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Ｇ．保健医療学部
１．看護学科
２．臨床検査学科
３、臨床工学科
４．理学療法学科
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Ｈ．ゲノム医学研究センター
１．遺伝子構造機能部門
２．遺伝子情報制御部門
３．発生・分化・再生部門
４．病態生理部門
５．遺伝子治療部門
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Ｉ．医学教育センター
１．教育主任部門
２．教養養育部門
３．卒前医学教育部門
４．卒後医学教育部門
５．シミュレーション教育部門
６．教育情報部門
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７．Faculty Development 部門
８．事務部門
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Ｊ．医学研究センター
１．研究主任部門
２．共同利用施設運営部門
３．安全管理部門
４．フェローシップ部門
５．研究評価部門
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平成 31 年は 1 月から 4 月までの 4 カ月間で、5 月から令和元年に改元された。したがって、
「令和元年度」は、平成 31 年 4 月から令
和 2 年 3 月までの 1 年間となる。
国内では台風豪雨による河川の氾濫、沖縄首里城の焼失、京都アニメーションの放火事件など深刻な事案が続いたが、年末には吉野彰
氏のノ－ベル化学賞受賞といった明るい話題もあった。国外では、後に WHO により COVID-19 と命名されることになる新型コロナウイル
スによる感染症が中国武漢市で発生し、世界中に拡散して社会経済活動を大混乱に陥れた。わが国においては、令和 2 年 1 月に指定感染
症に指定されたが、国内の感染拡大は続き、教育研究活動も大きな影響を受けることとなった。
本学の学事は、年度の初めから概ね順調に推移していたが、年度末になって COVID-19 感染拡大による影響を受け、実習や卒業式等の
中止を余儀なくされた。
以下に令和元年度の主な事項について概要を述べる。

1．学事の運営
学事に関する重要事項は、学長、
「入試・自己点検等」
、
「研究等」
、
「大学院・国際化等」
、
「教育等」を担当する 4 名の副学長、医学部、
保健医療学部を担当する 2 名の学部長、医学研究科、看護学研究科を担当する 2 名の研究科長、大学事務部長を構成員とする大学運営会
議で審議された。その後、学部に関する事項は各学部の運営会議と教授会において、研究科に関する事項は各研究科の運営委員会と研究
科委員会において検討され、実施に移された。また、各事項は、学部および研究科に置かれた自己点検・評価委員会において、その適切
性、有効性が検証され、その結果は全学自己点検・評価委員会に報告された。自己点検評価の結果は、大学運営会議にフィ－ドバックさ
れ、教育・研究活動のさらなる改善・向上のための基礎資料とされた。なお、IR センターを始めとする各センターは、担当する事項に
ついての情報収集、企画立案を行うとともに、実行部隊としての役割を果たした。
教職員間の情報共有ならびに意見交換を目的とした教授・教員総会は、7 月 20 日（通算 19 回目）および 12 月 14 日（通算 14 回目)に
開催された。両総会では、例年どおり理事長から法人の運営方針や財務状況などについての説明も行われた。

2．任期制と人事考課
平成 16 年度に導入された任期制は、教員人事考課とともに、平成 17 年度以降、評価方法の改良を図りつつ、全教員に範囲を拡大し、
継続して実施されている。令和元年度の教員任期制による再任判定については、該当者 273 名のうち、再任を希望する者は 270 名、再任
を希望しない者は 3 名であった。再任希望者のうち人事考課で●（問題あり）の評定が付されている者を対象に、再任の可否に関する検
討を行った。最終的に再任を希望する者 270 名が再任され、任期が更新された。

3．私立大学等改革総合支援事業
平成 25 年度から始まった私立大学等改革総合支援事業は、大学改革に全学的・組織的に取り組む大学に対する支援を強化するため、
経常費・設備費・施設費を一体的に支援する文部科学省の事業である。申請の際の評価項目は当初、
「2040 年に向けた高等教育のグラン
ドデザイン」に沿った内容であったが、令和元年度は「Society5.0 に向けた人材育成」に沿った内容に変更された。本学ではタイプ１
～4 のうち、タイプ 1 と 4 に申請を行ったが、採択されたのは「タイプ 4」のみであった。タイプ 1 の不採択は、本学の教育改革の方向
性について再検討を促すこととなった。

4．市民公開講座
一般市民を対象とした市民公開講座は 15 年目を迎えた。令和元年度も、特に年間テーマを決めず、一般市民に関心の高いと思われる
テ－マについて最新の話題を選択して 10 回開催し、新規受講者 258 人、受講者総数 1,119 名と、多くの市民に参加いただいた。講演の
内容を一般市民向けの書籍として 5 冊発刊した。

5．医学研究の振興および支援
学内の医学研究の振興、リサーチマインドの涵養を目的として、本年度も、法人、学長、3 病院長による 5 種類の学内グラントの公募
を行った。平成 26 年度から始まった篤志家の寄附に基づくグラント（関口記念特別賞）は最後の公募となった。
令和元年度の競争的資金の獲得状況は 276 件(前期比 20)、金額は 443 百万円(前期比マイナス 54 百万円)であった。

6．国際交流
医学部の交換留学プログラムは 25 年目を迎えた。これまでに相手校に派遣した医学部の学生数は累積で 485 人、相手校から受け入れ
た留学生は 410 人となった。

全学的な国際交流事業として平成 18 年度から始まった低学年を対象とした春季語学研修プログラムには医学部生 24 人、保健医療学
部生 8 人、教員を対象とした短期留学制度には 5 名の参加があった。ただし、春季語学研修については新型コロナウィルス感染症のため
実施が中止となった。
Tomson & Reuter 社の運営する Times Higher Education による世界大学ランキングへの登録を継続した。2019 年度は、世界版 1000+、
アジア版 301-350、アジア-太平洋版 201-250 であった。

7． 埼玉医科大学グル－プ 21 世紀ビジョン実行戦略会議
令和 4 年(2022 年)に創立 50 周年を迎えるにあたり、従来の 21 世紀ビジョン会議と創立 50 周年事業実行委員会を再編・改組し、
「埼
玉医科大学グル－プ 21 世紀ビジョン実行戦略会議(飛翔会)」を設置した。これにあわせて、
「日本のメイヨークリニックを目指す会」
は、飛翔会の下に設置された「埼玉医科大学 FD・SD 統括委員会」が担当することになった。また、飛翔会の下で、将来構想タスクフォ
ースの活動が開始された。

8．長期総合計画
本学では長期総合計画にもとづいて大学運営が行われている。令和元年度は、第４次長期総合計画「飛翔」の折り返し点である 4 年目
にあたるが、①教育・研究・診療すべての面での質向上、②国際化の推進、③安定した財務基盤の確立という３つの方針が継続された。

9．教員人事
別所学長が再任された。任期は 2019 年 8 月から 2021 年 7 月までである。病院関係では、小山国際医療センタ－病院長が 3 月末で、
片山かわごえクリニック院長が 7 月末で退任し、佐伯教授が国際医療センタ－病院長に、屋嘉比特任教授がかわごえクリニック院長に
就任した。任期は、それぞれ 2019 年 4 月から 2021 年 3 月、2019 年 8 月から 2020 年 7 月である。
令和元年度の教授採用は 9 名で、学内から昇格した教授は 12 名であり、退職した教授は 20 名であった。

10．総括
新たな元号「令和」を冠した令和元年度は、当初、順調に滑り出した。本学においては、令和 2 年度受審予定の大学機関別認証評価へ
の準備を進める中で、自己点検評価による内部質保証体制の構築に取り組んできた。しかしながら、年度末になって COVID-19 感染症と
いうパンデミックが発生し、世界の社会経済活動が大混乱に陥った。本学も例外ではなく、教育、研究、診療の全ての面で大きな影響を
受けることになった。パンデミックの今後についての見通しは立たない状況にあるが、本学では、自己点検と自己改革を継続することに
よって、質の高い教育を行い、優れた研究成果を発信し、学生からも、社会からも求められ、支持される大学で有り続けるよう努力する
ことが重要である。

1．沿

革

１．沿革
埼玉医科大学の歴史は、母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼる。
大学の前身である毛呂病院は、明治25(1892)年に院長 丸木 清太郎の下、毛呂地区に診療所として創立された。その後、
大正8(1919)年に第2代院長 丸木 清に代わり、さらに昭和25(1950)年には第3代院長 丸木 清美に引き継がれた。その後、
病院となり戦後の昭和27(1952)年より社会福祉法人に改組し、「限りなき愛」を基本理念に地域医療と福祉を連携させて
運営してきた。昭和39(1964)年からは、社会福祉法人毛呂病院を総合病院として発展し、整備された。
そして昭和47(1972)年に、社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が設立された。大学設立後47年を
経た、この令和元(2019)年までの沿革並びに主な出来事を以下に記す。
昭和47(1972)年4月 埼玉医科大学医学部開学（入学定員80名）
昭和47(1972)年4月 学長 落合 京一郎、理事長 栗原 浩、専務理事 丸木 清美、
昭和47(1972)年4月 常務理事 丸木 清浩
昭和47(1972)年8月 埼玉医科大学附属病院開設 病院長 大島 良雄
昭和51(1976)年1月 神経精神科センター開設
昭和51(1976)年4月 入学定員80名より100名に変更（入学定員100名）
昭和53(1978)年4月 埼玉医科大学大学院医学研究科博士課程開設（入学定員50名）
昭和53(1978)年8月 理事長 丸木 清美
昭和57(1982)年8月 専務理事 丸木 清浩
昭和58(1983)年6月 病院長 宮川 正
昭和60(1985)年3月 埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
昭和60(1985)年3月 所長 坂元 正一
平成元(1989)年5月 病院長 東 博彦
平成元(989)年10月 学長代行 宮川 正
平成02(1990)年8月 学長 石田 正統
平成06(1994)年4月 理事長 丸木 清浩
平成06(1994)年4月 総合医療センター 所長 遠山 博
平成09(1997)年8月 学長 東 博彦、名誉学長 石田 正統、病院長 尾本 良三
平成10(1998)年7月 専務理事 濱口 勝彦
平成11(1999)年4月 総合医療センター 所長 安倍 達
平成12(2000)年4月 キャンパス呼称変更（毛呂山キャンパス、川角キャンパス）
平成13(2001)年1月 総合医療センター センター長 濱口 勝彦（専務理事）
6月 埼玉医科大学ゲノム医学研究センターを日高市山根地区に開設
平成13(2001)年6月 所長 村松 正實
平成13(2001)年6月 第1次長期総合計画「夢」（平成13(2001)年度～平成17(2005)年度）
平成14(2002)年1月 総合医療センター センター長 小川 雄之亮
平成14(2002)年6月 埼玉医科大学創立30周年記念式典・祝賀会
平成14(2002)年9月 総合医療センター センター長

飯沼 壽孝

平成15(2003)年5月 常務理事 丸木 清之、尾本 良三、藤森 貞夫
平成15(2003)年8月 医学教育センター設立 センター長

山内 俊雄

平成16(2004)年7月 埼玉医科大学かわごえクリニック開設 院長 川添 太郎
平成16(2004)年8月 学長 山内 俊雄、名誉学長 東 博彦、大学病院長 横手 祐二
埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
平成16(2004)年9月 総合医療センター センター長 吉本 信雄
平成17(2005)年2月 日高キャンパス地鎮祭
平成17(2005)年8月 総合医療センターセンター長を病院長と改称
医学研究センター設立 センター長 山内 俊雄
国際交流センター設立 センター長 野村 正彦
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医学教育センター センター長 別所 正美
12月 埼玉医科大学保健医療学部 認可
平成18(2006)年3月 埼玉医科大学創立30周年記念講堂竣工
平成18(2006)年4月 埼玉医科大学保健医療学部開設 学部長 大野 良三
（入学定員：看護学科80名・健康医療科学科80名・医用生体工学科40名）
医学部教員組織の変革
平成18(2006)年4月 第2次長期総合計画「飛躍」（平成18(2006)年度～平成22(2010)年度）
平成18(2006)年7月 副理事長 濱口 勝彦、専務理事 丸木 清之、専務理事

尾本 良三、

常務理事・事務局長 堀口 一夫
平成18(2006)年8月 地域医学･医療センター設立 センター長 横手 祐二
平成19(2007)年3月 大学機関別認証評価 適合認定
医学部（1年次）を川角キャンパスから毛呂山キャンパスに移設
平成19(2007)年4月 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設
病院長 松谷 雅生
保健医療学部 理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員40名）
（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
平成19(2007)年8月 アドミッションセンター設立 センター長 山内 俊雄
医学研究センター センター長 松下 祥
平成20(2008)年4月 ゲノム医学研究センター 所長 岡﨑 康司
保健医療学部 入学定員の変更
看護学科入学定員80名（入学定員80名）
健康医療科学科入学定員80名より70名に変更（入学定員70名）
医用生体工学科40名（入学定員40名）
理学療法学科入学定員40名より50名に変更（入学定員50名）
8月 大学病院 病院長 片山 茂裕、名誉病院長 横手 祐二
地域医学･医療センター センター長 鈴木 洋通
平成21(2009)年4月 医学部医学科入学定員100名より110名に変更（入学定員110名）
アレルギーセンター設立 センター長 永田 真
東洋医学センター設立 センター長 三村 俊英
教職員・学生健康推進センター設立 センター長 今井 康雄
情報技術支援推進センター設立 センター長 椎橋 実智男
ゲノム医学研究センター 名誉所長 村松 正實
平成22(2010)年4月 医学部 学部長 別所 正美
医療人育成支援センター設立 センター長 西村 重敬
先端医療開発センター設立 センター長 西山 正彦
国際交流センター センター長 松本 万夫
医学部医学科入学定員110名より115名に変更（入学定員115名）
埼玉医科大学大学院修士課程開設
医学研究科医科学専攻（入学定員8名）
看護学研究科看護学専攻（入学定員10名）
6月 かわごえクリニック 院長 佐々木 望、名誉院長 川添 太郎
平成23(2011)年3月 講義棟15号館 オルコスホール竣工
平成23(2011)年4月 医学部医学科入学定員115名より120名に変更（入学定員120名）
医学教育センター センター長 荒木 信夫
国際医療センター 病院長 小山 勇
国際医療センター 名誉病院長 松谷 雅生
第3次長期総合計画「誇り｣（平成23(2011)年度～平成27(2015)年度）
8月 学長 別所 正美、副学長 吉本 信雄、名誉学長 山内 俊雄
アドミッションセンター センター長 別所 正美
3月 東洋医学センター 病院組織へ移管
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先端医療開発センター 廃止
平成24(2012)年4月 教職員・学生健康推進センター センター長 池田 斎
医療人育成センター センター長 三村 俊英
5月 専務理事 吉本 信雄、常務理事 田島 賢司
平成24(2012)年6月 事務局長 田島 賢司
平成24(2012)年9月 総合医療センター 病院長 堤 晴彦
平成24(2012)年9月 総合医療センター 名誉病院長 吉本 信雄
平成25(2013)年3月 学生ホール16号館 落合ホール竣工
学習棟開設
4月 医学部医学科入学定員120名より121名に変更（入学定員121名）
10月 大学機関別認証評価 実地調査
平成26(2014)年1月 教職員･学生推進センター センター長 丸山 義明
3月 大学機関別認証評価 適合認定
4月 医学部医学科入学定員121名より125名に変更（入学定員125名）
国際交流センター センター長 田中 淳司
5月 理事長 丸木 清之
平成06(1994)年4月 名誉理事長 丸木 清浩
アレルギーセンター 病院組織へ移管
8月 大学病院 病院長 金澤 實
かわごえクリニック 院長 片山 茂裕
地域医学･医療センター センター長 別所 正美
平成27(2015)年3月 副理事長 吉本 信雄、専務理事 棚橋 紀夫
4月 副学長 土田 哲也、松下 祥、木崎 昌弘
医学部医学科入学定員125名より126名に変更（入学定員126名）
保健医療学部 学部長 加藤木 利行
保健医療学部 学科名変更 健康医療科学科より臨床検査学科へ変更
RAセンター設立 センター長 吉本 信雄
平成28(2016)年4月 医学部医学科入学定員126名より127名に変更（入学定員127名）
医学教育センター センター長 土田 哲也
国際交流センター センター長 藤巻 高光
教職員･学生推進センター センター長 富谷 智明
地域医学･推進センター設立 センター長 柴崎 智美
地域医学･医療センター 廃止
第4次長期総合計画「飛翔｣（平成28(2016)年度～平成34(2022)年度）
5月 常務理事 茂木 明
6月 事務局長 茂木 明
8月 大学病院 病院長 織田 弘美
平成29(2017)年4月 医学部医学科入学定員127名より128名に変更（入学定員128名）
5月 ゲノム医学研究センター 所長 奥田 晶彦
8月 副学長 森

茂久

平成30(2018)年4月 医学部医学科入学定員128名より129名に変更（入学定員129名）
4月 医学部 学部長 村越 隆之
4月 保健医療学部 学科名変更 医用生体工学科より臨床工学科へ変更
平成31(2019)年4月 医学部医学科入学定員129名より130名に変更（入学定員130名）
令和元(2019)年8月 かわごえクリニック 院長 屋嘉比 康治
２．本学の現況
○所在地
毛呂山キャンパス（法人本部、医学部、大学院、埼玉医科大学病院
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地
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他）

川角キャンパス（保健医療学部 理学療法学科）
埼玉県入間郡毛呂山町川角981番地
川越キャンパス（総合医療センター

他）

埼玉県川越市鴨田1981番地
日高キャンパス（国際医療センター、ゲノム医学研究センター、保健医療学部 他）
埼玉県日高市山根1397番地1
川越ビル（かわごえクリニック他）
埼玉県川越市脇田本町21番地7
○学部等の構成
埼玉医科大学大学院
医学研究科

博士課程

生物・医学研究系専攻
社会医学研究系専攻
臨床医学研究系専攻

修士課程

医科学専攻

修士課程

看護学専攻

看護学研究科
埼玉医科大学
医学部

医学科

保健医療学部

看護学科，臨床検査学科，臨床工学科，理学療法学科
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2．建学の理念
埼玉医科大学（以下「本学」という）は、昭和 47 年（1972 年）に以下の建学の理念のもとに創設された。
＜建学の理念＞
第 1 生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成
第 2 自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成
第 3 師弟同行の学風の育成
この建学の理念は本学がすぐれた臨床医を育成するための指標であり、40 年を経た今なお、普遍の精神としてそれぞれ
次のような希いをこめて、その実現に努めている。
（1）
「生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」
生命への限りない愛情と深い理解は、医学を志すものにとって最も重要な基本的姿勢である。医療人を志すものは、こ
の基本的姿勢を瞬時もゆるがせにせず絶えず精進し、生涯かけてこれを深化させ自らのものとすることが必要である。こ
の精神は、「よろずの命貴ぶ精神（こころ）、医学の道に活かすべく、われら学びてここにあり」として校歌にも謳われて
いる。
（2）
「自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」
日進月歩する現代の医学および医療の進展の中にあって、その先端的知識と技術を絶えず吸収体得して、広く医療の向
上と健康・福祉の増進に活用し得る医療人となるためには、何よりも自らが、主体的かつ自発的に、目的に向かって積極
的かつ旺盛な知的活動を展開し得ることが極めて重要である。
自らの旺盛な知的活動が産み出す知的充足感と達成感、そしてこれらがもたらす歓喜こそが学問をさらに深める駆動力
となり、人間生長への原点となるのである。
「自らが考え、自らが求め、自らが努める」は全ての大学人にとっての基本的
な義務である。
（3）
「師弟同行の学風の育成」
「弟」はそのうしろ姿をみて後ろをたどる。教育における「師
「師」は医療人の先達として、また人生の導師として先行し、
弟」関係は、肉親をも超えるほどの深い結びつきの上に形成され、苦楽を共にしつつ、
「師」は「かつ教え、かつ究め、か
つ学ぶ」のであり、
「弟」また「かつ学び、かつ究め、かつ学ぶ」のである。
しかしこの間、医学・医療の分野は過去に例を見ない急激な進歩を遂げ、また、社会情勢も大きく変化した。ことに医
学・医療においては、十分な説明と患者の意思尊重の重要性が一層認識されるなど、情報公開時代における新しい医療人
‐患者関係の構築が求められるようになった。このような時代に相応しいすぐれた医療人を育成するにあたり、本学では
平成 11 年（1999 年）に 21 世紀における「埼玉医科大学の期待する医師像」を示し、我々の達成すべき目標を具体的に
掲げた。平成 18 年（2006 年）の保健医療学部設置を機に、平成 19 年（2007 年）には「埼玉医科大学の期待する医療
人像」を示し、その目指すところを一層明確にした。
このようにして、埼玉医科大学の進むべき方向性を明確にし、平成 25 年度には、平成 18 年度に続き、日本高等教育評
価機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」認定された。
建学の理念は、この大学機関別認証評価の実地調査時も、明治 25（1892）年に創設された病院の発展過程での医科大
学として地域医療への貢献がうたわれ、「すぐれた実地臨床医家の育成」が明示され、知識基盤社会の重要な社会的イン
フラとして高い公共性を有する知の拠点である大学しての使命を十分果たしていると高い評価であった。
本学は、この評価結果に甘んずることなく、進むべき道を見失わず、この建学の理念を普遍の精神として、教育・研究
活動のさらなる改善と向上に努め、社会に貢献できるすぐれた医療人の育成に邁進して行く。
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3．埼玉医科大学の使命
前述の「建学の理念」に基づき、本学の使命については以下のように規定し、学則に記載している。
＜埼玉医科大学の使命＞
埼玉医科大学は教育基本法及び学校教育法の精神に則り、かつ、私学の特性を生かして専門的な知識と技能及び
高い倫理性を身につけた実地臨床医家並びに保健医療技術者を育成することを目的とし、更に進んで新しい医学及
び関連諸科学の研究並びに保健医療技術の向上に寄与することによって、広く人類の健康と福祉に貢献することを
使命とする。
（学則第１条より）

この使命をより明確なものとするため、平成11(1999)年に、建学の理念をさらに敷衍して「高い倫理観と人間性」、
「国
際水準の医学と医療」、「社会的視点に立った調和と協力」を柱とした「埼玉医科大学の期待する医師像」を定め、本学
が育成を使命としている実地臨床医家の具体像を示した。現在は保健医療学部の設置にあわせ、
「埼玉医科大学の期待す
る医療人像」として次頁のように規定し、本学の使命をより明確にしている。
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4．埼玉医科大学の期待する医療人像
埼玉医科大学の建学にあたって、昭和 47 年（1972 年）に「建学の理念」が作られたが、埼玉医科大学が創立 30 周年を
迎えるにあたり、創立以来の医学医療の急速な進歩、医療環境や医療倫理の変化の中で、新たな 21 世紀にふさわしい医師
像を作るべきであるという考えの基に、平成 11 年（1999 年）11 月に制定されたのが「埼玉医科大学の期待する医師像」
である。
しかし、その後、平成 18 年（2006 年）に日高キャンパスに保健医療学部が設置され、本学は医師のみならず保健・医
療・福祉の担い手である多職種の医療人を育成する医療系総合大学として、新たな飛躍への道を歩むこととなった。これ
を機に、本学の実状にふさわしい、以下のような「埼玉医科大学の期待する医療人像」
（2008 年および 2017 年改定）を描
き、その目指すところを一層明確にして、本学のよりどころとしての精神的基盤を再確認することになった。
高い倫理観と人間性の涵養
■医療人は、生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、病める人々の心を理解し、その立場に立って、十分な説明と相
互理解のもとに医療を行わなければならない。
■医療人は、豊かな人間性を育成すべく、常に倫理観を磨き、教養を積むことに努力しなければならない。
国際水準の医学・医療の実践
■医療人は、生涯にわたり常に最新の知識･技術を学び、自信を持って国際的に最も質の高い医療を提供するよう心掛け
なければならない。
■医療人は、医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち、国際的視野をもって医学･医療の進歩に貢献するこ
とを心掛けなければならない。
社会的視点に立った調和と協力
■医療人は自らの能力の限界を自覚し、謙虚に他者と協力し、それぞれの立場で患者中心の医療を実践するために、統
合力を磨かなければならない。
■医療人は、社会的視野を持ち、健康の保持･増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社会福祉に至る保健･医療全般に
責任を有することを自覚し、地域ならびに国際社会の保健・医療に貢献しなければならない。
埼玉医科大学が目指す大学像
本学は、昭和 47 年（1972 年）の開学以来、社会に役立つ優れた臨床医家の育成と共に、学校法人として短期大学なら
びに附属総合医療センター看護専門学校を有し、医療に携わる多くの人材を育成してきた。これらの組織が有機的に連携
を保ち、医療人の教育・研究・診療のための充実に努め、教育課程の改革と教育研究環境の整備を遂行する中で、最善の
医療を患者に提供し、全ての活動成果を社会に還元することが、全教職員の責任であり、大学としての責務と考えている。
本学はこれらを実現するために、学内の教育・研究環境の整備とともに、同窓会や保護者会、家主会などの関連各機関・
団体等にも理解と協力を求めながら相互補完的に活動している。特に、理事会及び教授会とは、本学が私学である特性を
最大限に活かしながら、その関係を良好に保ち、円滑な意見交換ができる組織・管理体制を構築し、健全な財政基盤のも
とで活動を展開するように努めている。
本学に蓄積される情報・知識は教職員と学生のみのものならず、広く社会に向けて開示、発信されている。これらの情
報・知識は、自らにとっては不断の自己点検・評価の資料として大学機能の維持向上に努めるものであり、他方では大学
の社会的責務としての地域社会の健康・福祉の増進並びに文化の向上に資するものである。その際に、折に触れて「建学
の理念」ならびに「期待する医療人像」に立ち返り、本学の進むべき道を求めることになる。
本学は、平成 23 年（2011 年）
、21 世紀を通じて建学の理念を実現していくために「21 世紀ビジョン会議」を立ち上げ
た。「21 世紀ビジョン会議」は、開学時の初心に立ち返り、その理念・精神を全教職員で共有するために、全教職員が目
指すべきスローガンとして「Your Happiness Is Our Happiness」を提唱した。
さらに、具体的な行動モデルとして、歴史的にも、地勢的にも本学と類似性があり、
「The Needs of The Patients Come
First」を基本的価値観とする米国の Mayo Clinic を目標とすることが示され、
「日本の Mayo Clinic を目指す会」が「21
世紀ビジョン会議」の下に設けられ、創立 50 周年に向けてあらゆる面での質の向上を目指した活動が行われている。
平成 25 年度は、平成 18 年度に続き、日本高等教育評価機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」と認
定されたが、本学が期待する医療人像は、この大学機関別認証評価においても、私学の特性を生かして専門的な知識と技
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能及び高い倫理観を身につけた実地臨床医家及び保健医療技術者の育成という目的を明確にしつつ、学部の新増設など時
代や環境の変化にも柔軟に対応し、「基本理念：限りなき愛」、全教職員が目指すべきスローガン「Your Happiness Is Our
Happiness」、「建学の理念」と共に、カードサイズの「行動のしおり」にもまとめられ、全教職員、学生が携帯すること
で、全学に敷衍されていると、高い評価をいただいた。
本学は、この評価結果に甘んずることなく、これからも医療・福祉を通じて人類に貢献する優れた医療人の育成を目標
とし、そのために必要なハード・ソフト両面の充実を図り、大きな環境の変化にも柔軟に対応できる確固たる組織をもっ
た医療系の総合大学を目指し、努力を続ける。
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5．埼玉医科大学の教育方針
■医学部
1. ディプロマ・ポリシー
卒業後の臨床研修を適切に受けるために必要な、基本的な知識・技能・態度を身につけ、
「建学の理念」を敷衍して描
いた「埼玉医科大学の期待する医療人像」を目指して絶えず自己研鑽を続けることのできる学生に対して、学士を授与
する。
埼玉医科大学医学部は、このような医師を育成し、社会に送り出すことによって、保健・医療・福祉の発展に寄与す
ることを目指している。
①

