメルワイス大学，ペーチ大学を訪問，ゴッドフリー准教授がリバプール大学を訪問した．
3-9．「その他」　
　7 月に獨協医科大学において「第 9 回全国医科大学国際交流センター連絡協議会・講演会」が開催され，ゴッドフ
リー准教授がポスター発表をおこなった．10 月には藤巻センター長と辻教授が，11 月には村越医学部長と藤巻セン
ター長がそれぞれハンガリー大使館で開催されたイベントに出席した．

学生相互交換留学制度　交換留学生一覧
Linkoping University 岩﨑俊充 山口彩織
Charite University Medicine Berlin 安東慶子 関根迪子
University of Liverpool 須江成美 奈良　愛
University of Manitoba 鈴木佳那子 三井絵里花
University of Bochum 佐藤和貴 志村花香
Albert Einstein College of Medicine 内原公之 岸美裕子
Johns Hopkins University 関谷　智 田中美帆
Chang Gung University 阿部夏実 永井佑樹
Semmelweis University 町田史晴 藤沢里紗
University of Pecs 永田桜子 早津仁美

Linkoping University Johan Ljungberg Sara Kovanen
Charite University Medicine Berlin Heidi Jeske Andreas Pietrucha
University of Liverpool Rabia Ghani Sabbur Anwar
University of Manitoba Brigitte Baragar Blake Lerner
University of Bochum Lara Klatt Simon Milz
Albert Einstein College of Medicine Hilary Friedlander Heena Purswani
Johns Hopkins University Heather Rosengard Niv Milbar
Chang Gung University Jerry Tsai Allen Ho
Semmelweis University Viktoria Bognar Szabolcs Bozsanyi
University of Pecs Veronika Jakab Jason Sparks

春季語学研修　参加者一覧
アメリカ・サンフランシスコ
医学部 五十嵐敏高 石田彬子 石和伽友里 井上　勇

遠藤さくら 加納成優 久保田理可 倉持智仁
河野将宏 齋藤一基 長棟淳史 西田有沙
平岡侑子 由良順一

保健医療学部 尾崎成美 明神彩祐 板倉悠太
カナダ・バンクーバー
医学部 有家諒佑 遠藤博文 式場智史 橋本知公

早川　直 山本航史郎 白井千有希 渡邊優紀
内野杏那 荻本瑛史 原　颯 松浦甲明

保健医療学部 田村春奈 増田京華 三浦ほとり 野口愛莉
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教員短期留学制度　留学者一覧

青山　徹
総合医療センター
消化器・肝臓内科

助教 センメルワイス大学（ハンガリー）

石川雅浩
保健医療学部
医用生体工学科

助教 イリノイ工科大学（アメリカ）

石田真弓
国際医療センター
精神腫瘍科

講師
メモリアル・スローン・ケタリング
がんセンター（アメリカ）

大西文夫
総合医療センター
形成外科・美容外科

講師 シンガポール総合病院（シンガポール）

藪野　彰
国際医療センター
婦人科腫瘍科

助教 ペンシルバニア大学（アメリカ）

Zsofia Nozomi Karadi ペーチ大学（ハンガリー）
国際医療センター
神経内科・脳卒中内科

その他の留学者・留学生受け入れ
Izabellla Mihaly センメルワイス大学（ハンガリー）
Daniil Skornyakov シャリテベルリン医科大学（ドイツ）
Chanakarn Knitsornmongkol ランシット大学（タイ）
Suphagan Boonpethkaew ランシット大学（タイ）
Nina Sevani UKRIDA 大学（インドネシア）
Asep Rhamat UKRIDA 大学（インドネシア）

4．評価と次年度目標
　24 年目となった「学生相互交換留学制度」，13 年目となった「春季語学研修制度」，また 10 年目となった「教員
短期留学制度」において順調に行われ成果を上げている．今年度は提携校との交流も盛んにおこなわれ，教職員の行
き来が活発であった．特に 6 月のハンガリー大学訪問団はセンメルワイス大学，ペーチ大学との長年の協力関係を
さらに発展させることとなった．今後もさらに全学的な視野に立った機関としてしっかりとした基盤作りを行い充実
した業務をおこなう考えである．





955

アドミッションセンター

1．アドミッションセンター

1．構成員等
　別所正美（BESSHO, Masami）：センター長，学長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　村越隆之（Murakoshi, Takayuki）：副センター長，医学部長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）：副センター長，保健医療学部長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　椎橋美智男（SHIIBASHI, Michio）：調査 ･ 研究 ･ 解析部門長，IT センター長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：入試問題統括部門長，医学部入試実施委員会委員長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　茂木　明（MOGI, Akira）：広報部門長，事務局長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　（村越隆之）（Murakoshi, Takayuki）：医学部ブランチ長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　（加藤木利行）（KATOUGI, Toshiyuki）：保健医療学部ブランチ長 （任期：平成 31 年 3 月 31 日）
　内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：事務部門長，医学部入試事務室長，大学事務部長 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：保健医療学部入試事務室長 , 保健医療学部事務室長
 （任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
　【その他必要と認めた者（若干名）】
　土田哲也（THUCHIDA, Tetsuya）：医学部入試委員会副委員長，副学長 
　茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：保健医療学部入試実施小委員会委員長
　所ミヨコ（TOKORO, Miyoko）：短期大学副学長 
　中村美智子（NAKAMURA, Michiko）：附属総合医療センター看護専門学校副校長
　藤山トキ（FUJIYAMA, Toki）：埼玉医療福祉会看護専門学校副校長
　徳元康人（TOKUMOTO, Yasuhito）：アドミッションセンター講師
　【科目責任者（医学部）】
　山田健人（YAMADA, Taketo）：医学部面接試験担当責任者 ,　医学部入試実施委員会
　副委員長  
　向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）：物理 ,　医学部入試実施委員会副委員長
　山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：生物
　森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：化学
　藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：英語
　鈴木　正（SUZUKI, Sei）：数学
　米岡裕美（YONEOKA, Hiromi）：小論文
　【科目責任者（保健医療学部）】
　下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：数学
　戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）：物理
　飯野　望（IINO, Nozomi）：化学
　上滝圭介（KAMITAKI, Keisuke）：英語
　金子優子（KANEKO, Yuko）：生物
　【アドミッションセンター特任講師（非常勤）】
　池田　豊（IKEDA, Yutaka）：化学
　齋藤直樹（SAITOU, Naoki）：英語
　杉山　崇（SUGIYAMA, Takashi）：物理
　長戸康孝（NAGATO, Yasuyuki）：小論文
　長谷川浩（HASEGAWA, Hiroshi）：小論文
　丸山光夫（MARUYAMA, Mitsuo）：数学
　三澤善道（MISAWA, Yoshimichi）：生物
　【事務局】
　村田正樹（MURATA，Masaki）：大学事務部医学部事務室入試課　課長（任期 : 平成 31 年 3 月 31 日）
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2．目的
　本学法人の運営する医学部，保健医療学部，短期大学，附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である埼玉
医療福祉会看護専門学校が，教育目標を達成しうる学生を受け入れるための入学者受け入れ方針（アドミッションポ
リシー）に即した入試システムの構築，円滑な入試の実施について，調査研究及び入試に関する業務を統括・支援を
行うことを目的とする．

3．活動状況
（1）アドミッションセンター拡大会議の開催

平成 30 年 4 月 24 日（火），本部棟 2 階大会議室においてアドミッションセンター拡大会議を開催した．構成員
の他に，学長指名の各学校・ブランチ責任者，試験問題科目責任者ならびにオブザーバーが参加した．出席 35 名（う
ち代理出席 3 名）欠席 5 名

ア．学長から本法人における平成 30 年度入試状況について説明があった．次いで，入学者受入方針に留意しつつ，
遺漏無いよう平成 31 年度入試に向けて入試業務を遂行するよう，特に入試ミス発生防止に尽力するよう指示が
あった．

イ．各学校・ブランチ等の入試責任者から，各学校の入試科目や入試日程などの説明があった．また，出願者数お
よび受験者数の推移と今後の見通しについて報告があり意見交換が行われた．

ウ．入試科目ごとに，各学校・ブランチ等の入試責任者とアドミッション特任講師との間で今後の問題作成日程な
どの打ち合わせを行った．

（2）入試関連会議などへの出席
　文部科学省，大学入試センター，その他の公的教育機関等からの指導や要請に配慮するため，当該機関が主催する
会議などに関係教員が積極的に参加し情報収集に努めた．会議の主たるものは，大学入学者選抜・教務関係事項連絡
協議会（文科省），全国入学者選抜研究連絡協議会大会（大学入試センター），大学入学者選抜大学入試センター試験
入試担当者連絡協議会（大学入試センター）などである．また，大学入試センター試験の女子栄養大学との共同実施
に伴い，試験監督者及び運営要員の派遣人数の調整を行い，運営要員説明会及び試験監督者説明会にて情報共有を図
り，連携して公正で公平な入試の実施に向けて取り組んだ．
　各部門（入試問題統括部門，調査・研究・解析部門，広報部門，事務部門）は，相互に連携をとり，各ブランチの
入試委員会等からの指示や要請を受けながら，アドミッションセンターの目的達成のため円滑的な業務遂行に努めた．

（3）特任講師の異動
　平成 31 年 2 月 18 日，長戸 康孝 小論文担当特任講師が病死した．アドミッションセンター長から弔電を送った．
また齋藤 直樹 英語担当特任講師と杉山 崇 物理担当特任講師が平成 31 年 3 月 31 日付で本人都合により退職した．
英語担当と物理担当の特任講師については欠員補充を行うようアドミッションセンター長より指示があった．

4．自己点検・評価
　特任講師は，各学校・ブランチにおいて入試問題の作成・事前点検・校正・試験当日の待機など多くの入試業務を
遂行し，目的の一つを達成できたと判断している．また，他大学の状況等の外部情報の収集と分析を行い，本学の入
学試験関連の業務に反映できたことは評価できる．文部科学省からの要請等についても，充分に対応できたと考えて
いる．
　現実的なアドミッションセンターの業務は，各学校・ブランチ等への支援が中心となっているが，将来的な課題と
して，各学校・ブランチ単位で行っている広報部門業務を，アドミッションセンターとしての一元管理も含め，より
効率的で効果的な取り組みも今後検討していきたい．
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1．教職員・学生健康推進センター

1．構成員
［教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）］

富谷智明 （TOMIYA, Tomoaki）センター長，健康推進センター教授 
井上郁夫（INOUE, Ikuo）健康推進センター教授

＜毛呂山キャンパス＞
富谷智明（TOMIYA, Tomoaki）
井上郁夫（INOUE, Ikuo）
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）　健康管理センター教授　兼担
横山富士男（YOKOYAMA，Hujio）神経精神科・心療内科准教授　兼担
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki） 感染症科講師　兼担（～平成 30 年 3 月 31 日）
清水正雄（SHIMIZU, Masao） 健康管理センター講師　兼担
小林清香（KOBAYASHI，Sayaka）総合医療センター神経精神科講師　兼担（平成 30 年 4 月 1 日～）
・教職員健康推進室

吉田千春（YOSHIDA, Chiharu）保健師（～平成 30 年 3 月 31 日）
長島聡子（NAGASHIMA, Satoko）保健師
茅島紫帆（KAYASHIMA, Shiho）保健師
奥野もえ（OKUNO, Moe）保健師（平成 30 年 4 月 1 日～）
三矢寿子（MIYA, Hisako）事務員

・医学部学生健康推進室
鈴木栄子 （SUZUKI, Eiko）看護師
菊地せつ子 （KIKUCHI, Setsuko） 看護師
星子智志 （HOSHIKO, Satoshi） 臨床心理士

・保健医療学部学生健康推進室（含川角キャンパス）
村上磨理子 （MURAKAMI, Mariko） 看護師
白江ミツエ（SHIRAE, Mitsue）看護師
金子やす子（KANEKO, Yasuko）看護師 

＜川越キャンパス＞
・総合医療センター健康推進室

伊藤博之（ITO, Hiroyuki）室長　総合医療センター健康管理科教授　兼担
宮島育子（MIYAJIMA, Ikuko）保健師
上原友維（UEHARA, Yui）保健師
内田里美（UCHIDA Satomi）保健師（～平成 30 年 4 月 14 日）
島田ありす（SHIMADA, Arisu）保健師
畠山智子（HATAKEYAMA, Tomoko）事務員

＜日高キャンパス＞
・国際医療センター健康推進室

古屋大典（HURUYA, Daisuke）室長　国際医療センター総合診療・地域医療科教授 , 
地域連携室室長 , 患者支援センター副センター長　兼担
中島淑江（NAKAJIMA, Yoshie）副室長　国際医療センター心臓内科准教授　兼担
小川晴美（OGAWA, Harumi）医師　国際医療センター心臓内科　兼担
相庭かおり（AIBA, Kaori）保健師
田川早苗（TAGAWA, Sanae）保健師
久保田明日香（KUBOTA, Asuka）保健師（平成 30 年 4 月 1 日～）
佐藤綾子（SATO, Ayako）事務員（～平成 31 年 2 月 12 日）
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2．目的
埼玉医科大学の全教職員，全学生の健康管理，health promotion を行う．担当等に関しては総論の章を参照されたい．

3．活動報告

教職員部門
毛呂山キャンパス
業務実績
1　健康診断
1）雇入健康診断
【対象者】　平成 30 年度　埼玉医科大学法人毛呂山キャンパス　
　　　　　新入職者　280 名（男性 94 名，女性 186 名）

2）前期健康診断
　【対象者】全教職員　受診者数：2291 名（男性 920 名，女性 1371 名）
3）後期健康診断
【対象者】　＊深夜業務に月平均 4 回以上従事する教職員（対象期間 H30.6 月～ 11 月）
　　　　　＊特殊健康診断（電離放射線）対象の教職員
　　　　　＊ホルムアルデヒドに暴露される業務に従事する教職員
　　　　　＊エチレンオキシドを用いて行う滅菌作業に従事する職員
　　　　　＊キシレンを用いて行う作業に従事する教職員
受診者数：930 名（男性 284 人，女性 646 人）

2　メンタルヘルス対策
1）教職員の心の健康づくり計画
「教職員メンタルヘルス対策の手引き」及び「メンタルヘルス対策における職場復帰支援の手引き」を作成し各部
署へ配布．更なるメンタルヘルス対策の周知と充実をはかった．

2）メンタル相談
（1）相談窓口の整備
　＊新入職者に対するオリエンテーションの実施
　＊全部署に対し，「こころとからだの悩み相談室」ポスター配布

（2）メンタル相談者　　※前年度，前月からの継続者数含む
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計

のべ相談件数 12 10 1 4 2 2 4 7 4 7 4 6 63
（うち心理士面談件数） 2 5 0 1 0 2 1 4 2 1 1 0 19

3）ストレスチェック
（1）概要
　〇実施方法： ｅラーニング

（2）実施状況
　〇対象者数： 3045 名（男性 1350 名，女性 1695 名）
　〇受検者数： 1646 名（受検率 54.1％）※ 前年度 49.0 ％
　〇高ストレス者数：233 名（13.8％）※前年度 13.8 ％
　〇高ストレス面談実施者数： 2 名
4）メンタルヘルスケア研修

（1）管理者研修
　〇演題：第 6 回管理者対象メンタルヘルスケア研修
　　「『お父さん眠れている？』の先にあるものを見分ける」
　　講 師 ： 埼玉医科大学　神経精神科・心療内科　教授　太田　敏男　先生
　　日 時 ： 平成 31 年 2 月 19 日（火）18：00 ～ 19：00
　〇出席者
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　【全体】　参加者総数　192 名　　管理監督者 124 名（64.6％）　その他教職員 68 名（35.4％）

3　過重労働対策
1）概要

月 45 時間以上の時間外労働者名簿及び基礎情報シートが人事課から当センターへ報告される．
2）報告数

H30 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31 年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計
35 19 11 10 12 10 16 1 0 0 9 38 161

面談実施人数
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（人）

4　感染症対策
1）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
　○新入職者
　　【実施者】H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日の新入職者 280 名
2）インフルエンザワクチン接種
　　【対象者】　埼玉医科大学及び埼玉医科大学病院の教職員（10 ～ 12 月の新規採用者含む）
　　　　　　　委託・派遣の教職員
3）感染症発症報告書
　（1）概要
　　報告書は【所属長→院内感染対策室→教職員・学生健康推進センター→人事課】
　（2）報告件数

　 医師 看護師 教員 コメディカル 事務・その他 計
インフルエンザ 21 96 1 19 41 146
水痘・帯状疱疹 1 1 0 0 0 2
感染性胃腸炎 3 9 0 0 0 12

流行性角結膜炎 6 10 0 3 1 20
その他 0 0 0 0 1 1

計 31 116 1 22 43 213

5　ワクチン接種歴及び抗体検査報告書
　H30 年度報告書提出者：259 名

6　教職員健康カードの配布
　【配布者】新入職のうち，「入職時抗体検査及びワクチン接種歴報告書」提出者　259 名
　　　   　   B 型肝炎抗体検査実施者　160 名

7　健康教育・啓発活動
1）健康教育

（1）労働安全衛生委員会講演会
〇演題：放っておくと怖い高血圧の予防と対策～血管を守って永く元気でいるために～
〇出席者

講演会当日出席者数 145 名 （当法人：136 名　毛呂病院法人：9 名）
2）啓発活動

（1）「教職員・学生健康推進センター便り」
（2）ポスター
（3）パンフレット
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川越キャンパス
業務実績
1　健康診断
1）雇入れ健康診断
　○実施人数：新入職員名 246 名，かわごえクリニック 1 名，外部業者その他 105 名，カルガモの家 5 名
2）前期健康診断（定期）
　○実施人数：2136 名（当センター職員）
3）後期健康診断（特定業務従事者）
　○実施人数：1447 名
　　産業医面談回数と人数の内訳　

1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 13 回
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1

2　職場復帰面談
3　過重労働対策
　時間労働者数と事後処置の状況

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
45 時間以上の時間外

労働者人数 12 4 1 2 2 0 0 1 0 0 7 0

産業医面談
実施者 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

　45 時間以上の時間外労働者の報告者数と事後処置
4　ストレスチェック
　対象者　　埼玉医科大学総合医療センター教職員（受検は任意）
　在籍労働者数　2529 名 受検者数　　　1625 名（受検率　64.3％）
　高ストレス判定者数　316 名（19.4％）
5　心理相談
　心理相談実施のべ人数（人）　n ＝ 59
　臨床心理士，リエゾンナースの協力のもと，職員と学生の心理相談に対応している．
6　感染症対策
1）B 型肝炎抗体価検査及びワクチン接種
　接種者 83 名
2） C 型肝炎検査

検査実施者数 陽性者
283 0

3）4 種抗体検査及びワクチン接種
　○ 4 種抗体価検査件実施者数（人）

麻疹 風疹 水痘 流行性耳下腺炎
2018 年度 118 114 125 140

　○ 4 種ワクチン接種実施者数（人）
麻疹 風疹 水痘 流行性耳下腺炎 MR

2018 年度 93 40 12 105 33
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4）インフルエンザワクチン接種
　○対象者：当センター職員，カルガモの家職員，委託・派遣職員の接種希望者
　○実施結果 接種者 2265 名
　報告件数（件）

報告件数　179
インフルエ

ンザ
感染性胃腸

炎
流行性角結

膜炎 手足口病 帯状疱疹 A 群溶連菌 O-153 結核疑い カンピロバ
クター

151 8 13 1 2 1 1 1 1

5）感染症発生報告書 
7　針刺し・切創，血液・体液曝露フォロー
　報告件数　56 受診件数 52
8　結核患者との接触後検診
9　郵送検診
　○申し込み者数：118 名　○申し込み項目数：308 項目
10　健康 SMC21
　生活習慣改善キャンペーンと称し，参加者を募った．1 ヶ月間毎日目標に対する成果を記入してもらい，その用紙
を提出してもらった．保健師が評価をして個人又はグループに返却した．
　参加者数（提出者数）：個人 4 名（男 :1 名　女 :3 名）グループ 2 グループ
11　健康まつり

IN BODY スモーカー
ライザー

ストレス度
チェック 血管年齢測定 血糖測定 メタボリ先生

　52 人
男 :16 人
女 :36 人

　6 人
男 5 人
女 1 人

　68 人
男 :17 人
女 :51 人

　69 人
男 :19 人
女 :50 人

　52 人
男 :13 人
女 :39 人

　9 人
男 :4 人
女 :5 人

12 啓発活動
健康推進室だより
パンフレット

日高キャンパス
業務実績
1　健康診断

（1）雇入れ時健康診断
　【 受診者数 】　269 名（外部受診含む）受診率 100％

（2）前期健康診断
　【 受診者数 】　1677 名（外部受診含む）受診率 100％

（3）後期健康診断
　【 受診者数 】　760 名（外部受診含む）受診率 100％

（4）雇入れ（中途）・復職者健康診断
　【 受診者数 】　90 名（3/31 時点）（外部受診含む）受診率 100％

（5）電離放射線健康診断
　（1）前期【実施人数】392 名（2）後期【実施人数】372 名

2　メンタルヘルス
　依頼があった職員に対して面談対応している．平成 28 年度より臨床心理士が在籍．産業医，臨床心理士，保健師
で面談を行い，必要であれば，院内外の精神科医へコンサルトした．
　2018 年度 96 件
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3　過重労働対策
1）45 時間以上の時間外労働者の報告者数及び事後措置

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
月 45 時間以上
時間外労働者数 25 25 10 14 8 5 7 6 4 3 2 15 124

産業医面談
実施者数 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 10

4　ストレスチェック
　厚生労働省ストレスチェックに基づき実施（e- ラーニングで実施）
　高ストレス者に該当した職員の内，希望者には産業医が面談を実施した．
　対象者：2222 名
　受験者：1678 名（75.5％）
　高ストレス者：342 名（20.3％）
　高ストレス面談：10 名（3％）
5　感染症対策
1）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種

（1）抗体検査
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

抗体検査 271 3 75 15 8 3 10 2 0 52 38 7 484

（2）ワクチン接種
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

ワクチン接種 4 44 16 44 48 52 6 33 21 36 5 8 317

2）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
　平成 30 年度新採用者・中途採用者，平成 30 年度復職者で，以前に検査を受けていない者
　検査実施者数　292 名
3）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）抗体検査及びワクチン接種

（1）抗体検査
4 種抗体検査

2018 年度 88

（2）ワクチン接種：　本実施　非常勤・委託業者・ボランティア含む
　 麻疹 風疹 MR 水痘 ムンプス 合計

2018 年度 121 46 31 12 134 344

4）インフルエンザワクチン接種
　院内接種人数　2302 名 正職員の接種率＝ 99.1％
5）感染症報告

麻疹 風疹 水痘 ムンプス 流行性結膜炎 インフルエンザ
平成 30 年度 0 0 0 0 5 143

6　教職員への教育・啓発
1）元気玉新聞の発行　　4 回 / 年
2）職場巡視

学	生	部	門	
医学部
業務実績
1　定期健康診断
　受診率

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計
対象者数（人） 138 136 134 130 129 134 801
受診者数（人） 138 136 134 130 129 134 801

受診率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
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　総合判定結果
学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計

受診者数（人） 138 136 134 130 129 134 801

総合判定

異常なし 判定者数（人） 4 32 28 21 21 15 121
割合（％） 2.9 23.5 20.9 16.2 16.3 11.2 15.1

経過観察 判定者数（人） 50 54 47 56 55 60 322
割合（％） 36.2 39.7 35.1 43.1 42.6 44.8 40.2

要再検査（健康推進室）判定者数（人） 8 17 15 4 8 9 61
割合（％） 5.8 12.5 11.2 3.1 6.2 6.7 7.6

要再検査（医療機関） 判定者数（人） 61 27 37 40 36 37 238
割合（％） 44.2 19.9 27.6 30.8 27.9 27.6 29.7

加療継続 判定者数（人） 15 6 7 9 9 13 59
割合（％） 10.9 4.4 5.2 6.9 7.0 9.7 7.4

2　予防接種
1）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）
　対象者 ：1・3・4 年生　抗体価が当大学の基準値未満で，2 回以上のワクチン接種歴がない学生 
2）B 型肝炎
　2 年生：1 年生の時に受診した定期健康診断時の抗体価検査にて HBs 抗体陰性者
　3 年生：2018 年度定期健康診断時の抗体価検査にて HBs 抗体陰性者．（2 シリーズ目の推奨）
3）インフルエンザ
　〇対象 ： 全学年希望者

学年 学生数（人） 申込み 接種者数（人） 接種率（人） （％）
1 年生 139 87 62.6% 86 61.9%
2 年生 136 85 62.5% 85 62.5%
3 年生 135 81 60.0% 77 57.0%
4 年生 130 90 69.2% 89 68.5%
5 年生 129 91 70.5% 91 70.5%
6 年生 135 118 87.4% 113 83.7%

計 804 552 68.7% 541 67.3%

3　学生健康推進室利用状況
　月別利用人数

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
255 269 376 188 24 245 283 354 264 238 94 34 2624

　紹介数
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

4 3 9 5 1 7 4 5 5 0 2 0 45

　心の相談
　　○精神科医師面談

新規相談者数 相談者実数 相談者延べ数
8 9 9

　　○臨床心理士面談　（対応日：月・木・土曜日）
新規相談者数 相談者実数 相談者

20 88 171

4　診断書発行数
マッチング用
（就職関係） 留学用 実習用 医師免許

申請用
就学資金貸与申請用 その他 計埼玉医大 毛呂山会 他県

114 2 54 73 19 2 4 6 274

5　意見書発行数
1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 合計
202 163 129 70 41 22 627
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保健医療学部
業務実績
1　定期健康診断
　受診率

看護学科 臨床検査科 臨床
工学科 医用生体工学科 理学療法学科

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 合計 1 年 2 年 3 年 4 年 合計 1 年 2 年 3 年 4 年 合計 1 年 2 年 3 年 4 年 合計 総合計
対象者数（人） 90 83 91 87 351 71 72 71 80 294 40 32 38 43 153 52 51 52 47 202 1000
受診種数（人） 90 83 91 87 351 71 72 71 80 294 40 30 37 42 149 52 51 52 47 202 996
受診率（％） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 97% 98% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 99.60%

　総合判定結果

学
科 学年 受診

者数

判定区分
C 判定以上 医療機関

受診数 医療機関受診者数
Ａ評価 B 評価 C 評価 D 評価 E 評価

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 比率 人数 比率 人数 未提出数 提出率

看
護
学
科

1 年 90 13 14.4% 45 50.1% 2 2.2% 25 27.8% 5 5.6% 32 35.6% 30 33.3% 11 19 36.7%
2 年 83 30 36.1% 30 36.1% 4 4.8% 15 18.1% 4 4.8% 23 27.7% 19 22.9% 8 11 42.1%
3 年 91 15 16.5% 31 34.1% 2 2.2% 41 45.1% 2 2.2% 45 49.5% 43 47.3% 3 40 7.0%
4 年 87 25 28.7% 36 41.4% 6 6.9% 18 20.7% 2 2.3% 26 29.9% 20 23.0% 6 14 30.0%