生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、病める人々の心と身体の痛みと価値観を理解し、その立場に立って自己
決定を支援するように努める。

②

豊かな人間性を育成すべく、常に倫理観を磨き、教養を積むことに努力する。

③

卒業後の臨床研修を適切に受けるために必要な基本的知識・技能・態度を修得し、それらを生涯にわたって継続的
に学習し改善していく姿勢を身につける。

④

医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち、国際的視野に立って医学･医療の進歩・発展に貢献する研
究的思考と強靭な意志を持ち続ける。

⑤

自らの能力の限界を自覚し、謙虚に他者と協力し、それぞれの立場で患者中心の医療を実践するために必要な統合
力と連携力を身につける。

⑥

社会的視野を持ち、健康の保持･増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社会福祉に至る保健･医療全般に責任を有
することを自覚し、地域の保健・医療に貢献する。

2. カリキュラム・ポリシー
入学生が、ディプロマ・ポリシーに示す目標に向かって絶えず自己研鑽を続ける態度を身につけて、誇りをもって保
健・医療・福祉を実践し、その発展にも寄与するために必要な基本的能力を身につけて卒業できるように、以下の知識
と概念、技能、態度を育成する６年一貫統合カリキュラムを用意している。
①

自己を律し、自ら成長し続けることができる成熟した人格形成を促すカリキュラム

（1）人格の陶冶、リーダーシップの醸成、他者の尊重と共感・協調、などを促す課外活動や社会活動の支援
（2）行動をより良く変えていく意志、および常に前進と向上を目指す態度の涵養
（3）幅広い教養と健全な批判精神の涵養
（4）患者および家族の医学的・社会的な問題の理解と解決に必要な知識と技能の修得
②

医学の基礎となる知識と概念を修得するリベラルアーツを含むカリキュラム

（1）生命科学・医学を習得するのに必要な自然科学、情報処理、リテラシー（日本語・英語・コンピュータ）の修得
（2）生物学全般に共通する細胞生物学の知識の修得と理解
③

医学に関する知識の修得と概念を理解するカリキュラム

（1）正常な人体の構造と機能に関する知識の修得と概念の理解
（2）病態生理学に基づく疾患概念の理解
（3）疾患の診断、治療に関する知識の修得と概念の理解
④ 実地臨床の場で医学を実践する力を養成するカリキュラム
（1）実際の臨床の場での、面接、診察、検査、診断、治療に関する基本的な能力の修得
（2）医療安全、チーム医療など多職種で連携し、課題を発見解決する能力の修得
⑤

高度な医学・医療を目指して前進し続ける意欲と意志力を養成するカリキュラム

（1）生命科学および医学に関する先端的な知識の修得と概念の理解
（2）研究マインドと国際的視野をもって自ら常に主体的に学習する姿勢の修得
⑥

質の高い医療を社会で実践するための態度と技能を養成するカリキュラム

（1）保健・医療・福祉に関する制度および法令等に関する知識の修得と概念の理解
（2）地域および国際社会で求められる医療に関する概念の理解と実践する能力の修得

3. アドミッション・ポリシー
埼玉医科大学医学部では、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に示す教育到達目標を達成するために、カリキ
ュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に沿った 6 年一貫統合カリキュラムを用意している。そのカリキュラ
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ム・ポリシーにしたがって学習することができる、以下のような受験生を求める。
①

調和のとれた豊かな人間性と生命への愛情を持ち、奉仕する精神を備えた人

（1）家庭や地域、学校等で豊かな交流経験をもつ人
（2）さまざまな分野における豊富な読書量と文化・スポーツ活動歴のある人
（3）社会、経済、地理、歴史、文学、等に関する豊かな知識と概念をもつ人
②

医学を修得するのに必要な基礎学力と問題解決能力のある人

（1）自然科学（物理学、化学、生物学、等）、数学（統計学等）、日本語（語彙、読解力、作文力）、英語（語彙、読解
力、作文力）に関して基礎的な学力を有する人
(2) 学んだ知識・概念を実生活の問題解決に応用できる人
③

自ら考え求めて学び、医学・医療を通じて社会に貢献する意欲と情熱のある人

（1）医学を学ぶにふさわしい人格と適性を備えている人
（2）自らの行動を省察し、主体的に行動を改善する力のある人
（3）生命科学へ興味を持ち、新たな知見を医学・医療へ応用する意欲のある人
（4）医師を目指す、明確で具体的な動機と、学習に臨む目標および具体的方針をもつ人
④

コミュニケーション能力に富み、他者を尊重し、他者の立場で考え、協調して行動できる人

（1）課外活動、社会活動等における豊富な経験と実績、適切な対人関係を築く能力のある人
（2）人の話を理解し、自己の感情と考えを他者に的確に説明できる力のある人
（3）人の心の動きを察したり、自分とは異なる思想・信条を受容できる人

■保健医療学部
１．ディプロマ・ポリシー
本学部では、
「建学の精神」を敷衍して描いた“埼玉医科大学の期待する医療人像”を基礎 として、
下記のような教育上の
目的としている。(埼玉医科大学保健医療学部規程第2条）
高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること
１. 人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として、
２. 保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、未知の課題を自ら解決する意欲と探究心をもつととも
に、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること
３. 協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、
医療の安全につねに留意するとともに、社会的視点に立って
地域の保健医療に積極的に関わることができること
本学部では、このような教育上の目的に従って策定されたプログラムを終えた学生に卒業を認定し、学位を授与する。
なお、各学科のより具体的なディプロマ・ポリシーを以下に示す。
＜看護学科＞
① 人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として、
高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること
（1）幅広い教養と生命の尊重を基盤とした豊かな人間性を身につける。（教養と人間性）
（2）医療における看護の倫理的側面を理解し行動できる。
（3）全人的医療、患者さん中心の医療を原点に、病める人の視点で考え、人を思いやる態度もち、
個別性を重視した看護
を行うことができる。（医療への姿勢）
②

保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、
未知の課題を自ら解決する 意欲と探究心をもつととも
に、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること

（1）医療人に必要とされる基礎医学および臨床医学の基本的知識を身につける。（医学知識）
（2）多様な保健・医療・福祉の場で活用できる基本的な看護の知識と技術を身につける。（看護知識・技術）
（3）看護の専門的知識を活用し、科学的根拠に基づいて、身体的､心理的、社会的側面から適切な判断を行うことができ
る。（根拠をもった看護）
（4）看護の実践の中から看護研究の課題を発見し、それを発展させることができる。（研究マインド）
（5）常に自らの能力を点検・評価し、生涯学びつづける姿勢を身につける。（内省・生涯学習）
③

協調性にとんだ社会人として様々な職種の人々と協力し、
医療の安全に常に留意するとともに、社会的視点に立っ
て地域の保健医療に積極的に関わることができること

（1）チーム医療の中で調整・連携の役割を果たすための適切なコミュニケーション能力を身につける。（チーム医療と
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コミュニケーション能力）
（2）医療安全管理の重要性を理解し、状況に応じた適切な行動をとることができる。（医療安全管理）
（3）保健・医療・福祉チームの一員として地域医療に積極的に関わることができる。（地域医療）
＜臨床検査学科＞
① 人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として、
高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること
（1）幅広い教養と生命の尊重を基盤とした豊かな人間性を身につける。（教養と人間性）
（2）医療関連分野に従事する者として、とくにその倫理的側面を理解し行動できる。（倫理）
（3）全人的医療、患者さん中心の医療を原点に、患者さんの立場に立った医療を実践できる。
（医療への姿勢）
②

保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、
未知の課題を自ら解決する 意欲と探究心をもつとと
もに、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること

（1）医療人に必要とされる基礎医学および臨床医学の基本的知識を身につける。（医学知識）
（2）患者さんの診断と治療に資するよう、
臨床検査に関する最新の知識と技術を身につける。（臨床検査技師）
（知識・技術）
（3）ニューバイオテクノロジーに関する基礎的な知識と技術を身につける。
（知識・技術）
（4）環境衛生に関する基礎的な知識と技術を身につける。（第一種衛生管理者）（知識・技術）
（5）危険物の取扱に関する基礎的な知識と技術を身につける。（甲種危険物取扱者）（知識・技術）
（6）患者さんの身体的､心理的問題を解決するために、専門的知識を活用し、科学的根拠をもった適切な判断ができる。
（根拠をもった医療）
（7）各自の実践の中から研究の課題を発見し、それを発展させることができる。（研究マインド）
（8）常に自らの能力を点検・評価し、生涯学びつづける姿勢を身につける。（内省・生涯学習）
③

協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、
医療の安全につねに留意する とともに、社会的視点に
立って地域の保健医療に積極的に関わることができること

（1）チーム医療の中で調整・連携の役割を果たすための適切なコミュニケーション能力を身につける。
（チーム医療とコミュニケーション能力）
（2）安全管理について常に細心の注意を怠らずに業務を遂行できる。（医療安全管理）
（3）保健・福祉・医療チームの一員として地域医療に積極的に関わることができる。（地域医療）
＜臨床工学科＞
①

人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として、
高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること

（1）幅広い教養と生命の尊重を基盤とした豊かな人間性を身につける。（教養と人間性）
（2）医療関連分野に従事する者として、とくにその倫理的側面を理解し行動できる。（倫理）
（3）全人的医療、患者さん中心の医療を原点に、患者さんの立場に立った医療を実践できる（医療への姿勢）
②

保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、
未知の課題を自ら解決する意欲と探究心をもつととも
に、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること

（1）医療人に必要とされる基礎医学および臨床医学の基本的知識を身につける。（医学知識）
（2）医用生体工学・臨床工学の進歩に対応可能な理工学的素養を身につける。（知識・技術）
（3）医用生体工学ならびに各種医療機器に関する最新の知識と技術を身につける。（知識・技術）
（4）患者さんの身体的､心理的問題を解決するために、専門的知識を活用し、科学的根拠をもった適切な判断ができる。
（根拠を持った医療）
（5）各自の実践の中から研究の課題を発見し、それを発展させることができる。（研究マインド）
（6）常に自らの能力を点検・評価し、生涯学びつづける姿勢を身につける。（内省・生涯学習）
③

協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、
医療の安全につねに留意するとともに、社会的視点に立
って地域の保健医療に積極的に関わることができること

（1）チーム医療の中で調整・連携の役割を果たすための適切なコミュニケーション能力を 身につける。（チーム医療
とコミュニケーション能力）
（2）医療安全管理の重要性を理解し、
日常的な医療機器の動作・安全確認作業を実施できる。（医療安全管理）
（3）医療機器の動作不良や故障、さらに動作異常の事態に適切に対処できる。（医療安全管理）
（4）保健・福祉・医療チームの一員として地域医療に積極的に関わることができる。（地域医療）
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＜理学療法学科＞
①

人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として、
高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること

（1）幅広い教養と生命の尊重を基盤とした豊かな人間性を身につける。（教養と人間性）
（2）医療における理学療法の役割、
とくにその倫理的側面を理解し行動できる。（倫理）
（3）全人的医療、患者さん中心の医療を原点に、患者さんを思いやり、病める人の視点で考える態度をもち、個別性を重
視した理学療法を行うことができる。（医療への姿勢）
②

保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、
未知の課題を自ら解決する意欲と探究心をもつととも
に、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること

（1）医療人に必要とされる基礎医学および臨床医学の基本的知識を身につける。（医学知識）
（2）多様な臨床現場で実践可能な基本的な理学療法の知識と技術を身につける。（知識・技術）
（3） 患者さんの身体的､心理的問題を解決するために、専門的知識を活用し、科学的根拠をもった適切な判断ができる。
（根拠をもった看護）
（4）理学療法の実践の中から理学療法研究の課題を発見し、それを発展させることができる。
（研究マインド）
（5）常に自らの能力を点検・評価し、生涯学びつづける姿勢を身につける。（内省・生涯学習）
③

協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、
医療の安全につねに留意するとともに、社会的視点に立っ
て地域の保健医療に積極的に関わることができること

（1）チーム医療の中で調整・連携の役割を果たすための適切なコミュニケーション能力を身につける。（チーム医療と
コミュニケーション能力）
（2）医療安全管理の重要性を理解し、状況に応じた適切な行動をとることができる。（医療安全管理）
（3）保健・福祉・医療チームの一員として地域医療に積極的に関わることができる。（地域医療）

２．カリキュラム・ポリシー
本学部では、
各資格の指定規則として定められた基礎科目分野、
専門基礎科目分野、
専門分野の科目群を各学年に適正
に配置するとともに、ディプロマ・ポリシーに掲げた各種の目標を達成するため、カリキュラムの編成に当たっては、
以下のような工夫をしている。
① 多様な選択を促す充実した教養科目群の配置
② 医療系専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育
③ 統合カリキュラムによる基礎医学教育および臨床医学教育の充実
④ 学内演習の強化と臨床現場における実習の重視
⑤ 卒業研究
⑥ 専門科目の充実
＜看護学科＞
看護学科では、ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げた各種の目標を達成するため、カリキ ュラムの編成にあたっては、
下記のような工夫をしています。各科目の評価には、学修内 容に応じて、筆記試験、レポート、実技試験、観察記録、
ルーブリック評価、ポートフォ リオなどを用い、全体としての学修成果は、前期末、学年末および4年間のGPAにより
評価し、各時期にフィードバックを行う。
① 多様な選択を促す充実した教養科目群の配置（DP①.(1)に対応）
教養科目として哲学、文学、法学、社会学、倫理学、心理学、教育学、スポーツ科学、情報リテラシー、
ドイツ語など
の諸科目を配置し、
学生の多様な選択を促します。
また、ジェンダー学、カウンセリング論など看護学科独自の選択
科目も開講している。 英語では、
専任教員およびネイティブスピーカーを含む非常勤教員により、20-30人程度の小
クラス構成での英語教育を実践し、医学的内容も加味した質の高い英語教育を目指す。
②

看護専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育（PD①.(2)、①.(3)、②.(5)、③.(1)～③.(3)に
対応）
1 年次から段階的に行う少人数での問題発見・解決型、かつ双方向・討論型授業として、“医療の基本Ⅰ、Ⅱ”を
開講している。内容は医の倫理、患者・家族と医療人の関係、医療安全管理などで構成され、1 グループ 6-7 名の
小グループ学習を通じて、医療系の専門職として身につけるべき基本的な態度・習慣を能動的に学ぶ。また、
看護学科ではこれに加えて、看護におけるコミュニケーション論、病むことの心理などの演習科目を用意している。

③ 統合カリキュラムにより基礎医学教育および臨床医学教育の充実（DP②.(1)に対応）
基礎医学教育や臨床医学教育に関しては、解剖学、生理学、生化学を統合的に学ぶ“人体の構造と機能Ⅰ～Ⅲ”
、さら
に臨床医学を臓器・機能別に統合した“疾病の成り立ち Ⅰ～Ⅲ”などを通じて、医療人としての最低限の医学知
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識 を身につけるよう工夫している。
④

学習演習の強化と臨床現場における実習の重複（DP②.(2)、②.(3)、③.(1)～③.(3)に対応）
臨床現場における実習の準備教育として、学内では各種の演習を通じて看護技術の体得を図り、本学の教育病院と
しての大学病院、総合医療センター、国際医療センターの 3病院および学外諸施設における臨地実習に生かしてい
る。

⑤ 卒業研究（DP②.(4)対応）
看護研究セミナーを通じて、指導教員のもとで個別のテーマについて問題を自から発見し解決する能力を養い、
論文作成の基礎を学ぶとともに、 研究者の視点をもった医療人として活動できる素地を養う。
⑥

専門科目の充実（DP②.(2～②.(5)、(3).①～(3).⑤）
専門科目としては、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅未護学、
地域看護学の各領域に関する講義、演習および臨地実習や実践応用の看護学実習に加えて、ケアの質向上のため
の看護学として、感染看護 学、家族看護学、看護過程論、看護管理学、国際看護論、看護倫理、看護研究概論、
看護研究セミナーなどの科目を配し、問題解決能力や研究的・科学的判断力およびそれに基づいた実践能力をよ
り高めていくことを目指す。

＜臨床検査学科＞
臨床検査学科では、ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げた各種の目標を達成するため、 カリキュラムの編成にあた
っては、下記のような工夫をしています。各科目の評価には、 学修内容に応じて、筆記試験、レポート、実技試験、
観察記録、ルーブリック評価などを用い、全体としての学修成果は、前期末、学年末および 4 年間の GPA により評価し、
各時期にフィードバックを行う。
① 多様な選択を促す充実した教養科目群の配置（DP ①.(1)に対応）
教養科目として哲学、文学、法学、社会学、倫理学、心理学、社会福祉論、スポーツ科学、数学、自然科学、ドイ
ツ語などの諸科目を配置し、学生の多様な選択を促す。
英語では、専任教員およびネイティブスピーカーを含む非常勤教員により、20-30 人程度の小クラス構成での英語
教育を実践し、医学的内容も加味した質の高い英語教育を目指す。
②

医療専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育（DP①.(2)、①.(3)、②.(7)、③.(1)～③.(3 )に対応）
1年次から段階的に行う少人数での問題発見・解決型、かつ双方向・討論型授業として、
“医療の基本I～Ⅲ”を開講し
ています。内容はコミュニケーションの基礎、医の倫理、患者・家族と医療人の関係、医療安全管理などで構 成され、
1グループ6-7名の小グ ループ学習を通じて、医療系の専門職として身につけるべき基本的な態度・習慣を能動 的
に学ぶ。

③

統合カリキュラムによる基礎医学教育および臨床医学教育の充実（DP② .(1 ）に 対 応 ）
基礎医学教育や臨床医学教育に関しては、解剖学、生理学、生化学を統合的に学ぶ“人 体の構造と機能Ⅰ、Ⅱ”
、さら
に臨床医学を臓器・機能別に統合した“臨床医学各論Ⅰ～ Ⅳ” 、病理学、微生物学、免疫学などを通じて、医療人
としての最低限の医学知識を身 につけるよう工夫している。

④

学内演習の強化と臨床現場における実習の重視 （DP② .(2)～ ② .(5)、 ③ .(1)～ ③ .(3) に 対 応 ）
臨床現場における実習の準備教育として、学内では各種の演習を通じて臨床検査その他の専門的技術の体得を図り、
本学の教育病院としての大学病院、総合医療センター、国際医療センターの 3病院および学外諸施設における臨地
実習に生かしている。

⑤ 卒業研究（ DP ②.(6) に対応）
卒業研究を通じて、指導教員のもとで個別のテーマについて問題を自から発見し解決する能力を養い、論文作成の基
礎を学ぶとともに、研究者の視点をもった医療人として活動できる素地を養う。
⑥ 専門科目の充実（DP②.(2)～②.(5)に対応）
臨床検査技師国家試験受験資格の取得のための専門科目として、臨床血液学、臨床化学、臨床微生物学、臨床免疫
学、臨床生理学などの臨床検査系科目と臨地実習を、また第一種衛生管理者資格の取得専門科目として、衛生管理
学、環境保健学、産業保健学などの社会医学系科目と労働衛生法規、環境衛生工学、救命救急論などの総合科目を
配置し て い る 。さらに、甲種危険物取扱者や健康食品管理士の受験資格が得られるように工夫するとともに、生
体機能科学の研究者育成にも配慮している。
＜臨床工学科＞
臨床工学科では、ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げた各種の目標を達成するため、カリキュラムの編成にあたって
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は、下記のような工夫をしています。各科目の評価には、学修内容に応じて、筆記試験、レポート、実技試験、観察
記録、ルーブリック評価などを用い、全体としての学修成果は、前期末、学年末および4年間のGPAにより評価し、各
時期にフィードバックを行う。
①

多 様 な 選 択 を 促 す 充 実 し た 教 養 科 目 群 の配 置 （ DP ① .(1)に 対 応 ）
教養科目として哲学、法学、社会学、倫理学、心理学、社会福祉論、スポーツ科学、数学、基礎統計学、ドイツ語
などの諸科目を配置し、学生の多様な選択を促す。英語では、専任教員およびネイティブスピーカーを含む非常 勤
教員により、20 人程度の小クラス構成での英語教育を実践し、医学的内容も加味した質の高い英語教育を目指す。
医療専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育（DP ①.(2)、①.(3)、②.(6)、③.(1)～③.(3)に対応）

②

1 年次から段階的に行う少人数での問題発見・解決型、かつ双方向・討論型授業として、“医療の基本 I、Ⅱ”を
開講している。内容はコミュニケーションの基礎、医の倫理、患者・家族と医療人の関係、医療安全管理などで構
成され、1 グループ 6-7 名の小グループ学習を通じて、医療系の専門職として身につけるべき基本的な態度・習慣
を能動的に学ぶ。また、医用機器安全学の講義・演習を用意している。
③

統合カリキュラムによる基礎医学教育および臨床医学教育の充実 （DP ②.1に対応）
基礎医学教育や臨床医学教育に関しては、解剖学、生理学、生化学を統合的に学ぶ“人 体の構造と機能Ⅰ、Ⅱ”、
さらに臨床医学を臓器・機能別に統合した“臨床医学各論Ⅰ～ Ⅲ”などを通じて、医療人としての最低限の医学知
識 を身につけるよう工夫している。

④ 学内演習の強化と臨床現場における実習の重視

（DP ②.(2)～②.(4)、③.(1)～③.(3）
に対応）

臨床現場における実習の準備教育として、学内では各種の演習を通じて臨床工学的技術の体得を図り、本学の教
育病院としての大学病院、総合医療センター、国際医療センターの 3 病院および学外諸施設における臨地実習に
生かしている。
⑤

卒業研究（DP ②.(5)に対応）
卒業研究を通じて、指導教員のもとで個別のテーマについて問題を自ら発見し解決する能力を養い、論文作成の基
礎を学ぶとともに、研究者の視点をもった医療人として活動できる素地を養う。

⑥

専門科目の充実（DP ②.(2)～②(5 )に対応）
力学、電磁気学、電気・電子回路、機械工学、通信工学など臨床工学に必要な基礎的科目に加えて、専門科目とし
てセンサ・計測工学や生体物性論などの医用生体工学科目および 生体計測機器、医用画像機器などの医用機器学科
目、生体機能代行技術学関連の諸科目および臨床実習を配置するとともに、システム制御論、応用光学、メカトロ
ニクスなどより高度な専門選択科目群を用意して、研究者の育成にも配慮している。

＜理学療法学科＞
理学療法学科では、ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げた各種の目標を達成するため、カリキュラムの編成にあた
っては、下記のような工夫をしている。各科目の評価には、学修内容に応じて、筆記試験、レポート、実技試験、
観察記録、ルーブリック評価などを用い、全体としての学修成果は、前期末、学年末および 4 年間の GPA により
評価し、各時期にフィードバックを行う。
① 多様な選択を促す充実した教養科目群の配置（DP ①.(1)に対応）
教養科目として哲学、社会学、心理学、スポーツ科学、情報リテラシー、自然科学、ドイツ語などの諸科目を配置
し、学生の多様な選択を促す。英語では、専任教員およびネイティブスピーカーを含む非常勤教員により、20 人程
度の小クラス構成での英語教育を実践し、医学的内容も加味した質の高い英語教育を目指す。
②

医療専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育（DP ①.(2)、①.(3)、②.(5)、③.(1)～③.(3 )に対応）
1 年次から段階的に行う少人数での問題発見・解決型、かつ双方向・討論型授業として、
“医療の基本I～Ⅲ”を開講
しています。内容はコミュニケーションの基礎、医の倫理、患者・家族と医療人の関係、医療安全管理などで構成され、
1グループ6-7名の小グループ学習を通じて、医療系の専門職として身につけるべき基本的な態度・習慣を能動 的に
学ぶ。

③

統合カリキュラムによる基礎医学教育および臨床医学教育の充実 （DP ②.(1 )に対応）
基礎医学教育や臨床医学教育に関しては、解剖学、生理学、生化学を統合的に学ぶ“人体の構造と機能Ⅰ～Ⅲ”、
さらに臨床医学を臓器・機能別に統合した“疾病の成り立ちⅠ～Ⅲ”などを通じて、医療人としての最低限の医学
知識を身につけるよう工夫している。

④

学内演習の強化と臨床現場における実習の重視（DP ②.(2)、③.(1)～③.(3 )に対応）
臨床現場における実習の準備教育として、学内では各種の演習を通じて理学療法技術の体得を図り、本学の教育病院
としての大学病院、総合医療センター、国際医療センターの 3 病院および学外諸施設における臨地実習に生かして
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いる。
⑤

卒業研究（DP ②.(4 )に対応）
看護研究セミナーを通じて、指導教員のもとで個別のテーマについて問題を自ら発見し解決する能力を養い、論文作
の基礎を学ぶとともに、 研究者の視点を持った医療人として活動できる素地を養う。