学年合計 351 83 23.7% 142 40.5% 14 4.0% 99 28.2% 13 3.7% 126 35.9% 112 31.9% 28 84 25.0%
臨
検
学
科

1 年 71 5 7.0% 29 40.9% 0 0.0% 32 45.1% 5 7.0% 37 52.1% 37 52.1% 14 23 27.8%
2 年 72 12 16.7% 28 38.9% 6 8.3% 19 26.4% 6 8.3% 31 43.1% 25 34.7% 9 16 36.0%
3 年 71 9 12.7% 33 46.5% 5 7.0% 23 32.4% 1 1.4% 29 40.9% 24 33.8% 5 19 20.8%

健康 4 年 80 13 16.3% 44 55.0% 8 10.0% 12 15.0% 3 3.8% 24 30.0% 15 18.8% 10 5 66.7%
学年合計 294 39 13.3% 134 45.6% 19 6.5% 86 29.3% 15 5.1% 121 41.2% 101 34.4% 38 63 37.6%

臨工 1 年 40 4 10.0% 18 45.0% 1 2.5% 12 30.0% 5 12.5% 18 45.0% 17 42.5% 6 11 35.3%
医
用
学
科

2 年 30 7 23.3% 17 56.7% 2 6.7% 3 10.0% 0 0.0% 6 20.0% 3 10.0% 2 1 66.7%
3 年 37 5 13.5% 7 18.9% 4 10.8% 20 54.1% 1 2.7% 25 67.6% 21 56.8% 4 17 19.0%
4 年 42 9 21.4% 18 42.9% 3 7.1% 10 23.8% 2 4.8% 15 35.7% 12 28.6% 3 9 25.0%

学年合計 149 25 16.8% 60 40.3% 10 6.7% 45 30.2% 8 5.1% 64 43.0% 53 35.6% 15 38 28.3%
理
学
療
法
学
科

1 年 52 7 13.5% 11 21.2% 1 1.9% 28 53.8% 4 7.7% 34 65.4% 32 61.5 15 17 46.9%
2 年 51 12 23.5% 24 47.1% 3 5.9% 8 15.7% 4 7.8% 15 29.0% 12 23.5% 1 11 8.3%
3 年 52 15 28.9% 17 32.7% 9 17.3% 9 17.3% 2 3.9% 20 38.5% 11 21.2% 4 7 36.4%
4 年 47 9 19.2% 20 42.6% 3 6.4% 13 27.7% 2 4.3% 18 38.3% 15 31.9% 6 9 40.0%

学年合計 202 43 21.2% 72 35.6% 16 7.9% 58 29.2% 12 5.9% 87 43.1% 70 34.7% 26 44 37.1%
総合計 996 190 18.9% 408 40.6% 59 5.9% 228 29.0% 48 4.8% 398 40.0% 336 34.3% 107 229 31.8%

A：異常なし　B: 経過観察　C: 再検査（健康推進室）　D: 再検査（医療機関受診）　E：加療継続

2　予防接種
1）B 型肝炎

学生数 対象者数 実施者数（人） 自己接種者1 回目 （％） 2 回目 （％） 3 回目 （％）
合計 489 283 283 100% 283 100% 282 98.6% 1

2）インフルエンザ

合計

1 年 2 年 3 年 4 年 合計
学生数（人） 253 238 252 257 1000
申込数（人） 149 116 180 199 644
申込率 58.4% 48.7% 71.4% 77.4% 64.4%
接種者数（人） 149 115 180 199 643
申込者の接種率 100.0% 99.1% 100.0% 100.0% 99.8%

3　学生健康推進室利用状況
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
187 83 128 167 35 122 95 102 82 85 126 16 1228

　心の相談　60 人
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4　診断書発行数
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

発行数 21 26 12 14 43 18 12 13 9 9 104 58 339

4．評価と次年度目標
　平成 30 年度の教職員・学生健康推進センターの業務は問題なく行うことができた．各健康推進室の業務を今一度
振り返り，次年度は更に質の向上を目指している．化学物質のリスクアセスメントなども差し迫った課題である．各
キャンパスと連絡を密にとり，埼玉医大全教職員と学生の健康をより一層推進することを目標としたい．

（文責　富谷智明）
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1．情報技術支援推進センター

1．構成員
　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：医学教育：博士
　鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）：助教
　吉田幸生（YOSHIDA, Yukio）：助手
　向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）教授：兼担
　高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）：助手：兼担
　川崎智子（KAWASAKI, Tomoko）：事務員

2．教育
2-1．目的 ･ 目標

教育・研究のための情報機器およびネットワークの共同利用施設の立場から，本学の医学教育・医学研究に貢献す
る．また，文部科学省補助事業「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」で取り組んでいる e-learning クラウ
ドシステムによる科目履修についても推進する．具体的な目的は，科目ごとに設定し，シラバスに記載した．
2-2．教育内容（担当者）

医学部：1 年生の「医科学入門」（椎橋），「人体の基礎科学 1」（椎橋・高橋・吉田），「人体の基礎科学 2」（椎橋），
2 年生の「機能系実習 2」（椎橋），「選択必修」の「プログラミング言語 perl」（椎橋・鈴木・高橋・吉田）

保健医療学部：臨床検査学科 1 年生の「統計学」（椎橋），看護学科 2 年生の「医療情報学」（椎橋）
大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」（椎橋），医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」（椎橋），

看護学研究科修士課程の「看護情報処理論」（椎橋）
他：埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校「情報科学」（鈴木），上福岡高等看護学院看護専門学校「統

計情報学（情報科学演習）」（鈴木）
2-3．達成度

医学部：1 年生の「医科学入門」90%，「人体の基礎科学 1」「人体の基礎科学 2」90%，2 年生の「機能系実習」95%，「選
択必修」の「プログラミング言語 perl」90%

保健医療学部：健康医療科学科 1 年生の「統計学」90%，2 年生の「医用工学実習」70%，看護学科 2 年生の「医
療情報学」90%

大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」95%，医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」85%，看
護学研究科修士課程の「看護情報処理論」95%

椎橋は医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」で平成 30 年度のベストティーチャー賞を受賞した．
他：埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校「情報科学」90%，上福岡高等看護学院看護専門学校「統計

情報学（情報科学演習）」90%
2-4．自己評価と次年度計画

担当した科目において，それぞれの目標に応じた教育をほぼ行うことができたものと自己評価している．次年度は，
知識の習得がゴールではなく，習得した知識を実際に用いることがゴールであること，それが医師として研究者とし
て具体的にどのように役立つのかを今年度以上に明示し，教育効果を上げたいと考える．

3．研究
3-1．目的・目標
　moodle を応用して自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材を開発する．また，医学教育センターと連
携して，医学教育を推進するためのネットワークシステムを開発する．また，大学院教育において，臨床と基礎の橋
渡し研究の生物情報学的支援を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
　moodle を応用した自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材の開発（椎橋・鈴木・吉田・高橋）
3-3．研究内容と達成度
　医学教育センターと連携し，学生による医学部臨床実習の評価，試験問題の評価をテーマに研究活動を行った．こ
の研究活動を通じて，本学で実施している学生による臨床実習評価が各診療科における臨床実習の改善に寄与してい
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ることが示唆された．医学研究科博士課程の学位研究への積極的な支援を行った．
3-4．自己評価と次年度計画

学生による臨床実習の評価について本年度得られた知見に基づき，さらに効用を明らかにしていく計画である．ま
た，試験問題の評価についても研究を行う計画である．
3-5．上記 3-1 ～ 3-4 の要約（大学病院，総合医療センター，国際医療センターの病院要覧用）

該当なし

4．診療
　該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本医学教育学会学会誌編集委員会委員（椎橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

日本生理学会教育委員会委員（椎橋）
日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員（椎橋）
日本生理学会評議員（椎橋）
日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会委員長（椎橋）
日本医学教育学会学習者評価委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会医学教育専門家認定制度委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会理事（椎橋）
日本医学教育学会代議員（椎橋）
日本医学教育評価機構調査・解析委員会委員長（椎橋）
日本医学教育評価機構企画運営部会部会員（椎橋）
日本医学教育評価機構評価委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 事後評価解析小委員会委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 機構派遣監督者（椎橋）
群馬大学医学部カリキュラム評価委員会外部委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書

論文
　該当なし
学会発表
①荒木隆一郎，柴崎智美，植村真喜子，有田和恵，川村勇樹，杉山智江，大西京子，亀井美登里，森茂久，椎橋実智男，

別所正美 . 医学部 3 年を対象とした他職種業務見学実習の評価 . 第 50 回日本医学教育学会大会 , 東京 , 2018, 8
月

②鈴木智，山田泰子，佐藤義文，高橋美穂，吉田幸生，大西京子，齋藤恵，荒関かやの，辻美隆，森茂久，椎橋実
智男，土田哲也 . BSL の改善点の考察　- 診療科への評価と 2 年間調査から -. 第 50 回日本医学教育学会大会 , 東
京 , 2018, 8 月

③辻美隆，荒関かやの，大西京子，齋藤恵，椎橋実智男，石橋敬一郎，山田泰子，川村勇樹，森茂久 . BSL 後
OSCE　4 年間の実践　-OSCE による臨床実習における経験の変化 -. 第 50 回日本医学教育学会大会 , 東京 ,
2018, 8 月

④柴崎智美，米岡裕美，本橋千恵美，高橋幸子，森茂久，田口孝行，新井利民，細谷治，勝木祐仁，椎橋実智男，
土田哲也，別所正美 . 埼玉県における大学間連携共同教育推進事業専門職連携教育の取り組み . 第 50 回日本医
学教育学会大会 , 東京 , 2018, 8 月

⑤中平健祐，椎橋実智男，向田寿光 . 実習プログラム「医科学入門」による医科学教育への早期適応誘導の試み .
第 50 回日本医学教育学会大会 , 東京 , 2018, 8 月
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シンポジウム
⑥椎橋実智男 , パネルディスカッション「みんなで作る日本版 MedEdPORTAL －「MEAL-J」をめざして」, MEAL-J（日

本版 MedEdPORTAL）の目指すもの . 第 50 回日本医学教育学会 , 東京 , 2018, 8 月
著書
⑦日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会編 , 医学教育白書 2018 年版 , 篠原出版新社 2017
講演

【総数：論文 0 件，学会発表 8 件，著書 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費

①平成 30 年度日本医療開発機構研究費　「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業「薬物乱用
頭痛における抑肝散の有効性の検討」研究実施者（椎橋）

②平成 30 年度日本医療研究開発機構研究費　障害者対策総合研究事業「脳脊髄液減少症における自律神経機能異
常の関与の検討」研究実施者（椎橋）

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

7．自己点検・評価
本年度は，当センターの目的を達成するために下記の活動を行った．
7-1．主な活動

・各種ネットワークサーバーの運用管理
・学生用コンピュータの運用管理
・学内・学外ホームページのコンテンツ管理
・共用試験 CBT の支援
・医学教育ワークショップ，教授・教員総会等の支援
・情報システム部との「情報基盤連絡会議」の定期的な開催（8 回）
7-2．当センターの利用状況（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日）

・利用登録者数　教職員等：5,036 ID, 　学生：2,205 名
・施設内機器の利用
　延べ利用者数：989 名 , 　延べ利用時間：702 時間
　大型ポスター印刷枚数：1,611 枚
・SMSNET の利用
　電子メール利用数：27,816,791 通
　WWW 接続回数：3,465,469,302 回（ファイルの転送回数）
　接続端末台数　約 3,800 台
当センター内の設備の利用，ネットワークの利用については，上記に示した通り充分に使命を果たせたものと評価

している．IT 活用の医学教育・医学研究を一層充実させるべく努力を重ねていく．
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1．卒前部門

1．構成員
部門長
○森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授（任期：H30.3.31）
部門員
○三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター　臨床検査医学：教授

2．目的
　本学医学部卒業生のキャリア・デザインを支援するために，医学教育センターと連携して，学生の段階での教育，
情報提供などを企画し，活動することを目的としている．

3．活動報告
（1）学生へのキャリア・デザインに関する情報提供
　以下の情報は，報告のみならず実施前から運営会議で事前に提供し，他の部門（初期研修部門等）の活動の立案に
役立つように努めた．

① 6 年生対象の大学主催の「卒後研修と大学院 • マッチング対策」は今年度から発展的解消という形で開催しな
いことになった．

②今年度も，6 年生成績下位者対象の夏合宿が 1 学期授業終了後，7 月 30 日から 8 月 3 日まで晴海で開催された．
③ 5 年生学年集会「前期総合試験を終えて」が 9 月 15 日に開催された．
④ 6 年生卒業試験が 11 月 1 日と 2 日，8 日と 9 日の計 4 日間で実施された．
　11 月 28 日に卒業試験の発表が行われ，同日合格者に国家試験の説明会が行われた．
⑤ 5 年生 CC のオリエンテーションが平成 31 年 1 月 8 日に開催され，終了後 3 病院の臨床研修センターの先生方

により卒後初期臨床研修の説明が行われた．
⑥ 6 年生対象の国家試験壮行会が 2 月 4 日に開催され，2 月 9 日，10 日に国家試験を受験した．
⑦ FD を兼ねた指定学外実習施設懇談会を，第 1 回を 6 月 23 日に，第 2 回を 2 月 23 日に開催した．第 1 回では，

懇談会後に，実習先に関係のある学生参加の元，懇親会も開催した．
⑧ 5 年生 CC 終了後に「6 年生に向けて」というガイダンスを 3 月 7 日に行った．

4．評価と次年度目標
　例年 6 月に開催されていた 6 年生対象で大学主催の「卒後研修と大学院 • マッチング対策」は 3 病院の各主催の
初期研修説明会の開催日程が近いことから，今年度は発展的解消という形で開催しないことになり，6 年生向けの説
明会は 3 病院で主体的に行うことになった．　
　今後も学生へのキャリア・デザインに関する情報提供も内容を厳選して継続する予定である．特に高学年の学事等
の予定を定期的に会議で案内し，卒後研修の説明会等の機会を検討していただく．また卒前部門員の増員が必要であ
る．
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2．初期臨床研修部門

1．構成員
　部門長 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） 大学病院総合診療内科
　部門員 屋嘉比康治 （YAKABI, Koji） 総合医療センター消化器・肝臓内科
 鈴木孝明 （SUZUKI, Takaaki） 国際医療センター小児心臓科
　本部門は，大学病院 研修医委員会と国際医療センター研修運営会議，総合医療センター研修管理委員会にてそれ
ぞれ活動を行っている．
大学病院
　委 員 長 中元秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo） 総合診療内科
　副委員長 三村俊英 （MIMURA, Toshihide） リウマチ膠原病科
　副委員長 山元敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa） 神経内科 
　委　　員 石原　理 （ISHIHARA, Osamu） 産科・婦人科
 倉林　均 （KURABAYASHI, Hitoshi） リハビリテーション科
 永田　真 （NAGATA, Makoto） 呼吸器内科
 中込一之 （NAKAGOME, Kazuyuki） 呼吸器内科
 古村　眞 （KOMURA, Makoto） 小児外科
 土田哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） 皮膚科
 太田敏男 （OOTA, Toshio） 神経精神科・心療内科
 篠塚　望 （SHINOZUKA, Nozomu） 消化器・一般外科
 荒木信夫 （ARAKI, Nobuo） 神経内科
 門野夕峰 （KADONO, Yuho） 整形外科・脊椎外科 
 菊池　透 （KIKUCHI, Toru） 小児科
 加瀬康弘 （KASE, Yasuhiro） 耳鼻咽喉科
 岡垣竜吾 （OKAGAKI, Ryugo） 産科・婦人科
 佐藤　毅 （SATO, Tsuyoshi） 歯科・口腔外科
 山田健人 （YAMADA, Taketo） 中央病理診断部
 橋本正良 （HASHIMOTO, Masayoshi） 総合診療内科
 柴﨑智美 （SHIBAZAKI, Satomi） 地域医学推進センター
 井上快児 （INOUE, Kaiji） 放射線科
 藤巻高光 （FUJIMAKI, Takamitsu） 脳神経外科
 野田光彦 （NODA, Mitsuhiko） 内分泌内科・糖尿病内科
 今井幸紀 （IMAI, Yukinori） 消化器内科・肝臓内科
 友利浩司 （TOMORI, Kouji） 腎臓内科
 中平洋子 （NAKAHIRA, Yoko） 泌尿器科
 前山昭彦  （MAEYAMA, Akihiko） 麻酔科
 樽本憲人 （TARUMOTO, Norihito） 感染症科・感染制御科
 加藤直子 （KATO, Naoko） 眼科
 新海千裕 （SHINKAI, Chihiro） 形成外科・美容外科
 脇本直樹 （WAKIMOTO, Naoki）  血液内科
 芳賀佳之 （HAGA, Yoshiyuki） 集中治療部
 上條吉人 （KAMIJYO, Yoshito） 救急科
 森吉美穂 （MORIYOSHI, Miho）  中央検査部
 鈴木美香 （SUZUKI, Mika） 看護部 
 椎橋実智男 （SHIIBASHI, Michio） 情報技術支援推進センター
 会田かおる （AIDA, Kaoru） 医務部
 内野　敏 （UCHINO, Satoshi） 総務部 
 下田裕子 （SHIMODA, Yuko） 臨床研修センター事務室（2018,4 まで）
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 内野夏江 （UCHINO, Natsue） 臨床研修センター事務室（2018,5 より）
 早川直樹 （HAYAKAWA, Naoki） 臨床研修センター事務室（2018,7 より）
国際医療センター
　委 員 長 鈴木孝明 （SUZUKI, Takaaki） 小児心臓外科
　副委員長 林　　健 （HAYASHI, Takeshi） 脳卒中内科
　副委員長 坂口浩三 （SAKAGUCHI, Hirozou） 呼吸器外科
　委　　員 古田島太 （KOTAJIMA, Futosi） 集中治療科
 松田　晃 （MATSUDA, Akira） 造血器腫瘍科
 大西秀樹 （ONISHI, Hideki） 精神腫瘍科
 菅澤　正 （SUGASAWA, Tadashi） 頭頸部腫瘍科
 高橋秀寿 （TAKAHASHI, Hidetoshi） 運動・呼吸器リハビリテーション科
 小山政史 （OYAMA, Masafumi） 泌尿器腫瘍科
 大崎昭彦 （OSAKI, Akihiko） 乳腺腫瘍科
 畝川芳彦 （SEGAWA, Yoshihiko） 原発不明・希少がん科
 古屋大典 （FURUYA, Daisuke） 総合診療・地域医療科
 長谷川幸清 （HASEGAWA, Kousei） 婦人科腫瘍科
 真下由美 （MASHIMO, Yumi） 消化器内科
 中埜信太郎 （NAKANO, Shintaro） 心臓内科
 佐野勝廣 （SANO, Katsuhiro） 画像診断科
 辻田美紀 （TSUJITA, Miki） 麻酔科
 永田耕治 （NAGATA, Koji） 病理診断科
 岡田克也 （OKADA, Katsuya） 消化器外科
 山口　央 （YAMAGUCHI, Ou） 呼吸器内科
 鈴木海馬 （SUZUKI, Kaima） 脳神経外科
 杉田秀太郎 （SUGITA, Shutaro） 救命救急科
 鈴木彦太 （SUZUKI, HIKOTA） 看護部
 坂本寿博 （SAKAMOTO, Toshihiro） 薬剤部
 池澤敏幸 （IKEZAWA, Toshiyuki） 事務部
 武久秀夫 （TAKEHISA, Hideo） 事務部
 青鹿友美 （AOSHIKA, Tomomi） 臨床研修センター
 川口雄生 （KAWAGUCHI, Yuki） 臨床研修センター
 池田美土里 （IKEDA, Midori） 臨床研修センター事務室
総合医療センター
　委 員 長 屋嘉比康治 （YAKABI, Kouji） 消化器・肝臓内科
　委 員 長 堀江憲夫 （HORIE, Norio） 歯科・口腔外科
　副委員長 杉山　聡 （SUGIYAMA, Satoru 高度救命救急ンター
　副委員長 名越澄子 （NAGOSHI, Sumiko） 消化器・肝臓内科
　委　　員 輿水健治 （KOSHIMIZU, Kenji） 救急科（ER）
 髙橋健夫 （TAKAHASHI, Takeo） 放射線腫瘍科
 石田秀行 （ISHIDA, Hideyuki） 消化管外科・一般外科
 野村恭一 （NOMURA, Kyouichi） 神経内科
 吉益晴夫 （YOSHIMASU, Haruo）  メンタルクリニック
 側島久典 （SOBAJIMA, Hisanori） 新生児科
 小山　薫 （KOYAMA, Kaoru） 麻酔科
 齋藤正博 （SAITOU, Masahiro） 産科
 澤野　誠 （SAWANO, Makoto ） 高度救命救急センター
 深浦彦彰 （FUKAURA, Hikoaki） 神経内科
 岡　秀昭 （OKA, Hideaki） 総合診療内科
 叶澤孝一 （KANOZAWA, Kouichi） 腎・高血圧内科
 金子貴広 （KANEKO, Takahiro） 歯科・口腔外科
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 福田かよ子 （FUKUDA, Kayoko） 看護部
 津久井一浩 （TSUKUI, Kazuhiro） 事務部
 堀江正人 （HORIE, Masahito） 事務部総務課
 川俣栄希 （KAWAMATA, Eiki） 臨床研修センター

2．目的
大学病院
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学病院における卒後医師臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：
　平成 16 年度から開始された新医師臨床研修制度は，診療に携わる全ての医師が必ず修めなければならないもので
あり，適切な研修環境と指導体制の下で，医師としての人格を涵養し，将来の専門性にかかわらず，医学・医療の社
会ニーズを認識しつつ，日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう，プライマリ・ケアの基本的
な診療能力（態度，技能，知識）を身につける事を目的としている．
　埼玉医科大学病院の研修プログラムは，医師免許証取得後 2 年間の初期臨床研修において，この新制度の到達目
標を達成するために用意されたものである．初期臨床研修の 2 年間は優れた臨床医として医師が一生を有意義に送
るための土台となる極めて重要な時期であり，一人ひとりの研修医が本プログラムによって実り多い研修成果を達成
することを期待する．
国際医療センター
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学国際医療センターにおける卒後臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：
　臨床研修の基本理念では，「臨床研修は，医師が，医師としての人格をかん養し，将来専門とする分野にかかわらず，
医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ，一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応
できるよう，基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない」としており，2 年間の臨床研修
において達成しなければならない到達目標も明確に定められている．
　医師として最初の 2 年間できちんと医師としての人格を養い，且つ基本的な診療能力を身に付けられるように臨
床研修プログラム内容を整備し，さらに到達目標が達成できるよう指導・助言を行いながら，充実した研修期間を過
ごし，臨床研修を修了できるようにすることが活動目標である．
総合医療センター
委員会の設置目的：
　埼玉医科大学総合医療センターにおける卒後臨床研修の充実を図ることを目的とする．
活動目標：
　臨床研修の基本理念である「医師としての人格の涵養，一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に
対応できるような基本的な診療能力の習得」に則り，2 年間で到達目標を達成できるよう支援する．
　具体的には，臨床研修プログラム・カリキュラムに関すること，研修医の募集，面接及び採用に関すること，指導
医の育成に関すること，研修医教育に関すること，研修医の評価並びに臨床研修の中断，休止及び修了に関すること，
研修病院群に関すること，その他臨床研修の充実に関すること全般について検討，活動を行う．

3．活動報告
大学病院
委員会開催：
　本年度は全 11 回の委員会を開催し，審議内容は診療部長会に報告した．なお，すべての議事録は整備されている．

（1）第 165 回研修医委員会：平成 30 年 4 月 10 日（報告 ･ 承認事項 12 件）
30 年度採用研修医代表者について，研修医委員会名簿・指導医名簿について，埼玉医科大学臨床研修指導医講習

会日程について，採用研修医名簿について，研修医ローテーションについて，保険医登録完了までの医行為について（導
入研修時の医行為），埼玉県主催ウェルカムパーティーについて，2018 年度採用試験等日程について，レジナビフェ
ア（専門医研修）参加について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，ローテーション変更申請について，研修医
委員会委員の変更について，など

（2）第 166 回研修医委員会：平成 30 年 5 月 8 日（報告 ･ 承認事項 14 件）
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研修医からの診療科および指導医評価表の集計について，2 年目研修医の当直免除申請について，6 年生対象プロ
グラム説明会への研修医の参加について，埼玉医科大学での卒後研修と大学院・マッチング対策について，研修 WG
からの報告事項について，平成 30 年度新規登録保険医に対する集団指導について，初期・後期レジナビフェア参加
について，当院の専門医研修説明会開催について，研修医の夏休み取得について，学会出張について，ローテーショ
ン診療科変更申請について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，研修医の顔写真の配布について，事務職員の人
事異動について，など

（3）第 167 回研修医委員会：平成 30 年 6 月 12 日（報告 ･ 承認事項 15 件）
2 年目研修医の研修復帰について，プログラム責任者面談会について，指導医講習会受講者について，初期研修医

採用試験について，研修医夏季休暇希望調査について，新専門医制度プログラム説明会開催について，レジナビフェ
ア（初期研修・専門医研修）参加について，研修 WG 報告について，ローテーション診療科変更申請について，研
修医のヒヤリ・ハット報告について，6 年生対象プログラム説明会について，新規登録保険医に対する集団指導（3
病院合同）について，1 年目研修医の ER 当直開始について，看護師・薬剤師の顔写真掲示について，など

（4）第 168 回研修医委員会：平成 30 年 7 月 10 日（報告 ･ 承認事項 10 件）
新専門医制度プログラム説明会開催について，レジナビフェア（初期研修・専門医研修）参加について，初期研修

医採用試験応募状況について，研修医激励会について，研修 WG 活動報告について，指導医講習会コーディネータ
について，ローテーション診療科変更申請について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，研修医へのアンケート
調査について，事務職員の人事異動について，など

（5）第 169 回研修医委員会：平成 30 年 9 月 11 日（報告 ･ 承認事項 14 件／採用判定）
2 年目研修医の修了判定について，研修医の産休・育休について，採用試験結果について（医科・歯科），プログ

ラム責任者面談会報告について，毛呂山後援会への研修医教育助成金収支報告および予算案について，基本的臨床能
力評価試験について，31 年度研修医診療科受け入れ調査について，臨床研修ＷＧからの報告について，2 年目研修
医進路調査について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，ローテーション診療科変更申請について，JMECC 受
講について，3 年目医師の ER 当直について，研修医激励会の報告について，など