⑥

専門科目の充実（DP ②.(2)～②.(5)、③.(1)～③.(3 )に対応）
専門科目として理学療法学概論、基礎理学療法学、臨床運動学などの基礎理学療法学関連の諸科目、機能能力診断学な
どの理学療法評価学、筋・骨格系、神経・筋系、中枢神経系、心肺系の各領域にわたる理学療法学、物理療法学、日常
生活活動学、義肢装具学、筋・骨格系および中枢神経系徒手技術学、理学療法機器技術学、運動療法学などの理学療法
治療学、地域理学療法学および臨床実習を配置している。

３．アドミッション・ポリシー
各学科の教育課程に基づいて学修を重ね、定められた期間内に卒業要件を満たして卒業し国家試験に合格するためには、入学にあた
って一定以上の学力を備えていることが必要条件となる。したがって本学部の入学者選抜では、学力試験、適性検査、小論文の一部を
用いて基礎学力に関する評価を行う。しかし、各学科のディプロマ・ポリシーに掲げられているような望ましい医療人として巣立つた
めには、学力だけでは不十分である。そのため、本学部では下記のアドミッション・ポリシーを提示し、小論文や複数の面接委員によ
る面接試験を用いて評価するとともに、調査書によって学習に対する姿勢や成果、課外学習の実績なども加えて評価する。
① 相手の立場に立ち、協調性をもって行動できる人
② 考えをまとめて言葉に表す能力を持つ人
③ 物事を吟味し考察できる能力がる人
④ 医療や健康問題への積極的な関心を持つ人
高校での学習に関しては、本学部を構成する看護学科、臨床検査学科、臨床工学科、理学療法学科の 4 学科は、看護師、保健師、
臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士などの医療専門職を育成するので、入学後の医療系専門科目の学修に備えて、理科系科目（生
物、化学、物理、数学）、および国語や英語を入学前に十分に学習しておくことが期待される。この場合、各科目の個々の知識だけで
なく、各科目における物事の捉え方や分析方法の論理性などを学習しておくことも望まれる。

■医学研究科博士課程
常に夢を持ち、幅広い社会的視野と高い倫理観を持った心豊かな指導的役割を果たすことのできる医療人を育成する。
その上で、国内外の第一線において評価されうる報告価値が高い学術論文を発表し、医学・医療の進歩に貢献することを
教育方針とする。そのために、生命科学の基盤となる広範な知識をもとに論理的思考により自らの力で医学・医療に貢献
できる実践的な教育を施す。以上の教育方針を遂行するために必要な、国際的な素養を有する強い意欲と探究心を有する
学生を受け入れる。

１．ディプロマ・ポリシー
埼玉医科大学の期待する医療人として医学・医療の発展に寄与できる次のような人に学位を授ける。
①

高い倫理観と誇りを持ち、リーダーとしてさらに飛躍しようとする意志を有する。

（1）研究倫理を十分に習熟し,正確なデータの解析に基づく適正な研究遂行と情報発信を行う姿勢を有する。
（2）環境に応じて研究を推進する能力（研究費の獲得、計画の立案）
、そして指導的医療人として研究グループを統括
し後進を指導する姿勢を有する。
②

生命科学に対する広範な知識と自らの力で発展できる能力を有する。

（1）専門分野に関連する情報を広く収集し理解する努力を日頃から行い、 深く確実な知識を有する。
（2）指導教員や関連分野の研究者との討議を通じて、自らの研究の発展性や問題点を把握し、解決するための方策を
実践できる。
（3）自らの研究成果（位置づけ、意義）を適正に評価できる能力を有し、研究の今後の展開を推進できる。
③

自ら抽出した課題を独創性ある学術論文として情報発信できる。
（1）研究課題は指導教員との協議の上、自らが抽出したものとし、過去の報告に立脚した上で独創性のある新知見を
見出すことができる。

（2）研究成果を博士課程研究成果報告会において発表し、その質疑応答を通して研究倫理・計画、論理展開、研究意
義について良好な評価を得ることができる。
（3）研究成果を、査読制度を有する学術雑誌における筆頭著者の原著論文、もしくは同レベルの学位申請論文（テー
シス）として発表できる。
以上の観点に立ち、公開された学位審査委員会にて、倫理観、専門性、独創性、科学的精度、論理展開、プレゼ
ンテーションスキル、研究立案能力、情報発信能力、リーダーシップ、医療人としての人間性等の項目に着目し
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た評価を行う。一定の基準を満たした人に、学位を授与する。

２．カリキュラム・ポリシー
ディプロマ・ポリシーに示す教育目標を達成し、指導的医療人として自立して研究活動を遂行するため、次のよう
なカリキュラムを提供する。
①

倫理的に妥当な研究を遂行するためのカリキュラム。
共通科目および倫理講習会を履修し、研究倫理について十分に理解し、実際に適切な手続きを行った上で研究を
遂行する。

②

仮説を検証するための具体的な方策を企画立案し、適切な研究技法を応用し実験・調査を遂行するカリキュラム。
（1）共通科目を履修し、多彩な研究方法論を学ぶことで、自らの目的に沿って適切な研究技法を選択できる力を身に
付ける。

（2）指導教員との討論を通して、研究計画の立案と遂行、データの解釈と考察などの研究プロセスを修得する。
③

国際的に評価される文献を正確に解釈し、生命科学の基幹概念を応用する力を養うカリキュラム。
（1）共通科目を履修し、統計解析、実験手技、スライド作成などの研究者としての基本的なスキルを修得する。

（2）文献検索や抄読会を通じて、当該研究領域の動向を把握しつつ、研究情報を検討し、自らの研究の方針を修正で
きる力を育成する。
④

自らの研究成果を適切に評価し、正確にプレゼンテーションする能力を育成するカリキュラム。
（1）指導教員の指導を受け、3 年次あるいは 4 年次の研究成果報告会で、自らの研究成果の新規性や先行研究との相
違性、および研究立案のプロセスと研究方法を正確に説明できるよう準備する。
（2）指導教員から論文作成指導を受け、自らの研究成果を適切に論文としてまとめる。
以上の観点に立ち、共通科目と専門科目から成るカリキュラムを構築し、自立的な研究能力を育成し、質の高い
学位論文の完成に導く。

３．アドミッション・ポリシー
埼玉医科大学の建学の理念を理解する次のような人を受け入れる。
①

将来誠実で協調性と倫理観を備えた指導的医療人を目指す意志を有する。
（1）社会人としての基本的な倫理観を有する。

（2）自らの将来ビジョンを明確に示し、研究マインドを持った医療人を目指す。
（3）自らが研究を行うことにより、医学・医療にいかに貢献できるかについて抱負を語ることができる。
（4）博士課程における研究目標を自らの言葉で具体的に話すことができる。
②

高度な研究能力の基礎となる言語能力と生命科学の基礎知識を有する。
（1）生命科学関連の英語論文を読解できる語学力を有する。

（2）本課程における研究活動を行うための基本的な生命科学の知識を示すことができる。
③

論理的思考のもとに医学研究を遂行し、新しい事にチャレンジする精神を有する。
（1）専門領域における医学研究上の問題について明確に示すことができる。

（2）自らの体験から生じた医学的疑問を解決しようとする姿勢を示すことができる。
以上の観点に立ち、指導教員による口頭試問または筆記試験において、医療人としての人間性、博士課程の研究
目標ならびに将来目標についての説明能力、生命科学に対する理解度、論理的思考力、等について適切に評価する。
語学試験で合格基準を満たす必要がある。

■医学研究科修士課程
１．ディプロマ・ポリシー
埼玉医科大学の期待する医療人として、医学・医療の領域に貢献できる以下のような人に学位を授ける。
①

医科学に係わる様々な分野において、幅広く深い学識と高い倫理観を有する。

②

専門領域において活躍できる卓越した専門的知識および技能を身につけている。

③

学際的分野へ対応可能な専門的研究能力を身につけている。
以上の観点に立ち、所定の単位を修得し、修士論文を提出して、論文審査および最終試験に合格した人に対して大学

院修士課程の修了を認定し、修士の学位を授ける。
２．カリキュラム・ポリシー
ディプロマ・ポリシーに示す教育目標を達成し、医療分野で高度な知識と専門的技能を有する人を育成するため、
以下のようなカリキュラムを提供する。
本専攻は、生体機能科学分野、生体医工学分野及び理学療法学分野の 3 分野で構成されている。カリキュラムは講義・

0016

演習と特別研究にわけられ、講義科目は医学関連領域の共通科目と各分野の専門科目に分かれている。
各分野ではそれぞれの専門領域にみあった専門科目を必要十分なだけ配置するとともに、学生の多様なニーズに応え
るための特別研究およびその演習を用意している。
①

共通科目は高い倫理観の醸成を含む 3 分野に共通の医学的知識や医学関連領域の高度な専門知識を修得し、活用で
きる能力を養うために設けている。履修時期は、その後の研究の基礎となることを考慮して、全ての分野において
1

②

年次に配置してある。

専門科目として、各専門分野に応じた高度な専門的知識を習得するための講義と専門的技能を身につけるための演
習を設定している。講義は、大学レベルでの知識を基礎とし、各分野での研究や専門職に適した内容を特論として
設定し、目指す進路に応じて選択可能としている。

③

専門的研究能力を身につけるための特別研究、特別演習が 2 年次に配当されている。これに先立って、1 年次には
学生の希望を勘案して指導教員が決定される。その後、国際的な学術水準と社会のニーズを満たす研究テーマが
検討され、研究指導が開始される。

３．アドミッション・ポリシー
埼玉医科大学の建学の理念を理解する以下のような人を受け入れる。
①

医学・医療に積極的な関心を持つとともに、ふさわしい倫理観を備え、くわえて他者の意見に耳を傾けることがで
きる人

②

本専攻の教育課程に基づいて学習を重ね、修了に至るために必要な一定以上の基礎的学力を備えており、根気づよ
く学習を継続できる人

③

論理的に考えを整理し、自分の考えを適確に表現できる人

以上の観点に立ち、筆記試験（英語および専門科目）および面接において適切に評価する。

■看護学研究科修士課程
１．ディプロマ・ポリシー
看護学研究科では、看護の領域に貢献できる以下のような人に学位を授ける。
① 深い人間理解に基づく倫理的調整能力を修得している。
② 看護の向上を目指し、総合的に判断し問題を解決する能力を身につけている。
③ 専門看護領域における高度な看護実践能力、あるいは地域のケアニーズに応じて人々の生活を支援する能力を身に
つけている。
④ ケアシステムの改善に必要な高度な専門的知識・研究能力・指導力を修得している。
以上の観点に立ち、所定の単位を修得し、研究指導を受けて学位論文を提出し、論文審査および最終試験に合格した人
材に対して大学院修士課程の修了を認定し、修士(看護学)の学位を授ける。

２．カリキュラム・ポリシー
ディプロマポリシーに示す教育目標を達成し、高度な専門性をもった看護職者を育成するために、以下のようなカリ
キュラムを提供する。
本研究科は、
「高度実践看護学分野」と「生活支援看護学分野」の２分野で構成されている。 「高度実践看護学分野」
では、高度な看護実践能力を、また「生活支援看護学分野」 では多様な人々に対する生活支援能力を育成できるよう、
以下のポリシーに沿って教育課程を編成している。
「高度実践看護学分野」では、高度な看護実践能力を、また「生活支援看護学分野」 では多様な人々に対する生活支
援能力を育成できるよう教育課程を編成している。
カリキュラムは以下のポリシーに沿って編成している。
① 深い人間理解に基づく倫理観の涵養
共通科目として看護倫理学を置き、倫理観を養うことを目指している。また、ヒューマンセクシュアリティによ
り人間理解をさらに深めることができる。
② 科学的判断力・思考力の修得
共通科目に看護理論、看護研究方法論、看護情報処理論、人体統合機能論、フィジカルアセスメント、病態生理
学、臨床薬理学を配置し、科学的判断力・思考力の修得を促す。
③ リーダーとして活動できる実践力の養成
共通科目の看護管理学、コンサルテーション論、看護継続教育論、看護政策論の履修により、リーダーとして必要
な実践力を学ぶ。
④ 高度な専門的知識・技術の修得

0017

学修と探求を積み重ねて各領域の専門性を深めるために、全ての領域に特論、演習、特別研究または課題研究を置
き、領域ごとに特論、演習、看護研究の関連を明確にした科目目標を提示している。専門看護師の資格取得を目的
とする「実践コース」は実習に加えて課題研究あるいは特別研究を選択する。研究能力、科学的思考力を養うこと
を目的とする「論文コース」は特別研究を選択する。
「高度実践看護学分野」は、
「実践コース」と「論文コース」
を置いているが、
「生活支援看護学分野」は「論文コース」のみとなる。
３．アドミッション・ポリシー
本研究科では埼玉医科大学の建学の理念を理解する以下のような人を受け入れる。
①

大学院入学の意志が固く、修学目的が明確で、真摯に学び続ける姿勢がある。

② 看護や看護倫理の基本である「他者理解」
、
「他者尊重」の精神を遵守できる素養を身につけている。
③ 看護者の使命・責任として看護の向上を目指す意思が明確であり、かつ、自らそれを実現すべく研鑽を積んでいる。
④ チーム医療の重要性とチーム医療における看護の役割を理解している。
⑤

論理的で科学的な思考能力を有し、研究的な視点・態度の重要性を認識しており、エビデンスに基づいた看護を行
う能力を有する。

以上の観点に立ち、筆記試験（英語及び専門科目）及び面接試験により適切に評価する。
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組織
教 育 ・ 研 究 組 織 〔１〕
埼玉医科大学大学院組織図
令和２年３月３１日現在
医学教育センター
医学研究センター
国際交流センター
情報技術支援推進センター
アドミッションセンター
医療人育成支援センター
教職員・学生健康推進センター
リサーチアドミニストレーションセンター
IRセンター

大 学 院
教
育
・
研
究
組
織

埼
玉
医
科
大
学

医学研究科

生物・医学研究系専攻

解剖学
生理学
生化学
薬理学
病理学

臨床医学研究系専攻

内科学
小児科学
精神医学
皮膚科学
脳神経外科学
耳鼻咽喉科学
麻酔学
口腔外科学
リハビリテーション医学
救急医学
ゲノム医療学

社会医学研究系専攻

社会医学
法医学
医学教育学

博士課程

医 学 部

保健医療学部

経

診

営

療

組

組

織

織
管
理
組
織

埼
短玉
期医
大科
学大
学

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学ｾ大
校ﾝ学
ﾀ
│

ゲノム医学研究
センター

微生物学
免疫学
ゲノム医学
生体機能科学
生体医工学

修士課程

医科学専攻

生体機能科学
生体医工学
理学療法学

修士課程

看護学専攻

高度実践看護学
生活支援看護学

附属図書館

看護学研究科
学 生 部
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外科学
産科婦人科学
緩和医療学
整形外科学
泌尿器科学
眼科学
放射線医学
形成外科学
臨床検査医学
医療安全管理学
臨床腫瘍学

教 育 ・ 研 究 組 織 〔２〕
埼玉医科大学医学部組織図
令和２年３月３１日現在
医学教育センター
医学研究センター
国際交流センター
情報技術支援推進センター
アドミッションセンター
医療人育成支援センター
教職員・学生健康推進センター
リサーチアドミニストレーションセンター
IRセンター

大 学 院
教
育
・
研
究
組
織

埼
玉
医
科
大
学

医 学 部

基礎医学部門

保健医療学部

経

診

営

療

組

組

織

織

管
理
組
織

埼
短玉
期医
大科
学大
学

ゲノム医学研究
センター

附属図書館

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学ｾ大
校ﾝ学
ﾀ
│

臨床医学部門

学 生 部
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教養教育
解剖学
免疫学
生理学
ゲノム医学
生化学
社会医学
薬理学
法医学
病理学
医療政策学
微生物学
医学教育学
中央研究施設 （実験動物部門・ＲＩ部門・形態部門・機能部門）
日高ブランチ（実験動物部門・ＲＩ部門・機能部門）

消化器・肝臓内科学
消化管内科学
循環器内科学
呼吸器内科学
内分泌・糖尿病内科学
血液内科学
神経内科学
リウマチ学
腎臓内科学
腫瘍内科学
感染症学
総合診療内科学
消化器外科学

乳腺腫瘍学
呼吸器外科学
心臓血管外科学
小児外科学
整形外科学
脳神経外科学
形成外科学
小児科学
皮膚科学
泌尿器科学
眼科学
耳鼻咽喉科学

歯科・口腔外科学
リハビリテーション医学
麻酔学
救急医学
東洋医学
放射線医学
緩和医療学
精神医学
臨床検査医学
病理診断学
輸血・細胞移植学
健康管理学
医療安全管理学
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教 育 ・ 研 究 組 織 〔３〕
埼玉医科大学保健医療学部組織図
令和２年３月３１日現在

医学教育センター
医学研究センター
国際交流センター
情報技術支援推進センター
アドミッションセンター
医療人育成支援センター
教職員・学生健康推進センター
リサーチアドミニストレーションセンター
IRセンター

教
育
・
研
究
組
織

経

診

営

療

組

組

織

織

埼
玉
医
科
大
学

埼
短玉
期医
大科
学大
学

大 学 院

医 学 部

看護学科

臨床検査学科

保健医療学部
臨床工学科

ゲノム医学研究センター

理学療法学科
管
理
組
織

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学ｾ大
校ﾝ学
ﾀ
│

附属図書館
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教 育 ・ 研 究 組 織 〔４〕
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター組織図
令和２年３月３１日現在
医学教育センター
医学研究センター
国際交流センター
情報技術支援推進センター
アドミッションセンター
医療人育成支援センター
教職員・学生健康推進センター
リサーチアドミニストレーションセンター
IRセンター

教
育
・
研
究
組
織

経

診

営

療

組

組

織

織

管
理
組
織

埼
玉
医
科
大
学

埼
短玉
期医
大科
学大
学

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学ｾ大
校ﾝ学
ﾀ
│

大 学 院

遺伝子構造機能部門

医 学 部

遺伝子情報制御部門

保健医療学部

発生・分化・再生部門

ゲノム医学研究センター

病態生理部門

附属図書館

遺伝子治療部門

学 生 部

0022

0022

令和２年３月３１日現在

診 療 組 織 〔１〕
埼玉医科大学病院群組織図

埼
玉
医
科
大
学
病
院

教
育
・
研
究
組
織

診

営

療

組

組

ー

経

総
合埼
医玉
療医
セ科
ン大
タ学

織

国
際埼
医玉
療医
セ科
ン大
タ学

織

ー

管
理

か
わ埼
ご玉
え
医
ク
リ科
ニ大
ッ学
ク

組
織

病院群
臨床研修センター
訪問看護ステーション

※法人組織に設置

総合医療センター
訪問看護ステーション
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0023

診 療 組 織 〔２〕
埼玉医科大学病院組織図
科別診療部
中央診療部
連携診療部
（センター）

医療安全対策室
院内感染対策室

医
療
の
質
管
理
部
門

埼
玉
医
科
大
学
病
院

医
療
の
質
管
理
部

診療部門

看 護 部

診療情報管理室

薬 剤 部

褥瘡対策管理室

栄 養 部

高難度医療技術等
評価センター

健康管理センター

未承認新規医薬品等
評価センター

患者支援部

職員教育支援室

保険診療指導室

臨床研究センター

患者支援センター
利用者相談室
医療福祉相談室

令和２年３月３１日現在

総合診療内科（総診）
血液内科（血内）
感染症科・感染制御科（感染）
心臓内科（心臓）
リウマチ膠原病科（リ膠）
呼吸器内科（呼内）
消化器内科・肝臓内科（消肝）
消化管内科（消内）
内分泌内科・糖尿病内科（内糖）
脳神経内科・脳卒中内科（神内）
腎臓内科（腎内）
神経精神科・心療内科（精神）
緩和医療科（緩和）

※ 国際医療センター
入退院・患者支援室
ボランティア室
地域医療連携室

中央病理診断部
・病理診断科

肝疾患相談センター

輸血・細胞移植部

器材センター
診療支援部
チーム診療部

病院経営企画室

中央手術部

難病相談室
呼吸療法サポートチーム

中央放射線部
臨床工学部

救急センター・中毒センター
（時間外・小児夜間救急）
内視鏡センター

消肝 消内 消外 呼内 総診

難病センター

難病診療部
遺伝子診療部
患者申出診療部
母性内科診療部

院内迅速対応チーム

事務部門

医 務 部

研修管理部門

集中治療部
感染防止対策チーム

高齢者総合診療センター

総診 緩和 精神 整形 神内
口外

てんかんセンター

小児 神内 精神 脳外

血栓止血センター

総診 整外 心臓 消外 産婦
血内 小児

中央治療センター

血内 消肝 消外 リ膠 呼内
整外 皮膚 総診

腎臓病センター

腎内 泌尿 総診

透析予防チーム

睡眠呼吸センター

呼内 耳鼻 口外 総診

緩和ケアチーム

アレルギーセンター

小児 呼内 耳鼻 皮膚 総診

呼吸器病センター

放射 呼外 呼内 総診

成育医療センター

小外 小児 新生 産婦 形外

女性骨盤底医学センター

消外 産婦 泌尿

アイセンター

内糖 小児 眼科

リプロダクションセンター

産科 泌尿 東洋 口外 ゲノム
注）点線枠内は主に連携する診療科

医 務 課

抗菌薬適正使用支援チーム

庶 務 課

褥瘡対策チーム
排尿ケアチーム

教員（医師）
働き方支援センター

栄養サポートチーム

ピアサポートセンター

こども養育支援チーム

職員健康管理部門

臨床研修センター

※法人組織に設置
保育園めぐみ

診療組織

小児心臓外科（小心外）
小児心臓科（小心臓）
小児腫瘍科（小腫瘍）

中央検査部

アレルギー疾患相談室

診療支援部門

治験事務室

経営組織

リハビリテーション科（リハ）
産科・婦人科（産婦）
新生児科（新生）
小児科（小児）
小児外科（小外）
放射線科（放射）
放射線腫瘍科（放腫）
核医学診療科（核医）
麻酔科（麻酔）
東洋医学科（東洋）
乳腺腫瘍科（乳腺）
救急科（救急）
ゲノム医療科（ゲノム）

精神医療福祉相談室

てんかん相談室

病院群
臨床研修センター

消化器・一般外科（消外）
血管外科（血外）
整形外科・脊椎外科（整外）
脳神経外科（脳外）
皮膚科（皮膚）
泌尿器科（泌尿）
形成外科・美容外科（形外）
眼科（眼科）
耳鼻咽喉科（耳鼻）
神経耳科（神耳）
歯科・口腔外科（口外）
呼吸器外科（呼外）
心臓外科（心外）

訪問看護ステーション

総合医療センター
訪問看護ステーション

0024

※小心臓 ※小心外 ※小腫瘍

診 療 組 織 〔３〕
埼玉医科大学総合医療センター組織図

診

療

部

門

科 別 診 療 部
高度救命救急センター
小児救命救急センター
総合周産期母子医療センター

診療センター部

消化器・肝臓内科
内分泌・糖尿病内科
血液内科
リウマチ・膠原病内科
心臓内科
呼吸器内科
腎・高血圧内科
神経内科
総合診療内科
感染症科・感染制御科
メンタルクリニック
小児科

令和2年3月31日現在

消化管外科・一般外科
肝胆膵外科・小児外科
呼吸器外科
小児心臓外科
心臓血管外科
血管外科
ブレストケア科（乳腺腫瘍科）
脳神経外科
整形外科
形成外科・美容外科
皮膚科
泌尿器科

内視鏡センター
超音波センター
血液浄化センター
結石センター
外来化学療法センター
臓器移植センター
脳血管センター
緩和ケアセンター
ＩＣＵ

医療安全対策室
感 染 制 御 室
診 療 支 援 室 （ MA ）

中 央 診 療 部

保険診療指導室

管
理
統
括
部
門

診 療 支 援 部 門

看

護

部

薬

剤

部

栄

養

部

患者支援センター

チ ー ム 診 療 部
WOC管理室（褥瘡・創傷治癒支援）

ー

埼
玉
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン
タ

がん診療支援室

病院経営企画室

中央検査部
中央放射線部
中央手術部
中央材料部
臨床工学部
病理部
リハビリテーション部
輸血部

患者支援室
入退院支援室
医療福祉相談室
がん相談支援センター
遺伝相談室
難病支援相談室
栄養サポートチーム
呼吸サポートチーム
認知症サポートチーム
褥瘡ケアチーム
フットケアチーム

緩和ケア推進室
診療情報管理室
病診連携室（含：訪問看護St連携部門）
事

務

部

門

職員健康管理部門

事

務

部

健 康 推 進 室

秘書室
医務課
総務課
経理購買課
施設課

ピアサポートセンター
教員（医師）働き方支援センター

経営組織

病院群臨床研修センター

研 修 管 理 部 門

※法人組織に設置

臨床研修センター
臨床研究支援センター

教育・研究部門

研

究

部

医 学 情 報 室
川越保育園 つばさ
診療組織

訪問看護ステーション
総合医療センター訪問看護ステーション

0025

治験事務室
倫理委員会事務室
COI管理室
動物実験施設
ＲＩ研究施設
電子顕微鏡施設
分子免疫施設
細胞調整施設

眼科
耳鼻咽喉科
産婦人科
放射線科
リハビリテーション科
麻酔科
歯科口腔外科
救急科（ＥＲ）
緩和ケア科
ゲノム診療科
病理診断科
健康管理科

中央採血室
生理機能検査室
細菌検査室
検体検査室
画像診断
核医学
放射線治療
放射線治療管理室
輸血検査室
自己血・細胞治療室
移植検査室
支部基幹移植検査センター

診 療 組 織 〔４〕
埼玉医科大学国際医療センター組織図
診療部門

診療部

包括的がんセンター
国際診療支援部

看護部

薬剤部

栄養部
医務課
事務部門

事務部

総務課

ＭＡ運営室

医療の質部門

クオリティーマネジメントセンター（ＱＭＣ）

放射線治療品質管理室

令和2年3月31日現在
脳脊髄腫瘍科
小児腫瘍科
小児外科
造血器腫瘍科
骨盤腫瘍科
乳腺腫瘍科
皮膚腫瘍科・皮膚科
骨軟部組織腫瘍科・整形外科
眼科腫瘍科・眼科
頭頸部腫瘍科･耳鼻咽喉科
形成外科
口腔ケア（歯科口腔外科）
原発不明・希少がん科
精神腫瘍科
放射線腫瘍科
病理診断科