（6）第 170 回研修医委員会：平成 30 年 10 月 9 日（報告 ･ 承認事項 12 件）
マッチング中間公表について，研修管理委員会メール会議開催について，基本的臨床能力評価試験，試験官につい

て，2 年目研修医進路調査について，専攻医採用について，研修 WG の報告事項について，研修医のヒヤリ・ハット
報告について，ローテーション変更申請について，臨床研修協力施設の解除について，31 年度より院内研修診療科
の追加について，2020 年度臨床研修プログラム改正について，研修医宿舎の改修工事について，など

（7）第 171 回研修医委員会：平成 30 年 11 月 13 日（報告 ･ 承認事項 10 件）
マッチング結果について（医科・歯科），2 年目研修医進路について，研修ＷＧ報告について，今後の活動について：

広報活動・研修医指導医激励会・研修管理委員会，研修医のヒヤリ・ハット報告について，ローテーション変更申請
について，救急科研修中における ICU 病棟での研修について，研修医宿舎改修後の利用料金変更について，など

（8）第 172 回研修医委員会：平成 30 年 12 月 20 日（報告 ･ 承認事項 12 件）
指導医名簿について，31 年度臨床研修医採用状況について，31 年度専攻医採用状況について，2 年目研修医進路

について，初期研修レジナビフェアについて，プログラム責任者面談会実施について，臨床研修 WG 報告について，
研修医のヒヤリ・ハット報告について，ローテーション変更申請について，研修修了式について，プログラム責任者
担当変更について，CPC カンファレンス運用変更について，など　

（9）第 173 回研修医委員会：平成 31 年 1 月 8 日（報告 ･ 承認事項 8 件）
研修医ランチョンセミナーについて，採用時オリエンテーションでの BLS 講習会開催について，2020 年度臨床研

修プログラムについて，臨床研修 WG 活動報告について，ローテーション変更申請について，研修医のヒヤリ・ハッ
ト報告について，研修医指導医激励会について，初期研修レジナビフェアについて，など

（10）第 174 回研修医委員会：平成 31 年 2 月 12 日（報告 ･ 承認事項 15 件）
修了判定について，プログラム責任者面談会報告について，29 年度研修医の進路について，31 年度 2 年次ローテー

ションについて，研修管理委員会の報告について，31 年度研修医委員会開催日について，31 年度ローテーション変
更締切日一覧について，臨床研修医採用時オリエンテーションについて，専攻医・シニアレジデント採用時オリエン
テーションについて，臨床研修 WG 活動報告について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，協力研修施設の追
加について，基本的能力評価試験実施について，内科入局者の ER 当直について，研修医宿舎について，など

（11）第 175 回研修医委員会：平成 31 年 3 月 12 日（報告 ･ 承認事項 14 件／修了判定）
修了判定について，優秀者表彰について（優秀指導医・優秀研修医），2019 年度採用試験等予定について，2019

初期レジナビフェア参加について，2019 年度オリエンテーション・プログラムについて，2019 年度診療科別ローテー
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ション人数一覧について，基本的臨床能力評価試験結果について，ランチョンセミナーにおける診療科紹介について，
臨床研修 WG 活動報告について，研修医のヒヤリ・ハット報告について，研修医委員の変更について，CPC 運用に
ついて，放射線科からの読影記録の運用について，2020 年度臨床研修プログラムについて，など
国際医療センター
委員会開催：

本年度は全 12 回会議を開催し，審議内容は診療部長会議において報告した．すべての議事録は整備されている．
第 84 回（平成 30 年 4 月 18 日（水）開催）
① 研修管理委員会会則，診療科評価表，満足度調査，研修医の医行為，Advanced CC との懇談会開催方法，緩和

ケア講習会参加時期，ローテーション変更の審議
② 採用面接日の検討
③ 各委員会担当研修医の選考
④ 平成 30 年度研修医，マッチングスケジュール，臨床研修制度の改正点，中心静脈穿刺講習会開催，研修医カル

テ記載に伴う上級医指導更新率，インシデントの報告
第 85 回（平成 30 年 5 月 16 日（水）開催）
① 研修医手帳，埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催，ローテーション変更の審議
② 採用面接官，平成 30 年度プログラム責任者養成講習会参加候補者の選考
③ 研修医の電子カルテの参照から使用開始切り替え時期の周知
④ 年次報告並びに大学病院変更届（副プログラム責任者の申請，研修協力施設の管理者等の変更）提出，外部説

明会参加並びに参加予定，病院見学総括，満足度調査結果，研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率，インシ
デントの報告

第 86 回（平成 30 年 6 月 20 日（水）開催）
① 満足度調査方法，ローテーション変更の審議
② 平成 30 年度臨床研修指導医講習会受講者の選考
③ 臨床研修プログラム内容（必修分野への対応）の検討
④ 研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談実施，新規登録保険医集団指導実施，外部説明会参加並び

に参加予定，インシデント，研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率の報告
第 87 回（平成 30 年 7 月 18 日（水）開催）
① オリエンテーション内容（開催期間の延長，講義追加），満足度調査対象，ローテーション変更の審議
② 臨床研修プログラム内容（必修分野の研修体制，協力型臨床研修病院の追加）の検討
③ 平成 30 年度臨床研修指導医講習会コーディネーターの選考
④ 平成 31 年度研修医応募状況，採用面接日並びに採用面接官，埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催予

定，外部説明会参加並びに参加予定，研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談実施予定，基本的臨床
能力評価試験シンポジウム参加，インシデント，研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率の報告

第 88 回（平成 30 年 8 月 15 日（水）メール報告）
① ローテーション変更の審議
② 平成 31 年度研修医採用試験受験並びに応募状況，埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催の報告
第 89 回（平成 30 年 9 月 19 日（水）開催）
① 平成 31 年度研修医採用試験受験者の合否並びにマッチング順位登録，平成 31 年度毛呂山後援会研修医教育助

成金の申請内容，臨床研修プログラム内容（臨床研修協力施設の削除），ローテーション変更の審議
② ランチョンセミナーの開催数の検討
③ 平成 30 年度毛呂山後援会研修医教育助成金使用状況，研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談実施，

研修管理委員会（メール会議）開催予定，埼玉県総合医局機構「高校生の志」養成事業参加予定，緩和ケア研修
会参加予定，基本的臨床能力評価試験受験予定，埼玉県医学会総会参加予定，研修医カルテ記載に伴う上級医指
導更新率，インシデントの報告

第 90 回（平成 30 年 10 月 17 日（水）開催）
① 基本的臨床能力評価試験官の選考
② 平成 31 年度研修医マッチング中間公表結果，平成 29 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提出状況，

研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談要望内容への対応，病院見学総括，研修医カルテ記載に伴う
上級医の指導更新率，インシデントの報告

第 91 回（平成 30 年 11 月 21 日（水）開催）
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① ローテーション変更の審議
② 臨床研修プログラム内容（必修分野の研修体制）の検討
③ ランチョンセミナー講義内容，専攻医・シニアレジデント寮の検討
④ 平成 31 年度研修医マッチング（2 次募集含む）結果，CC との懇談会開催予定，外部説明会参加予定，研修医

カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，インシデントの報告
第 92 回（平成 30 年 12 月 12 日（水）開催）
① ランチョンセミナー講義対象診療科，研修医室への水場設置，ローテーション変更の審議
② 平成 31 年度研修医採用予定，平成 31 年度専攻医登録状況，研修管理委員会開催予定，臨床研修指導医講習会

開催，インシデントの報告
第 93 回（平成 31 年 1 月 23 日（水）開催）
① 研修医手帳，ローテーション変更の審議
② 臨床研修プログラム内容（協力型臨床研修病院の追加）の検討
③ 他施設研修中の学会参加，レジナビスペシャルコンテンツ掲載の検討
④ 平成 31 年度専攻医・シニアレジデント採用予定，平成 29 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提出

状況，外部説明会参加予定，基本的臨床能力評価試験受験予定，修了認定式開催予定，初期研修医・専攻医・シ
ニアレジデント歓迎会開催予定，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率の報告

第 94 回（平成 31 年 2 月 20 日（水）開催）
① 臨床研修プログラム（募集定員，地域医療・一般外来研修），平成 30 年度採用研修医ローテーション，研修医

の医行為，他施設研修中の学会参加の審議
② 平成 31 年度専攻医・シニアレジデント採用予定，平成 29 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提出

状況，研修医長選出，赤十字血液センター所長講義開催予定，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率，イ
ンシデントの報告

第 95 回（平成 31 年 3 月 20 日（水）開催）
① 平成 29 年度採用研修医の研修修了，臨床研修プログラム内容，平成 31 年度採用研修医ローテーション，ローテー

ション変更の審議
② 優秀研修医・優秀上級医・優秀指導医，各委員会担当研修医の選考
③ 平成 31 年度採用予定研修医医師国家試験結果，平成 31 年度専攻医・シニアレジデント採用予定，研修医オリ

エンテーション開催予定，緩和ケア受講完了，外部説明会参加，若手卒業生の集い in 東京開催予定，修了認定
式開催予定，初期研修医・専攻医・シニアレジデント歓迎会開催予定，研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更
新率，インシデント，専攻医の派遣並びに受入手順の報告

総合医療センター
委員会開催：
　今年度は，5 回（医科部会 3 回，歯科部会 2 回）の委員会を開催し，審議内容等は診療部長会議に報告した．なお，
すべての議事録は整備されている．

① 第 104 回研修管理委員会（医科部会・院内委員会）（平成 30 年 9 月 18 日）於：管理棟 2 階カンファレンス 1・
2　出席 13 人　委任状出席 2 人

　議事：1）研修医長会議報告
　　　　2）初期研修医の臨床研究参加について
　　　　3）平成 31 年度採用研修医マッチング順位登録について
　　　　※本議案については，メール会議にて院外の各委員（協力型病院，協力施設，外部委員）
　　　　　にも報告し，承認された．
　　　　4）2020 年度の制度改正について
②第 15 回研修管理委員会（歯科部会）（平成 30 年 9 月 19 日）於：メール会議 
　議事：1）平成 31 年度採用研修歯科医マッチング順位登録について
③第 105 回研修管理委員会（医科部会・平成 30 年度下半期 全体委員会）（平成 31 年 3 月 4 日）於：
メール会議
　議事：1）平成 30 年度採用研修医 2 年次ローテーションについて
　　　　2）総合医療センター研修医の動向（採用者，修了者報告）
　　　　3）地域医療・地域保健研修における研修医の感想
　　　　4）2020 年 4 月からの制度改正及び年次報告等について
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　　　　5）研修中断者の再開受入れについて
④第 16 回研修管理委員会（歯科部会）（平成 31 年 3 月 6 日）於：管理棟 2 階カンファレンス 3　
　出席 2 人　委任状出席 4 人
　議事：1）平成 31 年度採用研修歯科医について
　　　　2）平成 30 年度研修歯科医（1 年次）の修了認定について
　　　　3）平成 29 年度研修歯科医（2 年次）の進路について
⑤第 106 回研修管理委員会（医科部会・院内委員会）（平成 31 年 3 月 8 日）於：管理棟 2 階カンファ
　レンス 2　出席 7 人　委任状出席 8 人
　議事：1）平成 29 年度採用研修医の修了認定

4．評価と次年度の目標
大学病院
　平成 16 年度から開始された医師臨床研修制度も 15 年目を向えた．広報活動としては，東京ビックサイトで開催
されたレジナビフェア（ブース来訪者：初期：7 月・60 名，3 月・33 名，後期：6 月・41 名）に参加し，他大学の
医学生および後期研修医獲得に向けた当院ＰＲを行った．26 年 12 月より活動の臨床研修 WG（埼玉医科大学卒業
生中心）による学内医学部 6 年生に対する臨床研修説明会の実施，勉強会室訪問等の活動を行った．その成果によ
り 30 年度は臨床研修医 32 名，臨床研修歯科医 2 名が入職した．また，研修医宿舎の改修工事の着工により，個室
の広さ・アメニティが整備され快適な住環境となる予定である．引き続き次年度も広報活動等を積極的に行い，学内
はもとより他大学出身者の研修医確保と研修環境の整備に努めて行く．
国際医療センター
　研修医により充実した臨床研修を提供するべく，現在運用中の評価内容の改定を行い，臨床研修指導医講習会を主
で担当し，臨床研修の質向上に向けて取り組んだ 1 年であった．
新たに協力型臨床研修病院に加わっていただいた施設と連絡を密に取り，臨床研修をスムーズに行える体制構築を
図った．
　定期的に研修医との面談を実施し，精神面・体力面のサポート，研修状況を確認し，延長せずに臨床研修が修了で
きるように助言を行った．さらに，研修医からの要望を聞き，研修環境の改善に努めた．
　平成 32 年度より臨床研修制度が改正となることを受けて，達成が困難な分野の整備が急務となる．臨床研修プロ
グラム内容並びに病院群の構成を見直し対応していく．
　また，引き続き，次年度も研修医 2 桁採用に向けて，積極的にプログラム説明会の開催や臨床研修病院合同説明
会へ参加していく所存である．
総合医療センター
　今年度の医科部会では，2020 年度開始の初期臨床研修プログラムを改訂し，厚生労働省への届出を滞りなく行う
ことが出来た．
　次年度は，医科部会の委員長が交代となるため新体制の確立，新たなワーキンググループの立ち上げ，新プログラ
ムの運用に関する検討や院内への周知等を活動目標とする．
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3．キャリア形成支援部門

1．構成員
　三村俊英（MIMURA, Toshihide）　キャリア形成支援部門 部門長
　輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
　岩永史郎（IWANAGA, Shiro）
　坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）
　中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
　名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
　金子公一（KANEKO, Koichi）

2．目的
1）当部門においては，卒前から卒後にかけて，そして初期臨床研修から後期臨床研修に亘り，さらに生涯教育に

至るまでの，医療人のキャリア形成をサポートする．
2）専門医制度に対する 3 病院の取り組みを支援する．
3）若手医師や医学部学生に対して，キャリアの積み方，産業医講習会情報，およびどこの病院で専門医が取得出

来るかなどの情報を提供する．
4）埼玉県内の多くの病院やその他医療機関の医師募集情報などを伝える．
5）将来の医師像を思い描く上での支援を行う．

3．活動報告
1）埼玉県地域枠奨学金貸与制度の整備
2）臨床研修指導医講習会の開催
3）専門医制度に向けた周知の徹底，HP 開設
4）UpToDate の更新およびその準備
5）研修医海外派遣制度の推進
6）専門医制度説明を行う「若き卒業生の集い」を開催した．

4．評価と次年度目標
　本部門の目的に叶った活動が行われた．「若き卒業生の集い」．の定着化を目指す．
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4．生涯学習部門

1. 構成員
部門長　稲葉宗通（INABA, Munemichi）：埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科
部門員　杉山　聰（SUGIYAMA, Satoru）：埼玉医科大学総合医療センター救命救急センター長，教授
　　　　浅川典子（ASAKAWA, Noriko）：保健医療学部看護学科：准教授
　　　　伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：埼玉医科大学病院耳鼻咽候科（神経耳科）：教授
　　　　鈴木將夫（SUZUKI, Masao）：ゆずの木台クリニック：院長

2．目的
　近年医学の進歩はめざましく，医師は常に最新の知識，技術，態度の習得とその深化に努めなければならない．そ
の習得手段として各学会への出席や講演会への出席，インターネットなどの講演会等の配信など様々で多様である．
その主催者は各地域医師会であったり，製薬メーカー主催であったり医療情報配信会社であったりする．さらに学内
においては各専門分野の講演会や若手医師の技術習得のためのシミュレーション実習など学ぶ機会が多く設けられて
いる．しかしながら実地臨床家にとって決して出席機会は多くなく，必要とする内容が必ずしも得られるとは限らな
い．特に技術の習得機会は少ない．
　そこで，生涯学習部門では同窓会と連携して，広く学内の医療者のみならず全国の卒業生に対して，各自が必要と
する学習内容を生涯に渡り継続学習できるようになるために，他部門と協力して学習しやすい環境の整備と機会を設
ける．

3．活動報告，
今年度実施したこととして，
1，埼玉医科大学医師会と共催にて，産業医講習会を開催した．参加することにより産業医に必要な最新の知識と

メンタルヘルスの実地など知識と技術を学ぶことができた．
　参加時間により産業医取得あるいは更新に必要な単位が取得できた．
2，医学部同窓会の支部総会に同窓会役員や学内に残る教員を派遣し，講義を通して大学の現状や専門領域の知識

などを学ぶことができた．
3，卒業生の教授就任講演会を通して，最新の知識を知ることができた．

4．評価と次年度目標
　今年度は，当部門の活動は従来から行ってきた内容と同様であった．次年度は他部門との連携，学部間での連携，
また学内，病院群との連携にも重点をおき活動していきたい．卒業生とくに大学を離れた卒業生が，何を必要として
いるかを知ることと心技体の向上に必要な内容を知ることも重要課題として検討していきたい．
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5．女性医師支援部門

1．構成員
部門長　名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H31.3.31）
医　員　柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）：埼玉医科大学社会医学：准教授（任期：H31.3.31）
　　　　高田栄子（TAKADA, Eiko）：総合医療センター小児科：講師（任期：H31.3.31）
　　　　真下由美（MASHIMO, Yumi）：国際医療センター消化器内科：准教授（任期：H31.3.31）
　　　　堀江公仁子（HORIE, Kuniko）：ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門：教授（任期：H31.3.31）

2．目的
　本部門は，学校法人埼玉医科大学委員会運営規程第 4 条 2 項①に則り，埼玉医科大学，埼玉医科大学病院，総合
医療センター，国際医療センター，ゲノム医学研究センターにおいて，女性医師のキャリア形成・維持・向上を支援
することを目的とする．

3．活動報告
1）医療人育成支援センター運営会議出席
2）女性医師就業継続支援窓口
　平成 30 年度の相談件数は 0 件であった．
3）平成 30 年 10 月 21 日越華祭で開催された「医学生・研修医等をサポートする会」（埼玉県医師会主催，埼玉

医科大学・日本医師会共催）において，ワークショップに引き続き，懇談＆懇親会を行った．
ワークショップは以下のテーマに分かれて行われた．
①埼玉県で医師誌として働くということ：2 グループ：医師 3 名，学生 5 名
②女性が医師として働くための環境づくり：2 グループ：医師 4 名，学生 5 名
　全体討論では，地域医療の問題から，少子高齢化や医師不足，女性医師支援の問題へと移り，女性に限らず男
性の働き方についても考えるという多様な意見交換がなされた．

4）平成 31 年 1 月 20 日に開催された第 12 回日本性差医学・医療学術集会のアカデミックキャリア委員会特別企
画「医師・医療職の働き方と今後を考える」において柴崎委員が埼玉医科大学でのキャリア教育について紹介し
た．

5）平成 31 年 1 月 7 日に開催された「埼玉県女性医師等キャリア支援連絡会議」（幹事校：埼玉医科大学，議長：
三村俊英）に出席した．職場の理解，相談窓口，勤務体制，診療体制，保育環境，復職支援，キャリア教育につ
いて討議し，全国医学部長病院長会議 女性医師等キャリア支援連絡会議に報告書が提出された．

4．評価と次年度目標
　平成 30 年度の課題であった女性医師就業継続支援窓口の利用者の増加は達成できなかった．次年度は，越華祭で
の「医学生・研修医等をサポートする会」で引き続き埼玉県医師会の要請に対応し，学生・研修医と若手医師，先輩
女性医師との交流をさらに盛んにすることを目標とする．
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6．シミュレーション教育部門

1．構成員
部門長　辻　美隆（TSUJI,Yoshitaka）：保健医療学部看護学科，医学教育センター，総合医療センター消化管・一

　　　　　　　　　　　　　　　　   般外科，大学病院消化器一般外科：教授（任期：H32.3.31）
部門員　北脇丈博（KITAWAKI,Takehiro）：医療人育成支援センター川越ブランチ：助教

2．目的
医療の現場での技能習得は，もっぱら指導者・先輩の技能を観て真似することで習得する旧来の職人教育からシ

ミュレータを用いた学習者・研修者主体の能動的なものへと変化しており，本学でも，新臨床研修制度発足に合わせ
2004 年，スキルスラボが開設され，卒前・卒後の技能教育に活用されてきた．

医療人育成支援センター　シミュレーション教育部門は，各種シミュレータを活用した，初期研修，後期研修，チー
ム医療，復職支援等における各種講習会，実践セミナー等を医学教育センター シミュレーション教育部門と協力し，
企画，実施・運営する． 

3．活動報告
①大学病院・国際医療センター初期臨床研修医の導入研修の一環としてオリエンテーション時にシミュレーション

トレーニングを実施した．平成 30 年 4 月 3 日，於：9 号館 2 階スキルスラボ
②医学教育センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が 1 回開催され，

受講者は 6 名（3 病院の初期研修医），指導者・スタッフは 10 名であった．開催日：平成 30 年 8 月 25 日．
③その他の講習会：BLS 講習会 : 開催件数 37 件，小児 BLS 講習会 : 開催件数 6 件，AHA BLS 講習会 : 開催件数 3 件，

ICLS 講習会 : 開催件数 4 件，新生児蘇生法（A）講習会 : 開催件数 3 件，ICLS 指導者養成ワークショップ：開催
件数 2 件，日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）：開催件数 3 件

4．評価と次年度目標
評価
1）初期臨床研修医の導入研修の一環としてのシミュレーショントレーニングは，効果的に実施された．
2）従来開催されていた救急医学会認定 BLS・ICLS 講習会，AHA の BLS 講習会，日本内科学会 JMECC を概ね予定

通りに開催された．
3）卒前・卒後教育並びに多職種者の生涯教育に於いて医療技術を習得するためにスキルスラボを計画的に利用す

ることが徐々に浸透してきたと考えられる．
次年度目標
1）生涯教育部門，女性医師部門と協力し，復職支援トレーニング等を企画する．
2）学内・外を対象とした主催もしくは共催の各種セミナー・講習会の開催を促進し，定期開催に向けて支援を継

続する．
3）新教育実習棟に新設されるシミュレーショントレーニングセンターに模擬病室を整備し，シナリオベースドト

レーニングによる多職種連携教育を企画・実施する．
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7．地域医学推進センター

1．構成員
　センター長　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：社会医学：准教授（任期：H32.3.31）
   高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）：助教
   大野洋一（OHNO, Yoichi）：社会医学：准教授
   本橋千恵美（MOTOHASHI, Chiemi）：社会医学：特任准教授
   高橋美保子（TAKAHASHI, Mihoko）：社会医学：講師
   荒木隆一郎（OHNO, Yoichi）：社会医学：講師
   宮﨑　孝（MIYAZAKI, Takashi）：社会医学：講師
   冨永信子（TOMINAGA, Nobuko）：実験動物施設：助教
   植村真喜子（UEMURA, Makiko）：社会医学：助手
   長島公子（NAGASHIMA, Kimiko）：社会医学：事務員
   鴇田　隆（TOKITA, Takashi）：社会医学：事務員

2．目的
　本センターは，医療人育成支援センター規程第 4 条，第 7 条に則り，地域貢献活動における外部との窓口となり，
地域社会と連携し，本学における教育内容の充実を図るとともに，地域活性化・地域課題の解決への取り組み，公開
講座，ボランティア等に関する業務を行う．従来から継続している地域と連携した地域医療教育の充実，地域の様々
な場面での教育支援，地域の健康増進対策に取り組むとともに，彩の国連携力育成プロジェクトを通して，埼玉県の
学生，専門職の連携力の育成・向上を図る．

3．活動報告
　平成 27 年度までの地域医学・医療センターの活動を継続し，地域の課題解決のための取り組みを展開している．
①彩の国連携力育成プロジェクト（SAIPE）
　平成 24 ～ 28 年度に実施した文部科学省大学間連携共同教育推進事業，彩の国連携力育成プロジェクトは補助事
業終了後も，埼玉県，埼玉県立大学，城西大学，日本工業大学，本学の 5 者で協定を締結し，学部教育としての彩
の国連携科目の運営と現場の専門職の連携力育成のための事業に取り組んでいる．
　彩の国連携科目としては，本学では，1 年生～ 3 年生良医への道コース地域医療とチーム医療ユニット，1 年～ 2
年，4 年良医への道コース臨床入門ユニット，3 年臨床実習コース導入クリニカルクラークシップ 1-2 ユニット内で，
5 科目を運営した．また課外学習プログラムにおいて，4 大学連携 IPW 実習を開講し 3 年生 4 名が参加した．
　現場の専門職の連携力育成の取り組みとして，7 月 29 日に緩和医療多職種連携研修会を開催した．平成 31 年 3
月 10 日には彩の国連携力育成シンポジウムを開催した．5 月と 11 月には埼玉県内職能団体との意見交換会を開催し，
埼玉県医師会，歯科医師会，薬剤師会，看護協会，理学療法士会，社会福祉士会，介護支援専門員協会，栄養士会か
ら専門職が参加し，埼玉県担当者を含めて，連携力育成についての情報交換，課題の共有，今後の方針の検討を行っ
た．埼玉県立大学主催の IPW 総合課程を共催し，講義，ファシリテータとして協力した．開発した教育プログラム
をまとめた書籍の執筆に取り組んだ．
　4 大学の学生がリレーフォーライフジャパン川越 2018 において昼カフェ，夜カフェを企画し，がん患者の支援活
動にボランティアとして参加した．
　また，日本プライマリ・ケア連合学会地域包括ケア多職種連携委員会の中で，SAIPE の取り組みを全国的に普及す
る活動を展開している．
②埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP）
　平成 30 年度文部科学省私立大学改革総合支援事業タイプ 5 に採択され，東京電機大学を代表校として 18 大学 13
市町が参加して「地元で生まれ，地元で育ち，地元で生きていく若い世代への支援」を目指した教育プラットフォー
ム構築の取り組みに参加した．IPE・IPW プログラムの発展的展開ワーキンググループに参加し，SAIPE で構築した
ノウハウを他の領域にも広めるための検討を行う．また，毛呂山町教育委員会が取り組む未来を拓く人づくりプロジェ
クトに，城西大学，明海大学，日本医療科学大学，埼玉医科大学短期大学と共に協力し，いのちの教育プログラム構
築に参加した．
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③特定保健指導によるメタボリックシンドロームの動脈硬化改善～健康トゥ毛呂 -21 血管若返りプロジェクト～
　平成 20 年の特定健康診査導入時から，近隣の毛呂山町で毛呂山町のメタボ健診受診率の向上と健康増進の動機付
けを目的にして血管年齢測定を実施し，平成 28 年度からは飯能市，日高市，越生町でも実施し，大学近隣市町の健
康づくりに貢献した．
④埼玉医科大学感染症 GIS システムの運用
　近隣の小中学校の出席停止を報告する埼玉医科大学感染症情報収集システムを運用し，学校感染症の流行の動向を
把握し毎週フィードバックする取り組みを継続している．
⑤埼玉県がん検診統一集計結果報告書受託事業
「平成 29 年度がん検診結果統一集計結果報告」事業を受託し，県内がん検診受診の状況をまとめた報告書の作成，

市町村担当者への研修講師，埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会に参加するなど，埼玉県のがん検診の精度管理に
取り組んだ．
⑥彩の国思春期研究会
　埼玉県思春期研究会西部支部の活動も活発に展開され，女子栄養大学のサークルたんぽぽと性教育の学習会を 20
回行い，性教育用の資料作りを行い，また女子栄養大学キャンパスで講演会を 3 回行った．専任教員の高橋幸子助教は，
引き続き埼玉県内小中学校，高等学校，一般向け性教育講演会を小学校 9 校，中学校 55 校，高校 16 校，大学 7 校，
専門家向けとして 13 件，保護者向けとして 8 件実施した．これらの活動について思春期学会で埼玉県内の性教育関
係者と連名で「性玉県の性教育の広がり」として報告した．さらに，東京都「性教育の手引き」作成に向けての検証
授業の講師を依頼され，また性教育番組 NHK「うわさの保護者会」に出演，「ハートネット TV 教えて性の神様」の
監修に携わるなど，全国でも専門家が少ない領域で活発に活動した．
⑦ 統計解析コンサルティング

平成 30 年度は依頼件数 79 件，共著論文（公表又は受理済）15 編（英文 13 編，和文 2 編），学会発表 7 件（国際 3 件，
国内 4 件）の支援を実施した．
⑧その他
　彩の国いきがい大学からは，講師依頼があり，平成 30 年 6 月に川越学園，熊谷学園，嵐山学園で講師を務めた．
入間西東専門職連携推進会議・平成 30 年度第 2 回研修会（平成 31 年 1 月 25 日：ウェスタ川越）では，在宅介護
の限界点を底上げする力を養う IPE について講演を行った．埼玉県医師会の養成を受けて，越華祭において医学生研
修医の集いの開催に協力し，地域枠奨学生や卒業生と医師会会員が参加するワークショップを実施した．

4．評価と次年度目標
　本センターにおいては，目標は概ね達成された．彩の国連携力育成プロジェクトについては，職能団体との意見交
換会を開催し次年度継続開催となった．性教育や地域の課題解決のための協働も継続して実施した．TJUPが採択され，
大学間連携の新しい形の取り組みが始まった．次年度においては，連携力育成を目指して，書籍を発刊するとともに，
職能団体との連携の在り方の検討や他大学への連携力育成の取り組みを広げる．また，地域の自治体のニーズを把握
し，課題に応じた地域連携・地域貢献を目指す．
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8．地域枠奨学金部門

1．構成員
　部門長　林　健（HAYASHI, Takeshi）：国際医療センター脳卒中内科：教授（任期：H31.3.31）
　部門員　森　茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター：教授
　部門員　山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）：大学病院神経内科：教授
　部門員　篠塚　望（SHINOZUKA, Nozomi）：大学病院消化器・一般外科教授
　部門員　髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：総合医療センター放射線腫瘍科教授
　部門員　柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）：社会医学准教授

2．目的
　本部門は，埼玉医科大学医療人育成支援センター規定および埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会規
則に則り，埼玉県地域枠医学生奨学金受給医学生の地域医療教育，卒後教育に貢献することを目的としている．

3．活動報告
①奨学金貸与手引きの改訂と配布

・埼玉県医療人材課の担当者に確認しながら，返済免除要件の明確化を行った．指定診療科と指定医療機関勤務の
合算が可能であること，9 年間の返済免除のための勤務が必要であること，などを確認した．

② 1 年生に対する奨学金貸与制度の説明
・教員および埼玉県医療人材課担当者による制度の説明会を行った．地域枠奨学生の欠員が生じたため，2 回の全

体説明を行い，また，個別説明も行った．
③夏季地域枠学生病院見学の開催
　・のべ 6 名の地域枠奨学生が埼玉県内特定地域病院で病院見学を行った．
④自治医科大学生主催による夏期研修の募集
　・1 名の地域枠奨学生が自治医科大学生主催による夏期研修に参加した．
⑤地域枠奨学生 6 年次学生との進路面談
　・教員による地域枠奨学生 6 年次学生との個別進路面談を行った．
⑥初期研修中の地域枠奨学生への進路相談
　・電話または面談で初期研修 2 年目の地域枠奨学生との個別進路相談を行った．
⑦地域枠制度の全体説明会と交流会
　・12 月 8 日に，全学年学生を対象とした，地域枠制度の全体説明会と，その後の親睦会を開催した．
⑧地域枠医学生の県知事表敬訪問
　・12 月 20 日に，地域枠奨学生 1 年次学生の県知事訪問を行った．
⑨専門研修中の地域枠奨学生の指定医療機関への外勤の働きかけ
　・週 1 回の指定地域医療機関への勤務の依頼が埼玉県保健医療部医療人材課からあり，各科責任者に周知した．
⑩春季地域枠学生病院見学の開催
　・のべ 6 名の地域枠奨学生が埼玉県内特定地域病院にて病院見学を行った．

4．評価と次年度目標
　卒前からのより充実した地域医療教育，より細かい卒後キャリア形成へのサポートが望まれる．
　（1）返済猶予および返済免除要件の綿密化，（2）奨学生の制度理解への働きかけ，（3）地域医療への意欲涵養，（4）
地域医療の学習の場の提供，（5）後期および以後のキャリア形成の環境調整，などが課題である．
　令和 1 年からは地域枠奨学生の選抜制度も変更され，卒前教育を充実させていく予定である．
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1．リサーチアドミニストレーションセンター

1．構成員
　センター長 棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事（任期：H31.3.31）
　副センター長 松下　祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長・医学研究センター長（任期：H31.3.31）
　 吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長（任期：H31.3.31）
　 小林国彦（KOBAYASI, Kunihiko）: 国際医療センター呼吸器内科・教授 , シニアＵ RA（任期：H31.3.31）
 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：教授 , シニア URA（任期：H31.3.31）
 菅原哲雄（SUGAWARA, Tetuo）: 講師（任期：H31.3.31）
　　　　 佐藤勝茂（SATO, Katsushige）：課長
　　　　 仲村 由紀子（NAKAMURA, Yukiko）：主任
　　　　 斎藤喜久江（SAITOU, Kikue）: 主任
　　　　 神田春香（KOUDA, Haruka）：課員
　　　　 小鷹徳子（ODAKA, Noriko）：課員
　　　　 福永由佳（FUKUNAGA, Yuka）: 課員
　　　　 中島奈月（NAKAJIMA, Natsuki）：課員
　　　　 金曽愛美（KANESO, Megumi）: 課員（H30.4.1 ～ H31.2.28）
　　　　 石川友美（ISHIKAWA, Tomomi）：契約職員
　　　　 中沢恭世（NAKAZAWA, Yasuyo）：非常勤職員
　　　　 富澤香代子（TOMIZAWA, Kayoko）: 派遣職員
　　　　 伊藤大祐（ITO, Daisuke）：非常勤職員（H31.1.4 ～）
　　　　 豊田浩一（TOYODA, Kouichi）：非常勤講師 , 産学官連携アドバイザー
　　　　 林　利藏（HAYASHI, Toshizo）：非常勤講師 , 知財アドバイザー
　　　　 川口　勉（KAWAGUCHI, Tsutomu）：非常勤講師 , シニアＵＲＡ
　　　　 逵　保宏（TSUJI, Yashuhiro）: 非常勤講師 , 契約アドバイザー（H30.10.1 ～）
　　兼務者（リサーチパーク担当）
 水野 洋介（MIZNO, Yosuke）講師 , 中央研究施設日高ブランチ機能部門（H30.6.1 ～）
　　兼務者（特定臨床研究推進センター）
 古木一成（FURUKI, Kazunari）：大学病院臨床研究センター
 浅見文子（ASAMI, Ayako）: 総合医療センター臨床研究支援センター
 石井正幸（ISHII, Masayuki）: 国際医療センター臨床研究適正推進センター

2．目的
　リサーチアドミニストレーションセンターは，国が定める「公的研究費の管理・監査のガイドライン」「研究活動
における不正行為への対応等に関するガイドライン」が求める研究費適正使用・不正使用防止，研究不正行為防止対
策の取組み，研究倫理教育・コンプライアンス推進責任体制の整備と研究活動の推進を目的に，平成 27 年 4 月に法
人部門の組織として設置された．

その活動は，学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程 第 2 条に定める次の業務を所
管する．
（1）医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること．
（2）埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること．
（3）認定臨床研究審査委員会に関すること．
（4）特定認定再生医療等委員会に関すること．
（5）埼玉医科大学 COI 管理委員会に関すること．
（6）研究不正の防止に関すること．
（7）研究費の適正使用に関すること．
（8）研究費の獲得に関すること．
（9）医学研究に係る診療組織との連携に関すること．
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（10）医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること．
（11）知的財産の管理に関すること．
（12）リサーチパークに関すること．
（13）外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること．
（14）前各号に掲げるもののほか，医学研究等の推進及び管理に関すること．

3．活動報告
1）RA センター運営
（1）特定臨床研究推進センターを設置，厚生労働省から臨床研究審査委員会の認定を受け活動を開始した．
（2）RA センターが担当する喫緊の課題，運営方針，年間スケジュールの確認を行い，情報収集として他大学訪問，

セミナー等参加した．
（3）RA センター運営会議（9 月休会）を毎月開催し，研究不正防止に取り組んだ．
（4）RA センター学内ホームページを更新，情報発信を強化した．
（5）リサーチパーク整備を国際医療センター施設課の協力により進め，バイオジャパンなどの専門技術展や，内

覧会を開催し翌年度の開設にむけ周知活動を行った．
（6）契約アドバイザーとして，逵保宏非常勤講師が就任した．
（7）RA センター事務室を第 2 ビル 1 階に移し，分散していた知的財産・産学官連携担当，特定臨床研究センター

を集約し一体的な運営が可能とした．
（8）今後の研究支援体制について検討を行った．

2）研究公正の取組み
学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程に定める所管業務について，次の通り活動し

た．
（1）諸規程の整備
　次の規程・規則の策定，改正をおこなった．
　・組換え DNA 実験安全管理規則（H30.5 月）
　・ヒト幹細胞研究倫理審査規則（H30.11 月）
　・リサーチパーク利用規則（H30.11 月）
　・安全保障輸出管理規則（H30.11 月）
　・人を対象とする医学系研究に関する倫理規程（H30.11 月）

・人を対象とする医学系研究に関する倫理審査委員会・病院 IRB の組織及び運営に関する規則（廃止）
　・大学倫理審査委員会規則（H30.11 月）
　・知的財産に関する規程（（H30.11 月）
　・学術研究活動に係る行動規範（H31.3 月）
　・寄附研究部門規程（H31.3 月） 
　・寄附研究部門設置委員会規則（廃止）
　・研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会規則（H31.3 月）

（2）大学倫理審査委員会事務局業務
　・委員会を全 11 回開催した．

・ヒトゲノム遺伝子解析研究用のプロトコル（基盤・単施設用）様式の作成，説明同意文書の改訂を行った．
　・ヒトゲノム遺伝子解析研究の実地調査を実施した（H30.11）

・医学研究に関わる倫理指針，ゲノム研究指針の改正に関する厚労省部会を傍聴するなど情報収集を行った．
（3）臨床研究審査委員会業務

・小林教授を委員長として臨床研究審査委員会を組織し，臨時開催を含め年 12 回開催した．
・学内外から経過措置の臨床研究 15 課題を受付した．うち 7 件が学外からであった．これら案件について新規審

査，変更審査など 36 件審査意見業務をおこなった．
・臨床研究法への対応について，3 病院 IRB 事務局へ説明を行った．
・臨床研究に携わる研究者を対象に，臨床研究法の対応に関する説明会を 3 病院で開催した．
・学内研究者を対象に特定臨床研究に該当するかなど相談を受け付け，20 件 91 研究課題についてコンサルテー

ションを実施した．
・認定臨床研究審査委員会協議会，各研修会へ参加し臨床研究法への対応について情報収集を行っ
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た．
（4）大学 COI 管理委員会事務局業務

・大学 COI 管理委員会を計 4 回開催した．経済的な利益相反管理 524 件，責務相反 46 件を審査した．
　・臨床研究法による利益相反管理について情報収集を行った．

（5）特定認定再生医療等委員会事務局業務
・認定再生医療等委員会意見交換会への参加など，再生医療等法改正および必要な対応について情報収集を行った．
・平成 29 年 3 月 7 日に認定を受けたが，① 審査案件が無く，再生医療等法に基づく審査の質について確保する

ことが困難であること，②法改正により，臨床研究法に準じた委員会運営が必要となり，再生医療等の専門家な
どの確保が困難なこと，③臨床研究法に基づく臨床研究審査委員会運営に人的資源エフォートの多くを割いてお
り対応が困難なことにより，平成 31 年 3 月末をもって厚生労働省に委員会廃止を届け出た．

・委員会廃止に伴い今後の対応について協議した．
（6）組換え DNA 実験安全委員会事務局業務

・組換え DNA 実験安全委員会を計 11 回開催し，新規 42 件，変更申請 36 件，その他 6 件を審査した．
・名古屋議定書批准にともなう「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関す

る指針（ABS 指針）」へ対応すべく情報収集および協議を行った．また研究者に対して遺伝資源の適切な取り扱
いを周知した．

・遺伝資源 ABS 該非判定を 2 件行った．
（7）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会業務
　・委員会委員の構成を見直し，委員会を 1 回開催した．

・研究者が研究活動で得られた研究のアイデア（知的財産）等の所有権について，研究機関間の異動や留学にあたっ
ての諸注意をまとめ理解を深めてもらうため，「教員が機関または組織を異動する際の研究倫理に関する諸注意

（宣誓書）」を検討した．
（8）研究不正の防止

・研究のアイデア（知的財産）等の所有権について，学内外組織間異動や留学時の諸注意について
　「教員が機関または組織を異動する際の研究倫理に関する諸注意・誓約書」を作成し，総務部人事　課，国際交

流センターに協力いただき，採用，退職，留学時に配付，誓約書を提出していただくこととした．
・「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく定期的な教育として，①公的研究に関

する説明会において研究不正防止に関する取り組みについて説明，②研究活動の不正行為について理解度確認 e
ラーニングにて，研究不正に関する理解度確認を行った．

・研究公正の取り組み強化として，APRIN（旧 CITI）e ラーニングを導入することとした．2019 年度から運用開
始する．

・ハゲタカジャーナル・フェイクカンファレンスに関する注意喚起を研究者に対して行った．（H30.11 月）
・JST や Medu-net が開催する研究不正防止に関する研修会に参加し，効果的な教育の実施など情報収集を行った．

（9）研究費の適正使用
　・「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき，次の事項を実施した．

　> 公的研究に関する説明会（H30.6 月）を各キャンパスのコンプライアンス推進責任者，副責任者と連携し開催
した．DVD 受講も含め延べ 490 名が受講した．

　> 研究活動の不正行為について理解度確認 e ラーニングを情報システム部，各病院の e ラーニング支援室の協力
により実施（H31.2 月～ 3 月）総受講者 2,046 名（e ラーニング 1,997 名 紙媒体 49 名）

　> 業務監査室と連携し通常監査，特別監査，リスクアプローチ監査を実施した．
・ゲノム遺伝子治療部門の依頼により部局ミーティングにて研究費適正使用について説明を行った．（H30.8 月）
・総医セ救命救急科の依頼により雇用した秘書に対して公的研究費に関する事務についてオリエンテーションを実

施した．
（10）研究費の獲得
　・科研費獲得セミナーに参加し，科研費の動向，採択率向上のノウハウについて情報収集した．

・文科省科研費の申請書作成の講習会　初級編，中級編を各キャンパスで計 7 回開催し，合計 163 名の参加があっ
た．

・科研費審査経験がある教員 22 名に協力いただき，「科研費アドバイザー制度」を発足した．3 件の依頼があり
対応した．うち 2 件が 2019 年度科研費で採択された．

　・科学研究費公募に関する情報周知し，新規公募申請が 205 件（前年度比 +6 件）であった．
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　・慶応大学が中核となる AMED 橋渡し研究（シーズ A,B,C）について公募した．
・慶應大学病院を中核とする「首都圏ＡＲコンソーシアム」に参加し，各ワーキンググループ会議へ参加した．な

お来年度から各構成機関の体制整備ワーキンググループ（WG1）のリーダーに千本松教授，臨床研究推進ワー
キンググループ（WG4）のリーダーに小林教授につくこととなった．

・国医セ婦人科腫瘍科の依頼により，外部機関との臨床研究事務局業務委受託契約に関する交渉について支援した．
・国医セ呼吸器内科の依頼により，ゲノム棟 5 階にマスサイトメトリー CyTOF 設置にあたっての設備工事，国へ

の高周波機器設置届など支援した．
（11）知的財産の管理に関する業務
　・特許等委員会を全 11 回開催した．
　・受託研究 4 件，共同研究 26 件，MTA33 件の契約を締結した．
　・契約に関する知財条項を 79 件確認した．
　・契約コーディネーターによる契約書確認を 11 件実施した．
　・総合医療センターにてニーズマッチング会を開催した（H30.12）．
　・さいたまりそな銀行オープンイノベーションセミナーで臨床ニーズ発表を行った（H30.7）（H31.2）．
　・産学連携に関するセミナーへの参加，情報収集を行った．
　・ニーズマッチング及び共同研究に関する企業との面談 154 件を行った．
　・研究者との面談を 43 件行った．

・バイオジャパンなど専門展覧会への出展，彩の国ビジネスアリーナ 2019（産学連携フェア）など外部のニーズ
マッチング会への出展を行った．

　・知的財産の管理に関する業務を行った．
（12）研究に係る診療組織との連携

・県北部の救急医療体制に関する情報交換等を目的とした地域救急医療連絡会議の開催準備を行った．H31.4 月に
開催する．

・大学病院緩和医療科の依頼により，大学病院とロシア国立医療放射線研究センターとの医療連携に関する調印式
開催を支援した．

（13）研究に係る教育とモニタリング
・文部科学省へ「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組み状況に係わるチェッ

クリストを提出した．
・文部科学省および厚生労働省からの「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備等自己評価

チェックリストを提出した．
・米国研究公正局へ本学の 2018 年研究不正防止体制および不正が無かったことを報告した．

（14）外国為替及び外国貿易法への対応
・経済産業省および文部科学省が求める，外国為替及び外国貿易法によるテロ防止を目的とした安全保障貿易管理

に対応すべく情報収集および協議を行い，規程および学内審査体制を整えた．
　・安全保障貿易管理審査（留学生）2 件を実施した．
　・日本学術会議からの「軍事的安全保障研究に関する声明」アンケートに対応した．

（15）その他研究の推進と管理に係ること
　・卒後教育委員会主催講演会を 2 件開催した．
　・向精神薬と麻薬管理について，現況調査を実施，管理状況の確認を行った．

・ゲノム医学研究センター棟の資産を有効活用することを目的にリサーチパークおよび中央研究施設日高ブランチ
機能部門開設について，中央研究施設と協議し，準備した．

4．評価と次年度目標
　研究費適正使用，研究不正防止に取り組み，国のガイドラインが求める事項は全て満たすことができ　た．また臨
床研究法施行に対応すべく特定臨床研究推進センターを設置，厚生労働省から臨床研究審査委員会の認定を受け活動
を開始，産学連携を促進するためゲノム医学研究センター棟 5 階にリサーチパークを開設するなど，関係部署の協
力により学校法人埼玉医科大学における研究活動の促進に取り組み良好に推移した．対応策を協議・実行し，事業計
画度の目標は概ね達成した．次年度は次の事項を関連部署と連携し推進していく．
1）公的研究費の獲得と研究公正の取組みについて
　（1）公的研究費の獲得について
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科学研究費に代表される公的研究費は，本学の研究マインドを活性化するために必要な外部資金の一つである．申
請件数の向上，採択につなげる活動として次の事業を行う．
　①公的研究費の採択率向上

・科学研究費応募説明会（初級者向け，中級者向け）は，参加者からの意見を取り入れ従来より前倒して開催する．
・公募審査経験者の協力による科研費アドバイザー制度は，利用した研究者からの好評を得ている．
　アドバイザーを補助する領域別の専門家の意見も聞く制度を整備する．
・公的研究費の内容に応じて，専門分野が一致する研究者へ研究費の紹介・周知を行うことにより採択につながっ

た事案がある．平成 31 年度も同様に実施し，を行う．
　② 間接経費を活用した研究環境の整備

・文部科学省をはじめ公的機関は，間接経費の有効活用を求めており，また使途の公表など資金使途の透明化を求
めている．

・厚生労働省は，臨床研究法 特定臨床研究の審査に係る費用に充当することを言及している．
・これらをうけ研究者の研究マインドの向上のため，間接経費の一部を財源とし，研究者からの要望が強い共同利

用を目的とした研究施設設備，臨床研究の倫理的・科学的な観点からの審査の質向上，研究収支の改善や研究活
動を支援する体制を整備していく．

（2）研究費の適正使用に関する事項
　文部科学省制定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に則した「学校法人埼玉医科大学 
公的研究費の不正使用・不適切使用防止計画」に基づき，コンプライアンス推進責任者と連携し研究費適正使用の取
組みを引き続き推進していく．
　①研究費申請および実績管理業務の質の向上

・増大，複雑・専門化しつつある研究費業務に対応すべく，平成 29 年度に大学事務部から文科省科研費の申請・
実績報告に関する業務を，総合医療センター経理購買課から公的研究費管理業務を移管し，公的研究費に関する
窓口を一本化した．

・平成 31 年度は，研究者の研究費適正使用の理解を深化，公的研究費に関わる担当者の質向上に取り組む．
　②公的研究費に関わる説明会開催

　例年開催している公的研究費に関わる説明会により，不正使用・不適切使用防止の取り組みを周知，理解を深め
ていく．

　③研究費適正使用に関する理解度確認
　ガイドラインが求めている理解度確認を満たすため，e ラーニング等による研究費適正使用に関する理解度確認

を実施する．
　④内部監査とモニタリングの充実
　　業務監査室と連携し，内部監査およびモニタリングを実施する．

（3）研究活動の不正行為防止に関する事項
　平成 27 年度から開始した研究倫理向上研修会は，研究不正行為防止に関する基礎教育と，利益相反管理の応用教
育からなる．初回研修から 3 年が経過し，新たな研究倫理研修を実施する．
国は，学部生・院生への研究倫理教育も求めており，大学事務部とも協議し，適切な研究倫理研修を　
実施する．
　①研究倫理教育の実施と内容の充実

　医学研究指針のほか，臨床研究法が施行され研究者の研究倫理教育が重要視されている．また他研究機関からの
移籍した研究者への研究倫理教育も考慮し，利用する機関がおおい，APRIN（旧 CITI）e ラーニングの利用を提
案する．

2）健全な研究活動の保持について
（1）倫理審査委員会の開催と支援
　①倫理審査委員会の開催
　・大学倫理審査委員会を毎月開催する．（8 月は休会）

・被験者保護の観点，倫理審査の質向上のため，委員および事務局員の教育のため，積極的に外部研修会への参加，
学内講習を実施する．

　・研究者への医学系研究倫理指針に基づく研究倫理教育は，1）（3）の通り実施していく．
・ヒト幹細胞に関する指針等の対象となる臨床研究については，申請の都度，ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会を

招集し審査する．平成 30 年度は 1 件審査を行っている．



リサーチアドミニストレーションセンター

992

・教育倫理審査ワーキンググループは，学生教育に関する研究発表，医学実習における人体試料を用いるなど医学
教育における倫理的な側面を審査する専門部会であり，その運営を支援する．

　②倫理審査基準の標準化と改善
・倫理委員会等事務局連絡協議会を開催し，倫理委員会および各病院ＩＲＢとの連携を深め，倫理審査の質向上に

取り組む．
　・倫理審査基準の標準化および改善を図る
　・臨床研究法への対応を踏まえ，倫理審査体制の再構築について検討する．
　③ヒトを対象とした医学研究の倫理教育の実施について

　「ヒトを対象とする医学系研究に関わる研究倫理指針」「臨床研究法」に則した総合的な研究倫理教育の実施につ
いて，研究倫理教育責任者および各病院の臨床研究支援センターと連携し，教材等を準備していく．現時点では
平成 29 年度から施設契約した ICRweb e ラーニングを活用することとする．

　④倫理審査業務に関するシステムの導入
　・倫理審査手順の標準化，倫理審査業務を支援するため，倫理審査申請システムの導入を進めていく．
　　システムは汎用的なものとし他の委員会審査でも利用可能なものを検討する．

・毎回の倫理審査に必要な資料として大量にコピーし，委員会終了後は廃棄している．資料準備に係る時間コスト，
印刷コストを圧縮するべく，倫理審査申請システムと連動する電子会議システムの導入を検討する．

（2）臨床研究法への対応について
　特定臨床研究推進センターは，臨床研究法施行 2 年目として，新規審査案件，定期報告および疾病等報告への対
応を確実なものとしていく．
　①認定臨床研究審査委員会の開催
　・認定臨床研究審査委員会を毎月開催する．
　・臨床研究法実施基準に基づく技術専門員による評価をうけ，委員会審査を行う．
　・臨床研究の質向上のため，モニタリングを実施する体制を構築する．

・被験者保護の観点，審査の質向上のため，委員および事務局員の教育のため，積極的に外部研修会への参加，学
内講習を実施する．

　②プロトコル作成，モニタリング実施体制の整備
　研究に協力していただける患者さんのリスクを低減し，質の高い臨床研究を実施していくにはプロトコル作成や

モニタリング実施の支援部門の整備，その中核となる人材の育成を，リスクヘッジの観点も含め検討していく．
（3）再生医療等への対応について

埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会は，平成 31 年 3 月 31 日をもって廃止した．これに伴い，本学研究者から，
第 1 種，第 2 種，第 3 種に該当する再生医療等の実施，審査依頼先などの相談を受け付けることとし，内容を確認し，
他機関の特定認定再生医療等委員会へ紹介を行う．