婦人科腫瘍科・産婦人科
泌尿器腫瘍科

消化器内科
消化器病センター
消化器外科

医療安全対策室

呼吸器病センター
医薬品安全管理室
内視鏡検査治療センター

医療機器安全管理室

国
際埼
医玉
療医
セ科
ン大
タ学

放射線安全管理室

上部消化管外科
下部消化管外科
肝胆膵外科

呼吸器内科
呼吸器外科

通院治療センター

感染対策室

病
院
執
行
部

消化器腫瘍科
消化器内視鏡科

サルコーマセンター
がん相談支援センター

労働安全管理室
支持医療／緩和ケアセンター

ー

健康推進室
教員(医師)働き方支援センター
病院経営企画部門

がんゲノム医療センター

診療支援部門

がんゲノム情報管理センター（遺伝子検査室）
がんゲノム診療科
家族性腫瘍科

病院経営企画室
心臓病センター
保険診療指導室

地域医療連携室

臨床研究適正推進センター

心臓内科
心臓血管外科
小児心臓外科
小児心臓科
心臓リハビリテーション科

臨床研究ＩＲＢ事務局
治験ＩＲＢ事務局
医療機器治験ＩＲＢ事務局

成人先天性心疾患センター
急性心血管センター
Acute Care Surgery &
Shock/Trauma Center

教育支援センター

救命救急センター
脳卒中センター

患者支援センター

心臓内科
不整脈科

重症心不全・心臓移植センター

診療情報管理室

患者支援部門

緩和ケアチーム
支持医療科

医療福祉相談室
利用者苦情相談室
入退院支援室

小児救急センター

救命救急科
精神科救命救急科
脳卒中内科
脳卒中外科
脳血管内治療科
小児救急科
地域医療科

臓器移植センター

経営組織

病院群
臨床研修センター

研修管理部門

臨床研修センター

※法人組織に設置
学生教育部門

学生教育センター

中央診療部門

託児所あすなろ

診療組織

日本臓器移植センター指定・検査センター
臓器移植部門（腎・肝・膵）

訪問看護ステーション
総合医療センター訪問看護ステーション

画像診断科
核医学科
運動・呼吸器リハビリテーション科
麻酔科
感染症科・感染制御科
内分泌内科・糖尿病内科
集中治療科
中央検査部
病理診断部
輸血・細胞移植部
中央手術部・インターベンション部
中央放射線部
リハビリテーションセンター・リハビリ訓練室
血液浄化部
褥瘡管理室
ＭＥサービス部
病院診療科
トランスレーショナルリサーチセンター
チーム医療推進センター

0026

中央洗浄室

感染防止対策チーム
抗菌薬適正使用支援チーム
栄養サポートチーム
呼吸ケアチーム
褥瘡対策チーム
口腔ケアチーム
糖尿病専門チーム
認知症ケアチーム
精神科リエゾンチーム
ラピッドレスポンスチーム

8

診 療 組 織 〔５〕
埼玉医科大学かわごえクリニック
ペインクリニック外来
東洋医学（鍼）外来
東洋医学（漢方）外来
骨粗鬆症外来
診 療 部 門

形成外科・美容外科外来
整形外科・スポーツ医学外来
リハビリテーション外来
メンタルヘルス外来
こどものこころクリニック外来
小児神経科外来
成長発達支援外来、小児糖尿病・生活習慣病外来
糖尿病・内分泌、生活習慣病外来

か
わ
埼
ご
玉
え
医
ク
科
リ
大
ニ
学

小児外科外来
消化器・肝臓疾患／機能性消化管障害外来・難治性肝障害外来
海外渡航・感染症外来／トラベルワクチン外来

ッ

ク
看 護 部 門

外来診療室

中央サービス部門

画像検査室
臨床検査室
薬剤室
リハビリ訓練・治療室

事務室部門

事務室

診療組織

訪問看護ステーション

総合医療センター
訪問看護ステーション

0027

令和2年3月31日現在

管 理 組 織
学 校 法 人 埼 玉 医 科 大 学 事 務 組 織 図
総合企画部
法
人
事
務
局

広

報

室

秘

書

室

令和２年３月３１日現在

企画財政課

職員キャリアアップセンター

業務監査室
教職員・学生健康推進センター事務室

リサーチアドミニストレーションセンター事務室

教
育
・
研
究
組
織

経

診

営

療

組

組

織

織

管

大
学
事
務
局

総

務

部

総務課
人事課
臨床研修センター事務室

施

設

部

施設管理課
環境整備課

経

理

部

経理課
購買課

情報システム部

情報システム課
毛呂山キャンパス分室
川越キャンパス分室
日高キャンパス分室

埼
玉
医
科
大
学

埼
短玉
期医
大科
学大
学

理

毛
呂
山
・
日
高
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
局

組

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学ｾ大
校ﾝ学
ﾀ
│

庶務課
学務課
入試課

保健医療学部事務室

庶務課
教務課
学生課
川角分室

大学事務部

大学病院医務部

川
越
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
局

附属図書館事務室

国際医療センター事務部

医務課
総務課

総合医療センター事務部

大学病院ブランチ
総合医療センターブランチ
国際医療センターブランチ

医務課
庶務課
健康管理センター事務室
診療情報管理室
患者支援部事務室
附属図書館事務室
総合医療センター分館事務室
日高キャンパス分館事務室
川角キャンパス分館事務室

短期大学事務部

織

医学部事務室

庶務課
学務課
図書館事務室
秘書室
医務課
総務課
経理購買課
施設課
川越事務所事務室
かわごえクリニック事務室
附属総合医療センター看護専門学校事務室
附属総合医療センター看護専門学校図書室事務室

（毛呂山・日高キャンパス事務局）
（川 越 キ ャ ン パ ス 事 務 局）

0028

訪問看護ステーション事務室
総合医療センター訪問看護ステーション事務室

7．大学院
1

入学者
（医学研究科博士課程）
令和元年度大学院志願者
合格者
入学者

26 名
25 名
25 名

(一般選抜2名、社会人特別選抜23名、外国人特別選抜1名）
(一般選抜2名、社会人特別選抜22名、外国人特別選抜1名）
(一般選抜2名、社会人特別選抜22名、外国人特別選抜1名）

合格者
入学者

12 名
11 名
11 名

(一般選抜 8名、社会人特別選抜 4名）
(一般選抜 7名、社会人特別選抜 4名）
(一般選抜 7名、社会人特別選抜 4名）

合格者
入学者

9名
7名
7名

(一般選抜 0名、社会人特別選抜 9名）
(一般選抜 0名、社会人特別選抜 7名）
(一般選抜 0名、社会人特別選抜 7名）

（医学研究科修士課程）
・医科学専攻
令和元年度大学院志願者

（看護学研究科修士課程）
・看護学専攻
令和元年度大学院志願者

2

大学院学生数内訳
①専攻別内訳
博士課程
2年次

１年次

入学定員

総定員

4年次

3年次

合計

男

女

男

女

男

女

男

女

生物・医学研究系専攻

40

10

1(1)

1(1)

1(1)

2(0）

0

0

2(2)

1(0)

8(5)

社会医学研究系専攻

16

4

0

0

0

0

2(2)

0

0

0

2(2)

臨床医学研究系専攻

144

36

12(12)

4(3)

12(12)

4(2)

17(14)

5(4)

30(26)

6(4)

90(77)

200

50

13(13)

5(4)

13(13)

6(2)

19(16)

5(4)

32(28)

7(4)

100(84)

計
修士課程

総定員

１年次

入学定員

長期履修生
（留年生含）

2年次

男

女

男

女

男

女

医科学専攻

16

8

6(3)

1(1)

6(3)

3(3)

1(1）

0(0)

17(11)

看護学専攻

20

10

2(2)

4(4)

0(0)

7(7)

1(1)

1(1)

15(15)

36

18

8(5)

5(5)

6(3)

10(10)

2(2)

1(1)

32(26)

計

()内は社会人学生
②外国人学生数
国費外国人留学生
私費外国人留学生

1名
0名

③その他
特別研究学生
協力研究員
博士課程研究生

2名
8名
47 名

（男2名、女0名）
（男6名、女2名）
（男31名、女16名）

医学研究科博士課程
No.

合計

種

学位記番号

氏名

学位論文タイトル

0029

1

乙

1427

蝦原

康宏

Importance of tumor budding grade as independent prognostic factor for
early tongue squamous cell carcinoma

2

乙

1428

山田

良大

Clinical implications of pleural effusion in patients with acute type B
aortic dissection

3

乙

1429

伏原

豪司

Factors associated with early seizures after surgery of unruptured
intracranial aneurysms

4

乙

1430

田島

知明

Efficacy of an over-the-scope clip for preventing adverse events after
duodenal endoscopic submucosal dissection: a prospective interventional
study

5

乙

1431

大木

雅文

Endoscopic type-1 tympanoplasty in chronic otitis media – comparative
study with a postauricular microscopic approach

6

乙

1432

藤田

曜

Diagnostic ability of a 22G Franseen needle in endoscopic ultrasoundguided fine needle aspiration of subepithelial lesions

7

乙

1433

大塚

宗廣

Factors related to improvement of cerebrovascular reserve after
superficial temporal artery to middle cerebral artery anastomosis for
patients with atherosclerotic steno-occlusive disease.

8

乙

1434

山口

央

Re-challenge of afatinib after 1st generation EGFR-TKI failure in
patients with previously treated non-small cell lung cancer harboring
EGFR mutation

9

乙

1435

毛利

篤人

Clinical difference between discontinuation and retreatment with
nivolumab after immune-related adverse events in patients with lung
cancer

10

乙

1436

内田

義孝

Implications of prostaglandin D2 and leukotrienes in exhaled breath
condensates of asthma

11

甲

1437

湯本

愛実

次世代シーケンシング解析による咀嚼筋腱・腱膜過形成症患者の側頭筋腱に特異
的に発現する遺伝子群の同定

12

甲

1438

川﨑

一史

Effects of edaravone on nitric oxide, hydroxyl radicals and neuronal
nitric oxide synthase during cerebral ischemia and reperfusion in mice

13

甲

1439

飯野

薫

RNA-binding protein NONO promotes breast cancer proliferation via
posttranscriptional regulation of SKP2 and E2F8

14

甲

1440

沢田

圭佑

TP53を起点とした口腔上皮性異形成の分子病態の理解

15

甲

1441

田中

佑加

Abemaciclib, a CDK4/6 inhibitor, exerts preclinical activity against
aggressive germinal center derived B-cell lymphomas

16

甲

1442

櫻井

隼人

非投薬下MR撮像用の包括的鎮静管理法の開発と臨床適用

17

甲

1443

新谷

大輔

子宮体癌患者における術前血中腫瘍関連遊離DNAと臨床病理学的因子の関連

18

甲

1444

筋野

恵介

2008年から2016年までの9年間の埼玉医科大学病院におけるバンコマイシン耐性
腸球菌（VRE）入院時スクリーニング検査によるVRE保菌患者の臨床的検討

19

甲

1445

伊神

英治

Soluble factors mediate the interaction between Schwann cell and
Osteocytes

20

甲

1446

佐藤

慧

脊椎術後手術部位感染リスクファクターについての後方視研究
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肺癌に対するXeガス吸入による肺機能CT画像を用いた放射線治療計画の開発

21

甲

1447

内海

22

甲

1448

辻

23

甲

1449

西川

忠曉

子宮癌肉腫腫瘍の移植モデルにおける抗HER2抗体薬物複合体の抗腫瘍効果

24

甲

1450

川嶋

直之

MLH1 Is a Prognostic Biomarker for Serous Ovarian Cancer Treated With
Platinum- and Taxane-based Chemotherapy

25

乙

1451

内野

夏子

唇顎口蓋裂患者における鼻変形の検討

26

乙

1452

小林

清子

Quality of red blood cell and platelet concentrates after transportation
by a pneumatic tube system

27

乙

1453

福澤

見菜子

加齢性眼瞼下垂症に対する手術によって得られる若返り・美的効果の検討

28

乙

1454

堀内

翔

Loop-mediated isothermal amplification method: an efficient and robust
method for detection of EGFR mutations

29

乙

1455

渋谷

雅之

Electroretinographic recordings with skin electrodes to assess effects
of vitrectomy with gas tamponade on eyes with rhegmatogenous retinal
detachment

暢子

Involvement of portosystemic shunts in impaired improvement of liver
function after direct-acting antivirals therapies in cirhotic patients
with hepatitis C virus

翔平

-成長に伴う形態変化と画像解析-

医学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏名

1

修医第73号

荒木

心太

高度救命救急センターにおけるリハビリテーション実施症例の実態調査

2

修医第74号

榎本

幸佑

位置情報付き無線LAN環境モニタリングシステムの構築

3

修医第75号

大村

一之

閉塞性睡眠時無呼吸症に対する3Dスキャナによるスクリーニング検査の有用性の
検討

4

修医第76号

小川

凌太

医用テレメータ電波管理システム構築のための基礎的研究

5

修医第77号

三本木

6

修医第78号

須﨑

弘樹

レーザー光照射による担癌マウスにおける抗腫瘍効果のメカニズムの探索

7

修医第79号

布施

裕子

脊髄神経後枝内側枝及び固有背筋内側筋群の基本構成とヒトにおける特殊化

8

修医第80号

宮下

遥香

地域在住中高齢者における姿勢とロコモティブシンドロームの関係 －簡易脊柱
後弯姿勢評価を用いて－

光

学位論文タイトル

心臓外科術後患者における退院時の運動耐容能 -入院前のフレイルが与える影響
-

看護学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏名

学位論文タイトル

0031

1

修看第56号

阿部

一昭

地域で生活する統合失調症を有する当事者の結婚についての訪問看護師のとらえ

2

修看第57号

金森

恵美

新人看護師が用いる高齢患者とのコミュニケーションスキルとその関連要因

3

修看第58号

島野

愛子

大学病院に勤務する看護師の組織コミットメント残留意欲とその関連要因

4

修看第59号

関根

みぎわ

喉頭全摘出後の夫と共に暮らす妻の術前における構えpreparedness

5

修看第60号

滝澤

幸子

重症心身障害児（者）施設に勤務する看護師の共感援助とその関連要因

6

修看第61号

星野

和子

看護学臨地実習指導者の職業的アイデンティティとその関連要因
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8．1) 医 学 部
平成 31 年度の医学部執行部の体制は、前年度を引き継ぐ形で、医学部長：村越隆之（生化学）
、副医学部長：篠塚望（毛呂、消化器外
科）
、高橋健夫（川越、放射線科）
、小山政史（日高、泌尿器科）
、三村俊英（毛呂、リウマチ膠原病科）
、岡田浩一（毛呂、腎臓病内科）
、
医学部長補佐：林健（日高、神経内科）
、椎橋実智男（毛呂、情報技術支援推進センター）
、山田健人（毛呂、病理）
、吉益晴夫（川越、
精神科）であった。
前年度の医科大学入試制度再検討の問題から、本学でも選別過程の透明化を心がけ４月に新入生を迎えた。その中で埼玉県地域枠奨学
金受給生を推薦入試区分にて選別した。
医師国家試験は、前年度（第 113 回）は 112 回に比べて後退していたが、今年度、第 114 回ではようやく回復を果たした。
今年度７月、準備期間から含めると足掛け 4 年を要した新教育棟が竣工し、
「カタロスタワー」の名称で運用を開始した。柿落しとし
ては 2015 年度ノーベル医学生理学賞に輝く大村智先生を本学特別栄誉教授として迎え、特別講演をいただいた。
今後に継続する大きな案件として、大学機関別認証評価、医学教育分野別評価の受審準備がある。そのための IR センターの活動が本
格化した。以下に令和元年（平成 31 年）度の医学部の動きについて項目ごとに概要を述べるが、詳細は各組織、部門等からの報告も参
照願いたい。
１．入学試験
推薦入試では将来的により良いチーム医療を実践できる人材を多面的な視点から選考する目的で、初めて教員以外からの面接員とし
て医療スタッフと事務職員幹部に入っていただいた。面接担当入試委員からも実施面接員からも概ね良好な印象をもって終えることが
できたが、長期的な効果については今後の追跡調査を待ちたい。
一般入試一次試験は前期後期ともにこれまでの日曜日から土曜日実施となった。
昨今、入試問題のミスには文科省からの厳しい指導を受けることもあって、事前の問題検討には多大な時間と人員をかけて臨んでい
る。しかしながら MCQ による選択肢作成には何かと微妙な作文により対応せざるを得ず、議論が残る結果となることは不可避である。
一般入試及びセンター試験利用入試が 1 月最後から 3 月にかけて行われたため、新年になって顕在化した新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）対策に気を遣うこととなった。幸い、大きな混乱もなく終了に至ったが、今後は桁違いに抜本的な新規の対策と想定外の事
態への備えを覚悟しなければならないであろう。
本学独自の奨学金制度として、前年度より一般前期枠成績上位５名を候補者として選んでいる。初年度は残念なことに一人も入学に至
らなかったのであったが、幸い令和２年度入試結果としては 1 人が入学に至り期待されている。今後この制度のさらに有効な運用を可
能にするべく修正等を図ってゆきたい。
高大連携事業も進み、オープンキャンパスはこれまでで最高の 577 人の参加者を得た。また秋の大学祭（越華祭）においても大学紹介
のためのブースが開かれ、好評であった。
２．地域医療奨学金制度
前年度から新たな枠組みとして埼玉県地域枠奨学金受給生が推薦入試区分にて選別された。その後、入試時の辞退者１名と文科省から
の追加認定１名の計２名の不足分につき夏季に選考を行い 19 人が決定した。この学生たちはこれまでのところ学習態度、意欲、成績と
もに良い経過を示しており、今後さらに見守ってゆくつもりである。また医学教育センター卒前医学教育部門に地域医学推進室が新設さ
れた。その指導の下にカリキュラムも整備されつつある。課外学習プログラムにおいて「埼玉の医療」が開講された。12 月には恒例と
なりつつある埼玉県庁への訪問と知事への決意表明も行われた。
３．研究医の養成
従来、課外学習プログラム、学生による研究発表会、研究医枠制度、が本学における研究マインド養成の大きな柱であったため、それ
らを機能的に連携して運営推進する目的で新たに医学教育センター卒前教育部門に研究マインド育成室が新設された。
平成 31 年度については、開始学年を 4 年生から 3 年生に変更したことに伴い、移行期の募集を 2 年と 3 年を対象にして 3 名の募集を
行ったが、３名の応募があり、書類選考ならびに面接試験の結果、全員を合格と判定した。
11 月に行われている「学生による研究発表会」は、次年度には「オール埼玉医大研究の日」に統合される運びとなった。
４．卒前教育
卒前教育は卒前教育委員会が担当している。卒前教育委員会は医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員と代表教育主任か
ら構成される。卒前教育委員会の開催は 8 月を除く毎月 1 回開催されるが、教育に関する情報の共有化を促進するため、平成 18 年度か
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らは医学教育センター教育主任会議と合同で行われてきた。平成 19 年度からはコースディレクターとユニットディレクターもこれに参
加することとし、名称も卒前教育合同会議と改められている。さらに、会議もテレビ会議システムを用いて 3 キャンパスで同時開催し、
情報の共有と周知が徹底できるよう配慮されている。卒前教育合同会議では卒前教育委員会の委員長が議長となり、卒前医学教育部門と
学年小委員会からの報告を中心に、卒前教育に関する様々な課題に取り組んだ。また、各学年から学生委員の参加を求め、学生は可能な
限り対応している。
医学部領域卒前医学教育部門には、本年度当初に新たに学力増進室、研究マインド育成室、地域医学推進室を設けた。
医学教育の質保証に対応したカリキュラムの策定に基づき、平成 28 年度 1 年生から順次新カリキュラムが導入されたが、31 年度は
新カリキュラムが４年生にまで進展した。3 年生同様に年間８週間の pre CC２が実施された。シラバスは WEB を通じて学外にも公開
され、より透明化が進んでいる。また、CC Step１では、評価を GPA に添った形となるように、S/A/B/C/D の５段階とした。
7 月には基礎医学実習、シミュレーション教育、OSCE 実施、その他多目的のアクティブラーニングを可能にする新教育棟が竣工し、
オルコスホールに比肩すべく「カタロスタワー」と命名された。その名称は「清浄」を意味するギリシア語である。その内部の講堂や教
室、スペースにも学生をはじめとする募集により欧米の医学や文化的背景を反映するような名称、愛称が選ばれた。早速 10 月からは 1
年生が基礎医学実習の利用を開始した。12 月には学生の自習用にゼミ室（OSCE 試験室）が一部（５階のみ）開放されるようになった。
また年度末には同窓会から机、椅子等の備品が寄付された。6 年生卒業時 OSCE は共用試験臨床実習後 OSCE 全国トライアルとして実
施され、早速カタロスタワーを利用したところ優れた機能性が実証された。
学生部を中心に、種々の学生生活上の問題点に対応した。飲酒、不正薬物使用、等の問題は繰り返し注意を発してゆく必要がある。部
活動の健全性を守るための指導にも注力がなされた。
「埼玉医科大学部活動に係る活動方針」が策定され、部活リーダー研修会、クラブ
顧問主将会議などを通じて責任ある立場の学生たちに周知指導された。この部活動のガイドラインには、
「SNS の取り扱いに関するガイ
ドライン」も追加された。一方、昨年度に引き続き「機能別学生消防団」新団員が募集された。
年度後半から低学年における出席や試験への態度がしばしば問題となった。近年の傾向として、複数の本試験の中で計画的に「捨て
駒」を作り再試に臨んでいるのではないかというケースが報告されている。本試験と追再試の関係、特に問題の類似度、難易度等の適正
な設定が再度検討されるべきであろう。併せて進級要件、仮進後の措置もその時々の状況に応じて見直すべきと考えられる。
出席の確認に際しての不正もいまだに減っていない。そこでいわゆる「３分の２ルール」による減点を取りやめる方向を打ち出した。
ただし出席自体は授業評価や授業内の小テストと絡めて実施を続けることとなった。
年度末になり新型コロナウイルス感染症が広がる気配を受け、海外渡航禁止等に端を発する種々の規制、注意が続くこととなった。中
でも、2 月後半から予定されていた 4−５年生の臨床実習はいち早く中止となった。
５．医師国家試験
国家試験に対しては、昨年度第 113 回の結果を踏まえ篠塚教授の率いる 5−６年生学年小委員会が様々な対策を講じ、6 年生国家試験
対策委員（学生）とともに実施に移した。成績下位層の補講、ナイトセッション、必修テキストの復活、夏季及び冬季（直前）合宿、ス
ペシャルアドバイザー制度、等を学内若手講師の協力や予備校の映像授業等も利用して繰り返した。また卒業試験後の C ユニットも多
くの議論を経たのちに、卒業仮内定から国家試験までの緊張感を保った勉学を維持させることに主眼をおいて実施された。また、一般教
員についても国家試験と卒業試験に関する FD を開催した。
その結果の第 114 回の医師国家試験は、令和２年 2 月 8 日と 9 日の２日間日程で実施された。問題数 400 問、必修問題の配点比重増
加の変化があって以来 3 回目の実施であった。全国の新卒者と既卒者を合わせ、総受験者 10,140 人、合格者 9,341 人、合格率 92.1%で
あった。
本学は、新卒者 125 名が受験し、124 名が合格した(合格率 99.2%)。既卒者は 22 名が受験し、17 名が合格した(合格率 77.3％)。全体
としては、147 名が受験し、141 名が合格した(合格率 95.9%)。合格率でみると、新卒合格率は全国 80 校中 3 位、新卒と既卒をあわせ
た全体の合格率は全国 80 大学中 19 位、私立 29 校中 10 位となった。今後この好成績を定常的に維持してゆくことが求められる。
６．卒後教育
卒後教育に関しては、3 病院の研修医委員会、医学部の卒後教育委員会、および医学教育センタ－卒後医学教育部門が相互に連携しな
がら、研修医(前期および後期)の教育および臨床研修後の生涯教育を企画・運営している。卒後教育委員会では今年度も主催・後援する
学術集会を開催した。
平成 31 年度採用初期臨床研修医マッチング状況は、大学病院 34 名、総合医療センター 33 名、国際医療センター5 名であった。
5 月の G W に「若き卒業生の集い IN 東京」が開催された。
埼玉県地域枠奨学生のキャリア形成のためには県内特定地域の７医療機関の後期専攻プログラムへの連携が望ましい。今後の対応が
求められる。
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７．研究活動
個人情報保護法、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する指針などの改正とともに、人を
対象とする臨床研究の法制化、倫理審査委員会の認定制度など、医学研究を取り巻く環境が急激に変化してきている。平成 27 年 4 月に
法人組織の中にリサ－チアドミニストレ－ションセンター（RA センター）が設置されたことにより医学研究の実施にかかる環境が整い、
公的研究費の事務手続きも RA センターが一括して管理することとなった。
今年度もより一層のコンプライアンス遵守のため、公的研究費の適正使用指導を APRIN e ラーニングを用いて行った。コンプライア
ンス教育の未受講者には公的研究費応募資格停止の処置も取られた。また、大学倫理審査委員会と保健医療学部隣市審査委員会が統合さ
れた。
学位申請に関わる論文投稿時に剽窃検知ソフト（iThenticate）利用が義務付けられて運用が開始された。また、業績プロを利用した
個々の研究者の研究活動管理が行われている。
医学研究センターでは文科省科学研究費獲得の支援を続けているが、助教の申請率が 10％に満たないと言う状況であることがわかり今
後の増加を期待している。
ゲノム医学研究センターのあり方が根本的に見直された。センター自体は継続されるが、これまでの５部門は医学部基礎医学部門に２
基本学科として統一され、また大学院基本学科も設けられた。中央実験施設日高ブランチ機能部門も４月から運用開始し、リサーチパー
クが契約を開始した。
一方 9 月には最後の RCGM シンポジウムとなる研究会が一般の学内研究者も集めて毛呂山キャンパスで行われ、多数の活発な参加があ
り成功裏に終了した。
産学連携促進のために埼玉りそな銀行との包括協定により「埼玉りそなインキュベーションファンド」が創設された。
大学院の学生総数が 100 名、充足率が 50％となった。大学院博士課程においても卒前教育同様、ベストティーチャー賞が設定された。
これまで第２研究等の整備運営に関し必ずしも管轄が明確でなかったため、利用者による運営会議がもたれることとなった。
８．その他
１）I R センターによる認証受審準備
令和２年度の大学機関別認証評価の受審に向け、IR センターが中心となって自己点検評価書の作成を行っている。また令和 3 年度の
医学教育分野別評価の受審に向かっては 120 人の教員を構成員とする準備委員会を立ち上げ、7 月の医学部教授・教員総会でキックオ
フとしての報告、9 月の教育ワークショップでのグループごとのブラッシュアップ作業を実施した。11 月には大学機関別認証評価受審
ための学内研修会がもたれた。
その過程で、アウトカム基盤型教育を目指したコンピテンス・コンピテンシーの整理とともに、学年ごとのマイルストーンの制定もカ
リキュラム委員会の指揮のもとに進行した。
また、分野別評価受審に向け、6 年生の満足度調査、年度末にはポリシー等策定委員会とカリキュラム委員会、医学部カリキュラム評
価委員会それぞれの拡大会議を開いた。
２）相互交換留学
25 年目を迎えた本制度で、平成 31 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ、20 名の留学生を本学に迎え、本学からは 20 名の学
生が留学した。通算して、410 名の留学生を本学に迎え、本学からは 485 名の学生が海外留学したことになる。
ただし残念ながら年度末の企画は、春期語学研修をはじめ全て中止となった。
３）文科省補助金
令和元年（平成 31 年）度私立大学等改革総合支援事業は、これまでの５タイプからタイプ４（グローバル化）が各タイプに分散され
ることで独立項目から抜け、残りの４つのタイプに変更された。この選定結果は、新タイプ４「社会実装の推進」
（以前の「産業界との
連携を評価対象とするタイプ２」に相当）のみが採用された。今後これを維持すると共にタイプ１「特色ある教育の展開」をぜひ復活さ
せるべく、全学的戦略的取り組みとして対策を講じたい。
４）教員選考
医学部教員選考に係る基本理念や選考基準が再確認され、申請様式も修正された。それに伴い資格審査委員会規則が改定された。
９．平成 31 年度の総括
平成 31 年度は、第 4 次長期総合計画の５年目であった。
国家試験合格率が回復したことは誠に喜ばしい結果であった。今後も短期（６年生、さらには５年生）
、中長期（１−４年生）の学修成
果の再確認と、具体的な対策として補習等の低学力者対応、予備校の資源利用を行っていくことになろう。これに関しては新設された学
力増進室が学年間の壁を越えた連携を図りつつ、成果を出してゆくことを期待したい。更に、卒業試験の時期、内容等の検討、卒業・進
級要件の厳格化なども考慮に入れて対応を図りたい。
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2020 年の機関別認証評価、2021 年の医学教育分野別評価の受審予定を受けて、IR センターの指導の下にさらに大学内準備態勢を整
備しつつある。これらの結果として教育研究の質が向上することを期待している。
創立 50 周年から 10 年くらい先を見据える「将来構想タスクフォース」が立ち上がり意見交換が行われている。
2019 年末に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症のパンデミック規模での拡大が現実化してしまった。それに伴い、国、
文科省、自治体による指導、大学からの活動の種々の規制、学生への注意が続き、2 月後半から予定されていた 4−５年生の臨床実習は
いち早く中止となった。更には年度を跨ぐ種々の学事、式典が軒並み中止となった。学術講演会、学内グラント成果発表会、卒業式、ス
チューデントドクター認定式、大学院博士課程学位授与式、卒業生謝恩会、等である。課外学習プログラム、クラブ活動も休止された。
大学では危機管理対応本部が設置され全学的対応に当たった。この事態が短期に収束する可能性は低いことから、今後中長期的に「with
Corona」シフトを用意し、教育・研究・診療の全てにおける新基準に基づいた適応体制を整える必要がある。その際には、旧来の無駄
な部分を削ぎ落とすなど前向きな姿勢が強く望まれる。
以 上
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8．2）教員代表者会議各種委員会
【任期：平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日】
◎：委員長／

○：副委員長／

外：学外委員／

※：オブザーバー

教員代表者会議（医）
◎村越（医学部長）
・別所（学長）
・土田（副学長）
・松下（副学長）
・木崎（副学長、医学研究科長）
・森（副学長、医教セ
長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）
・屋嘉比（かわクリ院長）・高橋（副医学部長）・伊藤（学生部
長）
・岡田（副医学部長）
・小山（副医学部長）
・三村（副医学部長）
・篠塚（副医学部長、医教副セ長）
・山田（医学部長補
佐）
・林（医学部長補佐）
・椎橋（医学部長補佐、ＩＴセ長）
・吉益（医学部長補佐、総神精）
・奥田（ゲ所長）
・藤巻（国交
流セ長）
・持田（図書館長）
・片桐（医研セ長）
・向田（教養教育）
・魚住（カリ室長）
・鈴木健（大放射）
・三橋（総検査）・
永島（解剖学）・亀井（社会医）・佐々木（病理学）・石原（大産婦）・中山（大麻酔）・中元（大総診）・三谷（医研セ、ゲ
遺伝子）・坂本（医研セ、中研）・海老原（医研セ、検査）・田丸（医研セ、総病理）・山元（大神内）・篠田（大眼科）・市
岡（大形成）・島田（大内糖）
・朝倉（大泌尿）・門野（大整形）・松尾（大神精）・松居（総脳外）・輿水（総救急 ER）・澤
野（総高度救命）
・別宮（総肝胆膵小外）
・野村（総神内）
・鈴木（国小心外）
・石田（総消外）
・栗田（国脳卒外）
・根本（国
救急）
・関（総産婦）
・岡本（国消外）
・高田（法医学）
・川井（国医療安全）
・光武（国感染）
・永田（大呼内）
・牧田（国心
リハ）
・村上（微生物）
・藤原（COI 委員長）
・丸山（薬理学）・大竹（倫理委員長）
・棚橋（専務理事）
・小山（常務理事）
・
富谷（教学健推セ長）・渡辺（生理学）・千本松（ＲＡセ）・長坂（大麻酔）・小林（ＲＡセ）・内田（大事務部長）・オ：内
田（総務部長）
・オ：吉本（副理事長）
・事：下田（大事務）
医学部教員組織運営会議（医）
◎村越（医学部長）・別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・小山（常務理事）・織田（大病院長）・堤（総病
院長）・佐伯（国病院長）・土田（副学長）・松下（副学長）
・木崎（副学長、医学研究科長）・森（副学長）・岡田（副医学
部長）
・高橋健（副医学部長）
・篠塚（副医学部長・医教副セ長）
・小山（副医学部長）
・三村（副医学部長、大院長代理）・
松居（総副院長）・鈴木（国副院長）・伊藤（学生部長）・片桐（医研セ長）・事：原（総務部）・事：江口（大事務）・事：
下田（大事務）
医学部自己点検・評価委員会（医）
◎村越（医学部長）・別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・小山（常務理事）・織田（大病院長）・堤（総病
院長）・佐伯（国病院長）・土田（副学長）・松下（副学長）
・木崎（副学長、医学研究科長）・森（副学長）・岡田（副医学
部長）
・高橋健（副医学部長）
・篠塚（副医学部長・医教副セ長）
・小山（副医学部長）
・三村（副医学部長、大院長代理）・
松居（総副院長）
・鈴木（国副院長）
・伊藤（学生部長）
・片桐（医研セ長）
・椎橋（IR センター長）
・事：原（総務部）
・事：
亀井（総務部）
・事：江口（大事務）
・事：下田（大事務）
医学部運営会議（医）
◎村越（医学部長）・吉本（副理事長）・別所（学長）・土田（副学長）・松下（副学長・RA セ長）・木崎（副学長・医学研
究科長）
・森（副学長・医学教育セ長）
・岡田（副医学部長）
・高橋健（副医学部長）
・篠塚（副医学部長）
・小山（副医学部
長）・三村（副医学部長）・椎橋（医学部長補佐）・林（医学部長補佐）・山田（医学部長補佐）・吉益（医学部長補佐）・伊
藤（学生部長）
・片桐（医研セ長〉
・事：江口（大事務）
・事：岩澤（大事務）
・事：下田（大事務）
医学教育センター運営委員会（医）
◎森（副学長・医教セ長）・○篠塚（副医学部長・医教副セ長）・○林（医学部長補佐・医教副セ長）・村越（医学部長）・
土田（副学長）・高橋健（副医学部長）・三村（副医学部長）・小山（副医学部長）・椎橋（医学部長補佐・IT センター
長）・持田（図書館長）・渡辺（生理学）・永島（解剖学）・長坂（麻酔学）・辻（保看護）・向田（教養教育）・松田
（医教セ）・橋本（大総診）・山田泰（医教セ）・側島（総周産期）・柴﨑(医教セ）・石橋（医教セ）・山崎（教養教育）・
荒関（医教セ）・深浦（総神内）・種田（教養教育）・鈴木（教養教育）・内田（大事務部長）・事：岩澤（大事務）
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卒前教育合同会議（医）
◎森（副学長・医教セ長）
・村越（医学部長）
・土田（副学長）
・松下（副学長・RA セ長）
・高橋健（副医学部長）
・岡田（副
医学部長）
・篠塚（副医学部長・医教副セ長）
・小山（副医学部長）
・三村（副医学部長）
・椎橋（医学部長補佐・IT センタ
ー長）
・林（医学部長補佐・医教副セ長）
・山田（医学部長補佐）
・吉益（医学部長補佐）
・持田（図書館長）
・深浦（総神内）・
橋本（大総診）
・石原（大産婦）
・永田（大呼内）
・中元（大総診）
・村松（国心内）
・中里（大神内）
・大竹（大小児）
・松田
（医教セ）
・井上（学健セ）
・辻（保看護）
・名越（総消肝内）
・石橋（医教セ）
・柴﨑（医教セ）
・加瀨（大耳鼻）
・伊藤（大
神耳）
・長坂（大麻酔）
・髙橋一（大神内）
・舟久保（大リウ膠）
・山元（大神内）
・丸山（薬理）
・菊池（大小児）
・鈴木健（大
放射）
・宮川（大総診）
・島田（大内糖内）
・渡曾（大整形）
・渡辺（生理学）
・佐々木（病理学）
・髙野（解剖学）
・荒木（生
化学）
・栗崎（解剖学）
・中平（教養教育）
・新津（大放射）
・朝倉（大泌尿）
・山本（大心内）
・三輪（生理学）
・向田（教養
教育）
・池田（生理学）
・永島（解剖学）
・ 森口（教養教育）・藤森（教養教育）・山崎（教養教育）・藤田（解剖学）
・魚住
（生化学）
・前﨑（大感染）
・天野（総リウ膠）
・大崎（国乳腺）
・森吉（大検査）
・山根（大放射）
・中山（大麻酔）
・岩永（国
心内）
・村山（国呼内）
・中山（大消肝内）
・山内（大小児）
・倉持（総精神）
・高橋（国リハ）
・宮野（大皮膚）
・町田（医研
セ）
・大島（中研）
・田丸（川研究）
・千本松（ＲＡセ）
・堀内（微生物）
・曽根（免疫学）
・仲村（大呼内）
・勝本（大眼科）・
佐藤（大歯科）
・原（大リハ）
・井出（大麻酔）
・亀井（社会医)・髙田（法医学）
・芳賀（大救急）
・黒川（ゲ遺伝）
・大庫（大
消管内）
・池上（大内糖内）
・脇本（大血内）
・中村（大血内）
・尾花（大小外）
・門野（大整形）
・藤巻（大脳外）
・佐藤（大
形成）
・磯部（大東洋）
・鈴木健（大放射）
・松尾（大精神）
・岡田（大輸血）
・清水（大健管セ）
・岩瀬（大緩和）
・亀井（大
産婦）
・森山（総呼内）
・松田（総内糖内）
・佐川（総血内）
・近藤（総リウ膠内）
・叶澤（総腎高内科）
・持木（総消管外）・
小髙（総肝胆膵小外）・西岡（総心内）・福田（総呼外）・出口（総血外）・山火（総心血外）・中曽根（総整形）・庄島（総
脳外）
・大西（総形成）
・馬場（総産婦）
・福田（総皮膚）
・諸角（総泌尿）
・小幡（総眼科）
・田中（総耳鼻）
・堀江（総歯科）・
山本（総リハ）
・小山（総麻酔）
・安藤（総救急）
・荒木（総高度救命）
・熊倉（総放射）
・竹下（総検査）
・百瀬（総病理）・
山本（総輸血）
・伊藤（総健管）
・大野（総感染）
・岡（総総診）
・良沢（国消内）
・栗原（国内糖内）
・塚崎（国造血）
・渡邊
（国腎内）
・畝川（国腫内）
・光武（国感染）
・櫻本（国消外）
・坂口（国呼外）
・朝倉（国心血外）
・矢澤（国整形）
・川井（国
医療安全）
・横川（国形成）
・住友（国小心）
・枡岡（国小心外）
・渡邊（国小腫）
・中村（国皮膚）
・菅澤（国耳鼻）
・吉田（国
婦腫）
・坂田（国歯科）
・辻田（国麻酔）
・根本（国救急）
・古屋（国総地）
・大西（国精腫）
・海老原（国検査）
・新井（国病
理）
・石田（国輸血）
・島田（国支医）
・岡垣（大産婦）
・富谷（教学健推セ）
・今枝（大消管内）
・村上（微生物学）
・米岡（教
養教育）
・小谷（生化学）
・菅（生理学）
・太田（社医学）
・川村（教養教育）
・小澤（大放射）
・廣岡（大総診）
・田丸（生理
学）
・種田（教養教育）
・大間（教養教育）
・伊澤（教養教育）
・Godfrey（教養教育）
・西脇（教養教育）
・土田（教養教育）・
中尾（生理学）
・伊丹（生理学）
・鈴木（医教セ）
・金田（医教セ）
・山田泰（医教セ）
・高橋美（社医学）
・宮崎（社医学）・
齋藤（医教セ）・高橋美（医教セ）・佐藤義（医教セ）・大西（医教セ）・杉山（医教セ）・オ：別所（学長）・オ：松下（医
教セ）
・オ：吉益（医学部長補佐）
・オ：側島（医教セ）
・オ：黒崎（国産婦）
・オ：林（教養教育）
・事：岩澤（大事務）
卒前教育委員会（医）
◎森（副学長・医教セ長）
・村越（医学部長）
・土田（副学長）
・松下（副学長・RA セ長）
・高橋健（副医学部長）
・岡田（副
医学部長）
・篠塚（副医学部長・医教副セ長）
・小山（副医学部長）
・三村（副医学部長）
・椎橋（医学部長補佐・IT センタ
ー長）
・林（医学部長補佐・医教副セ長）
・山田（医学部長補佐）
・吉益（医学部長補佐）
・持田（図書館長）
・深浦（総神内）・
橋本（大総診）
・石原（大産婦）
・永田（大呼内）
・中元（大総診）
・村松（国心内）
・中里（大神内）
・大竹（大小児）
・松田
（医教セ）
・井上（教学健セ）
・辻（保看護）
・名越（総消肝内）
・石橋（医教セ）
・柴﨑（医教セ）
・加瀨（大耳鼻）
・伊藤（大
神耳）
・長坂（大麻酔）
・髙橋一（大神内）
・舟久保（大リウ膠）
・山元（大神内）
・丸山（薬理学）
・菊池（大小児）
・鈴木健
（大放射）
・宮川（大総診）
・島田（大内糖内）
・渡曾（大整形）
・渡辺（生理学）
・佐々木（病理学）
・髙野（解剖学）
・荒木
（生化学）
・栗崎（解剖学）
・中平（教養教育）
・新津（大放射）
・朝倉（大泌尿）
・山本（大心内）
・三輪（生理学）
・向田（教
養教育）
・池田（生理学）
・永島（解剖学）
・森口（教養教育）
・藤森（教養教育）
・山崎（教養教育）
・藤田（解剖学）
・魚住
（生化学）
・前崎（大感染）
・天野（総リウ膠内）
・大崎（国乳腺）
・森吉（大検査）
・山根（大放射）
・中山（大麻酔）
・岩永
（国心内）
・村山（国呼内）
・中山（大消肝内）
・山内（大小児）
・高橋秀（国リハ）
・宮野（大皮膚）
・事：岩澤（大事務）
医学部カリキュラム委員会（医）
◎岡田（副医学部長、大腎内）・○村越（医学部長）・土田（副学長）・渡辺（生理）・持田（図書館長）・三村（副医
学部長）・椎橋（医学部長補佐、ＩＴセ長）・森（副学長・医教セ長）・小山政（副医学部長）・永島（解剖）・名越（総
消肝）・丸山（薬理）・中平（教養教育）・松下（副学長）・辻（保看護）・佐々木（病理）・新津（大放射）・柴﨑（医
教セ）・篠塚（副医学部長）・林（医学部長補佐）・山田（医学部長補佐）・中里（大神内）・オ：別所（学長）・オ：
亀井（社会医）・オ：高橋美（医教セ）・事：岩澤（大事務）・事：近藤（大事務）・事：馬場（大事務）
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卒後教育委員会（医）
◎三村（副医学部長）・○中元（大総診）・○木崎（総血内）・○鈴木（国小心外）・土田（副学長）・森（医教セ）・
島田（大内糖）・石橋（医教セ）・深浦（総神内）・諸角（総泌尿）・藤巻（国交セ長）・堀江（ゲ遺子伝情報）・事：
下田（大事務）
医療人育成支援センター運営会議（全）
◎三村（副医学部長）
・○輿水（総救急）
・○岩永（国心内）
・森（副学長・医教セ長）
・中元（大総診）
・ 木崎（総血内）
・
鈴木（国小心外）
・名越（総消肝内）
・三橋（総検査）
・林（医学部長補佐）
・坂口（国呼外）
・北脇（川越ブランチ）
・辻（保
看護）
・稲葉（大客員教授）
・柴﨑(医教セ）
・高橋幸（医教セ）
・事：岩澤（大事務）
・事：内野（病院群臨研セ）
・事：早川
（大臨研セ）・事：野口（大臨研セ）・事：大澤（大臨研セ）
・事：川俣（総臨研セ）・事：若松（総臨研セ）事：池田（国
臨研セ）
・事：島田（国臨研セ）・事：松尾（国臨研セ）
全学学生部委員会（全）
◎伊藤（学生部長）・藤巻（国交セ長）・松尾（大神精）・野村（総神内）・黒川（ゲ遺伝子）・新津（大放射）・向田（教養
教育）
・稲葉（医学部同窓会）
・中平（教養教育）
・山崎（教養教育）
・藤田（解剖）
・柴﨑（医教セ）
・清水（学健推室）
・辻
（保看護）
・鈴木正（保検査）
・戸井田（保工学）
・山路（保看護）
・飯野（保検査）
・宮本（保工学）
・西岡（保理学）
・新井
（保理学）
・オ：森（副学長、医教セ長）
・内田（大事務部長）
・岡野（大事務）
・事：近藤（大事務）
・事：保坂（大事務）・
事：村嶌（保事務室長）
・事：鈴木（保事務室）
医学部学生部委員会（医）
◎伊藤（学生部長）
・藤巻（国交セ長）
・松尾（大神精）
・野村（総神内）
・黒川（ゲ遺伝子構造）
・新津（大放射）
・向田（教
養教育）
・稲葉（同窓会）
・中平（教養教育）
・山崎（教養教育）
・藤田（解剖学）
・柴﨑（医教セ）
・清水（学健推室）
・オ：
森（副学長、医教セ長）
・内田（大事務部長）
・江口（大事務）・岡野（大事務）
・事：近藤（大事務）
・事：保坂（大事務）
喫煙問題検討委員会（全）
◎伊藤（学生部長）・織田（大病院長）・根本（国救命）・山崎（教養教育）・野村（総神内）・黒川（ゲ遺伝子構造）・
鈴木（短大）・内田（大事務部長）・渡邉（大看護）・村嶌（保事務室長）・山﨑（保川角事務室）・津久井（総事務部
長）・麻原（施設部）・柳川（医務部）・滝井（総務部）・堀江（かわクリ事務長）・大野（大看護）・武久（国事務部）・
中嶋（総務部）・事：近藤（大事務）・事：保坂（大事務）
医学研究センター運営会議（全）
◎片桐（ゲ病態生理）・田丸（総病理）・海老原（国検査）・椎橋（ＩＴセ長）・坂本（中研）・三谷（ゲ遺伝子治療）・
下岡（保医用）・奥田（ゲ所長）・佐藤（大口外）・松井（微生物）・一色（中研ＲＩ）・淡路（薬理）・森（総研究部）・
高田（法医学）・小谷（生化学）・徳元（アドミセ）・オ：松下（副学長、ＲＡセ長）・オ：千本松（ＲＡセ）・オ：菅
原（ＲＡセ）・事：町田（医研セ）・事：別所（医研セ）・事：下田（大事務）
病原性微生物等管理委員会（全）
◎松井（微生物）・○前田（微生物）・○村上（微生物）・森（総研究部）・光武（国感染）・池田（ゲ遺伝子情報）
・佐藤（保検査）・河村（大中検）
組換えDNA実験安全委員会（全）
◎三谷（ゲ遺伝子治療）・○千本松（ＲＡセ）・森（総研究部）・中野（生化学）・○村上（微生物）・海老原（国検査）・
横尾（中研日ブ動物）・荒木（大リウ膠）・菅原（ＲＡセ）・脇田（保工学）・事：ＲＡセ
動物実験委員会（全）
◎森（総研究部）・三谷（ゲ遺子伝治療）・西川（国脳外）・千本松（ＲＡセ）・田丸（総病理）・横尾（中研日ブ動物）・
坂本（中研）・小野川（保検査）・椎橋（ＩＴセ長）・仁科（中研動物）・中島（保工学）・事：冨永（中研動物）
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全学RI安全委員会（全）
◎田中（大放射）
・○久慈（国核医）
・中野（生化学）
・熊倉（総放射）
・田丸（総病理）
・西本（中研日ブＲＩ）
・高橋健（副
医学部長、総放射腫）
・保坂（総中放）
・日詰（中研ＲＩ）
・熊﨑（国放射）
・一色（中研ＲＩ）
・下垣（保検査）
・平野（大
中放）
・潮田（総研究部）
リサーチアドミニストレーションセンター運営会議（全）
◎松下（副学長、ＲＡセ長）
・棚橋（専務理事）
・千本松（ＲＡセ）
・小林（ＲＡセ）
・水野（ＲＡセ・中研日ブ機能）
・川口
（非常勤講師）
・菅原（ＲＡセ）
・佐藤（ＲＡセ）
・仲村（ＲＡセ）
・神田（ＲＡセ）
・齊藤（ＲＡセ）
・小鷹（ＲＡセ）
・中島
（ＲＡセ）
・福永（ＲＡセ）
・伊藤（ＲＡセ）
・事：ＲＡセ
倫理審査委員会（全）
◎大竹（大小児）・○西川（国脳外）・田邊（保工学）・中村（大皮膚）・○三谷（ゲ遺伝子治療）・亀井（大産婦）・山田健
（病理学）
・田坂（総輸血）
・種田（教養教育）
・外：井上（元日赤事務局長）
・外：遠藤（医師）
・外：野木（弁護士）
・外：
和田（主婦）
・外：大西（元読売新聞記者）
・オ：千本松（ＲＡセ）
・事：小鷹（ＲＡセ）
・事：中島（ＲＡセ）
・事：佐藤（Ｒ
Ａセ）
COI管理委員会（全）
◎藤原（国産婦）
・○神山（国脳外）
・片桐（医研セ長）
・茂木（事務局長）
・千本松（ＲＡセ）
・外：井上（元日本赤十字事
務局長）
・事：佐藤（ＲＡセ）
・事：仲村（ＲＡセ）
研究医養成プログラム運営委員会（医）
◎佐々木（病理）
・別所（学長）
・吉本（副理事長）
・森（副学長、医教セ長）
・木崎（副学長、医学研究科長）
・村越（医学
部長）・片桐（医研セ長）・伊藤（学生部長）・村上（微生物）・三村（卒後部門長）・堀江（ゲ遺伝子情報）・茂木（事務局
長）
・内田（大事務部長）
・事：岩澤（大事務）
特許等委員会（全）
◎松下（副学長、ＲＡセ長）
・○片桐（医研セ長）
・別所（学長）
・吉本（副理事長）
・木崎（副学長、医学研究科）
・小林（国
呼内）
・市岡（大形外）
・戸井田（保工学）
・内田（大事務部長）
・事：菅原（ＲＡセ）
環境安全委員会（全）
◎別所（学長）・○松下（副学長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・下岡(保医用）・藤田（保理学）・奥田（ゲ所
長）・富谷（教学健推セ長）・片桐（医研セ長)・高橋秀（施設部）・事：（施設部）
グラント選考委員会（全）
◎松下（副学長）・棚橋（専務理事）・村越（医学部長）・加藤木（保健医療学部長）・土田（副学長）・小山（副医学
部長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・奥田（ゲ所長）・片桐（医研セ長)・坂本（中研）・永
田（大呼内）・田丸（総病理）・石田（総消外）・オ：別所（学長）・オ：吉本（副理事長）・オ：茂木（事務局長）・
オ：和田（経理部次長）・事：小谷（研究支援管理部門長）
研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会（全）
◎松下（副学長・ＲＡセ長）・茂木（事務局長）・亀井（社会医）・田丸（総病理）・海老原（国検査）・奥田（ゲ所長）・
加藤木（保学部長）・所（短副学長）・小林（シＵＲＡ）・千本松（RAセ副セ長）・野木（法律）・片桐（医研セ長）・
大西（一般）・井上（一般）・オ： 池淵（埼雑誌編委長）・ 事：佐藤（ＲＡセ）
大学院委員会（全）
◎別所（学長）・木崎（副学長、医学研究科長）・千田（看護学研究科長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・土
田（副学長）・松下（副学長）・森（副学長、医教セ長）・村越（医学部長）・加藤木（保健学部長）・高橋健（副医学
部長、博士運営委員長）・小林（修士運営委員長）・冨田（看修士運営委員長）・奥田（ゲ所長）・織田（大病院長）・
堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・持田（図書館長）・三村（副医学部長）・永島（解剖）・田丸（総病理）・赤坂（保
理学）・野田（保看護）・事：下田（大事務）
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大学院医学研究科委員会
◎木崎（医学研究科長、副学長）・別所（学長）・土田（副学長）・松下（副学長）・森（副学長、医教セ長）・村越（医
学部長）・高橋健（副医学部長、博士運営委員長）・小林（修士運営委員長）・奥田（ゲ所長）・坂本（中研長）・三村
（副医学部長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・藤巻（国交セ長）・椎橋（ＩＴセ長）・片桐
（医研セ長）・永島（解剖）・渡辺（生理）・丸山（薬理）・佐々木（病理）・村上（微生物）・藤原（保検査）・亀井
（社会医）・高田（法医）・麻生（国血内）・田坂（総輸血）・大野（総感染）・畝川（国腫内）・中埜（国心内）・永
田（大呼内）・持田（図書館長）・今枝（大消内）・島田（大内糖）・野村（総神内）・岡田（副医学部長）・中元（大
総診）・鈴木（国小外）・篠塚（副医学部長）・大崎（国乳腺）・尾花（大小外）・中山（総呼外）・大竹（大小児）・
石原（大産婦）・松尾（大神精）・中村（大皮膚）・松居（総脳外）・朝倉（大泌尿）・菅澤（国耳鼻）・篠田（大眼）・
北村（国麻酔）・新津（大放射）・佐藤（大口外）・中塚（大形外）・倉林（大リハ）・赤坂（保理学）・高橋（国緩和）・
海老原（国検査）・澤野（総高度救命）・門野（大整形）・屋嘉比（かわクリ院長）・棚橋（専務理事）・小山（常務理
事）・田丸（総病理）・持木（総消外）・堀江（ゲ遺伝子情報）・松井（微生物）・オ：吉本（副理事長）・事：下田（大
事務）
医学研究科博士課程運営委員会、医学研究科自己点検・評価委員会
◎高橋健（博士運営委員長）・木崎（医学研究科長、副学長）・小林（修士運営委員長）・土田（副学長）・松下（副学
長）・永島（解剖）・田丸（総病理）・奥田（ゲ所長）・亀井（社会医）・岡田（副医学部長）・三村（副医学部長）・
菅澤（国耳鼻）・解良（国呼内）・大西（国神精）・村越（医学部長）・片桐（医研セ長）・持木（総消外）・堀江（ゲ
遺伝子情報）・佐々木（病理）・オ：別所（学長）・事：下田（大事務）
医学研究科修士課程運営委員会
◎小林（修士運営委員長）・土田（副学長）・松井（微生物）・藤原（保検査）・奥田（ゲ所長）・赤坂（保理学）・加
藤木（保長）・事：村嶌（保事務室長）
国際交流センター委員会（全）
◎藤巻（国交セ長）
・○魚住（生化）
・○橋本（大総診）
・土田（副学長）
・木崎（副学長、医学研究科長）
・三村（副医学部
長）
・篠塚（副医学部長）
・佐伯（国病院長）
・村松（国心内）
・辻（保看護）
・ゴットフリー（教養教育）
・茅野（保検査）・
千本松（ＲＡセ）
・田丸（総病理）
・種田（教養教育）
・石原（大産婦）
・菅（生理）
・朝倉（大泌尿）
・澤田（保理学）
・周防
（薬理）
・井上（大腎内）
・堀江（ゲ遺伝子情報）
・佐々木（病理）
・岩澤（大事務部）
・オ：丸木（理事長）
・オ：小山（常
務理事）
・オ：松本（国心内）
・オ：田中（大放射）
・オ：野村（国交セ顧問）
・オ：劉（国交セ顧問）・事：斉藤（国交セ）
教員短期留学制度選考委員会（全）
◎藤巻（国交セ長）
・○魚住（生化）
・土田（副学長）
・三村（副医学部長）
・篠塚（副医学部長）
・菅（生理）
・周防（薬理）・
橋本（大総診）
・石原（大産婦）
・佐伯（国病院長）
・田丸（総病理）
・千本松（ＲＡセ）
・辻（保看護）
・オ：木崎（副学長、
医研長）
・事：斉藤（国交セ）
図書館委員会（全）
◎持田（図書館長）・片桐（医研セ長）・土田（教養教育）・山元（大神内）・川野（免疫）・三橋（総検査）・麻生（国
血内）・福田（総皮膚）・佐久間（保看護）・時田（保理学）・事：田口（図書館）
ゲノム医学研究センター運営委員会（全）
◎奥田（ゲ所長）
・堀江（ゲ副所長）
・黒川（ゲ遺伝子構造）
・井上（ゲ遺伝子情報）
・片桐（ゲ病態）
・三谷（ゲ遺伝子治療）・
村上（微生物）
・三村（副医学部長）
・木崎（副学長、医研長）
・佐伯（国病院長）
・須田（ゲ客員教授）
・オ：西本（中研日
高ブRI）
・オ：横尾（中研日高ブ動物）
・オ：坂本（中研）
・オ：水野（中研日高ブ機能）
・オ：千本松（ＲＡセ）
・事：生方
（ゲ事務室）
アドミッションセンター運営委員会（全）
◎別所（アドミセ長）・〇村越(医学部長、入試委員長）・○加藤木（保健学部長）・土田（副学長、入試副委員長）・山
田（入試実施委員長､）・渡辺（入試実施副委員長）・椎橋（ITセンター長）・茂木（事務局長）・内田（大事務長）・
村嶌（保事室長）・間山（保検査）・茅野（保検査）・所（短副学長）・中村（総看専副校長）・藤山（毛看専副校長）・
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吉益（総精神）・向田寿光（入試実施副委員長）・山崎（教養教育）・森口（教養教育）・藤森（教養教育）・鈴木（教
養教育）・米岡（教養教育）・飯野（保検査）・下岡（保工学）・戸井田（保工学）・金子（保看護）・オ：小室（大事
務顧問）・徳元（アドミセ）・事：村田（大事務）
情報技術支援推進センター運営委員会（全）
◎椎橋（医学部長補佐、ＩＴセ長）
・向田（教養教育）
・藤原（国産婦）
・丸山（薬理）
・高橋一（大神内）
・片桐（ゲ病態）・
鈴木（ＩＴセ総ブランチ）
・高橋俊（保検査）
IRセンター運営会議（全）
◎椎橋（ＩＴセ長）
・小山（副医学部長）
・柴﨑(医教セ）
・土田（副学長）
・森（副学長）
・宮本（保工学）
・荒関（医教セ）・
齋藤（医教セ）・町田（総合企画）・内田（大事務部長）・江口（大事務次長）・岩澤（大事務）・オ：別所（学長）・事：IR
センター
全学自己点検・評価委員会（全）
◎別所（学長）・○村越（医学部長）・○加藤木（保健学部長）・○土田（副学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理
事）・小山（常務理事）・松下（副学長）・木崎（副学長、医学研究科長）・森（副学長、医教セ長）・織田（大病院長）・
堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・屋嘉比（かわクリ院長）・持田（図書館長）・椎橋（ＩＲセ長）・奥田（ゲ所長）・
藤巻（国交セ長）・片桐（医研セ長）・伊藤（学生部長）・千田（保看護）・茅野（保検査）・下岡（保工学）・高倉（保
理学）・田島（常務理事）・茂木（事務局長）・内田（大事務部長）
・事：江口（大事務次長）
・事：村嶌（保事務室長）・
事：岩澤（大事務）・事：村田（大事務）・事：下田（大事務）
医学部入学試験委員会（医）
◎村越（医学部長）・○土田（副学長）・○渡辺（入学試験実施委員長）・○山田（医学部長補佐、入試実施副委員長）・
別所（学長）・吉本（副理事長）・森（副学長、医教セ長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・
伊藤（学生部長）・高橋健（副医学部長、博士運営委員長）・三村（副医学部長）・篠塚（副医学部長）・小山（副医学
部長）・岡田（副医学部長）・林（医学部長補佐）・椎橋（医学部長補佐）・向田（入試実施副委員長）・徳元（アドミ
セ）・村田（大事務）・事務室長：内田（大事務部長）・事：江口（大事務）・事：下田（大事務）・事：岩澤（大事務）・
事：松浦（大事務）・事オ：小室（大事務顧問）
医学部入学試験実施委員会（医）
◎山田健（医学部長補佐）・○渡辺（生理）・○向田（教養教育）・土田（副学長）・藤森（教養教育）・森口（教養教育）
・
山崎（教養教育）・鈴木（教養教育）・米岡（教養教育）・吉益（総精神）・椎橋（ＩＴセ長）・森（副学長、医教セ長）・山
田（医教セ）
・堀江（ゲ遺伝子情報）
・石橋（医教セ）
・荒関（医教セ）
・魚住（生化）
・村上（教養教育）
・徳元（アドミセ）・
オ：別所（学長）
・オ：村越（医学部長）
・事務室長：内田（大事務部長）
・事：江口（大事務部）
・事：下田（大事務）
・事：
岩澤（大事務）
・事：松浦（大事務）
・事：村田（大事務）
・事オ：小室（大事務顧問）
埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・医学部地域医療奨学金運営委員会（医）
・吉本（副理事長）
・森（副学長、医教セ長）
・土田（副学長）
・織田（大病院長）
・堤（総
◎村越（医学部長）
・別所（学長）
病院長）
・佐伯（国病院長）
・小山政（副医学部長）
・三村（副医学部長）
・高橋健（副医学部長）
・伊藤（学生部長）
・林（医
学部長補佐）
・柴﨑(地医推セ長）
・田島（常務理事）
・茂木（事務局長）
・池和田（経理部長）
・塚本（県医療人材課副課長）・
番場（県医療人材課長）
・三井（毛呂山会会長）
・宮山（医政策特任教授）
・事：内田（大事務部長）
・事：岩澤（大事務）
GID 医学・医療推進委員会（全）
◎石原（大科婦）
・外：塚田（彩の国みなみのクリニック医師）
・三鍋（総形外）
・大西（総形外）
・板谷（総産婦）
・髙井（総
産婦）
・百澤（総形外客員）
・高橋幸（社会医）
・横山（大神精）
・事：かわクリ事務長
寄附研究部門設置委員会（全）
◎別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・土田（副学長）・松下（副学長）・木崎（副学長、医研長）・
奥田（ゲ所長）・織田（大病院長）・堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・片桐（医研セ長）・茂木（事務局長）・菅原
（ＲＡセ）・事：佐藤（ＲＡセ）
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中央研究施設運営委員会
◎坂本（中研）・○水野（中研日高ブ機能）・中村（大皮膚）・中山（大消肝）・椎橋（ＩＴセ長）・川野（免疫）・森
口（教養教育）・藤田（解剖）・荒木（生化）・三谷（ゲ遺伝治療）・大島（中研形態）・仁科（中研動物）・一色（中
研ＲＩ）・佐藤（大口外）・横尾（中研日高ブ動物）・西本（中研日高ブ機能）・オ：松下（副学長）・オ：土田（副学
長）・オ：池和田（経理部長）・オ：和田（経理部次）・オ：日詰（中研ＲＩ）・オ：富永（中研動物）・事：廣澤（中
研機能）
毛呂山キャンパス整備委員会
◎亀井（社会医）・○丸木（理事長）・○篠塚（副医学部長）
・織田（大病院長）・土田（副学長）・松下（副学長）・森（副
学長、医教セ長）・伊藤（学生部長）・渡辺（生理）・茂木（事務局長）・香取（施設部長）
・内田（大事務部長）・所（短大
副学長）
・久保（短大）オ：別所（学長）
・事：近藤（大事務）
毛呂山キャンパス教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
◎篠塚（副医学部長）・土田（副学長）・村越（医学部長）・織田（大病院長）・森（副学長、医教セ長）・岡田（副医
学部長）・藤田（解剖）・甲田（経理部購買課）・事：近藤（大事務）・事：安齋（大事務）
地域救急医療連絡会議
◎別所（学長）・吉本（副理事長）・棚橋（専務理事）・森（副学長、医教セ長）・村越（医学部長）・織田（大病院長）・
堤（総病院長）・佐伯（国病院長）・金子（総救命セ）・三村（副医学部長）・宮山（医療政策）・茂木（常務理事、事
務局長）・事：佐藤（ＲＡセ）・事：総事務部
大学院入試語学試験委員会
◎木崎（医学研究科長、副学長）・高橋（副医学部長、博士運営委員長）・片桐（医研セ長）・堀江（ゲ遺伝子情報）・
亀井（社会医）・今枝（大消管内）・篠田（大眼科）・オ：永島（解剖学）・オ：土田（副学長）・ブ：ゴッドフリー・
事：下田（大事務）
研究支援e-ラーニング管理委員会
◎松下（副学長）・片桐（医研セ長）・椎橋（ITセ長）・海老原（国検査）・田丸（総病理）・千本松（ＲＡセ）・亀井
（社会医）・町田（医研セ）・事：佐藤（ＲＡセ)
臨床研究審査委員会
◎小林（特定臨床研究推進セ長）・西川（国脳外）・山田（医学部長補佐）・田坂（総輸血）・大野（大腎内）、神山（国
脳外）・外：岩志（早大教授）・外：山崎（国医療保健大教授）・外：藤田（獨協医大教授）・外：野木（法律事務所弁
護士）・外：浮ヶ谷（相模女子大教授）・外：古川（㈱ABC代表取締役）・外：井上（昭和女子大非常勤講師）・オ：千本
松（RAセ副セ長）・オ・種田（教養教育）・事：佐藤勝茂（RAセンター)
カリキュラム評価委員会
◎椎橋（ITセンター）・○土田（副学長）・向田（教養教育）・村上（微生物学）・石原（大産婦）・舟久保（大リウ膠）・
名越（総消肝内）・松下（医教学）・荒関（医教学）・柳澤（専攻医）・張（臨床研修医）・新井（大事務）・岩田（医
学部5年）・西（医学部3年）・外：平形（慶應大教授）・外：本多（県衛生研究所所長）・外：鈴木（ゆずの木台クリ院
長）・外：稲浦（地域の患者）・オ：別所（学長）・オ：村越（医学部長）・オ：森（副学長・医教育セ長）・オ：黒崎
（国産婦）
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8．3）学事
1．入学式
入学式：平成 31 年 4 月 8 日
新入生オリエンテーション：4 月 10 日～4 月 12 日