（4）利益相反状態等の把握・管理支援
　① COI 管理委員会の開催と質の向上

　COI 管理委員会による利益相反および責務相反に関する審査により，公正かつ適正な研究活動を推進していく．
また委員の教育として外部研修への参加を促していく．

　② COI 審査基準改訂への対応
・日本医学会，全国医学部長病院長会議による利益相反管理ガイドラインが改訂された．また臨床研究法実施基準

による利益相反管理基準が示されている．
　・これらに対応した本学実施基準の改訂を早急に進める．
　③ COI 審査体制の再構築

・臨床研究法では厳格な COI 管理が要求されている．また認定臨床研究審査委員会と連携した利益相反管理が求
められる．

　・埼玉医科大学には，大学 COI，各病院 COI と 4 委員会があり連携が無い．審査基準の統一，審　
　　査体制の再構築が必要と思料する．
　・各委員会と連携しこれらの課題に早急に取り組んでいく．
　④ COI 審査業務に関するシステムの導入
　・COI 審査手順の標準化，COI 審査業務を支援するため，COI 審査申請システムの導入を進めていく．

（5）組換え DNA 使用実験を推進するための管理体制の確立
　①遺伝子組換え生物等の管理の徹底
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・カルタヘナ法が求める遺伝子組換え生物等の拡散防止の取組みのため，医学研究センター安全管理部門と連携し，
組換えＤＮＡ実験安全委員会に事務局として運営に携わる．

・遺伝子組換え生物等を使用した研究課題の承認後の状況を把握，管理を徹底する必要がある．このため年度末報
告書および研究の終了届を求めていく．

　・改訂したホームページおよび各種申請様式により運用し，適切に改善していく．
　・全学レベルで組換え DNA 実験室の査察・登録を完了する．
　・これらについて病原性微生物等管理委員会および実験動物委員会と連携し取り組んでいく．
　②組換えＤＮＡ実験審査業務に関するシステムの導入
　　申請審査業務の効率化，実施中実験の状況を的確に把握するため，申請審査システムの導入を検討する．

（6）安全保障輸出管理の周知と体制整備
　経済産業省および文部科学省は，研究機関に対して，「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理を求
めている．本学の安全保障輸出管理について，次のとおり対応していく．
　①該非判定組織の構築と運用

　安全保障輸出管理に関する学内規程に基づき，医学研究センター研究管理部門，知財戦略部門と連携し該非判定
を実施していく．

　②関係部署との協業関係の構築
　大学事務部，総務部人事課，経理部経理課，購買課，総合医療センター事務部，国際医療センター事務部など，

安全保障輸出管理に関係する複数の部署との協業が不可欠であり，協業体制の構築を行う
　③研究者への周知と教育　
　　研究者へ安全保障輸出管理の対象となる物品および技術，行為を周知していく．
3）知的財産の保護及び活用について
　①発明の発掘

　科研費採択者や倫理委員会の申請者などの研究者に対して，面談を行い知的財産の制度の周知と　発明の発掘を
行う．その際に，発明を適切に保護するため，ラボノートの活用も啓発する．

　②知的財産の活用
　　研究シーズの実用化を目指して，企業，金融機関，埼玉県，埼玉県産業振興公社との連携を促進する．
4）研究活動の活性化の取組み

（1）リサーチパークの運営
　リサーチパークは，本学研究者と企業との共同研究活動を支援すべく次の事業を行う．
　①企業の入居・活動支援

・リサーチパーク運営会議を開催し，リサーチパークの安定的な運営，産学官連携活動を推進するたの施策，将来
的な機能拡張等について検討する．

・研究活動の活性化を目的に，学内への説明，BIOJAPAN 等への出展，ホームページ設置などの広報活動により入
居企業を募集する．

・入居企業が研究活動を速やかに開始できるように，関係部署と連携し入居契約・共同契約手続等，インフラ整備
の要望など各種支援体制を構築する．

・企業のニーズに応じて，学内基本学科との共同研究による臨床サンプルを用いた研究のための倫理手続きの支援
を行う．

　②ゲノム棟内の連携
・中央研究施設日高ブランチの各種施設をリサーチパーク入居者および学内研究者が広く利用可能とするための体

制を整える．
・ゲノム棟内において，ゲノム医学研究センター，リサーチパーク，中央研究施設日高ブランチの 3 者が協働し

て研究活動を行い，もしくは研究活動を行える場を提供し，本学の研究活動のさらなる発展を目指す．
　（2）研究部門の総務的な業務の必要性が増しつつあり，次の通り対応していく．
　①研究部門におけるｅラーニング教育支援

　研究部門におけるｅラーニング教育支援として，医学研究センター研究主任部門と連携し研究支援管理 e ラーニ
ング委員会の運営にあたっていく．

　②大学発ベンチャー企業認定，寄附研究部門の設置・運営
　・寄附研究部門の設置・運営について審査する寄附研究部門設置委員会を運営していく．
　・また大学発ベンチャー企業の認定については，特許委員会と連携して取り組んでいく．
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　③研究活動に係る向精神薬・麻薬管理体制の構築
　研究活動に係る向精神薬・麻薬管理については各キャンパス担当者との連携により使用実態を把握することがで

きた．今後も各キャンパス担当部署および医学研究センター安全管理部門と連携し適切に対応していく．
（3）研究部門を支える強固な事務体制

・研究の国際化が進み，海外研究機関との事務手続きや交渉などの研究管理業務が増加しつつある．
　国際化への対応は法人の方針でもあり，研究活動を支える事務部門の機能強化，多様な人材の育成と確保は必須

と思料する．これを実現していくべく取り組んでいく．
・第 2 ビル 1 階へ移転し，ゲノム医学研究センター棟から知財・産学官連携担当，国際医療センター管理棟から

特定臨床研究推進センターを移設する．機能集約により担当間の業務連携をさらに推進するとともに，隣接する
大学病院臨床研究センターとの協業を図る．

・他大学では URA を雇用し，科学研究費応募時のチェックや支援の任に当たっている．現に科研費採択額上位校
はその成果が出ている．本学においても研究応募支援や研究開発マネジメント強化等の研究マネジメントを専門
的な知識により担うリサーチ・アドミニストレーター（URA：University Research Administrator）の確保を検
討したい．

・倫理審査・IRB，COI 審査委員会は，各キャンパスにそれぞれ設置され人員が配置されているがゆえに人材の希
薄化が生じていると感じている．限られた人材・資源を有効に活用できるよう，これら委員会を支える組織の再
構築について関係部署と検討していく． 

以　上
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IR センター

1．IR センター

1．構成員
　センター長　椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：教授（任期：H30.3.31）
　副センター長　小山政史（KOYAMA, Masafumi）：国際医療センター泌尿器科：教授
　副センター長　柴﨑智美（Shibazaki, Satomi）：社会医学：准教授
　　　　　　　　齋藤　恵（SAITO, Megumi）：医学教育センター：助手
　　　　　　　　鈴木実和（SUZUKI, Miwa）：IR センター：事務員
　　　　　　　　井上紗貴（INOUE, Saki）：大学事務部：事務員

2．目的
　IR センターは，本学における教育・研究・大学運営に関して，データを調査・収集・分析することで得た客観的
エビデンスを活用し，本学の質の向上を推進することを目的に設置され，IR センター運営会議によって管理運営さ
れている．

3．活動報告
　IR センターは，設置の目的をはたすため下記の活動を行っている．
　　（1）本学における教育・研究・運営に係るデータの調査・収集・分析
　　（2）上記で得た客観的エビデンスの提供による大学改善への支援
　　（3）大学機関別認証評価に係る業務
　　（4）医学教育分野別評価に係る業務
　　（5）その他，自己点検・評価に係る業務
　今年度は以下の活動を行った．
　・IR センター運営会議の開催（4 回）
　・大学機関別認証評価 WG による，規則の整備，自己点検評価書の作成，資料の整備
　・医学教育分野別評価 WG による，自己点検評価書の作成，資料の整備

4．評価と次年度目標
　大学機関別認証評価 WG および医学教育分野別評価 WG を設置し，それぞれの受審に向けて規則の整備，自己点
検評価書の作成などを行った．次年度は，大学機関別認証評価については，自己点検評価報告書，資料集およびエビ
デンス集の完成を目指す．また，医学教育分野別評価については，不足している内容の確認と整備，全教員への周知
と情報共有を行う．
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1．人　　　事

教員異動（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
採　用 昇　格 退　職

基
礎
医
学
部
門

教  授

准教授 Chad Lewis Godfrey（教養教育）

講  師
佐藤寛栄（生理学） 堀内　大（微生物学）

田丸文信（生理学）
林﨑義映（法医学）

助 教 1 0 0
助 手 0 0 0

医
学
教
育
セ
ン
タ
ー
他

教 授

准教授

講  師 菅原哲雄（リサーチアドミニストレーションセンター）
助 教 0 0 0

助 手 0 0 0
ゲ
ノ
ム
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

教  授

准教授

講  師

助 教 0 0 2

助 手 1 0 1

大
学
病
院

教  授

原　元彦（リハビリテーション科）
松尾幸治（神経精神科・心療内科）
上條　篤（耳鼻咽喉科）
中島　勧（医療安全管理学）

鳥尾哲矢（整形外科・脊椎外科）
小田垣雄二（神経精神科・心療内科）
宮島　剛（整形外科・脊椎外科）

倉持　朗（皮膚科）
野田光彦（内分泌内科・糖尿病内科）
荒木信夫（神経内科）
太田敏男（神経精神科・心療内科）

准教授
釘宮典孝（整形外科・脊椎外科）
小林威仁（総合診療内科）

加藤直子（眼科）
佐藤浩二郎（リウマチ膠原病科）

講 師

尾﨑道郎（麻酔科）
山内洋子（リハビリテーション科）

宮野恭平（皮膚科）
田丸俊輔（産科・婦人科）
植田　穣（小児科）
本多正和（小児科（新生児科））
納谷一郎太（麻酔科）
左　勝則（産科・婦人科）
池上裕一（内分泌内科・糖尿病内科）
野口　哲（総合診療内科）

竹内梨紗（麻酔科）
井上清彰（総合診療内科）
井上秀二（腎臓内科）
野口　哲（総合診療内科）

助 教 15 0 20
助教（フェ） 0 0 0

助 教 （ シ ） 44 0 22
助 手 0 0 0
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採　用 昇　格 退　職

総 

合 

医 

療 

セ 

ン 

タ 

ー

教 授

道田知樹　（消化器・肝臓内科） 出口順夫（血管外科）
大宅宗一（脳神経外科）
櫻井淑男（小児科）　

側島久典（小児科（総合周産期母子医療センター新生児科））
杉山　聡（高度救命救急センター）

准教授

竹下享典（臨床検査医学）
山﨑厚志（眼科）

叶澤孝一（腎・高血圧内科）
多林孝之（血液内科）
難波文彦（小児科（総合周産期母子医療センター新生児科））
牧　章（肝胆膵外科・小児外科）
石黒秋生（小児科）
松永茂剛（産婦人科）

長田久人（放射線科）
大畑　敦（耳鼻咽喉科）

講 師

羽藤　泰（呼吸器外科）
奈須康子（小児科）
矢部慎一郎（産婦人科（総合周産期母子医療センター産科））

中村元洋（救急科（ER））
大橋夕樹（麻酔科（産科麻酔科））
中村春彦（整形外科）
田中　是（耳鼻咽喉科）
山野貴史（放射線科（放射線腫瘍科））
外山堅太郎（心臓内科）
井上芳郎（心臓内科）
橋本拓弥（血管外科）

守屋智之（ブレストケア科（乳腺腫瘍科））
田中　基（麻酔科）
平原和久（皮膚科）
山﨑崇志（小児科）
山﨑和子（小児科）
野村　務（耳鼻咽喉科）

助 教 33 0 33
助教（フェ） 1 0 1
助教（シ） 34 0 24
助 手 0 0 0

国 
際 

医 

療 

セ 

ン 

タ 

ー

教 授

川崎朋範（病理診断科）
解良恭一（呼吸器内科）
髙橋愼一（神経内科・脳卒中内科）

藤野　節（病理診断科）
佐藤　弘（消化器外科）　
中村泰大（皮膚科（皮膚腫瘍科））
中埜信太郎（心臓内科）
塚崎邦弘（造血器腫瘍科）

金子公一（呼吸器外科）
松本万夫（心臓内科）
酒井文和（放射線科（画像診断科））

准教授

福島賢慈（放射線科（核医学科））
堀田洋介（消化器内科）
去川俊二（形成外科）
平能康充（消化器外科）
池田俊貴（脳神経外科（脳卒中外科））

永田耕治（病理診断科）　 吉川雄一郎（脳神経外科（脳卒中外科））

講 師

白畑充章（脳神経外科（脳脊髄腫瘍科））
椙田浩文（消化器外科）
佐藤次生（病理診断科）
德永千穂（心臓血管外科）
福島久代（乳腺腫瘍科）　
上出智也（脳神経外科（脳卒中外科））
阿部孝憲（放射線科（放射線腫瘍科））
木村浩晃（神経内科・脳卒中内科）
三原良明（消化器内科）
長田高志（神経内科・脳卒中内科）
釡田峰都（麻酔科）

杉　佳紀（心臓内科）
小島拓朗（小児心臓科）
谷坂優樹（消化器内科）
長瀨宇彦（心臓内科）
市川ゆき（麻酔科）
大谷義孝（救急医学科）

南　和彦（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
新井　晋（消化器内科）
長瀨宇彦（心臓内科）
後藤貢士（心臓内科）
上田重人（乳腺腫瘍科）
水橋里弥（脳神経外科（脳血管内治療科））

助 教 13 0 22
助教（フェ） 14 0 12
助教（シ） 19 0 16
助 手 0 0 0
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採　用 昇　格 退　職

か
わ
ご
え
ク
リ
ニ
ッ
ク

教 授
准教授 森　芳久（リハビリテーション科）

講 師

助 教 0 0 0

助教（シ） 0 0 0

助 手 0 0 0
合  計 207 46 185

平成 30年度　退職教授の在職年数・在任年月
氏　名・所　属 在職年数 在任年数

大学病院

倉持　朗（皮膚科） 22 年 0 ヶ月
教授　　11 年 5 ヶ月
准教授　 3 年 1 ヶ月
講師　　 5 年 9 ヶ月

野田光彦（内分泌内科・糖尿病内科） 3 年 5 ヶ月 教授　　 3 年 5 ヶ月

荒木信夫（神経内科） 20 年 5 ヶ月
教授　　15 年 3 ヶ月
准教授　 4 年 1 ヶ月
講師　　 1 年 1 ヶ月

太田敏男（神経精神科・心療内科） 35 年 7 ヶ月
教授　　20 年 11 ヶ月
准教授　 4 年 1 ヶ月
講師　　 5 年 10 ヶ月

総合医療センター

側島久典（小児科（総合周産期母子
　　　　　　医療センター新生児科））

11 年 11 ヶ月 教授　　11 年 11 ヶ月

杉山　聡（高度救命救急センター） 14 年 7 ヶ月
教授　　11 年 11 ヶ月
准教授　 2 年 8 ヶ月

国際医療センター

金子公一（呼吸器外科） 34 年 3 ヶ月
教授　　14 年 4 ヶ月
准教授　 3 年 2 ヶ月
講師　　13 年 3 ヶ月

松本万夫（心臓内科） 35 年 10 ヶ月
教授　　15 年 8 ヶ月
准教授　 2 年 3 ヶ月
講師　　10 年 8 ヶ月

酒井文和（放射線科（画像診断科）） 12 年 0 ヶ月 教授　　12 年 0 ヶ月

教員異動（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）

採   用 昇   格 退   職

保
健
医
療
学
部

教  授

藤原智徳（臨床検査学科）
間山　伸（臨床検査学科）

若山俊隆（臨床工学科） 鈴木正彦（臨床検査学科）
市岡正適（臨床検査学科）
冨田幸江（看護学科）
佐藤真由美（看護学科）

准教授 西岡亮治（理学療法学科）

講  師
加藤巳佐子（看護学科）
松坂充子（看護学科）

松本里加（看護学科）
町田貴絵（看護学科）

町田貴絵（看護学科）
松本里加（看護学科）
阿久澤智恵子（看護学科）

助 教 4 0 2
助 手 3 0 1

合　計 11 3 11
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平成 30 年度		退職教授の在職年数・在任年月
氏　名・所　属 在職年数 在任年数

保健医療学部

鈴木正彦（臨床検査学科） 42 年 11 ヶ月
教授　　13 年 0 ヶ月
准教授　 5 年 0 ヶ月
講師　　 7 年 4 ヶ月

市岡正適（臨床検査学科） 37 年 0 ヶ月
教授　　13 年 0 ヶ月
准教授  11 年 11 ヶ月
講師　　12 年 1 ヶ月

冨田幸江（看護学科） 12 年 0 ヶ月
教授　 　7 年 0 ヶ月
准教授　 5 年 0 ヶ月

佐藤真由美（看護学科）  2 年 0 ヶ月 教授　　 2 年 0 ヶ月
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教職員名簿
【学　長　別所　正美】
【副学長　土田　哲也　　松下　祥　　木崎　昌弘　　　森　茂久】

医学部
【学部長　村越　隆之】   

基礎医学部門
基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

教 養 教 育 向　田　寿　光 山　崎　芳　仁 大　間　陽　子 1
中　平　健　祐 土　田　敦　子
藤　森　千　尋 米　岡　裕　美
森　口　武　史 西　脇　洋　一
Chad　L.Godfrey 鈴　木　　　正

種　田　佳　紀
川　村　勇　樹
村　上　　　元

解 剖 学 永　島　雅　文 藤　田　恵　子 髙　野　和　敬 3
松　村　讓　兒（客） 栗　﨑　知　浩
寺　島　俊　雄（客）

生 理 学 渡　辺　修　一 伊　丹　千　晶 1
池　田　正　明 中　尾　啓　子
三　輪　尚　史 菅　　　理　江

田　丸　文　信
佐　藤　寛　栄

生 化 学 村　越　隆　之 小　谷　典　弘 荒　木　智　之 1
魚　住　尚　紀 中　野　貴　成

薬 理 学 丸　山　　　敬 淡　路　健　雄 周　防　　　諭 1
吉　川　圭　介

病 理 学 佐々木　　　惇 石　澤　圭　介 市　村　隆　也 1
山　田　健　人
小　森　隆　司（客）

微 生 物 学 村　上　　　孝 松　井　政　則 小　林　信　春
前　田　卓　哉 堀　内　　　大

免 疫 学 松　下　　　祥 川　野　雅　章 曽　根　敏　雄
社 会 医 学 亀　井　美登里 柴　﨑　智　美 高　橋　美保子 1

平　子　哲　夫（客） 太　田　晶　子 荒　木　隆一郎 　
小　田　清　一（客） 大　野　洋　一 宮　﨑　　　孝

法 医 学 髙　田　　　綾
齋　藤　一　之（客）

医 療 政 策 学 宮　山　徳　司（特）
江利川　　　毅（特）
佐　藤　好　美（特）

計 13（11） 16 26 9
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医学教育センター・医学研究センター他	
【医学教育センターセンター長　森　茂久　　医学研究センターセンター長　松下　祥】 
【中央研究施設施設長　坂本　安　　情報技術支援推進センターセンター長　椎橋　実智男】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
医 学 教 育 セ ン タ ー 森　　　茂　久 石　橋　敬一郎 荒　関　かやの 2

山　田　泰　子
松　田　　　晃
丸　木　多恵子（客）
田　中　政　彦（客）
土　屋　長　二（客）
鋤　柄　　　稔（客）
岡　村　維　摩（客）
長　堀　俊　史（客）
小　林　良　樹（客）
森　本　義　博（客）
増　田　俊　和（客）
勅使河原　正敏（客）
原　田　雅　義（客）

医 学 研 究 セ ン タ ー 1
中 央 研 究 施 設
毛

呂

山

Ｃ

形 態 部 門 大　島　　　晋
実 験 動 物 部 門 仁　科　正　実 1
R 　 I 部 門 一　色　政　志 日　詰　光　治
機 能 部 門 坂　本　　　安 1

日

高

Ｃ

実 験 動 物 部 門 横　尾　友　隆
R 　 I 部 門 西　本　正　純
機 能 部 門 水　野　洋　介

アドミッションセンター 徳　元　康　人
情報技術支援推進センター 椎　橋　実智男

　 川 越 ブ ラ ン チ 1
計 5（11） 4 6 6

ゲノム医学研究センター
【所　長　奧田　晶彦】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教

ゲ
ノ
ム
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー

遺伝子構造機能部門 黒　川　理　樹 1
遺伝子情報制御部門 堀　江　公仁子 池　田　和　博

井　上　　　聡（客）
発生･分化･再生部門 奥　田　晶　彦 2

須　田　立　雄（客）
病 態 生 理 部 門 片　桐　岳　信 1
遺伝子治療部門 三　谷　幸之介 1

計 5（2） 0 1 5
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医療人育成支援センター
【センター長　三村　俊英】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
医療人育成支援センター

地域医学推進センター 1
川 越 ブ ラ ン チ 1

計 0 0 0 2

教職員・学生健康推進センター
【センター長　富谷　智明】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
教 職 員・ 学 生 健 康
推 進 セ ン タ ー

富　谷　智　明
井　上　郁　夫

計 2 0 0 0

リサーチアドミニストレ－ションセンター
【センター長　棚橋　紀夫】

部　　　門 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
リサーチアドミニストレ－
シ ョ ン セ ン タ ー

千本松　孝　明
小　林　国　彦

菅　原　哲　雄

計 2 0 1 0

臨床医学部門
埼玉医科大学病院

【病院長　織田　弘美】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消化器内科･肝臓内科 持　田　　智 今　井　幸　紀 13 3

一　瀬　雅　夫（客） 中　山　伸　朗
松　﨑　靖　司（客）

消 化 管 内 科 今　枝　博　之 都　築　義　和 大　庫　秀　樹 1 1
心 臓 内 科 山　本　啓　二 飯　田　慎一郎
呼 吸 器 内 科 永　田　　　真 杣　　　知　行 小宮山　謙一郎 1 8

仲　村　俊　秀 中　込　一　之
萩　原　弘　一（客）
臼　井　　　裕（客）

内分泌内科・糖尿病内科 野　田　光　彦 及　川　洋　一 安　田　重　光 9 3
島　田　　　朗 池　上　裕　一
稲　葉　宗　通（客）

血 液 内 科 別　所　正　美 脇　本　直　樹 伊　藤　善　啓 1 2
中　村　裕　一
陣　内　逸　郎（客）
室　橋　郁　生（客）

神 経 内 科 荒　木　信　夫 中　里　良　彦 福　岡　卓　也 3 4
山　元　敏　正
髙　橋　一　司
丸　木　雄　一（客）
坂　井　文　彦（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
リ ウ マ チ 膠 原 病 科 三　村　俊　英 佐　藤　浩二郎 荒　木　靖　人 3 2

秋　山　雄　次（客） 舟久保　ゆ　う 横　田　和　浩
梶　山　　　浩

腎 臓 内 科 岡　田　浩　一 井　上　　　勉 友　利　浩　司 5 7
菅　原　壯　一（客） 井　上　秀　二

感染症科・感染制御科 前　﨑　繁　文 樽　本　憲　人 1

総 合 診 療 内 科 中　元　秀　友 廣　岡　伸　隆 中　谷　宣　章 7 8
宮　川　義　隆 小　林　威　仁 野　口　　　哲
橋　本　正　良
日　比　紀　文（客）
原　　　　　晋（客）

消 化 器 ･ 一 般 外 科 篠　塚　　　望 淺　野　　　博 8 1
小　川　展　二（客）

乳 腺 腫 瘍 科 1
血 管 外 科 河　野　康　治
小 児 外 科 古　村　　　眞 1 1

尾　花　和　子
小　室　広　昭（客）
髙　橋　茂　樹（客）
田　畑　泰　彦（客）

整形外科・脊椎外科 織　田　弘　美 田　中　伸　哉 坂　口　勝　信 9 3
立　花　陽　明 河　野　慎次郎 杉　山　聡　宏
門　野　夕　峰 釘　宮　典　孝 渡　會　恵　介
鳥　尾　哲　矢
宮　島　　　剛
金　　　潤　澤（客）

脳 神 経 外 科 藤　巻　高　光 脇　谷　健　司 2 1
小　林　正　人
川　合　謙　介（客）

形成外科 ･ 美容外科 中　塚　貴　志 時　岡　一　幸 6 5
市　岡　　　滋

小 児 科 大　竹　　　明 秋　岡　祐　子 植　田　　　穣 13 4
（小児科，新生児科） 山　内　秀　雄 本　多　正　和

德　山　研　一
國　方　徹　也
菊　池　　　透
雨　宮　　　伸（客）
森　野　正　明（客）
髙　柳　正　樹（客）

皮 膚 科 土　田　哲　也 緒　方　　　大 4 7
中　村　晃一郎 宮　野　恭　平

泌 尿 器 科 朝　倉　博　孝 中　平　洋　子 2 2
矢内原　　　仁
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
眼 科 篠　田　　　啓 庄　司　拓　平 7 8

米　谷　　　新（客）
板　谷　正　紀（客）
新　家　　　眞（客）
村　山　耕一郎（客）
石　川　　　弘（客）
小　島　孚　允（客）
松　本　惣　一（客）
木　村　　　至（客）

耳 鼻 咽 喉 科 加　瀨　康　弘 中　嶋　正　人 4 3
（耳鼻咽喉科，神経耳科） 伊　藤　彰　紀 新　藤　　　晋

池　園　哲　郎
上　條　　　篤
水　野　正　浩（客）
善　浪　弘　善（客）
福　島　邦　博（客）

産 科・ 婦 人 科 石　原　　　理 難　波　　　聡 7 5
亀　井　良　政 田　丸　俊　輔
岡　垣　竜　吾 左　　　勝　則
梶　原　　　健
永　田　一　郎（客）
板　倉　敦　夫（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 依　田　哲　也（客） 佐　藤　　　毅 3 2
リハビリテーション科 倉　林　　　均 山　内　洋　子 1

原　　　元　彦
間　嶋　　　滿（客）

麻 酔 科 長　坂　　　浩 水　上　　　智 西　澤　秀　哉 7
岩　瀬　良　範 前　山　昭　彦 星　島　　　宏
井　手　康　雄 三　枝　　　勉
中　山　英　人 尾　﨑　道　郎
松　本　延　幸（客） 納　谷　一郎太
菊　地　博　達（客）
土　井　克　史（客）
丸　山　晃　一（客）
蔵　谷　紀　文（客）
風　間　富　栄（客）
池　田　みさ子（客）
市　原　靖　子（客）
小　髙　光　晴（客）

救 急 科 芳　賀　佳　之 1
上　條　吉　人

東 洋 医 学 診 療 科 磯　部　秀　之
山　口　　　智
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
放 射 線 科 田　中　淳　司 小　澤　栄　人 井　上　快　児 3 4