2．授業・試験
1 年生
1 学期
授業

4 月 15 日～7 月 2 日

定期試験①

7 月 4 日～7 月 16 日

2 学期
授業

9 月 2 日～11 月 6 日
11 月 19 日～12 月 24 日

定期試験②

11 月 8 日～11 月 18 日

3 学期
授業

1 月 8 日～1 月 28 日

定期試験③

1 月 30 日～2 月 6 日

定期試験（再試験）

2 月 8 日～2 月 28 日

2 年生
1 学期
授業

4 月 9 日～7 月 8 日

定期試験①

7 月 11 日～7 月 17 日

2 学期
授業

9 月 2 日～11 月 14 日
11 月 25 日～12 月 24 日

定期試験②

11 月 16 日～11 月 22 日

3 学期
授業

1 月 9 日～1 月 16 日

定期試験③

1 月 18 日～1 月 28 日

定期試験（再試験）

1 月 6 日～2 月 21 日

総合試験
総合試験（再試験）

2 月 13 日～2 月 14 日
3 月 2 日～3 月 3 日

3 年生
1 学期
授業
定期試験①

4 月 9 日～7 月 12 日
7 月 16 日～7 月 23 日

2 学期
授業

9 月 9 日～10 月 30 日
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11 月 5 日～12 月 24 日
定期試験②
定期試験（再試験）

9 月 3 日～9 月 7 日
11 月 30 日～12 月 14 日

3 学期
授業

1 月 8 日～1 月 24 日

定期試験③

1 月 27 日～2 月 10 日

定期試験（再試験）

1 月 11 日～2 月 28 日

4 年生
1 学期
授業

4 月 9 日～6 月 26 日
7 月 16 日～7 月 19 日

定期試験①

6 月 28 日～7 月 13 日

2 学期
授業

9 月 2 日～11 月 11 日
12 月 5 日～12 月 18 日

定期試験②
定期試験（再試験）

11 月 13 日～11 月 26 日
9 月 7 日～12 月 25 日

共用試験 CBT

12 月 4 日

共用試験 OSCE

12 月 20 日

3 学期
定期試験（再試験）

1 月 9 日～1 月 11 日

共用試験 CBT（再試験）

1月8日

CC オリエンテーション

1 月 18 日

CC Step1

1 月 20 日～3 月 14 日
（2 月 27 日～3 月 14 日：COVID-19 感染防止のため中止）

5 年生
BSL オリエンテーション

平成 31 年 3 月 29 日

1 学期
BSL

4 月 1 日～4 月 27 日

BSL

5 月 7 日～7 月 27 日

2 学期
BSL

9 月 2 日～12 月 21 日

前期総合試験

8 月 31 日

3 学期
CC オリエンテーション

1月8日

CC①

1 月 14 日～2 月 8 日

CC②

2 月 10 日～3 月 4 日
（2 月 27 日～3 月 4 日：COVID-19 感染防止のため中止）

後期総合試験

1月7日

総合試験（再試験）

2月8日
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6 年生
1 学期
CC③

4 月 1 日～4 月 27 日

CC④

5 月 7 日～5 月 31 日

授業

6 月 3 日～7 月 26 日

実力試験①

6月1日

実力試験②

7 月 12 日～7 月 13 日

2 学期
実力試験③

8 月 29 日～8 月 30 日

授業

9 月 2 日～10 月 22 日
11 月 11 日～12 月 7 日

卒業試験

10 月 31 日～11 月 7 日

卒業時 OSCE

11 月 9 日

総合学習 C 定期試験

12 月 14 日

3．卒業式
令和 2 年 3 月 14 日（COVID-19 感染防止のため中止）

4．その他
定期健康診断：1 年生

4 月 10 日

2 年生

4月3日

3 年生

4月2日

4 年生

4月5日

5 年生

3 月 29 日

6 年生

6月7日

受診率

800／800 100％

解剖体慰霊祭：10 月 26 日
越華祭（大学祭）：10 月 19 日～10 月 20 日
スチューデントドクター認定式：令和 2 年 3 月 28 日（COVID-19 感染防止のため延期）
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8．4）入学、進級、卒業、入試
１．進級と卒業
在学者数
平成 30 年度留年者
学年

進級者

再入学

計（男：女）

8

―

138（67：71）

（休学者含む）
1年

（入学者）130

2年

130

11

―

141（100：41）

3年

123

11

―

134（90：44）

4年

120

6

―

126（89：37）

5年

123

4

―

127（79：48）

6年

125

9

0

134（85：49）

合計

751

49

0

800（510：290）

令和元年度

進級（卒業）
・留年状況

学年

在学者

進級・卒業

留年

休学

転学

退学

1年

138

134

3

0

0

1

2年

141

129

11

0

0

1

3年

134

124

8

0

0

2

4年

126

115

10

1

0

0

5年

127

120

7

0

0

0

6年

134

125

6

0

0

3

合計

800

747

45

1

0

7

卒業
令和元年 11 月 7 日，8 日及び 11 月 14 日，15 日の卒業試験の結果をもとに卒業判定を行い、3 月 7 日付
けで 125 名が卒業した。
なお、この 3 月の卒業者 125 名中、留年しないで卒業した者は 98 名であり、同一年度(平成 26 年度)入
学者 125 名の 78.4%にあたる。

２．卒業者数
令和 2 年 3 月卒業

125 名（男 78 名、女 47 名）
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３．卒業生進路状況（第 113 回医師国家試験合格者）平成 31 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

28 名

埼玉医科大学総合医療センター

25 名

埼玉医科大学国際医療センター

2名

他大学附属病院・他指定病院
合

計

69 名
124 名

４．第 114 回 医師国家試験
受験者(名)
新

卒

既

125

卒

合格者(名)
計

22

147

新

卒

124

既

卒

17

合格率(％)
計
141

５．入学試験と入学者
令和 2 年度入試は次のとおり実施された。

(1)推薦入学試験
①一般推薦枠
出願期間
試験日
合格発表

令和元年 11 月 5 日～令和元年 11 月 15 日
11 月 24 日
12 月 4 日

入学手続期間

12 月 4 日～12 月 13 日

志願者

46 名

受験者

46 名

合格者

13 名

入学者

13 名（男 7 名、女 6 名）,（現役 6 名、他 7 名）

試験科目

適性検査、小論文、面接

②埼玉県地域枠
出願期間
試験日
合格発表

令和元年 11 月 5 日～令和元年 11 月 15 日
11 月 24 日
12 月 4 日

入学手続期間
志願者

47 名

受験者

47 名

合格者

19 名

12 月 4 日～12 月 13 日

0048

新

卒

99.2

既

卒

77.3

計
95.9

入学者

19 名（男 13 名、女 6 名）,（現役 11 名、他 8 名）

試験科目

適性検査、小論文、面接

③特別枠
出願期間

令和元年 11 月 5 日～令和元年 11 月 15 日

試験日

11 月 24 日

合格発表

12 月 4 日

入学手続期間

12 月 4 日～12 月 13 日

志願者

5名

受験者

5名

合格者

1名

入学者

1 名（男 1 名、女 0 名）,（現役 0 名、他 1 名）

試験科目

適性検査、小論文、面接

(2)帰国生入学試験
出願期間

令和元年 11 月 5 日～令和元年 11 月 15 日

試験日

11 月 24 日

合格発表

12 月 4 日

入学手続期間

12 月 4 日～12 月 13 日

志願者

1名

受験者

1名

合格者

1名

入学者

1 名（男 1 名、女 0 名）,（現役 0 名、他 1 名）

試験科目

適性検査、小論文、面接

(3)一般入学試験
①前期
出願期間

令和元年 12 月 9 日～令和 2 年 1 月 17 日

1 次試験

1 月 25 日

1 次合格発表
2 次試験

1 月 30 日

2月2日

2 次合格発表

2月6日

入学手続期間

2 月 6 日～2 月 13 日

志願者

1,974 名

1 次受験者

1,873 名
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1 次合格者

358 名

2 次受験者

323 名

2 次合格者

64 名

入学者

52 名（男 33 名、女 19 名）

②後期
出願期間 令和 2 年 1 月 26 日～令和 2 年 2 月 7 日
1 次試験

2 月 15 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 20 日

2 月 23 日

2 次合格発表

2 月 27 日

入学手続期間

2 月 27 日～3 月 4 日

志願者

2,259 名

1 次受験者

1,914 名

1 次合格者

315 名

2 次受験者

268 名

2 次合格者

51 名

入学者

39 名（男 24 名、女 15 名）

試験科目
1次

数学、理科（物理・化学・生物より 2 科目選択）
、英語、小論文（基礎学力試験）

2次

面接

(4)センター試験利用入学試験
出願期間

令和元年 12 月 9 日～令和 2 年 1 月 17 日

1 次試験

1 月 18 日・1 月 19 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 27 日

3月8日

2 次合格発表

3 月 12 日

入学手続期間

3 月 12 日～3 月 18 日

志願者

847 名

1 次受験者

839 名

1 次合格者

195 名

2 次受験者

30 名

2 次合格者

11 名

入学者

5 名（男 0 名、女 5 名）
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試験科目
1次

国語(近代以降の文章)、英語(リスニングを含む)、
数学(Ⅰ・A 、Ⅱ・B)、理科（物理・化学・生物より 2 科目選択）

2次

小論文、面接

○入学者（合計）
130 名（男 79 名、女 51 名）

○入学者の高等学校所在地都道府県別
北海道

3

青

森

1

岩

手

0

宮

城

2

秋

田

0

山

形

0

福

島

1

茨

城

4

栃

木

1

群

馬

11

埼

玉

25

千

葉

7

東

京

36

神奈川

4

新

潟

3

富

山

0

石

川

0

福

井

0

山

梨

2

長 野

5

岐

阜

0

静

岡

2

愛

知

6

三

重

2

滋

賀

2

京

都

1

大

阪

2

兵

庫

2

奈

良

1

和歌山

0

鳥

取

0

島

根

0

岡

山

0

広

島

0

山

口

0

徳

島

0

香

川

0

愛

媛

0

高

知

0

福

岡

1

佐

賀

1

長

崎

0

熊

本

0

大

分

1

宮

崎

0

鹿児島

2

沖

縄

1

その他・外国
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1

8．5）教育カリキュラム（奨学金等）
奨学金等
令和元年度奨学生状況は以下の通りである。
①

埼玉県地域枠医学生奨学金
1 年生 19 名（定員 19 名）
2 年生 17 名（うち 1 名前年度休学のため貸与停止）
（定員 18 名）
3 年生 19 名（うち 3 名前年度休学のため貸与停止）
（定員 17 名）
4 年生 13 名（定員 16 名）
5 年生 16 名（うち 1 名前年度休学のため貸与停止）
（定員 15 名）
6 年生 17 名（うち 2 名貸与終了）
（定員 14 名）
合計 101 名

貸与者 94 名

※貸与額 1 人 20 万／月
②

埼玉医科大学医学部地域医療奨学金
1 年生 ―
2 年生

1名

3 年生

3名

4 年生

4名

5 年生

6名

6 年生 10 名
貸与者 24 名
※各学年定員 10 名・貸与額 1 人 5 万円／月
平成 31 年度入学生から新規募集を停止した。
③ 日本学生支援機構

奨学生数

（学部）

（人）
1年

2年

3年

4年

第一種

11

第二種

15

計(延数)
計(併用者含む)

5年

6年

計

1

2

4

12

3

2

3

22

7

11

6

55

26

5

14

10

13

9

77

19

4

12

7

12

6

60

（大学院）

（人）
1年

2年

3年

4年

計

一種

1

0

2

1

4

二種

0

0

0

0

0

合計

1

0

2

1

4

〔貸与月額表〕
（学部）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）

（単位：円）

国・公立
自宅

私立
自宅外

自宅
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自宅外

45,000

30,000

51,000

54,000

40,000※

40,000※

30,000

20,000※

30,000

20,000※

20,000※

64,000
50,000※
40,000※
30,000
20,000※

※平成 30 年度入学者より適用。
第二種奨学金
月額

年利（上限）

20,000・30,000・40,000・50,000・
60,000・70,000・80,000・90,000・

３.０％

100,000・110,000・120,000※
※私立大学の医・歯学課程は 12 万円選択の場合のみ、希望により４万円の
増額貸与が受けられる。
（大学院）
奨学金貸与月額
種類
第一種
(無利子)
第二種
(年利上限 3％)

（単位：円）
博士医・歯・薬・獣医学課程
80,000・122,000
50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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8．6）医学部の教員組織について
本学医学部の教員組織については、平成 17 年度中にその骨子が作られ、理事長・学長による情報宣伝活動を経て、平成 18 年 4 月
1 日より実施に移された。これは、平成 15 年 12 月に丸木清浩前理事長による｢本学の新しい管理運営方針｣に基づく取組みとして行
なったものであり、その目的としたところは、① 教育、 研究、 診療の 3 本の柱を独立させ、それぞれ自立的に機能させる。② 資
格と職位を定め、教員一人ひとりの役割と責任を明確にする。③ 一人の教員に権限と責任が集中することのないように、権限と責任
の分散をはかることであった（図 1 参照）
。従って新しい教員組織は、教育、 研究、 診療の 3 つの分離自立した組織から成り立つ。
また、この組織を構成する教員の基本的姿勢として、① 全ての教員は、教育に参加し、かつ研究的志向を持って、自らの役割を果た
すこと、② 全ての教員は、その｢資格｣と｢職位｣を明確にし、それに相応しい責任と義務を果たすこと、が定められた。すなわち、大
学に奉職する教員はすべて教育の義務があると同時に、診療も教育も、研究的な視野に立って、常により良いものを求め、新たな知
識・技能・態度の探求、習得に努めなくてはならないとした。
なお、上記②の資格とは、身分的称号と定義されたが、平成 19 年度から呼称が変更され、教授、准教授、講師、助教、助手が教
員の資格として定められた。また、職位とは、任期制のもとで役割と責任を示すものとして定義され、教員組織には代表教育主任、
教育主任、教育副主任、教育員、研究組織には代表研究主任、研究主任、研究副主任、研究員とした。
診療組織の長を診療科長と呼称していたが、平成 26 年度に前理事長より、部長と呼称することの提案があり、診療部長、診療副
部長、医長、専門医員、医員と呼称することとした。
（図 2 参照）
。また、初期臨床研修中の医師は研修医、後期臨床研修中の医師は
シニアレジデントと呼ぶ。
この教員組織では、講座制の見直しも行われ、基本学科という新たな概念を導入し、基本学科において人事ならびに経費の運用に
あたり、これを相当する職位として運営責任者（職位）を定め、その機能を最大限発揮できる体制とした。

＜図 1＞
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＜図 2＞

この教員組織の導入に伴い、教育、研究、診療の各組織は、自立的な機能を尊重しつつも連携を重視した、これまでにない発想に
基づく関係の構築が求められることになった。また、従来の教授会のあり方も見直され、各組織から選出された代表者からなる教員
代表者会議へと名称が変更された。これに伴い、それまでの学部内のさまざまな会議も見直しが行われた。
幸い大きな混乱もなく新しい教員組織へと移行されたが、実施される中で、手直しが必要な部分や更に充実したものにする必要性
に対してはその都度、教員人事委員会、教員組織運営会議等で検討を重ねている。このようにして修正や訂正が行われた結果につい
ては、小冊子「埼玉医科大学医学部の教員組織について」として各教員に配布した。また、ホームページには最新の情報を掲載し、
教職員は必要に応じて常時閲覧が可能となり、医学部の新しい教員組織は広く周知が図られている。
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9．1）保健医療学部
1．令和元年（平成 31 年）度実績と次年度以降への展望
1）教授会と各種委員会
保健医療学部教授会の構成員（平成 31 年 3 月現在）は、看護学科教授 8 名、臨床検査学科教授 6 名、医用生体工学科教授 7 名、理学療法学
科教授 4 名、学長、大学事務部部長の計 27 名からなる。令和元年（平成 31 年）度は定例教授会を 11 回、入学試験の合否判定等に関する臨時
教授会を 5 回開催した。
教授会については適正かつ円滑に運営され、学部業務の遂行にあたったものと評価できる。教員組織運営会議、学務委員会、学生部委員会、
図書館委員会、自己点検・評価委員会、入学試験委員会、広報委員会、倫理委員会の各種委員会活動も順調に行われた。次年度以降も、教授会
および各種委員会活動のさらなる発展を目指す。
2）学事および学生生活
（1）入学式、新入生オリエンテーション
平成 31 年 4 月 8 日、入学式を挙行した。看護学科 90 名、臨床検査学科 67 名、医用生体工学科 37 名、理学療法学科 48 名、の計 242 名の新
入生が参加した。
入学式の翌日から 3 日間にわたり、新入生オリエンテーションを実施した。各学科のガイダンスなどに加え、埼玉医科大学病院における臨床
現場の見学（早期臨床医学体験）を行い、医療人を目指す学生としての心構えを新たにするとともに、学習への動機づけを図った。例年はオリ
エンテーションを 4 日間行っていたが、前期の授業日程が苦しいために工夫して短縮した。
新入生オリエンテーションのポストアンケートの結果から、早期臨床医学体験では医療系の学生としての自覚、学習への意欲の向上というプ
ログラムの目的はほぼ達成できたものと考えられる。
（2）学生便覧、教員便覧およびシラバス
平成 31 年度の学生便覧について、教育および学生生活にかかわる各種の事項を改定、追加した。これに伴い、教員便覧の記載事項について
も改定した。シラバスは学科、学年別とし、4 学科 16 クラス分の分冊となった。
（3）課外学習プログラム
保健医療学部の 29 プログラムに 62 名（昨年度 48 名）の参加者があり、通常の授業では得られない体験型学習を楽しんだ。医学部プログラ
ムへの参加者がなかったことは残念である。なお、プログラムの提供が一部の学科に偏り、参加する学生の所属にも偏りがみられることについ
ては検討課題となる。
（4）看護学科の領域別実習要件認定式
令和元年 10 月 5 日、看護学科 3 年生を対象に、第 12 回目の領域別実習要件認定式を実施した。3 年次後期から始まる 1 年間の臨地実習に先
立つものである。
（5）解剖体慰霊祭への参加
解剖体慰霊祭が 10 月 26 日に行われ、保健医療学部の学生 20 名（各学科各 5 名）が参加した。
（6）学生による授業評価と教員表彰
前期末と後期末の 2 回、全ての授業科目において学生による授業評価を実施し、各教員へのフィードバックおよび学生・教員への結果開示を
行った。また、この評価結果をもとにした教員表彰として、講義科目については、各学科から 3 名ずつの Teacher of the Year 賞および各学科
から 1 名ずつの Best Effort of the Year 賞を、演習科目については、各学科から 3 科目ずつの Subject of the Year 賞を授与した。
（7）卒業式、謝恩会
令和２年 3 月 14 日、卒業式および謝恩会を行う予定であったが、コロナウイルスの世界的な蔓延により緊急事態宣言が出され、国内すべて
の催し物を中止することになった。そのために卒業式・謝恩会は行わなかった。看護学科 11 期生 89 名、健康医療科学科 11 期生 68 名、医用生
体工学科 11 期生 38 名、理学療法学科 10 期生 43 名の卒業を認定した。3 月 14 日に卒業生本人だけを学科別に分散登校で集め、過密状態を避け
つつ卒業証書交付を行った。
（8）学生の海外研修
本学国際交流センターが主催する春休みの海外語学研修については、コロナウイルス感染症のため渡航禁止となり中止した。
（9）部活動と学園祭の開催
令和元年（平成 31 年）において部活動に参加している学生数は、23 団体（運動部 14 団体、文化部 5 団体、同好会 1 団体、サークル 3 団体）
のべ 679 名（前年度は 22 団体 691 名）であった。公共施設を利用する場合の金銭的負担や交通手段が問題点となっているが、日高キャンパス
でのグラウンド使用は順調である。
医学部との合同開催となって 12 回目の学園祭（第 12 回越華祭）が、10 月 19 日～10 月 20 日の 2 日間にわたり日高キャンパスで開催された。
好天に恵まれ、両学部から多数の学生が参加して、沢山の屋台、屋外ステージや校舎・記念講堂内での楽しいイベントで賑わった。事故なく円
滑に行なわれたことは学生会の役員、学園祭実行委員の諸君の努力の賜物と評価したい。
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部活動については、新入生歓迎会等で未成年者に飲酒させる事例が散発しており例年注意喚起を行っているが、昨年に続いて厳しく各部活動
に通達している。
（10）学生の意見くみ上げ（学生との懇談会など）
前期および後期に各 3 回、学生からの意見くみ上げを目的として、学生代表との懇談会を実施した。学生の構成は、①学生会代表と学園祭実
行委員、②各学科各学年の学生代表、③部活動の部長その他であり、教員側は、学部長、学生部委員会委員長、学生部委員（③では部活動顧問
教員）としている。
学生の意見をくみ上げる仕組としては、ほかに学部長室前に備えた Letter Box を通じた Letters to the Dean 制度、各学科独自の担任制度
が活用されている。
（11）学生保健室
平成 31 年（令和元年）度の学生保健室利用状況は計 522 件（川角校舎 80 件を含む）であり、うち心理相談に訪れたのは 91 件であった。
学生保健室は教職員・学生健康推進センターにより運営されており、体調不良や軽微な外傷への一次対応に加えて、健康診断、ワクチン接種
などにつき組織的な取り組みが可能となっている。関連病院への立ち入り等で、ワクチン接種歴の明確な記録が要求されるようになり、いっそ
うの徹底を目指している。なお、心理相談・カウンセリングについては、日高キャンパス学生保健室において、臨床心理士による週 1 回の面談
を実施していたが、学校心理士の大野美佐子先生が看護学科の常勤として勤務されたので、面談日を週 2 日に増やす事が出来た。
3）広報活動とオープンキャンパス
広報委員会のもとで、昨年同様に学部ホームページ、各種のインターネット媒体、新聞、雑誌による学部紹介、駅構内および電車内へのポス
ター掲示、学部案内パンフレットの作成と送付、各種の学校説明会への参加、近隣の高等学校訪問や出張講義等の広報活動を積極的に展開した。
また、在校生の多い高等学校の進路指導担当者を日高キャンパスにお招きし、学校説明や在校生との対話を実施すること、中学生向けのオープ
ンキャンパスを実施するなど新規の広報活動を継続した。
通常のオープンキャンパスは 6 回にわたり実施し延べ学生 1405 名、父兄 1350 名が参加した。参加者数は昨年よりも 4％増加している。内容
は学部および各学科の説明、模擬授業や校内見学、個別相談、在校生との交流などとした。オープンキャンパスへの複数回参加者は、合格後の
入学率が高いことが予想されるため、今後とも教員諸氏のご協力をいただき内容の充実を図っていきたい。
4）入学試験
令和 2 年度入学試験として、推薦入学試験（11 月 17 日、受験者数 181 名、合格者数 118 名）
、AO 入学試験（12 月 8 日、受験者数 22 名、合格
者数 10 名）
、一般入学試験前期（2 月 1 日一次試験、受験者数 343 名、合格者数 234 名、2 月 3 日二次試験、受験者数 230 名、合格者数 166 名）
、
一般入学試験後期（2 月 27 日、受験者数 61 名、合格者数 8 名）を実施した。入試事務、試験監督および採点・集計にとくに問題はなく、円滑
に業務が遂行された。受験者数は合計で 607 名（前年は 572 名）とわずかに増加した。昨年と比べて志願者が減少しているのは臨床検査学科の
みであり、ほかは微増であった。全体の傾向として推薦入試が増加し、一般前期の合格者の入学率が高まり、一般後期の受験者が減少している。
早めに決めて、あまり何校も受けないという受験者動向があるようだ。
編入試験は志願者がなく、年々低調となっている。看護学校の大学化が進み、存在意義が薄れつつあるようだ。
令和元年度国家試験の成績は新卒者では看護師が 3 年連続の 100％合格を逃し 99％、理学療法士は 96％と堅調であるが、臨床検査技師 82％、
臨床工学技士 90%とまだ不十分である。今後とも国家試験合格率や就職率の維持・向上に努めていく地道な努力を続けて受験生の耳目をとらえ
ることにつなげて行きたい。また平成 30 年度入試から特待生制度の導入をお認めいただいたので、この制度を広報活動することによって受験
生の増加を図りたい。
5）国家試験
、第 66
第 109 回看護師国家試験では、新卒で 88 名中 84 名合格（95.5％）
、第 106 回保健師国家試験では、新卒で 23 名中 23 名合格（100％）
回臨床検査技師国家試験では、新卒で 62 名中 59 名合格（95.2％）
、第 33 回臨床工学技士国家試験では、新卒で 37 名中 37 名合格（100％）
、第
55 回理学療法士国家試験では、新卒で 43 名中 43 名合格（100％）であった。また、既卒者を含めた全体の合格率は、看護師で 95.5％（全国平
均 89.2％）
、臨床検査技師では 77.2％（全国平均 71.5％）
、理学療法士で 97.8％（全国平均 86.4％）
、臨床工学技士で 90.9％（全国平均 82.1％）
とすべて全国平均を上回っている。既卒者が多く受験するとどうしても成績が不良となるが、臨床工学技士では既卒者 7 名中 3 名合格し、理学
療法士は 3 名中 2 名合格と健闘したといえる。今後ともさらなる合格率向上を目指したい。
6）教員の教育業績評価システム
教員の教育業績評価システムは平成 23 年度から検討、試行を重ねて、平成 26 年度 3 月から本格実施を開始した。今年度も円滑に実施され、
令和元年度の教員人事考課の添付資料としても活用できた。
7）教員の研究業績評価システム
全学的に研究業績評価を定量的にすることが決まり、医学部からの案を参考にして、平成 27 年度から保健医療学部独自の評価表を作成した。
昨年度から正式に採用し、人事考課と同時に実施している。
8）Institutional Research（IR）機能の整備
本学では平成 24 年に IR 準備委員会を設置し、各種データを多角的に集計・分析・視覚化することで、大学全体としての問題点の整理とその
解決策を検討する体制構築を目指してきた。現時点では教学部門の様々なデータを、医学部では医学教育センター医学部領域の教育情報部門に、
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保健医療学部では学部事務室に蓄積し、統計表と視覚化した解析結果を出力できる仕組みとなっており、年々、データの選別や処理法について
改善を進めている。保健医療学部の検討として、完成年度に達してからの 5 学年の入学試験成績と、入学後成績の相関について SPSS を用いた
統計処理の結果が出た（担当大野顧問）
。本年は GPA 制度を導入してから初めての卒業学年となったので、通算の GPA と国家試験成績の相関等
を保健医療学部独自に検討している。
9）医療人教育者のためのワークショップ
新人教員のためのワークショップを第 24 回として通常の 8 月６・７日に行なった（教員 8 名、事務職 2 名）
。本年度のアドバンストコースの
テーマは昨年と同様に“より良い臨床実習への道”とし、8 月 27・28 日に各学科から 5 名ずつの参加で学科別に検討してもらった（教員 20 名）
。
報告書は全国約 240 の医療系学部に送付した。
10）保健医療学部公開講座の開催
平成 31 年 4 月に第 40 回の公開講座（担当：臨床検査学科、テーマ：遺伝子分析科学認定士試験対策講座）を、さらに同 6 月に第 41 回の公
開講座（担当：臨床検査学科、テーマ：腎血管の超音波検査）
、同 7 月に第 42 回の公開講座（担当：臨床検査学科、テーマ：心電図の判読）同
9 月第 43 回の公開講座（担当：看護学科、テーマ：看護コンサルテーション）
、同 9 月第 44 回の公開講座（担当：臨床検査学科、テーマ：下肢
血管の超音波検査）
、同 12 月に第 45 回の公開講座（担当：臨床検査学科、テーマ：下肢静脈の超音波検査）
、令和 2 年 2 月に第 46 回の公開講
座（担当：臨床検査学科、テーマ：下肢血管の超音波検査）を行なった。
11）学部プロジェクト研究
令和元年度保健医療学部プロジェクト研究について、プロジェクト研究審査委員会による厳正な審査の結果、令和元年 5 月 20 日、28 件を採
択した。
12）避難訓練
平成 24 年度に発足した保健医療学部危機管理委員会のもとに、避難訓練実施小委員会を設置し、平成 25 年度から日高校舎および川角校舎に
おける避難訓練を開始した。今年度も両キャンパスにおいて避難訓練および消防署職員による各種の防災訓練を実施した。
１・2 年生は全員参加とし、低学年のうちに防災対策を覚えてもらう方針である。
13）保護者会（たちばな会）
、保護者会総会（6 月）および保護者会と学部教員との連絡
平成 31 年（令和元年）度には、入学式後に行われる新入生保護者歓迎会（4 月）
会（11 月および 3 月）の計 4 回にわたり、保護者会主催の会合が開催された。
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9．2）教授会各種委員会
令和元年度
委員会名

任期等

委
◎

教授会

自 H31.4.1
至 R2.3.31

員

加藤木利行（学部長） 別所正美(学長)

千田みゆき（看護）

佐久間肇(看護)

辻美隆（看護）

大森智美(看護)

野田智子(看護)

大賀淳子(看護)

粟生田友子(看護)

茅野秀一（臨検）

村田栄子(臨検)

佐藤正夫(臨検)

小野川傑 (臨検)

藤原智徳(臨検)

間山伸(臨検)

下岡聡行（臨工）

小林直樹(臨工)

戸井田昌宏(臨工)

田邊一郎(臨工)

山下芳久（臨工） 宮本裕一(臨工)

若山俊隆(臨工)

高倉保幸（理学） 藤田博暁（理学）

赤坂清和(理学)
◎
学務委員会

学生部委員会

名（◎は委員長，○は副委員長）

小島龍平(理学)

内田和利(大学事務部長)

加藤木利行（学部長） 千田みゆき（看護） 大森智美（看護）

自 H31.4.1

茅野秀一（臨検）

小野川傑 (臨検)

下岡聡行（臨工）

至 R2.3.31

山下芳久（臨工）

高倉保幸（理学）

新井智之（理学）

辻美隆 （看護）

金子優子（看護）

内田康子（臨検）

自 H31.4.1

◎ 辻美隆（看護） ○ 藤原智徳（臨検）

至 R2.3.31

自己点検・評価

自 H31.4.1

委員会

至 R2.3.31

◎

飯野望（臨検）

若山俊隆（臨工）

國澤洋介 (理学)

神子嶋誠（理学）

大澤優子（看護）
加藤綾子 (臨工)

加藤木利行（学部長） 野田智子（看護）

小林由起子（看護）

佐藤正夫（臨検）

黒田真代（臨検）

小林直樹（臨工）

宮本裕一（臨工）

國澤洋介（理学）

丸谷康平（理学）

◎ 加藤木利行（学部長）○ 間山伸（臨検）

入学試験委員会

広報委員会

図書館委員会

別所正美（学長）

千田みゆき（看護）

大森智美（看護）

横山ひろみ（看護）

自 H31.4.1

茅野秀一（臨検）

村本良三 (臨検)

下岡聡行（臨工）

至 R2.3.31

小林直樹（臨工）

脇田政嘉（臨工）

高倉保幸（理学）

藤田博暁（理学）

丸谷康平（理学）

大久保雄 (理学)

上滝圭介（臨検）

市岡正適（外部）

自 H31.4.1
至 R2.3.31
自 H31.4.1
至 R2.3.31

◎ 藤田博暁（理学） ○ 大賀淳子（看護）

関根由紀子（看護）

佐藤正夫（臨検）

野寺誠（臨検）

奥村高広 (臨工)

石川雅浩（臨工）

澤田豊（理学）

細井俊希 (理学)

来住野修（臨検）

戸井田昌宏（臨工）

◎ 佐久間肇（看護）
時田幸之輔（理学）

◎ 田邉一郎（臨工） ○ 粟生田友子（看護）

山路真佐子 (看護)

保健医療学部

自 H31.4.1

村田栄子（臨検）

伴場裕巳（臨検）

川邉学（臨工）

倫理委員会

至 R2.3.31

小島龍平 (理学)

乙戸崇寛（理学）

幸田恵幸（外部）

大平雅之（外部）

0059

9．3）学事
1．入学式
入学式：平成 31 年 4 月 8 日（月）
新入生オリエンテーション：平成 31 年 4 月 9 日（火）～11 日（木）

2．授業・試験（4 学年共通）
前期 授業

平成 31 年 4 月 12 日（金） ～ 令和元年 7 月 31 日（水）

定期試験

令和元年 9 月 2 日（月） ～ 9 月 24 日（火）
（追試験・再試験含む）

後期 授業

令和元年 9 月 30 日（月） ～ 令和 2 年 1 月 29 日（水）

定期試験

令和 2 年 2 月 4 日（火） ～ 2 月 22 日（土）
（追試験・再試験含む）

3．卒業式
令和 2 年 3 月 14 日（土）

4．その他
定期健康診断：1 年生 平成 31 年 4 月 16 日（火）,23 日（火）
2 年生 平成 31 年 4 月 1 日（月）
3 年生 平成 31 年 3 月 28 日（木）,29 日（金）
4 年生 平成 31 年 4 月 4 日（木）
※受診率：972／977

99.5％

第 40 回公開講座：平成 31 年 4 月 27 日（土）
第 41 回公開講座：令和元年 6 月 1 日（土）
第 42 回公開講座：令和元年 7 月 13 日（土）
第 43 回公開講座：令和元年 9 月 21 日（土）
第 44 回公開講座：令和元年 9 月 28 日（土）
第 45 回公開講座：令和元年 12 月 7 日（土）
第 46 回公開講座：令和 2 年 2 月 29 日（土）
解剖体慰霊祭：

令和元年 10 月 26 日（土）

大学祭：

令和元年 10 月 19 日（土）,20 日（日）
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9．4）入学、進級、卒業、入試
1．入学
（1）学科別入学者数（編入学含む）
看護学科

90 名（男 9 名，女 81 名） 現役 81 名

臨床検査学科

67 名（男 23 名，女 44 名） 現役 65 名

臨床工学科

37 名（男 23 名，女 14 名） 現役 35 名

理学療法学科

48 名（男 30 名，女 18 名） 現役 47 名

計

242 名（男 85 名，女 157 名） 現役 228 名

（2）出身別入学者数
都道府県名（名）

都道府県名（名）

北海道

3

福島県

青森県

1

岩手県

3

宮城県

都道府県名（名）

都道府県名（名）

4

東京都

15

静岡県

4

茨城県

3

神奈川県

1

香川県

1

栃木県

15

新潟県

6

長崎県

1

3

群馬県

8

富山県

2

秋田県

1

埼玉県

144

山梨県

9

山形県

3

千葉県

9

長野県

6

計 242 名

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

（名）
在学者(男･女)

進級・卒業

留年者

退学

1年

91（10・81）

86

4

1

2年

88（ 7・81）

88

0

0

3年

84（10・74）

81

3

0

4年

90（10・80）

89

1

0

344

8

1

計

353（37・316）

○臨床検査学科

（名）

学 年

在学者(男･女)

進級・卒業

留年者

退学

1年

68（23・45）

66

1

1

2年

67（19・48）

63

3

1

3年

75（30・45）

67

7

1

4年

69（17・52）

68

0

1

264

11

4

計

279（89・190）

○臨床工学科

（名）

学 年

在学者(男･女)

進級・卒業

留年者

退学

1年

39（25・14）

37

0

2

2年

39（21・18）

36

2

1
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3年

30（23・ 7）

4年
計

39（25・14）
147 (94・53)

30

0

0

38

1

0

141

3

3

○理学療法学科

（名）

学 年

在学者(男･女)

進級・卒業

留年者

退学

1年

50（31・19）

48

0

2

2年

51（27・24）

49

2

0

3年

51（26・25）

43

6

2

4年

45（24・21）

43

2

0

183

10

4

計

197（108・89）

3．卒業 （第 11 回 令和 2 年 3 月 14 日）
学科別卒業者数
看護学科

89 名（男 10 名，女 79 名）

臨床検査学科

67 名（男 16 名，女 51 名）

健康医療科学科

1 名 (男 1 名， 女 0 名)

医用生体工学科 38 名（男 24 名，女 14 名）
理学療法学科
計

43 名（男 23 名，女 20 名）
238 名（男 74 名, 女 164 名）

4．国家試験結果
○第 109 回看護師国家試験

（名）

受験者

合格者

合格率(％)

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

88

1

89

84

1

85

95.5

100.0

95.5

○第 106 回保健師国家試験

（名）

受験者

合格者

合格率(％)

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

23

4

27

23

3

26

100.0

75.0

96.3

○第 66 回臨床検査技師国家試験

（名）

受験者

合格者

合格率(％)

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

62

21

83

59

2

61

95.2

9.5

73.5

○第 33 回臨床工学技士国家試験

（名）

受験者

合格者

合格率(％)

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

新 卒

既 卒

計

37

7

44

37

3

40

100.0

42.9

90.9

○第 55 回理学療法士国家試験

（名）

受験者
新 卒

既 卒

合格者
計

新 卒

既 卒
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合格率(％)
計

新 卒

既 卒

計

43

3

46

43

2

45

5．卒業生進路状況（国家試験合格者）

100.0

66.7

97.8

（名）

区 分

看護学科

健康医療

医用生体

理学療法

科学科

工学科

学科

埼玉医科大学病院

16

3

2

2

埼玉医科大学総合医療センター

10

3

2

3

埼玉医科大学国際医療センター

34

2

2

2

法人関連病院等

0

2

0

0

他の医療機関等

19

48

29

36

進学
合 計

5

1

2

※(3)

84

59

37

43

※(3)は、外部就職者で埼玉医科大学大学院に進学

6．入学試験
令和元年度入学試験が次のとおり実施された。
（1）推薦入試
出願期間：

令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 8 日（金）

試験日：

11 月 17 日（日）

合格発表：

11 月 19 日（火）

入学手続期間：

11 月 20 日（水）～11 月 27 日（水）

試験科目：

小論文，面接

合格者数等：
学科名 看護学科 臨床検査学科 臨床工学科 理学療法学科
志願者

76 名

25 名

36 名

44 名

受験者

76 名

25 名

36 名

44 名

合格者

42 名

24 名

22 名

30 名

入学者

42 名

24 名

22 名

30 名

（2）AO 入試
出願期間：

令和元年 11 月 25 日（月）～12 月 1 日（日）

試験日：

12 月 8 日（日）
12 月 10 日（火）

合格発表：
入学手続：

令和元年 12 月 11 日（水）～12 月 18 日（水）

試験科目：

適性検査Ⅰ（小論文）
、適性検査Ⅱ（基礎学力検査）
、面接

合格者数等
学科名

臨床検査学科

臨床工学科

志願者

7名

15 名

受験者

7名

15 名

合格者

4名

6名

入学者

3名

6名

（3）一般入学試験
○一般入学試験（前期）
出願期間：

令和 2 年 1 月 6 日（月）～1 月 20 日（月）

1 次試験日：

2 月 1 日（土）

1 次合格発表：

2 月 1 日（土）

2 次試験日：

2 月 3 日（月）

2 次合格発表：

2 月 5 日（水）

入学手続期間：

2 月 6 日（木）～2 月 14 日（金）

試験科目：
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・1 次試験
看護学科：

理科（物理基礎、化学基礎、生物基礎から１科目選択）
、
外国語(英語)