（放射線科・放射線腫 新　津　　　守 鈴　木　健　之 關　　　智　史
瘍科・核医学診療科） 松　成　一　朗

川　田　哲　也
渡　邊　　　環（客）

神経精神科・心療内科 太　田　敏　男 横　山　富士男 渡　邊　さつき 9 6
松　尾　幸　治
小田垣　雄　二
関　口　隆　一（客）
長　尾　眞理子（客）

緩 和 医 療 科 岩　瀬　　　哲
臨床検査医学（中央検査部） 池　淵　研　二 森　吉　美　穂
輸 血・ 細 胞 移 植 部 岡　田　義　昭
健 康 管 理 セ ン タ ー 丸　山　義　明 倉　光　　　薫 武　永　　　強

金　澤　　　實（客） 足　立　雅　樹 後　藤　誠　一
松　木　盛　行 清　水　正　雄

医 療 安 全 管 理 学 中　島　　　勧
難 病 セ ン タ ー 西　村　　　玄（客）

奥　山　虎　之（客）
内 科 ロ ー テ（ 後 期 研 修 ） 1
外 科 ロ ー テ（ 後 期 研 修 ）

計 68（52） 31 43 131 0 92

総合医療センター

【病院長　堤　晴彦】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消化器内科・肝臓内科 屋嘉比　康　治（特） 加　藤　真　吾 可　児　和　仁 7 7

名　越　澄　子 松　原　三　郎 高　林　英日己
岡　　　政　志
道　田　知　樹
高　山　清　茂（客）
和　田　友　則（客）
西　川　　　稿（客）

心 臓 内 科 西　岡　利　彦 井　上　芳　郎 7
羽　田　勝　征（客） 外　山　堅太郎

呼 吸 器 内 科 植　松　和　嗣 森　山　　　岳 4 4
内分泌・糖尿病内科 松　田　昌　文 大　竹　啓　之 1

大　村　榮　治（客）
和　田　誠　基（客）
中　島　　　啓（客）

血 液 内 科 木　嵜　昌　弘 多　林　孝　之 佐　川　森　彦 4 2
得　平　道　英

神 経 内 科 野　村　恭　一 深　浦　彦　彰 王　子　　　聡 11 3
傳　法　倫　久

リウマチ・膠原病内科 天　野　宏　一 近　藤　恒　夫 4 1
竹　内　　　勤（客）
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
腎・ 高 血 圧 内 科 長谷川　　　元 小　川　智　也 10 4

松　村　　　治（客） 叶　澤　孝　一
御手洗　哲　也（客）
城　　　謙　輔（客）

感染症科・感染制御科 大　野　秀　明
総 合 診 療 内 科 岡　　　秀　昭 1 1
消化管外科・一般外科 石　田　秀　行 熊　谷　洋　一 石　畝　　　亨 9 3

持　木　彫　人
肝胆膵外科・小児外科 別　宮　好　文 井　上　成一郎 7

小　髙　明　雄 牧　　　　　章
血 管 外 科 佐　藤　　　紀 橋　本　拓　弥 1 1

出　口　順　夫
ブ レ ス ト ケ ア 科 矢　形　　　寛 1

（ 乳 腺 腫 瘍 科 ） 黒　住　昌　史（客）
樋　野　興　夫（客）
髙　野　利　実（客）
山　口　拓　洋（客）

呼 吸 器 外 科 中　山　光　男 儀　賀　理　暁 福　田　佑　樹 3
羽　藤　　　泰

心 臓 血 管 外 科 今　中　和　人 山　火　秀　明 2
整 形 外 科 税　田　和　夫 星　川　淳　人 6 2

萩　原　　　哲
中曽根　　　功
中　村　春　彦

脳 神 経 外 科 松　居　　　徹 印　東　雅　大 3 2
大　宅　宗　一
庄　島　正　明

形成外科・美容外科 三　鍋　俊　春 大　西　文　夫 4 2
小 児 科 田　村　正　徳（特） 増　谷　　　聡 荒　川　　　浩 7 3

森　脇　浩　一 髙　田　栄　子
阪　井　裕　一 石　戸　博　隆
櫻　井　淑　男 山　﨑　崇　志

田　中　理　砂
奈　倉　道　明
山　﨑　和　子
長　田　浩　平
奈　須　康　子

総合周産期母子 側　島　久　典 難　波　文　彦 岩　本　洋　一 12 5
医療 C 新生児科 加　部　一　彦 石　黒　秋　生 金　井　雅　代

皮 膚 科 福　田　知　雄 寺　木　祐　一 人　見　勝　博 3 3
伊　崎　誠　一（客）

泌 尿 器 科 諸　角　誠　人 岡　田　洋　平 4 2
川　上　　　理

眼 科 小　幡　博　人 河　井　信一郎 4 1
櫻　井　真　彦（客） 山　﨑　厚　志
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
耳 鼻 咽 喉 科 菊　地　　　茂 大　木　雅　文 5 1

坂　田　英　明（客） 野　村

産 婦 人 科 髙　井　　　泰 長　井　智　則 赤　堀　太　一 4
竹　田　省　　（客） 松　永　茂　剛 矢　部　慎一郎
髙　木　健次郎（客）

総合周産期母子 關　　　博　之 小　野　義　久 7 8
医 療 C 産 科 馬　場　一　憲 見　上　由紀子

齋　藤　正　博
歯 科・ 口 腔 外 科 堀　江　憲　夫 金　子　貴　広 那　須　大　介 5 2

下　山　哲　夫（客） 日　野　峻　輔
リハビリテーション科 山　本　　　満 藤　本　幹　雄

陶　山　哲　夫（客）
麻 酔 科 小　山　　　薫 鈴　木　俊　成 丸　尾　俊　彦 13 6

宮　尾　秀　樹（客） 清　水　健　次
川　﨑　　　潤（客）

産 科 麻 酔 科 照　井　克　生 大　橋　夕　樹 5 1 1
救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 輿　水　健　治 久　村　正　樹 安　藤　陽　児 4 1

中　村　元　洋
高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤　　　晴　彦 中　田　一　之 井　口　浩　一 14 1

杉　山　　　聡 熊井戸　邦　佳 福　島　憲　治
澤　野　　　誠 荒　木　　　尚 大河原　健　人
間　藤　　　卓（客） 大　饗　和　憲
太　田　祥　一（客）

放 射 線 科 土　屋　一　洋 阿　部　　　敦 2 3
長　田　久　人（客）

画像診断科・核医学科 熊　倉　嘉　貴
奥　　　真　也（客）

放 射 線 腫 瘍 科 髙　橋　健　夫 新　保　宗　史 山　野　貴　史 3 1
神 経 精 神 科 吉　益　晴　夫 安　田　貴　昭 5 3

仙　波　純　一（客） 小　林　清　香
深　津　　　亮（客）

臨 床 検 査 医 学 三　橋　知　明 竹　下　享　典
病 理 部 田　丸　淳　一 東　　　守　洋 7

糸　山　進　次（客） 百　瀬　修　二
秋　草　文四郎（客）
堀　江　　　弘（客）

輸 血・ 細 胞 移 植 部
輸血細胞医療部 山　本　晃　士
細胞移植療法部 田　坂　大　象

前　田　平　生（客）
健 康 管 理 科 伊　藤　博　之
研 究 部 森 隆

計 55（36） 35 54 188 2 73

田  中　　　是
務
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国際医療センター
【病院長　小山　勇】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
消 化 器 内 科 良　沢　昭　銘 真　下　由　美 新　井　　　晋 3 3 1

濱　口　哲　弥 野　中　康　一 谷　坂　優　樹
後藤田　卓　志（客） 水　出　雅　文 三　原　良　明

堀　田　洋　介
心 臓 内 科 岩　永　史　郎 中　島　淑　江 池　田　礼　史 4 5

村　松　俊　裕 後　藤　貢　士
加　藤　律　史 杉　　　佳　紀
中　埜　信太郎 長　瀨　宇　彦
清　水　　　渉（客）
小宮山　伸　之（客）
小　泉　智　三（客）
西　村　重　敬（客）

呼 吸 器 内 科 各　務　　　博 村　山　芳　武 3 3
解　良　恭　一
北　野　滋　久（客）
萩　原　弘　一（客）

内分泌・糖尿病内科 栗　原　　　進
造 血 器 腫 瘍 科 麻　生　範　雄 高　橋　直　樹 前　田　智　也 3

塚　崎　邦　博
陣　内　逸　郎（客）
STEFANO GIDARO（客）

神経内科・脳卒中内科 髙　尾　昌　樹 加　藤　裕　司 丸　山　　　元 1 2
林　　　　　健 出　口　一　郎 大　平　雅　之
髙　橋　愼　一 木　村　浩　晃
棚　橋　紀　夫（特） 長　田　高　志

腎 臓 内 科 渡　邊　裕　輔
腫瘍内科（原発不明，希少がん科） 畝　川　芳　彦
感 染 症 科・ 感 染 制 御 科 光　武　耕太郎
総 合 診 療 内 科・ 地 域 医 療 科 古　屋　大　典 1
消 化 器 外 科 小　山　　　勇 合　川　公　康 石　井　利　昌 6 7 1

山　口　茂　樹 平　能　康　充 宮　脇　　　豊
櫻　本　信　一 椙　田　浩　文
岡　本　光　順
佐　藤　　　弘
STEFANO GIDARO（客）
DIETMAR STEPHAN（客）

乳 腺 腫 瘍 科 佐　伯　俊　昭 上　田　重　人 5
大　崎　昭　彦 福　島　久　代
長谷部　孝　裕
大　内　　　徹（客）

呼 吸 器 外 科 金　子　公　一（客） 石　田　博　徳 二反田　博　之 2 1
坂　口　浩　三
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
心 臓 血 管 外 科 井　口　篤　志 吉　武　明　弘 栃　井　将　人 3

朝　倉　利　久 徳　永　千　穂
中　嶋　博　之
西　村　元　延（客）
福　嶌　教　偉（客）
田　鎖　　　治（客）
落　　　雅　美（客）
齋　木　佳　克（客）

小 児 外 科
整形外科（骨・軟部腫瘍科） 矢　澤　康　男 鳥　越　知　明 今　西　淳　悟
脳 神 経 外 科 西　川　　　亮 安　達　淳　一 水　橋　里　弥 5 2 6

（脳卒中外科，脳血管内 栗　田　浩　樹 吉　川　雄一朗 白　畑　充　章
治療科，脳脊髄腫瘍科） 三　島　一　彦 鈴　木　智　成 上　出　智　也

神　山　信　也 池　田　俊　貴
柳　澤　隆　昭（客）
大井川　秀　聡（客）
山　根　文　孝（客）
竹　田　理々子（客）

形 成 外 科 去　川　俊　二 横　川　秀　樹 2
小 児 心 臓 科 小　林　俊　樹 小　島　拓　朗 4 2 1

住　友　直　方
小 児 心 臓 外 科 鈴　木　孝　明 枡　岡　　　歩 保土田　健太郎 2 1

小 児 腫 瘍 科 田　中　竜　平 渡　邊　温　子 1
皮膚科（皮膚腫瘍科） 山　本　明　史 寺　本　由紀子 1 1

中　村　泰　大
泌 尿 器 科 小　山　政　史 西　本　紘嗣郎 城　武　　　卓 2 2
耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅　澤　　　正 小　柏　靖　直 5 1

中　平　光　彦 蝦　原　康　宏
産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤　原　恵　一 吉　田　裕　之 7 1 1

長谷川　幸　清
長　尾　昌　二（客）
宮　木　泰　成（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 坂　田　康　彰
リハビリテーション科 牧　田　　　茂 内　田　龍　制

高　橋　秀　寿
麻 酔 科 北　村　　　晶 辻　田　美　紀 市　川　ゆ　き 4 4

（麻酔科，集中治療科） 古田島　　　太 中　川　秀　之 釜　田　峰　都
林　田　眞　和（客）
武　居　哲　洋（客）
磨　田　　　裕（客）
西　部　伸　一（客）

救 急 医 学 科 根　本　　　学 髙　平　修　二 松　岡　孝　裕 6 6
（救命救急科，小児救命救 小井土　雄　一（客） 大　谷　義　孝
急科，精神科救命救急科） 大　原　泰　宏
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基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
放 射 線 科

画 像 診 断 科 酒　井　文　和 中　澤　　　賢 森　阪　裕　之 3
岡　田　吉　隆 齋　藤　尚　子
内　野　　　晃 佐　野　勝　廣
市　川　智　章
西　村　　　玄（客）

核 医 学 科 久　慈　一　英 山　根　登茂彦 瀬　戸　　　陽 1
松　田　博　史（客） 福　島　賢　慈
樋　口　隆　弘（客）

放 射 線 腫 瘍 科 加　藤　眞　吾 熊　﨑　　　祐 2 2
野　田　真　永 阿　部　孝　憲

精神科（精神腫瘍科） 大　西　秀　樹 石　田　真　弓
緩 和 医 療 科 髙　橋　孝　郎 小　山　忠　昭 1

龍　神　秀　穂
臨 床 検 査 医 学 海老原　康　博 1

小　林　正　幸（客）
病 理 診 断 科 安　田　政　実 永　田　耕　治 佐　藤　次　生 2 1 1

新　井　栄　一
藤　野　　　節
川　崎　朋　徳

輸 血・ 細 胞 移 植 科 石　田　　　明
医 療 安 全 学 川　井　信　孝
内 科 ロ ー テ（ 後 期 研 修 ）
外 科 ロ ー テ（ 後 期 研 修 ）

計 64（34） 34 47 73 19 43

かわごえクリニック

【病院長　片山　茂裕】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助教 助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
かわごえクリニック 片　山　茂　裕 森　　　芳　久

豊　嶋　良　一（客）
堀　川　直　史（客）

計 1（2） 1 0 0 0

　 注）（特）…　　特任教授
（客）…　　客員教授
（　）＝　　特任教授・客員教授数（内数）　
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保健医療学部
【学部長　加藤木　利行】

基　本　学　科 教　　　授 准　教　授 講　　　師 助　　　教
看 護 学 科 加藤木　利　行（特） 菊　池　チトセ 大　澤　優　子 11

千　田　みゆき 山　路　真佐子 西　岡　ひとみ
冨　田　幸　江 藤　村　博　恵 小　林　由起子
佐久間　　　肇 金　子　優　子 横　山　ひろみ
辻　　　美　隆 阿久澤　智恵子
大　森　智　美 関　根　由紀子
野　田　智　子　 松　本　里　加
大　賀　淳　子 町　田　貴　絵
佐　藤　真由美 加　藤　巳佐子

松　坂　充　子
臨 床 検 査 学 科 茅　野　秀　一 野　寺　　　誠 小　峰　伸　一 5

市　岡　正　適 来住野　　　修 伴　塲　裕　巳　
鈴　木　正　彦 村　本　良　三 内　田　康　子
村　田　栄　子 飯　野　　　望 周　東　真　代
佐　藤　正　夫 高　橋　　　俊
小野川　　　傑 上　滝　圭　介
藤　原　智　徳 下　垣　里　河
間　山　　　伸

臨 床 工 学 科 下　岡　聡　行 中　島　孔　志 3
小　林　直　樹 脇　田　政　嘉
戸井田　昌　宏 加　藤　綾　子
田　邊　一　郎 奥　村　高　広
山　下　芳　久 駒　形　英　樹
宮　本　裕　一 石　川　雅　浩
若　山　俊　隆 川　邉　　　学
加　納　　　隆（客）

理 学 療 法 学 科 高　倉　保　幸 乙　戸　崇　寛　 神子嶋　　　誠 4
赤　坂　清　和 國　澤　洋　介 澤　田　　　豊
小　島　龍　平 西　岡　亮　治 時　田　幸之輔
藤　田　博　暁 國　澤　佳　恵

細　井　俊　希
新　井　智　之
大久保　　　雄

計 27（2） 11 31 23

 注）（特）…　　特任教授
（客）…　　客員教授
（　）＝　　特任教授・客員教授数（内数）　
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2．人事（事務局）
１．法人事務局
　　事務局長　　　　　　　　茂　木　　　明

《総合企画部》
　　部　長　　　　　　　　　小　山　　　格
　　課長補佐　　　　　　　　井　上　誠　人

《広　報　室》
　　室　長　　　　　　　　　茂　木　　　明（兼）

《秘　書　室》
　　室　長　　　　　　　　　茂　木　　　明

《業務監査室》　
　　室　長　　　　　　　　　田　中　　　寿

《RA センター事務室》
　　課　長　　　　　　　　　佐　藤　勝　茂
２．大学事務局　　　　　　　　　　　　　　　　
　　事務局長　　　　　　　　茂　木　　　明

《総　務　部》　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　内　田　尚　男
　　次　長　　　　　　　　　笠　間　　　忍
　　次　長　　　　　　　　　原　　　静　江
　　総務課長　　　　　　　　笠　間　　　忍（兼）
　　人事課課長　　　　　　　内　野　　　敏
　　人事課課長　　　　　　　上　　　貴　幸
　　人事課課長補佐　　　　　山　下　陽　子

《施　設　部》　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　香　取　光　夫
　　副部長　　　　　　　　　高　橋　秀　夫
　　環境整備課長　　　　　　高　橋　秀　夫（兼）
　　施設管理課長　　　　　　山　田　　　勉
　　施設管理課長　　　　　　菅　野　俊　樹
　　施設管理課課長補佐　　　中　川　敏　行
　　施設管理課課長補佐　　　留　場　亮　夫

《経　理　部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　池和田　忠　幸
　　次　長　　　　　　　　　和　田　　　実　　　
　　次　長　　　　　　　　　高　沢　信　也
　　次　長　　　　　　　　　馬　場　賢　治
　　経理課長　　　　　　　　大　野　由紀夫
　　購買課課長補佐　　　　　甲　田　和　博

《情報システム部》　　　　　　　　　　　　　　
　　部　長　　　　　　　　　堀　江　　　稔
　　課長補佐　　　　　　　　田　中　義　明
　　課長補佐　　　　　　　　吉　澤　敦　司
　　課長補佐　　　　　　　　佐　藤　巨　樹

《大学事務部》　　　　　　　　　　　　　　　　
　　部長（学校群統括部長）　  内　田　和　利
　　次長　　　　　　　　　　江　口　幹　也
　　学務課長　　　　　　　　岩　澤　昌　人
　　入試課長　　　　　　　　村　田　正　樹
　　庶務課長　　　　　　　　下　田　裕　子
　　学務課課長補佐　　　　　新　井　博　志
　　学務課課長補佐　　　　　近　藤　有　寛
　　保健医療学部事務室室長　村　嶌　隆　義

　　保健医療学部事務室課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　岡　田　一　観
　　保健医療学部事務室川角分室室長
　　　　　　　　　　　　　　山　﨑　豊　幸
３．大学病院

《医　務　部》
　　部　　長　　　　　　　　　池　澤　敏　幸（兼）
　　次　長　　　　　　　　　　吉　元　一　彰
　　次　長（健康管理センター付）
　　　　　　　　　　　　　　　水　村　順　孝
　　医務課長　　　　　　　　　松　井　裕　行
　　医務課課長補佐　　　　　　河　原　和　弘
　　健康管理センター事務室課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　蛭　間　庄　司

《病院群臨床研修管理センター》
　　室　長　　　　　　　　　　内　野　夏　江
４．附属図書館
　　　事務長　　　　　　　　　小　室　秀　樹
５．総合医療センター事務部
　　事務局長（病院群事務長）　  諸　田　一　雄
　　秘書室長　　　　　　　　　諸　田　一　雄（兼）
　　部長　　　　　　　　　　　津久井　一　浩
　　施設担当部長　　　　　　　上　原　　　修
　　次長　　　　　　　　　　　皆　川　　　勉
　　次長　　　　　　　　　　　堀　江　正　人
　　医務課長　　　　　　　　　皆　川　　　勉（兼）
　　医務課長　　　　　　　　　大日向　秀　志
　　医務課課長補佐　　　　　　永　島　松　男
　　総務課長　　　　　　　　　堀　江　正　人（兼）
　　臨床研究支援センター課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　浅　見　文　子
　　経理購買課長　　　　　　　吉　野　稔　夫
　　経理購買課長　　　　　　　高　橋　光　鶴
　　経理購買課課長補佐　　　　安　井　千　里
　　施設課課長　　　　　　　　中　鉢　利　和
　　施設課課長補佐　　　　　　風　間　信　治
　　看護専門学校事務室室長　　田　中　律　子
６．川越ビル事務所事務室
　　室　長　　　　　　　　　　田　島　契　司（兼）
７．かわごえクリニック
　　次　長　　　　　　　　　　田　島　契　司
８．国際医療センター事務部
　　部長　　　　　　　　　　　池　澤　敏　幸
　　次長　　　　　　　　　　　武　久　秀　夫
　　次長　　　　　　　　　　　松　井　幹　代
　　医務課長　　　　　　　　　松　井　幹　代（兼）
　　医務課課長補佐　　　　　　藤　森　ほなみ
　　総務課長　　　　　　　　　武　久　秀　夫（兼）
　　総務課長　　　　　　　　　杉　田　昭　雄
　　総務課長　　　　　　　　　福　島　　　正
　　総務課長　　　　　　　　　岩　沢　憲　次
　　総務課課長補佐　　　　　　加　藤　満　晴
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3．競争的資金の獲得状況

平成 30年度	競争的資金の獲得状況
件  数 金額（単位：百万円）

今 期 前期比 今 期 前期比

文部科学省科学研究費 169 ▲ 7 219 ▲ 14

厚生労働科学研究費
（がん研究開発費含む） 45 0 48 1

AMED 委託研究開発費 62 ▲ 7 230 ▲ 16

 計 276 ▲ 14 497 ▲ 29

1．文部科学省科学研究費　※研究費額には間接経費を含む

区分 研究
種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂 基盤研究
（B） 16H04651 ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制御メカニズム 池田　正明 130,000

毛呂 基盤研究
（B） 16H04714 ヒト化抗体と CD26 の核内移行による RNA ポリメラーゼ II 標的抗が

ん療法の開発
山田　健人

　 195,000

毛呂 基盤研究
（B） 17H02762 温熱療法を目指したスーパースピングラス磁気ナノ微粒子の創製と医

療への応用 千本松孝明 260,000

毛呂 基盤研究
（B） 17H04409 運動器疾患治療のための中枢・末梢機能の活性化を担う分子基盤の解

明と治療法の開発 佐藤　　毅 2,704,000

毛呂 基盤研究
（B） 18H03028 遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究 - 無作為化比較試験 岩瀬　　哲 5,757,284

毛呂 特別研究
員奨励費 18J40242 対人援助職を対象とした自殺企図手段へのアクセスの制限に向けた支

援プログラムの開発 高井美智子 910,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K00864 食事性植物ステロールによる腸管コレステロール吸収抑制機序の解明 中野　貴成 779,006

毛呂 基盤研究
（C） 16K04430 初期学習における記憶の固定化と並行処理メカニズムの解明 菅　　理江 910,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K07063 二種類の同一サブクラス G タンパク質共役型受容体によるシグナル伝

達のクロストーク 周防　　諭 1,300,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K08412 タンパク質ナノカプセルの粘膜免疫誘導機構の解明 川野　雅章 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K08504 ほ乳類の網膜桿体経路における TRPM1 チャネルの機能的役割 田丸　文信

　 1,120,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K08528 急性ストレスが引き起こす帯状回シナプス変化とその分子メカニズム

の解明 北條　泰嗣 1,300,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K08530 配偶子受精能の相互補完的な共役機構とその制御メカニズムの解析 三輪　尚史 1,170,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09372 C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株出現に関わるオセロ仮説と 2- ヒッ

ト仮説の検証 持田　　智 1,170,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09606 糸球体構造維持に関わるポドサイト細胞間接着分子の同定 小谷　典弘 65,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09626 急性腎障害後の尿細管細胞を介した慢性腎臓病重症化機序の解明とそ

の抑制療法の開発 岡田　浩一 1,430,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09627 CCN2 機能制御による慢性腎臓病の新規治療法の開発 井上　　勉 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09902 成人スティル病末梢血のエピゲノム異常の検討と病態解明 三村　俊英 650,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K09903 関節リウマチ滑膜細胞におけるクロマチンの立体的構造に基づく転写

制御異常機構の解明 荒木　靖人 455,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K10106 新生児低酸素性虚血性脳症におけるマイクログリアの機能解析と臨床

応用への基礎的研究 亀井　良政 845,281

毛呂 基盤研究
（C） 16K10189 うつ病マーカーとなる糖タンパク質の同定とマウス脳内における機能

解析 松尾　幸治 112,333

毛呂 基盤研究
（C） 16K10215 再発予防を目的とした neurofeedback と情動調整によるうつ病治療法

の開発 松尾　幸治 130,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K11353 肝芽腫幹細胞による腫瘍血管の構築と微小環境の役割 藤田　恵子 910,000
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毛呂 基盤研究
（C） 16K11359 インプラント型自己細胞再生軟骨を用いた小児気道再建に関する研究 古村　　眞 65,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K11423 多くの機関が協同して利用可能なデジタルトリアージタッグシステム

の開発 福島　憲治 130,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K11520 Voxel-Based morphometry による歯科心身症患者の脳形態変化 福島　洋介 910,000

毛呂 基盤研究
（C） 16K11699-1 咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明に向けた遺伝的および環境的要因

の解析 佐藤　　毅 65,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K01461 随意的筋収縮が脊髄興奮性に及ぼす機序の解明とリハビリテーション

への応用 原　　元彦 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K01867 胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習慣病への先制医療

の確立 菊池　　透 1,950,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K07225 新規免疫チェックポイント分子 DC-HIL を標的としたがん治療の研究 堀内　　大 910,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K08960 母体免疫活性化による 薬物依存への影響 村上　　元 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K09627 Kinect センサーによる慢性呼吸器疾患患者に対する運動機能検査法の

確立 仲村　秀俊 585,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K09866 PPAR γ 1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウス胎生致死の原因

究明 井上　郁夫 1,170,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K09940 ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と

創薬研究
山田　健人

　 130,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K10029 新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生物叢の解析 -NTM 感

染症の病態解明 - 前田　卓哉 790,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K11208 ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質代謝機能の解析と臨

床応用への展開 水野　由美 1,690,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K11250 子宮内膜脱落膜化細胞でのオクタン酸産生機構と着床現象における役

割の解明 梶原　　健 1,300,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K11430 術中黄斑機能評価システムの確立 篠田　　啓 260,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K11546 難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料

の実用化 市岡　　滋 1,300,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K11547 術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発 佐藤　智也 1,170,000

毛呂 基盤研究
（C） 17K12341 医療的ケアを要する子どもの地域生活を支える医療・福祉の連携の現

状と課題 阿久澤智恵子 78,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K04268 ラボオンチップを電子デバイス化するための電気信号による生体反応

の検出技術の確立 坂本　　安 390,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K06631 細胞傷害性 T 細胞への抗原提示を決定する新たな小胞体分子シャペロ

ンの同定 松井　政則 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K06663 がん診断法への応用を企図した細胞外小胞上に発現する分子会合体の

解析 小谷　典弘 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K06839 大脳皮質ニューロンのネトリン -1 に対する反応が発生段階に依存す

る機構の解明 松本　英子 2,210,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K06899 消化管の脂質センサーを起点とした腸脳相関解明と作用点とした神経

疾患治療への応用 吉川　圭介 1,950,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K07354 社会的行動に障害をきたす認知症の発症メカニズムの解明 丸山　　敬 1,690,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K07886 食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果たす神経原性炎症

の役割 徳山　研一 2,210,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K08153 ライノウィルス感染に伴う喘息増悪の病態解明とその制御 中込　一之 1,820,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K08276 悪性黒色腫における免疫編集の役割とその治療標的化の研究 村上　　孝 1,560,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K08446 PNA を用いた LAMP 法によるマクロライド耐性梅毒トレポネーマの

検出系の開発 樽本　憲人 1,590,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K09118 破骨細胞分化における転写因子 Nfatc1 アイソフォームの機能解析 佐藤浩二郎 1,820,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K09148 多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明 淡路　健雄 3,250,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K09271 妊娠時抗うつ剤服用における胎児脳発生のリスク評価のための研究基

盤の確立 佐藤　智美 2,210,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K09861 矯正歯科治療後の後戻りを防止する新規骨芽細胞活性化因子が担う骨

代謝制御機構の解明 佐藤　　毅 65,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K09865 口腔機能・形態の発育を担う顎顔面骨格筋局所に発現するアミノ酸セ

ンサーの役割 佐藤　　毅 65,000

毛呂 基盤研究
（C） 18K12115 2025 年問題打破に向けて、テレメディスンと IoT を用いた最新シス

テムの確立 中元　秀友 2,600,000
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毛呂 基盤研究
（C） 18K12160 動画像によるてんかん発作検知システムの研究開発 渡邊さつき 1,950,000

毛呂 基盤研究
（C） 26381283 医学部におけるリベラルアーツとしての言語教育カリキュラム研究 :

自律的学習者の育成 藤森　千尋 460,000

毛呂 挑戦的萌
芽研究 16K15906 補完代替医療におけるエネルギー療法「レイキ」のがん患者への活用

モデルの構築 杉山　智江 780,000

毛呂 若手研究
（B） 16K20204 子宮内膜機能とマイクロ RNA に関する基礎的研究 栃木　秀乃 1,300,000

毛呂 若手研究
（B） 16K20273 モバイルヘルス技術を用いたメニエール病の時空間的病態解析 関根　達朗 275,230

毛呂 若手研究
（B） 17K13956 自殺未遂者を支援する臨床心理士を対象としたトレーニングプログラ

ムの開発 高井美智子 1,170,000

毛呂 挑戦的研
究（萌芽）17K18648-1 ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・光・熱のクロスモダル療育

空間 山内　秀雄 390,000

毛呂 挑戦的研
究（萌芽）17K18648-2 ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・光・熱のクロスモダル療育

空間 國方　徹也 390,000

毛呂 若手研究 18K15327 隠蔽自己抗原を用いた新規がん免疫療法の開発 高木　理英 1,690,000

毛呂 若手研究 18K15349 テストステロンによるシナプス結合制御からみる自閉症の発症分子機
序の探索 栁下　　楠 1,690,000

毛呂 若手研究 18K15430 テーラーメイドのがん免疫治療に向けた新しい細胞傷害性 T 細胞測定
法の確立 高木　　徹 1,430,000

毛呂 若手研究 18K17933 認知症予防に向けた腸管脂質センサーと神経発達における腸脳相関解
明 岩佐　健介 1,430,000

保医部 基盤研究
（C） 16K12126 自閉症スペクトラム障害児の胎児期から乳幼児期の行動特徴 - 早期発

見と育児支援 - 松坂　充子 68,900

保医部 新学術領
域研究 26108002 多元計算解剖学における形態情報統合の基盤技術 小林　直樹 1,950,000

保医部 研究活動ス
タート支援 18H06111 環状ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発 山本　梓司 1,560,000

保医部 基盤研究
（C） 16K01954 オキシトシンとドパミンの相互作用による社会行動制御についての研

究 藤原　智徳 1,665,403

保医部 基盤研究
（C） 16K12316 婦人科がん術後リンパ浮腫予防のセルフマネジメントを促す包括支援

プログラム開発 佐藤真由美 1,430,000

保医部 基盤研究
（C） 17K01908 保育所（園）におけるアナフィラキシー初期対応研修プログラムの開

発と評価 阿久澤智恵子 390,000

保医部 基盤研究
（C） 17K12177 チーム連携評価尺度の開発およびチーム連携に影響する要因 町田　貴絵 1,950,000

保医部 基盤研究
（C） 17K12313 早産児の自律神経系反応を活用した愛着を促す家族介入プログラムの

開発 佐藤真由美 65,000

保医部 基盤研究
（C） 18K02225 地域在住中高年者のロコモティブシンドローム予防システムの構築と

効果検証 新井　智之 2,340,000

保医部 基盤研究
（C） 18K02450 健康課題を抱える子供の支援において養護教諭が行う多職種連携の現

状と課題 阿久澤智恵子 130,000

保医部 基盤研究
（C） 18K08898 実験的敗血症侵襲下での IL6 signaling 制御による臓器保護の可能性 小野川　傑 1,300,000

保医部 基盤研究
（C） 18K10627 地域包括ケア推進に向けた医療機関保健師に期待される実践能力評価

指標の開発 佐藤真由美 130,000

保医部 基盤研究
（C） 18K12114 光スキャナーによる湾曲した外耳道の完全 3D マップの作成 若山　俊隆 1,170,000

保医部 若手研究
（B） 17K18063 股関節深部筋機能の解明―回旋筋群に着目して― 大久保　雄 1,300,000

保医部 若手研究
（B） 17K18064 自家蛍光を用いた未染色病理標本のデジタル染色・定量化法の開発 石川　雅浩 2,860,000

保医部 挑戦的研
究（萌芽）17K19021 軟 X 線発光における誘導放出抑制現象を利用した超高分解能顕微鏡の

開発 若山　俊隆 455,000

保医部 挑戦的研
究（萌芽）17K20112 近赤外 2 周波ビート光による免疫の活性化と生体内分子励起の検証 戸井田昌宏 1,950,000

保医部 若手研究 18K17652 在宅脳卒中者の活動性向上を目的とした行動変容型計画介入の効果検
証 三浦　佳代 1,040,000

総医セ 基盤研究
（B） 16H04264 脳循環動態予測のためのデータ同化全身循環血流解析システムの構築 庄島　正明 157,320

総医セ 基盤研究
（B） 16H05592 一般不妊治療を受ける女性患者に対する指導管理プログラムの効果 高井　　泰 39,000

総医セ 基盤研究
（B） 18H02729 尿毒素による Notch シグナルと代謝リプログラミングを介した血管障

害の病態解明 竹下　享典 5,720,000

総医セ 基盤研究
（C） 15K09722 複合的組織循環同時モニタリングシステム構築及び同システムによる

脳循環管理法確立 石黒　秋生 130,000

総医セ 基盤研究
（C） 16K08577 Notch シグナルの調節因子 almondex/TM2D3 の機能 増田　　渉 390,000
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総医セ 基盤研究
（C） 16K08673 がんの発生の男女差を規定する単一遺伝子 DDX3X の同定 百瀬　修二 1,159,920

総医セ 基盤研究
（C） 16K09391 三次元組織培養系を用いた、肝内胆管がん発生に関わるエピゲノム調

節機構の解析 松原　三郎 247,695

総医セ 基盤研究
（C） 16K10105 新生仔期高濃度酸素性肺傷害修復過程における HAPLN1 の重要性 難波　文彦 1,300,000

総医セ 基盤研究
（C） 16K10261 臓器移植希望者（レシピエント）に対する心理社会的評価のためのガ

イドラインの作成 小林　清香 104,000

総医セ 基盤研究
（C） 16K10889 ヒストン修飾変化により発現制御される遺伝子 Vopp1 の破骨細胞に

おける作用の解明 中村　春彦 845,000

総医セ 基盤研究
（C） 17K04949 ナチュラルサポーターのための自閉スペクトラム症児の語用論的能力

に関する実証研究 高田　栄子 65,000

総医セ 基盤研究
（C） 17K09939 細胞内シグナル伝達経路を標的とした難治性骨髄腫に対する治療構築

のための基盤研究 多林　孝之 1,300,000

総医セ 基盤研究
（C） 17K10030 高病原性クリプトコックス感染症における宿主感染防御機構に関する

研究 大野　秀明 1,130,000

総医セ 基盤研究
（C） 17K10490 肺癌に対する EGFR 発現相違に基づくオーダーメイド化学重粒子線療

法の開発研究 高橋　健夫 910,000

総医セ 基盤研究
（C） 17K10682 LPS トレランスにおける抗腫瘍活性と臨床応用に向けての新技術の開

発 守屋　智之 660,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K03150 心不全に伴う不眠症への段階的ケアシステム構築を目指した非薬物療

法の開発と効果検証 小林　清香 1,430,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K07800 Fontan 患者の日常運動の量と質が、臓器障害と Fontan 循環に与える

影響 増谷　　聡 2,990,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K07854 Protective effect of early administration of caffeine in newborn animal 

models of ventilator induced lung injury and chronic lung disease.
Mohamed
　Hussein 3,380,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K08550 Immune checkpoint 遮断を導入した新規神経芽腫集学的治療の開発 井上成一朗 2,080,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K09981 救急・集中治療領域における脳死患者対応の教育システムに関する研

究 荒木　　尚 650,000

総医セ 基盤研究
（C） 18K10771 慢性期軽症意識障害の評価システム開発に関わる研究 松居　　徹 130,000

総医セ 挑戦的萌
芽研究 16K15411 慢性ストレス関連疾患の機序の解明と治療標的の探索 竹下　享典 1,359,435

総医セ 若手研究 18K15729 高濃度酸素性肺傷害マウスにおけるピルビン酸脱水素酵素の重要性 小林　信吾 2,210,000

国医セ 基盤研究
（B） 16H05388 がん重粒子線治療の高度化と治療個別化の為の基礎的・臨床的研究 野田　真永 26,000

国医セ 基盤研究
（B） 17H03591 拡散光イメージングを用いた薬物療法における乳がん微小環境の変化

の多面的測定 佐伯　俊昭 5,070,000

国医セ 基盤研究
（B） 17H04184 新規免疫学的バイオマーカーを用いた画期的免疫チェックポイント阻

害治療の開発 各務　　博 2,110,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K07690 ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増感治療の

開発 三島　一彦 260,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K01810 放射光微小冠動脈造影を用いた微小冠動脈の機能評価法確立および虚

血性心疾患への応用 徳永　千穂 26,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K08654 乳腺神経内分泌癌の発生機構および新規診断・治療法に関する病理学

的解析 川崎　朋範 650,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K09023 CT サブトラクションによる冠動脈評価の有用性に関する検討 福島　賢慈 1,170,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K09562 がん患者の QOL モニタリングの研究 小林　国彦 130,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K10293 マルチパラメトリック拡散光イメージングを用いたがん薬物治療の超

早期治療効果予測 上田　重人 1,560,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K10361 非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET による乳癌治療戦略

構築のための研究 久慈　一英 1,560,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K10472 消化管吻合部における創傷治癒促進栄養素の効果 合川　公康 650,000

国医セ 基盤研究
（C） 16K10667 肝細胞増殖因子（HGF）による胸腹部大動脈瘤術後対麻痺治療の確立 吉武　明弘 276,253

国医セ 基盤研究
（C） 16K11152 卵巣明細胞腺癌におけるネオ抗原および局所免疫応答の統合的解析 長谷川幸清 910,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K09481 生体吸収性材料による消化管穿孔予防および穿孔部閉鎖を目的とした

新規治療法の開発 合川　公康 65,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K09626 抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応抗原の解明 山口　　央 1,105,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K09665 小細胞肺癌患者を抗 PD-1 抗体奏効型に誘導する抗がん剤の検討 西原　冬実 1,430,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K09890 体細胞モザイシズムを呈する原発性アルドステロン症の病変・病型形

成機構の解明 西本紘嗣郎 130,000
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種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

国医セ 基盤研究
（C） 17K10433 肺癌における抗 PD-1 抗体の治療効果予測マーカーとしての FDG-PET

の役割 解良　恭一 1,950,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K10469 進行がんに対する免疫放射線治療開発のためのトランスレーショナル

研究 野田　真永 65,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K10722 放射光微小血管撮影法を用いた肺高血圧症における微小肺細動脈リモ

デリング解析 徳永　千穂 728,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K10848 脳血管攣縮における microRNA を介したシグナル伝達機構の解明 吉川雄一郎 1,300,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K10849 質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析 : 増大・破裂に関与する特異

な分子局在の同定 竹田理々子 1,430,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K10849-1 質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析 : 増大・破裂に関与する特異

な分子局在の同定 栗田　浩樹 65,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K11404 簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リスク分類確立と病態

解析 蝦原　康宏 1,430,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K11405 liquid biopsy による頭頸部がんに対する cetuximab の効果予測 小柏　靖直 1,040,000

国医セ 基盤研究
（C） 17K11406 骨吸収抑制・癌免疫エディティングを考慮した新規歯肉癌治療の開発

に向けた研究 中平　光彦 715,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K06506 プリオンによる A β・タウ・αシヌクレイン・TDP43 の脳内沈着誘

発の可能性の検討 高尾　昌樹 1,560,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K06997 卵巣癌における , 低酸素関連因子の発現からみた組織型の意義 : 化学

療法抵抗性の分別化 安田　政実 1,300,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K07642 高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組織内照射に関する前

向き研究 小山　政史 1,885,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K07767 マルチモダリティ画像誘導小線源治療による巨大子宮頸癌治療戦略 野田　真永 1,820,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K09003 グリオーマにおける HRM 法を用いた高感度 TERT 遺伝子変異検出法

の確立 安達　淳一 1,170,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K09078 25（OH）D3 は神経系を介して平衡感覚機能を向上させるか 榎木祐一郎 640,000

国医セ 基盤研究
（C） 18K09205 ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロン症の新規治療戦略 西本紘嗣郎 1,495,000

国医セ 若手研究
（B） 16K19737 日本人悪性黒色腫における体細胞遺伝子変異と臨床病理学的因子との

関連に関する研究 寺本由紀子 520,000

国医セ 若手研究
（B） 17K16058 Nivolumab 治療における投与間隔拡大 algorithm 開発試験 毛利　篤人 1,300,000

国医セ 若手研究
（B） 17K16637 脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証 上出　智也 2,470,000

国医セ 若手研究
（B） 17K18062 メタボロミクスの観点からみた核医学分子イメージングによる腎腫瘍

画像診断の検討 城武　　卓 2,080,000

国医セ 若手研究 18K13327 治癒不能がん患者の心的外傷後成長を目指した集団精神療法プログラ
ムの開発と普及 石田　真弓 780,000

国医セ
国際共同研究
加速基金（帰
国発展研究）

15K21774 心臓分子イメージング国際共同研究による心不全個別化医療戦略の構
築 福島　賢慈 195,000

ゲノム 基盤研究
（B） 16H05143 ES 細胞とがん細胞に共通した c-MYC 依存的なアポトーシスに対する

回避メカニズム 奥田　晶彦 3,770,000

ゲノム 基盤研究
（B） 17H04205 患者由来乳がん細胞・移植腫瘍におけるエストロゲン作用ネットワー

クの解明と臨床応用 堀江公仁子 4,810,000

ゲノム 基盤研究
（B） 17H04317 病的な骨形成調節機構の解明とその応用 片桐　岳信 4,290,000

ゲノム 基盤研究
（B）

17H04317
（17） 病的な骨形成調節機構の解明とその応用 片桐　岳信 1,000,000

ゲノム 基盤研究
（B） 18H02967 肥満を引き起こす新たな組織・分子基盤の解明 片桐　岳信 650,000

ゲノム 若手研究
（A） 17H05066 MYC-MAX-MGA ネットワークによる減数分裂開始制御機構の解明 鈴木　　歩 7,800,000

ゲノム 特別研究
員奨励費 18J00252 ホルモン応答性長鎖非コード RNA 複合体によるがん増殖メカニズム

の解明とその応用 水戸部悠一 1,300,000

ゲノム 基盤研究
（C） 16K08642 ヒト疾患モデルマーモセットを用いたゲノム編集による遺伝子修復治

療技術の確立 三谷幸之介 1,690,000

ゲノム 基盤研究
（C） 16K09809 エストロゲン応答遺伝子による女性がん増悪メカニズムの解明と分子

標的治療への応用 佐藤　　航 1,430,000

ゲノム 基盤研究
（C） 17K10060 非コード RNA を分子基盤とするミトコンドリア病の新規発症機構の

解明 水野　洋介 780,000

ゲノム 基盤研究
（C） 17K11026 Smad4 を介した骨格制御機構の解明 塚本　　翔 1,300,000

ゲノム 基盤研究
（C） 18K06939 アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA 結合の抑制と生理的意

義の解明 黒川　理樹 1,820,000
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ゲノム 基盤研究
（C） 18K08487 消化管ペプチド Betagenin 受容体の解明と糖尿病治療への応用 豊島　秀男 1,300,000

ゲノム 若手研究
（B） 17K15604 遊離 c-MYC 依存的アポトーシスに対する NANOG の抑制因子としての

役割 平崎　正孝 2,470,000

ゲノム 若手研究
（B） 17K16170 エストロゲン応答性ミトコンドリア超複合体形成因子による糖・脂質・

骨制御機構の解明 柴　　祥子 1,170,000

ゲノム 若手研究
（B） 17K18061 難治性婦人科がん特異的非コード RNA および結合因子複合体の作用

機構解明と臨床応用 水戸部悠一 2,210,000

ゲノム 若手研究
（B） 17K18065 プロモーターから発現する lncRNA による cyclin D1 遺伝子の発現制

御機構 米田　竜馬 1,170,000

ゲノム 挑戦的研
究（萌芽）17K19532 非生殖細胞の異所性に減数分裂を起こす潜在能力とその能力発揮に伴

う病態について 鈴木　　歩 3,250,000

ゲノム 若手研究 18K15287 All-in-one ゲノム編集ウイルスベクターによる造血系遺伝病の遺伝子
修復治療 和田美加子 1,300,000

ゲノム 若手研究 18K15288 ゲノム編集治療の安全化に向けた修復用 DNA のオフターゲット組込
みの制御 新田　洋久 2,210,000

42,450,743

2．厚生労働科学研究費　※研究費金額には間接経費を含む
区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂
成育疾患克服
等次世代育成
基盤研究事業

H30- 健やか - 一
般 -002 ①

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療
政策的研究 石原　　理 400,000

毛呂
成育疾患克服
等次世代育成
基盤研究事業

H30- 健やか - 一
般 -002 ②

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療
政策的研究 左　　勝則 800,000

毛呂
成育疾患克服
等次世代育成
基盤研究事業

H30- 健やか - 一
般 -006

配偶子凍結および胚凍結を利用する生殖医療技術の安全性と情
報提供体制の拡充に関する研究 石原　　理 1,350,000

毛呂
循環器疾患・
糖尿病等生活
習慣病対策総
合研究事業

H29- 循環器等 -
一般 -004 ① 今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究 岡田　浩一 400,000

毛呂
循環器疾患・
糖尿病等生活
習慣病対策総
合研究事業

H29- 循環器等 -
一般 -004 ② 今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究 菊池　　透 1,000,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -008 自己免疫疾患に関する調査研究 太田　晶子 500,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -008 ② 自己免疫疾患に関する調査研究 三村　俊英 500,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -012 血液凝固異常症等に関する研究 宮川　義隆 800,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -015

小児期から移行期・成人期を包括する希少難治性慢性消化器疾
患の医療政策に関する研究 尾花　和子 200,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -017 難治性腎障害に関する調査研究 岡田　浩一 750,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -026 特発性造血障害に関する調査研究 太田　晶子 200,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -031 難治性聴覚障害に関する調査研究 池園　哲郎 500,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -035 ミトコンドリア病の調査研究 大竹　　明 240,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -038 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究 持田　　智 200,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -050 ベーチェット病に関する調査研究 中村晃一郎 400,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -051

先天代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目指したガイドライ
ンの作成・改訂および診療体制の整備に向けた調査研究 大竹　　明 280,000

毛呂 難治性疾患等
政策研究事業

H30- 難治等（難）
- 一般 -007 良質なエビデンスに基づく急性脳症の診療に向けた体制整備 山内　秀雄 300,000

毛呂
医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエン
ス政策研究事業

H29- 医薬 - 一般
-002

輸血用血液製剤と血漿分画製剤の安全性確保と安定供給のため
の新興・再興感染症の研究 岡田　義昭 4,050,000

毛呂 肝炎等克服政
策研究事業

H29- 肝政 - 一般
-004

職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的
なフォローアップシステムの開発・実用化に向けた研究 持田　　智 500,000
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毛呂 肝炎等克服政
策研究事業

H29- 肝政 - 指定
-003

肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎対策の効果検
証と拡充に関する研究 持田　　智 500,000

毛呂 政策科学総合 H28-ICT- 一般
-002

腎臓病データベースの拡充・連携強化と包括的データベースの
構築 岡田　浩一 300,000

毛呂
免 疫 ア レ ル
ギー疾患等政
策研究事業

H30- 免疫 - 指定
-005

慢性腎臓病 CKD の診療体制構築と普及・啓発による医療の向
上 岡田　浩一 450,000

総医セ 障害者対策総
合研究事業

H30- 身体・知
的 - 一般 -008

障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立
のための研究 田村　正徳 8,000,000

総医セ
地域医療基盤
開発推進研究
事業

H28- 医療 - 一般
-014 新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究 高橋　健夫 250,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -018 難治性血管炎に関する調査研究 天野　宏一 60,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -036 ① プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 野村　恭一 100,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -043

神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・重症度分類・ ガイ
ドラインの妥当性と患者 QOL の検証 野村　恭一 200,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（免）
- 一般 -102

脳死下・心停止下における臓器・組織提供ドナー家族における
満足度の向上及び効率的な提供体制構築に資する研究 荒木　　尚 320,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H30- 難治等（免）
- 一般 -101

小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プログラム
の開発 荒木　　尚 4,862,000

総医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H30- 難治等（免）
- 一般 -101 ②

小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プログラム
の開発 別所　晶子 250,000

総医セ がん対策推進
総合研究事業

H29- がん対策 -
一般 -008 ①

小児・AYA 世代がん患者のサバイバーシップ向上を志向した
妊孕性温存に関する審理支援体制の均てん化に向けた臨床研究 高井　　泰 200,000

総医セ がん対策推進
総合研究事業

H29- がん対策 -
一般 -008 ②

小児・AYA 世代がん患者のサバイバーシップ向上を志向した
妊孕性温存に関する審理支援体制の均てん化に向けた臨床研究 矢形　　寛 210,254

総医セ 障害者政策総
合研究事業

H28- 身体・知
的 - 一般 -006 

医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の
連携促進に関する研究 田村　正徳 3,000,000

総医セ 政策科学総合 H30- 政策 - 指定
-005

学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的
ケアの 提供に資する研究 田村　正徳 7,255,000

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -009 運動失調症の医療基盤に関する調査研究 高尾　昌樹 700,000

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -023 びまん性肺疾患に関する調査研究 酒井　文和 1,474

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -036 ② プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 高尾　昌樹 1,100,000

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -046 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究 西本紘嗣郎 450,000

国医セ 難治性疾患等
政策研究事業

H29- 難治等（難）
- 一般 -055 小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 住友　直方 150,000

国医セ がん対策推進
総合研究事業

H29- がん政策 -
一般 -007

小児がん拠点病院等の連携による移行期を含めた小児がん医療
提供体制整備に関する研究 西川　　亮 300,000

国医セ がん対策推進
総合研究事業

H29- がん対策 -
一般 -010

高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定
支援プログラムの開発に関する研究 濱口　哲弥 355,347

国医セ
医薬品・医療機器等レ
ギュラトリーサイエン
ス政策研究事業

H29- 医薬 - 一般
-010 地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究 石田　　明 66,668

　 42,450,743

3．がん研究開発費

区分 研究種目 課題
番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

国医セ がん研究
開発費 28-A-12 トランスレーショナルリサーチの標準化に関する研究 長谷川幸清 1,000,000

国医セ がん研究
開発費 29-A-3 成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究 塚崎　邦弘 4,600,000

毛呂 がん研究
開発費 29-A-4 多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデ

ンスの構築に関する研究 野田　光彦 100,000

　 　 　 　 　5,700,000
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4．AMED委託研究開発費　※研究費の金額は間接経費を含む
区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

毛呂
「統合医療」に係る
医療の質向上・科
学的根拠収集研究
事業

18lk031004
2h0001 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討 荒木　信夫 2,600,000

毛呂 医薬品等規制調和・
評価研究事業

18mk010108
9h0002 血液製剤のウイルス安全性向上に関する研究 岡田　義昭 1,750,000

毛呂 医薬品等規制調和・
評価研究事業

18mk010109
6h0002

中枢神経系に作用する依存性物質の迅速検出法の開発に関す
る研究 上條　吉人 1,500,000

毛呂 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010637
0h0002

がんと糖尿病：両者を繋ぐメカニズム、糖尿病併存がん患者
の実態に関する包括的な疫学研究 野田　光彦 390,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

18fk021004
3h0001

経口感染によるウイルス性肝炎（A 型及び E 型）の感染防止、
病態解明、治療等に関する研究 中山　伸朗 1,300,000

毛呂 感染症実用化研究
事業

18fk021020
2h0003

次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸とし
た C 型肝炎新規治療の病態解明と臨床応用 持田　　智 2,000,000

毛呂
感染症実用化事業 
肝炎等克服実用化
研究事業

18fk021003
5h0001

B 型肝炎再活性化の発生機序の解明と費用対効果に優れた予
防法の開発 持田　　智 1,300,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

18ek021009
5h0002

ICT を活用した Diabetic Kidney Disease の成因分類と糖尿病
腎症重症化抑制法の構築 岡田　浩一 2,000,000

毛呂
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

18ek021011
2h0001

高齢者の虚弱化の予防・先送りに資する総エネルギー消費量
の評価法に関する研究 仲村　秀俊 371,498

毛呂
女性の健康の包括
的支援実用化研究
事業

18gk021001
2h0003

妊娠糖尿病女性における出産後の糖尿病・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ発
症のﾘｽｸ因子同定と予防介入に関する研究 菊池　　透 130,000

毛呂 腎疾患実用化研究
事業

18ek031001
0h0001

診療連携・国際連携をも視野にいれた、生活習慣病、CKD
の診療の質向上に直結する多施設長期コホート研究 岡田　浩一 65,000

毛呂 創薬基盤推進研究
事業

18ak010104
8h0003

ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開発と供給体制整
備 村上　　孝 1,000,000

毛呂 創薬支援推進事業・
創薬総合支援事業

18nk010134
7h0003

環状ホスファチジン酸類縁化合物による多発性硬化症治療薬
の開発 吉川　圭介 2,532,024

毛呂
長寿・障害総合研
究事業　認知症研
究開発事業

18dk031006
9h0003 脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関与の検討 荒木　信夫 1,250,000

毛呂
長寿・障害総合研
究事業　認知症研
究開発事業

18dk031007
0h0003

脳脊髄液減少症の非典型例及び小児例の診断・治療法開拓に
関する研究 光藤　　尚 577,349

毛呂 難治性疾患実用化
研究事業

18ek010917
7h0003

（第 2 村山班）
創薬を見据えた、ミトコンドリア病の新規病因遺伝子の発見
とその病態解明 大竹　　明 500,000

毛呂 難治性疾患実用化
研究事業

18ek010927
2h0002-2

次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の
診断と治療に関する研究 太田　晶子 299,999

毛呂 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010926
5h0002 早産時核黄疸の包括的診療ガイドラインの作成 國方　徹也 122,120

毛呂 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010927
3h00012

ミトコンドリア病診療マニュアルの改定を見据えた、診療に
直結させるミトコンドリア病・各臨床病型のエビデンス創出
研究

大竹　　明 200,000

毛呂 免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業

18ek041004
7h0002

遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別化と個
別化医療基盤の確立 三村　俊英 403,000

毛呂 臨 床 ゲ ノ ム 情 報 統 合
データベース整備事業

18kk020501
4h0003

真に個別患者の診療に役立ち領域横断的に高い拡張性を有す
る変異・多型情報データベースの創成 大竹　　明 1,300,000

保医部 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010926
1h0002

IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのための前向きコホー
ト研究の推進とハイリスク患者の透析移行を阻止する治療法
の開発

石川　雅浩 500,000

総医セ 革新的がん医療
実用化研究事業

18ck010622
0h0003 病理中央診断、登録患者の病理診断、病理診断標準化 田丸　淳一 650,000

総医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010622
4h0003 眼部腫瘍の全国症例登録システムの構築に関する研究 小幡　博人 555,413

総医セ
感染症実用化事業 
肝炎等克服実用化
研究事業

18fk031011
2h0002 次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創薬研究 名越　澄子 5,200,000

総医セ 再生医療実用化研
究事業

18bk010400
4h0001

低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療に関する
研究 田村　正徳 3,188,061

総医セ 腎疾患実用化研究
事業

18ek031001
0h0001-2

診療連携・国際連携をも視野にいれた、生活習慣病、CKD
の診療の質向上に直結する多施設長期コホート研究 長谷川　元 65,000
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区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

総医セ 難治性疾患実用化
研究事業

18ek010936
0h0001 難治性血管炎診療の CQ 解決のための多層的研究 天野　宏一 187,200

総医セ
未来医療を実現す
る医療機器・シス
テム研究開発事業

18he180200
4h0202

脳血管内治療における暗黙知の可視化とデジタル画像処理に
基づいたカテーテル治療支援システムの開発 庄島　正明 14,699,773

総医セ
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

18kk020500
4h0203

ゲノム創薬・医療を指向した全国規模の進行固形がん、及び、
遺伝性腫瘍臨床ゲノムデータストレージの構築 石田　秀行 5,200,000

総医セ 臨床研究・治験推
進研究事業 CCT-C-3017 治験の実施に関する研究［トシリズマブ］ 天野　宏一 396,136

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010621
5h0003 外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研究 佐藤　　弘 600,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010624
2h0003

病理学的 Stage Ⅱ / Ⅲで” vulnerable" な 80 歳以上の高齢層
胃癌に対する開始量を減量したＳ -1 術後補助化学療法に関
するﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験

桜本　信一 700,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010625
1h0002

急性骨髄性白血病における PDX モデルで意義づけられた分
子層別化システムの確立と臨床的実効性と有用性の検証 麻生　範雄 910,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010629
3h0002

TERT を標的とした再発膠芽腫に対するエリブリンの医師主
導治験 西川　　亮 1,040,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010631
3h9902

Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのアス
ピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較試験 濱口　哲弥 18,239,854

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010631
7h0002

患者の QOL 向上をめざした胃がんに対する低侵襲標準治療
確立に関する多施設共同試験 桜本　信一 300,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010632
6h0002

分子標的治療薬によるざ瘡様皮膚炎に対する標準的ケア方法
の確立に関する研究 濱口　哲弥 260,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010633
0h0002 小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発 西川　　亮 500,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010633
1h0002

AYA 世代急性リンパ性白血病の小児型治療法および遺伝子
パネル診断による層別化治療に関する研究 麻生　範雄 780,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010633
8h0002

臨床試験と全国患者実態把握による indolent ATL に対する
標準治療の開発研究 塚崎　邦弘 14,221,057

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010634
1h0002

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた
標準治療確立に関する研究 西川　　亮 11,850,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010634
5h0002

認知症合併に対応した最適の治療選択と安全性の向上を目指
した支援プログラムの開発 濱口　哲弥 1,500,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010634
6h9902

超高齢者社会における治癒困難な高齢切除不能進行再発大腸
癌患者に対する標準治療確立のための研究 濱口　哲弥 6,030,000

国医セ 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010645
9h0001

小児から AYA 世代頭蓋外胚細胞腫瘍の治療毒性低減を目指
した国際共同臨床試験 藤原　恵一 520,000

国医セ 次世代がん医療創
生研究事業

18cm010641
2h0003

分子標的薬投与、抗がん剤投与、胸部外科手術、放射線治療
が原因で発症する致死性びまん性肺胞障害の原因探求と肺障
害予測法、予防法開発

小林　国彦 400,000

国医セ 次世代がん医療創
生研究事業

18cm010650
2h0003

ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新規治療標的の同
定 長谷川幸清 4,061,250

国医セ
次世代治療・診断
実現のための創薬
基盤技術開発事業

18ae010101
6s1005 体液中マイクロ RNA 測定技術基盤開発 各務　　博 8,872,500

国医セ
循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

18ek021005
8h0003

慢性心不全患者に対する多職種介入を伴う外来・在宅心臓リ
ハビリテーションの臨床的効果と医療経済的効果を調べる研
究

牧田　　茂 312,000

国医セ 腎疾患実用化研究
事業

18ek031000
7h0003 メガリンを標的とした腎機能温存・再生療法の開発 各務　　博 260,000

国医セ 難治性疾患実用化
研究事業

18ek010927
2h0002-1

次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の
診断と治療に関する研究 松田　　晃 300,001

国医セ 難治性疾患等実
用化研究事業

18ek010920
2h0002

RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多形性心室
頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明 住友　直方 260,000

国医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010935
2h0001 難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出 西本紘嗣郎 520,000

国医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010936
2h0001

プリオン病の早期診断基準の作成を目指した新たなエビデン
ス創出とその検証に用いる遺伝性プリオン病未発症例の臨床
調査と画像・生体材料の収集

高尾　昌樹 1,040,000

国医セ 難治性疾患等実用
化研究事業

18ek010937
5h0001

咽頭・喉頭・気管狭窄症診療ガイドライン作成を目指したエ
ビデンス創出研究 金子　公一 390,000

国医セ
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

18kk020500
5h0003

がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備に
関する研究 麻生　範雄 650,000
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区分 研究種目 課題番号 研究課題名 研究者名 研究費（円）

国医セ
臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

18kk020500
9h0003 認知症臨床ゲノム情報データベース構築に関する開発研究 高尾　昌樹 640,000

国医セ 臨床研究・治験推
進研究事業

18lk020104
4h0003

がん領域 Clinical Innovation Network 事業による超希少がん
の臨床開発と基盤整備を行う総合研究 藤原　恵一 1,500,000

国医セ 臨床研究・治験推
進研究事業

18lk020106
4h0002

進行卵巣癌 ･ 卵管癌 ･ 腹膜癌に対する腹腔内化学療法確立の
ための研究 藤原　恵一 27,300,000

ゲノム
医 療 研 究 開 発 革
新 基 盤 創 成 事 業
(CiCLE)

17pc010100
7h0001

進行性骨化性線維異形成症（FOP）に対する革新的治療薬の
創出 片桐　岳信 60,032,908

ゲノム 革新的がん医療実
用化研究事業

18ck010619
4h0003

女性難治がんの PDX モデルを用いたがん微小環境を標的と
した革新的診断治療法の構築 池田　和博 11,159,890

ゲノム 次世代がん医療創
生研究事業

18cm010614
4h0001

がん悪性化を担う RNA 制御メカニズムの包括的解明と革新
的創薬 池田　和博 2,650,000

　 　 　 　 230,032,033
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4．年　譜

4 月
  1 日 ・医学部入学定員 128 名→ 129 名
  1 日 ・保健医療学部　学科名変更　医用生体工学科→臨床工学科
 1 日 ・RA センター　特定臨床研究推進センターを国際医療センター内に設置，リサーチパーク担当を RA

センター内に設置
 2 日 ・新任式
 9 日 ・入学式（医学部第 47 回，保健医療学部第 13 回）
 9 日 ・大学院入学式
 21 日 ・第 144 回埼玉医科大学市民公開講座『血液がんのはなし』
 21 日 ・国際医療センター　第 89 回フォワイエコンサート
 23 日 ・埼玉医科大学臨床研究審査委員会　厚生労働省の認定を得る
 23 日 ・総合医療センター　平成 29 ～ 30 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
 25 日 ・大学病院　平成 29 ～ 30 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
 26 日 ・国際医療センター　平成 29 ～ 30 年度医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会
 28 日 ・国際医療センター　6 地区医師会連絡協議会
 29 日 ・第 112 回医師国家試験合格祝賀・壮行会

5 月
  7 日 ・総合医療センター　埼玉西武ライオンズ 2 選手小児科慰問
 11 日 ・大学病院　ふれあい看護の日・ふれあい看護体験
 11 日 ・大学病院　診療報酬改定講演会
 12 日 ・第 1 回埼玉医科大学若手卒業生の集い in 東京「新専門医制度研修プログラム説明会」（京王プラザ

ホテル）
 12 日 ・国際医療センター　第 90 回フォワイエコンサート
 15 日 ・国際医療センター　平成 30 年度方針説明会，JCI フォローアップ審査前決起集会
 18 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
 19 日 ・第 145 回埼玉医科大学市民公開講座『婦人科の病気』
 23 日 ・保健医療学部　高校教諭対象保健医療学部キャンパス見学会
 23-25 日 ・国際医療センター　JCI フォローアップ審査（教育研究棟 2 階）
 26 日 ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
 26 日 ・保健医療学部　高校教諭対象国際医療センター見学会
 26 日 ・国際医療センター　JCI 認証を更新
 27 日 ・第 5 回国際医療センター運動会

6 月
  2 日 ・第 146 回埼玉医科大学市民公開講座『てんかんについてもっと知りたい！』
 2 日 ・国際医療センター　第 17 回市民公開講座「がん患者さんのエ ンドオブライフを支える」
 2 日 ・国際医療センター　第 91 回フォワイエコンサート
 6 日 ・RA センター　公的研究費に係る説明会（日高キャンパス）
 7 日 ・平成 30 年度埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会開講式
 8 日 ・RA センター　公的研究費に係る説明会（毛呂山キャンパス）
 9 日 ・保健医療学部　授業見学会
 13 日 ・RA センター　公的研究費に係る説明会（川越キャンパス）
 16 日 ・病院群臨床研修センター　新専門研修プログラム説明会（大学病院）
 16 日 ・保健医療学部　授業見学会
 16 日 ・大学病院　第 7 回市民公開講座
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 17 日 ・保健医療学部　第 1 回オープンキャンパス
 18 日 ・第 20 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会
 21 日 ・国際医療センター　ジャパンインターナショナルホスピタルズ訪問審査
 23 日 ・医学部　平成 30 年度第 1 回臨床実習指定学外施設懇談会
 27 日 ・第 37 回埼玉医科大学・連携施設懇談会
 29 日 ・医学部　高校教員対象医学部説明会

7 月
 2 日 ・総合医療センター　5 階西病棟オープンセレモニー・内覧会
 5 日 ・Student Exchange Program 留学生壮行・歓迎会
 7-9 日 ・Student Exchange Program 河口湖セミナー
 7 日 ・平成 29 年度中堅看護師研修「看護研究の実際」発表会・修了式
 7 日 ・総合医療センター　サマーコンサート
 13 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
 14 日 ・第 147 回埼玉医科大学市民公開講座『胃も腸も悩んでいる？機能性ディスペプシアと過敏性腸症

候群、その病態と治療について』
 14 日 ・国際医療センター　第 92 回フォワイエコンサート
 18 日 ・国際医療センター　第 81 回地域医療連携懇話会
 20 日 ・学内グラント受賞者成果発表会
 21 日 ・教育・研究、診療連携会議
 21 日 ・医学部　教授・教員総会、名誉教授称号証授与式
 22 日 ・医学部　第 1 回オープンキャンパス
 22 日 ・保健医療学部　第 2 回オープンキャンパス
 23-27 日 ・保健医療学部　授業見学会
 25 日 ・国際医療センター　大規模災害実働訓練
 27-28 日 ・第 39 回医学教育ワークショップ
 28 日 ・国際医療センター　第 93 回フォワイエコンサート
 29 日
-8 月 26 日  

・Student Exchange Program（台湾チャンガン大学のみ～ 8/25）

 29 日 ・保健医療学部　第 3 回オープンキャンパス

8 月
 1-2 日 ・保健医療学部　第 22 回医療人教育のためのワークショップ（新任）
 4 日 ・国際医療センター　第 94 回フォワイエコンサート
 6 日 ・平成 30 年度中堅看護師研修「看護研究の実際」開講式
 7 日 ・平成 30 年度 EPA に基づくベトナム人看護師候補生受入れ開始
 15-16 日 ・国際交流センター　イギリス・リバプール大学へ訪問
 18 日 ・保健医療学部　第 4 回オープンキャンパス
 19 日 ・保健医療学部　第 5 回オープンキャンパス
 22 日 ・納骨式
 22-23 日 ・保健医療学部　第 23 回医療人教育のためのワークショップ（アドバンスト・コース）
 24 日 ・医学部　平成 30 年度埼玉県地域枠医学生奨学金貸与・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与選

考面接
 29 日 ・大学病院　医療法第 25 条立入検査
 30 日 ・平成 30 年度（第 3 期）リーダーズセミナー（幹部人材育成集中講座）開講

9 月
 1 日 ・埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル開講式
 1 日 ・大学院博士課程入試（平成 30 年度後期入学、平成 31 年度前期入学第 1 回）及び第 73 回語学試験
 1 日 ・平成 30 年度大学院修士課程（医学研究科・看護学研究科）（一般・社会人）第 1 回入試
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 1 日 ・第 18 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座「最新の肺癌治療　最近話題の免疫チェック
ポイント阻害薬ってなんだろう」

 6 日 ・第１回医療マネジメントセミナー
 6 日 ・大学病院　第 13 回シンフォニー（紹介患者報告会）
 7 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会、臨時評議員会並びに臨時理事会
 7-8 日 ・ゲノム医学研究センター　RCGM フロンティア国際シンポジウム
 7 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（日高市立高麗

小学校）
 12 日 ・国際医療センター　麻薬取扱施設に対する国との合同立入検査
 15 日 ・第 148 回埼玉医科大学市民公開講座『帯状疱疹』
 19 日 ・国際医療センター　第 82 回地域医療連携懇話会
 22 日 ・保健医療学部　看護学科第 26 回公開講座
 22 日 ・国際医療センター　第 95 回フォワイエコンサート
 23 日 ・保健医療学部　看護学科 3 年次・臨床工学科 2 年次編入試験
 26 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（久喜市立栗橋

小学校）
 28 日 ・大学病院　西部地域の病院ネットワークを考える会実務者会議
 29 日 ・第 21 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会

10 月
  1 日 ・総合医療センター　6 階西病棟オープンセレモニー・内覧会
 5 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（三郷市立前間

小学校）
 6 日 ・保健医療学部　看護学科　領域別実習要件認定式（戴帽式）
 9-11 日 ・大学病院　アルフレッサによる病院機能評価模擬審査
 10 日 ・第 38 回埼玉医科大学・連携施設懇談会
 10 日 ・大学病院　ロシア国立医療放射線研究センターと医療連携協定に関する調印式
 13 日 ・第 149 回埼玉医科大学市民公開講座『心臓突然死』
 18 日 ・第 2 回医療マネジメントセミナー
 20-21 日 ・大学祭　第 11 回越華祭（医学部，保健医療学部）
 21 日 ・総合医療センター　第 6 回 SMC メディカルラリー
 26 日 ・大学院博士課程研究発表会
 27 日 ・平成 30 年度解剖体慰霊祭
 27 日 ・保健医療学部　第 35 回公開講座
 27 日 ・国際医療センター　第 96 回フォワイエコンサート
 31 日 ・大学病院　アルフレッサによる病院機能評価模擬審査報告会

11 月
  7 日 ・国際医療センター　医の倫理教育講演会
 10 日 ・第 150 回埼玉医科大学市民公開講座『認知症と誤嚥性肺炎にならないために』
 14 日 ・平成 30 年度留学生帰国報告会
 14 日 ・大学病院　防災訓練
 14 日 ・国際医療センター　病院長による方針説明会
 16 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
 16 日 ・医学部　第 4 回学生による研究発表会
 16 日 ・大学病院　施設基準に係る適時調査
 16 日 ・国際医療センター　飯能警察署による防犯訓練
 17 日 ・医学部　第 8 回医学教育フォーラム
 18 日 ・医学部　推薦・帰国生入試
 18 日 ・保健医療学部　推薦入試
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 20 日 ・第 3 回医療マネジメントセミナー
 24 日 ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
 24 日 ・国際医療センター　第 97 回フォワイエコンサート
 25 日 ・保健医療学部　第 6 回オープンキャンパス
 25 日 ・国際医療センター　埼玉県総合医局機構「高校生の志」養成事業
 26 日 ・大学病院　平成 30 年度病院運営方針説明会，病院機能評価受審決起集会
 29 日 ・総合医療センター　埼玉県ドクターヘリ運航 10 周年記念式典

12 月
 1-2 日 ・第 17 回埼玉医科大学病院群臨床研修指導医講習会
 1 日 ・埼玉医科大学認定看護管理者教育課程セカンドレベル開講式
 5 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（川島町立つば

さ南小学校）
 6 日 ・医学部　柚子の会
 7 日 ・学生相互交換留学制度説明会
 8 日 ・保健医療学部　第 37 回公開講座
 8 日 ・大学病院　第 8 回市民公開講座
 8 日 ・国際医療センター　第 98 回フォワイエコンサート
 9 日 ・保健医療学部　AO 入試（臨床検査学科、臨床工学科）
 11 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（川越市立泉小

学校）
 11 日 ・国際医療センター　医療法第 25 条立入検査
 12-14 日 ・大学病院　病院機能評価本審査
 15 日 ・第 151 回埼玉医科大学市民公開講座『うつ病とストレス』
 15 日 ・総合医療センター　大規模災害訓練
 15 日 ・総合医療センター　クリスマスコンサート
 15 日 ・第 19 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座「大動脈を労る・治す」
 19 日 ・国際医療センター　第 83 回地域医療連携懇話会
 20 日 ・埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者の埼玉県知事表敬訪問
 22 日 ・教育・研究、診療連携会議
 22 日 ・平成 30 年度学生研究発表表彰式，学内グラント授賞式
 22 日 ・平成 30 年度医学部・保健医療学部合同教授・教員総会
 26 日 ・総合医療センター　7 階西病棟オープンセレモニー・内覧会

1 月
 4 日 ・新年拝賀式・永年勤続者表彰・賀詞交歓会
 4 日 ・総合医療センター　賀詞交歓会
 5 日 ・大学院博士課程入試（平成 31 年度前期入学第 2 回）及び第 74 回語学試験
 5 日 ・保健医療学部　見学会・国際医療センター見学ツアー
 8 日 ・かわごえクリニック　機能性消化管障害外来診療開始
 11 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
 12 日 ・大学院修士課程入試（第 2 回募集）
 12 日 ・第 152 回埼玉医科大学市民公開講座『遺伝子の情報に基づくがん医療』
 15 日 ・病院群臨床研修センター　研修医・指導医激励会
 17 日 ・国際交流センター　ドイツ・シャリテベルリン医科大学及びタイ・ランシット大学留学生来日，歓

迎食事会
 19-20 日 ・医学部　センター試験利用入試一次試験
 21 日 ・大学病院　精神科病院等実地指導
 24 日 ・総合医療センター　埼玉県夢のかけはし教室特別編「ドクターヘリ小学校体験会」（富士見市立ふ

じみ野小学校）
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 27 日 ・医学部　一般入試（前期）一次試験
 29 日 ・総合医療センター　医療法第 25 条立入検査

2 月
 1 日 ・毛呂山消防団「学生機能別団員」発足式
 1 日 ・保健医療学部　一般入試（前期）一次試験
 3 日 ・医学部　一般入試（前期）二次試験
 3 日 ・保健医療学部　一般入試（前期）二次試験
 4 日 ・医師国家試験壮行会
 6 日 ・国際医療センター　放射線同位元素等取扱施設の定期検査・定期確認
 7 日 ・大学病院　埼玉県特別機動援助隊（埼玉 SMART）合同訓練（鴻巣市上谷総合公園）
 15 日 ・学生相互交換留学制度交換留学生選考会
 17 日 ・医学部　一般入試（後期）一次試験
 22 日 ・第 18 回学内グラント受賞者成果発表会
 23 日 ・平成 30 年度埼玉医科大学認定看護管理者教育課程セカンドレベル閉校式
 23 日 ・医学部　平成 30 年度第 2 回臨床実習指定学外施設懇談会
 23 日 ・第 20 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座「急げ！脳卒中～脳卒中治療の最前線～」
 24 日 ・医学部　一般入試（後期）二次試験
 26 日 ・総合医療センター　施設基準に係る適時調査
 26 日 ・国際医療センター　医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト結果報告会
 28 日 ・保健医療学部　一般入試（後期）
3 月

  1-2 日 ・埼玉医科大学リサーチパーク内覧会
 2 日 ・保健医療学部　見学会・国際医療センター見学ツアー
 3 日 ・医学部　センター試験利用入試（前期）二次試験
 7 日 ・大学病院　第 14 回シンフォニー（紹介患者報告会）
 9 日 ・医学部第 42 回卒業式，謝恩会
 9 日 ・保健医療学部第 10 回卒業式，謝恩会
 12 日 ・大学院修士課程　第 8 回学位記授与式
 14 日 ・医学部　センター試験利用入試（後期）二次試験
 15 日 ・学校法人埼玉医科大学　常任理事会
 16 日 ・第 153 回埼玉医科大学市民公開講座『がん患者さんの日常生活を支える－栄養と運動について－』
 16 日 ・大学病院　第 9 回市民公開講座
 18 日 ・第 113 回医師国家試験合格発表（本学新卒 85.2%，全体 84.9％（新卒・既卒含む））
 20 日 ・国際医療センター　第 84 回地域医療連携懇話会
 22 日 ・保健医療学部　第 108 回看護師国家試験合格発表　合格率 98.9％（新卒），第 105 回保健師国家

試験合格発表　合格率 87.0％（新卒）
 23 日 ・学校法人埼玉医科大学　評議員会，理事会
 23 日 ・大学病院　てんかん市民公開講座
 25 日 ・保健医療学部　第 65 回臨床検査技師国家試験合格発表　合格率 82.1％（新卒）
 25 日 ・保健医療学部　第 54 回理学療法士国家試験合格発表　合格率 95.7％（新卒）
 26 日 ・保健医療学部　第 32 回臨床工学技士国家試験合格発表　合格率 92.7％（新卒）
 26 日 ・総合医療センター　医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト結果報告会
 27 日 ・医学部，保健医療学部，短期大学，附属総合医療センター看護専門学校　埼玉医大グループスクー

ルフェスタ
 27 日 ・大学病院　医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト結果報告会
 29 日 ・大学病院　埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会
 29 日 ・国際医療センター　病院長による事業報告
 30 日 ・第 13 回大学院博士課程学位記授与式　学位取得者 40 名（甲種 18 名，乙種 22 名）
 30 日 ・医学部　第 13 回スチューデントドクター認定式　123 名



編　集　後　記

本年度（平成 30 年度）は，医学部入試が世間から大きな注目を浴び，入試のありかたが改めて問い直さ
れた年度でした．本学では，入学者選抜の拠り所となるアドミッションポリシーおよびその基となる本学の
基本理念の周知とともに，さらなる入試管理体制の強化が図られました．本年度も，大学評価の準備は着実
に進められ，IR（Institutional Research）センターが中心的役割を果たすようになってきました．これは，
認証取得のためだけはなく，恒常的に PDCA サイクルを回す内部質保証体制の確立を目指したものです．

PDCA サイクルを回す上では，組織全体としての長期計画に基づく自己点検・評価，実行に加えて，年度
毎の自己点検・評価も重要です．その中核となるのが，この年報です．さらに，個人レベルでの自己点検・
評価が人事考課であり，これも平成 16 年度から毎年度実施されています．本学では，IR センターの発足以
前から，こういった各レベルでの自己点検・評価，実行が継続して行われ，大学全体の内部質保証に寄与し
てきましたが，IR 活動はその体制の一層の強化に大いに役立ってくれるものと思います．

年報は，実績記録のみならず，過去 1 年間の活動を振り返って自己点検・評価し，次年度への改善に繋
げるための報告書であり，大学評価の基礎をなすものです．

編集においては，従来の形式を基本に，以下の方針で行いました．
1）教育，研究，診療に分けて，年度目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．ただし，診療

部分の詳細は病院要覧に委ね，要約のみを記載する．学部と大学院は分けて記載する．
2）業績としての論文・学会発表実績は，基本学科毎（保健医療学部は学科内の分野毎）に代表的なもの

10 編とし，全業績はデータベースに蓄積する．
3）委員会報告も，年次目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．
全体の構成として，大学院，医学部，保健医療学部の関係，および毛呂山キャンパス，川越キャンパス，

日高キャンパスの関係が，明確となるような項目立てにいたしております．
この立派に編集された自己点検・評価書である年報が内部質保証のためにさらに有効に活用される方策も

図られています．
最後になりましたが，この年報作成に対する関係各位のご協力と庶務課の皆様の本当に大変なご努力に心

より感謝いたします．

土田　哲也
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