臨床検査学科： 理科･数学（物理基礎、化学基礎、生物基礎、数学から１科目選択）
、外国語(英語)
臨床工学科：

理科・外国語（物理基礎、化学基礎、生物基礎、英語から 1 科目選択）
、数学

理学療法学科： 理科･数学（物理基礎、化学基礎、生物基礎、数学から 1 科目選択）
、外国語(英語)
・2 次試験
看護学科：

小論文、面接

臨床検査学科： 面接
臨床工学科：

面接

理学療法学科： 面接
合格者数等：
学科名

看護学科

臨床検査学科

臨床工学科

理学療法学科

志願者

156 名

94 名

38 名

72 名

1 次受験者

144 名

92 名

37 名

70 名

1 次合格者

90 名

76 名

24 名

44 名

2 次受験者

89 名

74 名

23 名

44 名

2 次合格者

61 名

59 名

21 名

25 名

入学者

38 名

28 名

20 名

15 名

○一般入学試験（後期）
出願期間：

令和 2 年 2 月 5 日（水）～2 月 16 日（日）

試験日：

2 月 27 日（木）

合格発表：

2 月 28 日（金）

入学手続期間：

3 月 2 日（月）～3 月 9 日（月）

試験科目：
看護学科：

理科(化学基礎、生物基礎から 1 科目選択)、外国語（英語）
、面接

臨床検査学科： 理科･数学(化学基礎、生物基礎、数学から 1 科目選択)、外国語（英語）
、面接
臨床工学科：

数学、外国語（英語）
、面接

理学療法学科： 理科･数学(化学基礎、生物基礎、数学から 1 科目選択)、外国語（英語）
、面接
合格者数等：
学科名

看護学科

臨床検査学科

臨床工学科

志願者

33 名

12 名

8名

18 名

受験者

29 名

11 名

4名

17 名

合格者

2名

4名

0名

2名

入学者

6名

5名

0名

5名

（4）看護学科 3 年次編入学試験(志願者なしのため未実施)
試験予定日：令和元年 9 月 22 日（土）
試験科目： 英語，専門科目，面接
志願者

0名

受験者

0名

合格者

0名

入学者

0名

（5）臨床工学科 2 年次編入学試験(志願者なしのため未実施)
試験予定日：令和元年 9 月 22 日（日）
試験科目： 口頭試問，面接
志願者

0名

受験者

0名

合格者

0名

入学者

0名
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理学療法学科

（6）入学予定者 （令和 2 年度入学者）
看護学科：

86 名 （男 9 名， 女 77 名）

現役

84 名

臨床検査学科：

60 名 （男 16 名， 女 44 名）

現役

60 名

臨床工学科：

48 名 （男 30 名， 女 18 名）

現役

46 名

理学療法学科：

50 名 （男 22 名， 女 28 名）

現役

49 名

計 244 名 （男 77 名， 女 167 名）

現役

239 名
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9．5）教育カリキュラム（奨学金等）
1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的
本学部においては、本学学則に明示されているように、
「社会が求める専門的な知識と技能及び高い倫理性を身につけた保健医療技術
者を育成し、更に進んで新しい医学関連諸科学の研究並びに保健医療技術の向上に努力し、もって広く人類の健康と福祉に貢献する」
ことを目指している。さらに、医学部とも共通した教育理念の下に、教育目的として、①人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基
盤として高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること、②保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、未知の課題を自ら
解決する意欲と探求心をもつとともに、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質の向上に努めること、③協調性に富んだ社
会人として様々な職種の人々と協力し、また、社会的視点に立って地域の保健医療に積極的に関わることができることの 3 点を柱とし
て、人材の育成を図っている。上記の教育目的は、そのまま学部のディプロマ・ポリシーに相当するが、さらに学科ごとに、より具体
的なディプロマ・ポリシーを掲げて公表し、これを反映したカリキュラム構成としている。
（2）カリキュラム
上述のように、本学部ではディプロマ・ポリシーを反映したカリキュラム・ポリシーのもと、基礎分野において多様な一般教育科目
を配し、学生による幅広い選択を促すことで教養教育の充実を図っている。なお、1 年次から専門基礎～専門分野を開始するくさび型カ
リキュラムを取り入れることで、医療系学生としての学習意欲の維持を図り、また、従来型の縦割りの学問分野による知識伝達型の入
門教育だけでなく、1 年次から段階的に進む医療の基本演習等での少人数の討論型学習を通じて、課題を探求し自ら解決する能力やコミ
ュニケーション能力を育成することを目指している。さらに、専門基礎～専門分野では、各々の学科の専門領域を体系的にバランスよ
く配置して、高度専門職業人を効率よく育成できる教育課程としている。また、医学関連の科目については、いずれの学科においても、
医療人として必要な最低限の医学知識を効率よく学習できるよう、基礎医学と臨床医学のそれぞれで統合型カリキュラムとなるよう工
夫している。
a) 看護学科
看護学科では、基礎分野に相当する「生活している人間の理解」
、専門基礎分野に相当する「看護の対象としての人間の理解」
、から
専門分野に相当する「看護専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」に至る段階的な構造としている。
令和元年度は、平成 29 年度以降入学生に適用する平成 29 年度改定カリキュラム（卒業要件 125 単位）と平成 28 年度以前の入学生に
適用する平成 24 年度改定カリキュラム（卒業要件 124 単位）の 2 つのカリキュラムを運用した。
令和元年度の 1 年次では、
「生活している人間の理解」として哲学、文学、法学、心理学、発達心理学、社会学、教育学、人体の科学、
人間工学、スポーツ科学、情報リテラシー、英語Ⅰ～Ⅱ、ドイツ語が、
「看護の対象としての人間の理解」として看護におけるコミュニ
ケーション論、医療の基本Ⅰ、看護学生のためのリテラシー、人体の構造と機能Ⅰ～Ⅲ、食物・栄養学Ⅰ～Ⅱ、病原微生物学、免疫学、
薬理学、環境論、生活と健康、公衆衛生学が、
「看護専門職者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として看護学概論Ⅰ、看護技術
論、基礎看護技術Ⅰ～Ⅲ、基礎看護学実習Ⅰ、感染看護学が配置されている。2 年次では、
「生活している人間の理解」として文化人類
学、カウンセリング論、ジェンダー学、英語Ⅲ、日本国憲法、体育実技が、
「看護の対象としての人間の理解」として看護倫理、病むこ
との心理、疾病の成り立ちⅠ～Ⅲ、放射線医学概論、社会福祉論、看護関係法規、保健医療行政論、医療情報学、疫学が、
「看護専門職
者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として基礎看護技術Ⅳ・Ⅴ、看護方法演習、基礎看護学実習Ⅱ、成人看護学概論、成人看
護方法論Ⅰ、老年看護学概論、小児看護学概論、母性看護学概論、母性看護学活動論、精神看護学概論、老年看護学実習Ⅰ、在宅看護
学概論、公衆衛生看護学概論、家族看護学、災害看護学、看護過程論、リハビリテーション看護、生殖医療と看護、フィジカルアセス
メントが配置されている。令和元年度は 4 年次の学生のみが平成 24 年度改定カリキュラムとなり、
「看護の対象としての人間の理解」
として、看護政策論、医療経済学が、
「看護専門識者に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として、看護学概論Ⅱ、学校看護論、産
業看護論、看護のマネジメントと安全管理、国際看護論、在宅看護学実習、実践応用の看護学実習、救命救急論、看護研究セミナー、
地域診断論Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生看護管理論、公衆衛生看護学実習が行なわれる。
なお、平成 24 年度からのカリキュラム改定に伴い、保健師教育課程では選択制をとっている。
b）臨床検査学科（旧：健康医療科学科）
平成 27 年度より学科名称を健康医療科学科から臨床検査学科と改称した。臨床検査学科では、1 年次に基礎分野として科学的思考の
基盤となる自然科学系、人間と生活の理解につながる人文・社会科学系および外国語を必修または選択科目として満遍なく配置し、幅
広い教養を身につけられるよう工夫している。なお、本学科は高度な専門性を有する医療人としての臨床検査技師の育成とともに、第 1
種衛生管理者など幅広く保健分野で活動できる職業人の育成も目指している。
1 年次には、基礎科目として哲学、文学、倫理学、心理学、法学、社会学、人体の科学入門、統計学、数学、物理学、物理学実験、化
学Ⅰ～Ⅱ、化学実験、生物学、生物学実験、英語Ⅰ～Ⅱ、英会話、ドイツ語、スポーツ科学が、専門基礎科目として医療の基本Ⅰ、人
体の構造と機能Ⅰ～ⅡA、人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ実習、病理学、免疫学、情報科学、情報科学実習が、専門科目として検査機器総論、
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医動物学が置かれている。2 年次には基礎科目として社会福祉論、医学英語が、専門基礎科目として医療の基本Ⅱ、人体の構造と機能Ⅱ
B、微生物学、血液学、疫学、医用工学概論、医用工学実習が、専門科目として臨床医学各論（ヒトの病気）Ⅰ～Ⅳ、病理組織細胞検査
学、病理組織細胞検査学実習、臨床血液学、
臨床血液学実習、臨床検査総論、臨床検査総論実習、医動物学実習、基礎臨床化学、基礎臨床化学実習、臨床免疫学、臨床生理学Ⅰ、
臨床生理学Ⅰ実習、臨床生理学Ⅱ、労働衛生法規Ⅰ～Ⅱ、食品学、原書講読の各科目が配置されている。3 年次には専門基礎科目として、
医療の基本Ⅲ、薬理学、公衆衛生学、公衆衛生学実習、保健医療福祉総論が、専門科目として臨床病理学総論、病理細胞検査診断学、
臨床化学、臨床化学実習、放射性同位元素検査学、臨床微生物学、臨床微生物学実習、臨床免疫学実習、輸血移植学、輸血移植学実習、
遺伝子検査学、臨床生理学Ⅱ実習、臨床生理学Ⅲ、臨床生理学Ⅲ実習、検査管理学、検査情報処理科学、検体採取処理技術、環境保健
学、衛生管理学、救急救命論、環境衛生工学、食品衛生学、栄養学、健康食品総論が配置されている。なお、夏期休暇中に企業実習が
実施される。4 年次には前期に臨地(病院)実習が実施され、後期に検査学特論、産業保健学、保健社会学、薬事関係法規の各専門科目が
配置される。さらに 3 年次後期から 4 年次後期にかけての専門科目である卒業研究が実施される(専門科目)。
c）臨床工学科（旧：医用生体工学科）
平成 30 年度より学科名称を臨床工学科と改称した。臨床工学科では、１～3 年次において基礎分野である人文科学系、社会科学系、
スポーツ科学、自然科学系、外国語を幅広く開講するとともに、専門基礎および専門科目として医療系・工学系の科目をバランスよく
配置したカリキュラム構成とし、先端技術を駆使した医療機器を操作する臨床工学技士を養成する。さらに、医療機器の開発にも従事
できる、より高度な専門的人材の育成も目指している。平成 29 年度入学生までは医用生体工学科として対応する。
1 年次には、基礎科目として哲学、社会学、法学、倫理学、心理学、医療法規学概論、社会福祉論、スポーツ科学、英語Ⅰ～Ⅱ、ドイ
ツ語Ⅰ、数学ⅠAB、数学Ⅰ演習、数学ⅡAB、数学Ⅱ演習、基礎統計学が、専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ、生物化学、医
療の基本Ⅰ、細胞生物学、公衆衛生学、電磁気学、電磁気学演習、電気回路、電気回路演習、力学、力学演習、情報と計算機、計算機
アーキテクチャ、情報リテラシー実習が、専門科目として臨床工学概論、代謝機能代行機器、生体工学総合演習Ⅰが配置されている。
さらに 2 年次には、基礎科目として技術英語、数学ⅢA、B が、専門基礎科目として医療の基本Ⅱ、病理学総論、薬理学、麻酔学、電子
工学、通信工学、電子工学演習、機械工学、機械工学演習、電気・電子実験、プログラミング実習が、専門科目としてセンサ・計測工
学、生体物性論、医用音響工学、生体計測機器、診断治療システム、生体情報モニタリング、循環機能代行機器、呼吸機能代行機器、
機能的生体刺激論、機能代行機器実習Ⅰ～Ⅲ、医用機器安全管理学Ⅰ～Ⅱ、ヒトの病気Ⅰ～Ⅱ、生体工学総合演習Ⅱの各科目が配置さ
れている。さらに、3 年次には、基礎科目としてドイツ語Ⅰが、専門基礎科目として応用工学実験、デジタル信号処理、システム制御が、
専門科目として医用材料学、医用超音波工学、医用画像機器、機能代行機器実習Ⅲ、医用機器安全管理学実習、ヒトの病気Ⅲ、臨床実
習、生体工学総合演習Ⅲ（通年）が配置されている。また、4 年次前期には基礎科目として英語Ⅲ、英会話、ドイツ語Ⅱが、専門基礎科
目として医療の基本Ⅲが、専門科目として医用情報処理工学、医用工学、臨床工学、生体組織工学、放射線医学概論、救急救命論、動
物実験学が配置され、また、前後期を通じて生体工学総合演習Ⅳおよび卒業論文の作成が実施される。
ｄ）理学療法学科
理学療法学科では、各種の選択科目を配した基礎分野の学習により、幅広い教養教育の充実をはかり、さらに専門基礎・専門分野で
は基礎系、神経系、骨・関節系、内部障害系、生活環境支援系、物理療法、教育・管理系の 7 分野のバランスを考えるとともに、演習
時間を十分配慮したカリキュラム構成により、しっかりした専門的知識および技術を有する理学療法士を育成する。
1 年次には基礎科目として哲学、社会学、心理学、スポーツ科学、英語Ⅰ～Ⅱ、ドイツ語、物理学、物理学実験、化学、細胞生物学、
統計学演習、情報科学演習が、専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ演習、基礎運動学、人間発達学、栄養学、医療の基本Ⅰ、
リハビリテーション医学が、専門科目として理学療法学概論、理学療法体験実習、基礎理学療法学演習、理学療法学基礎実習が配置さ
れている。
2 年次には、専門基礎科目として、チーム医療学、人体の構造と機能実習（構造系および機能系）
、応用運動学、医療の基本Ⅱ、病理・
微生物学演習、ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ、骨・関節疾患（総論・各論）
、精神疾患、臨床心理学演習、公衆衛生学が、専門科目として、機能・
能力診断学基礎演習、機能・能力診断学応用演習、物理療法学演習および日常生活活動学演習が配置されている。
3 年次には専門基礎科目として医療の基本Ⅲ、ヒトの病気Ⅶ、および運動学実習が、専門科目として理学療法研究法、臨床運動学、職
業倫理職場管理学、地域理学療法学、小児理学療法学、筋・骨格系理学療法学演習、神経・筋系理学療法学演習、中枢神経系理学療法
学演習、心肺系理学療法学演習、筋・骨格系徒手技術学演習、中枢神経系徒手技術学演習、義肢装具学演習、理学療法学総合演習およ
び機能・能力診断学臨床実習が配置されている。
4 年次には専門基礎科目として精神保健学、専門科目として理学療法機器技術学、リハビリテーション工学、運動療法学、代謝系理学
療法学、スポーツ系理学療法学、保健科学統計学演習、地域理学療法学実習、高齢者理学療法学、生活環境学、総合臨床実習Ⅰ～Ⅱ、
卒業研究が配置されている。

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

3．奨学金等
日本学生支援機構による奨学金
（1）令和元年度奨学生状況
令和元年度における保健医療学部の奨学生数は以下のとおりである。
（保健医療学部）

（名）

区分

1年

2年

3年

4年

計

一種

44

35

28

32

139

二種

61

72

76

50

259

給付

3

5

1

0

9

計

108

112

105

82

407

（大学院修士課程）

（名）

区分

1年

2年

計

一種

3

1

4

二種

1

1

2

計

4

2

6

（2）令和元年度奨学金貸与月額表（保健医療学部）
・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）
入学年度

（単位：円）
年次

希望額を選択
自宅
54,000

2019～2016（令和元年～平成 28 年）

1～4

40,000
30,000
20,000

・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）
年次
全学年

自宅外
64,000
50,000
40,000
30,000
20,000

（単位：円）

希望額を選択

貸与月額の利率（年）

20,000・30,000・40,000・50,000・

3.0％を上限とする利率固定

60,000・70,000・80,000・90,000・

方式と利率見直し方式のどちらか一方の

100,000・110,000・120,000

選択制

・給付型奨学金

（単位：円）
入学年度

年次

自宅

自宅外

2019（令和元年）～

1～

30,000

40,000
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・入学時特別増額貸与奨学金（有利子貸与）
入学年度

（単位：円）
年次

初回のみ振込
100,000
200,000

2019～2016（令和元年～平成 28 年）

1 年次

300,000 何れかを選択
400,000
500,000

（大学院修士課程）

（単位：円）
区分

希望額を選択

第一種奨学金貸与月額（無利子）

88,000・50,000

第二種奨学金貸与月額（有利子）

50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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10．附属図書館
令和元年度特記事項
1) 図書館敷地内の池整備工事が実施された（4月～5月、附属図書館）
2) ブクログによる電子ブックの案内を開始した（8月、附属図書館）
3) 2020年外国雑誌について見直しを行い、利用単価2千円を基準として10誌の中止を決定した（10月、附属図書館）
4) 3階閲覧室の椅子124脚が更新された（3月、附属図書館）
5) 地域医療支援病院の指定承認に伴う保健所の立入検査に対応した（7月、総合医療センター分館）
6) ブレストケア科より故矢形寛教授の私物図書、雑誌（合計318冊）の寄贈を受けた（10月、総合医療センター分館）
7) 実習中の長期貸出を開始した（5月、日高キャンパス分館）
8) 越華祭に参加し、図書館ツアー、資料展示を実施した（10月19日～20日、日高キャンパス分館、川角キャンパス分館）
9) 「保健医療学部見学会・国際医療センター見学ツアー」における図書館見学に対応した（1月、日高キャンパス分館）
10) 広範囲で資料に発生したカビ被害に対応した（7月～3月、川角キャンパス分館）

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

２．構成員
附属図書館：持田智（MOCHIDA, Satoshi、館長）、内田和利（UCHIDA, Kazutoshi、事務長）、田口宣行（TAGUCHI, Nobuyuki、
課長補佐）
、忍田純子（OSHIDA, Junko、係長）
、百留悦子（HYAKUDOME, Etsuko、主任）
、中島裕美子、森田晏奈、前田智美、
有期雇用 2 名、近藤裕子、鶴田マキ（以上パート、以上司書）
、山梨一、鈴木則雄（以上昼間受付）
、若林茂吉、福島武（以
上夜間受付）
、宮田進（用務員、以上受付ともシルバー人材センター）
総合医療センター分館：福田知雄（FUKUDA, Tomoo、分館長）、田口宣行（TAGUCHI, Nobuyuki、兼務、課長補佐）
、小山有
希子、有期雇用 1 名、松本加奈子（契約職員、司書）
日高キャンパス分館：佐久間肇（SAKUMA, Hajimu、分館長）
、吉田真理（YOSHIDA, Mari、係長）
、鈴木智絵、松坂敦子（兼
担、国際医療センター）
、有期雇用 1 名、穂波理枝（パート、司書）
川角キャンパス分館：新井美由紀（ARAI, Miyuki、主任）
、有期雇用 1 名、栗本かおる（パート、司書）

３．運営状況
3-1．人事
4 月 1 日付で事務長が内田和利学校群統括部長に交代した（兼務）
。3 月末日付で穂波理枝（パート、司書）が退職した
（日高）
。特定非営利活動法人日本医学図書館協会（JMLA）機関誌「医学図書館」編集委員（百留悦子、
）JMLA 学術情報コ
ンソーシアム委員会委員長（田口宣行）
、JMLA 医書電子化検討ワーキンググループ委員（田口宣行）
、JMLA 認定資格運営委
員会委員（中島裕美子）
、JMLA 関東地区会事務局（森田晏奈）
。
3-2．業務（特記事項）
1) 附属図書館
・令和元年度図書館委員会（3 回開催、6 月 25 日、10 月 23 日、3 月 3 日）
・各館の図書館ホームページを統合し、図書館システム LIMEDIO OPAC（drupal）に移行して運用する方針を決定した（6
月）
・8 月 5 日から 10 日までを臨時休館し、蔵書点検を実施した
・UpToDate 利用登録会を開催した（12 月）
・館長が Elsevier 担当者と面談し、2021 年電子ジャーナル契約案について意見交換を行った（2 月）
2) 総合医療センター分館
・令和元年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催、5 月 29 日、9 月 20 日、12 月 6 日）
・8 月 13 日から 16 日まで資料貸出を停止し蔵書点検を実施した
・8 月 21 日から 22 日までを臨時休館し 4 階書庫引渡しのため資料を図書室へ移動した
3) 日高キャンパス分館
・令和元年度日高キャンパス分館図書館委員会（3 回開催、6 月 11 日、10 月 7 日、2 月 12 日）
・オープンキャンパス見学対応（6 月 16 日、7 月 21 日、28 日、8 月 24 日、25 日）
・8 月 13 日から 17 日までを臨時休館し館内整理を実施した
・入試のため臨時休館した（2 月 1 日、3 日、27 日）
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4) 川角キャンパス分館
・理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（年 2 回、6 月、3 月）
・広範囲で資料に発生したカビへの対応を開始した（7 月）
・業者によるカビ被害状況の確認作業が実施された（8 月）
・閲覧室の利用を停止、入館は通用口を使用し貸出しは出納式での対応、11 月 29 日までの長期貸出し扱いとした（9
月 24 日）
・2 階のカビ除去が必要な洋書 7,310 冊は廃棄することとし館外へ搬出された（12 月）
・2 階の机、書架などのカビ除去作業を図書館と経理部で実施した（12 月）
・業者による 1 階の養生作業が実施され、1 階カウンター、2 階閲覧室、ゼミ室の利用を再開した（1 月 24 日）
3-3．設備ほか
1) 附属図書館
・業務用パソコン 8 台が更新された（10 月）
・3 階閲覧室用デスクパーテーション 6 台が納品された（1 月）
・Windwos 7 パソコン 31 台に有償延長サポートが適用された（1 月）
・3 階閲覧室の椅子 124 脚が更新された（3 月）
2) 総合医療センター分館
・利用者用コピー機及び事務用複合機が更新された（4 月）
・Windows 7 パソコン 7 台に有償延長サポートが適用された（1 月）
3) 日高キャンパス分館
・入退館システム用パソコンが更新された（12 月）
・Windows 7 パソコン 25 台に有償延長サポートが適用された（1 月）
4) 川角キャンパス分館
・業務用パソコン 4 台が更新された（10 月）
・Windows 7 パソコン 4 台に有償延長サポートが適用された（1 月）

４．利用状況
4-1．館内利用
4 館全体の入館者数は 82,113 人で前年比 84%（15,587 人減）
、貸出者数は 12,197 人で 89.7%（1,398 人減）、貸出冊数
は 24,924 冊で 93.5%（1,745 冊減）となりすべての項目で減少した。
4-2．図書館館相互貸借サービス
貸し件数は 4,487 件（81.8%）
、借り件数は 1,780 件（94.3%）だった。貸し借りともにゆるやかな減少傾向が続いてい
る。
4-3．文献検索サービス
国内医学文献データベースの利用件数は 62,753 件で前年比 92.4%（5,192 件減）と減少した。2 年連続で「今日の診
療」が大きく減少し全体の数字に影響している（前年比 40.3%）
。海外医学文献データベースでは、利用件数が 74,139
件で前年比 118.5%（11,582 件増）となった。個別では、Scopus が 3,245 件で前年比 152.5%と増加している。UpToDate
は 19,874 件で前年比 154.5%、月平均 1,600 件を超える結果となった。
4-4．電子ジャーナルサービス
国内電子ジャーナルは 116,260 件で前年比 90.1%（12,829 件減）
と減少した。
海外電子ジャーナルは主要 9 社で 179,272
件、前年比 119.5%（29,258 件増）だった。このうち Elsevier が 74,921 件で全体の 4 割を占めている。
4-5．電子ブックサービス
国内電子書籍はメディカルオンラインイーブックスが 1,044 件で前年比 139.8%、海外電子書籍は AccessMedicine が
347 件で前年比 220%と国内国外ともに増加した。
4-6．埼玉医科大学リポジトリ
リポジトリのアクセス件数は 145,373 件で前年比 88.8%（18,284 件減）だった。個別では看護学科紀要が 131,516 件
で全体の 9 割を占めている。

５．教育
5-1．オリエンテーションほか
1) 附属図書館
・平成 31 年度新入職員オリエンテーション（4 月 3 日）
・平成 31 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 3 日）
・平成 31 度医学部新入生オリエンテーション（4 月 12 日）
・医学部 5 年生クリニカル・クラークシップオリエンテーション「UpToDate 等の活用方法」
（1 月 8 日）
2) 総合医療センター分館
・平成 31 年度初期研修医オリエンテーション（4 月 4 日）
3) 日高キャンパス分館
・平成 31 年度保健医療学部新入生オリエンテーション（4 月 16 日、17 日、19 日）
4) 川角キャンパス分館
・平成 31 年度理学療法学科新入生オリエンテーション（4 月 10 日）
5-2．授業
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1) 附属図書館
・「医科学への道すじ 医科学の探索」文献検索講習（医学部 1 年生、12 月 4 日、11 日、18 日、忍田純子）
2) 日高キャンパス分館
・文献検索講義（看護学研究科 1 年生、4 月 20 日、吉田真理）
・文献検索講義（医用生体工学科 3 年生、4 月 25 日、鈴木智絵）
・文献検索講義（臨床検査学科 1 年生、6 月 26 日、鈴木智絵）
・文献検索講義（看護学科 1 年生、7 月 19 日、鈴木智絵）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年生、7 月 24 日、鈴木智絵）

６．研究
6-1．研修ほか
1) 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）第 32 回総会（5 月 17 日、忍田純子）
2) 第 90 回 JMLA 総会・分科会（5 月 30 日～31 日、田口宣行（オープンフォーラム登壇）
、森田晏奈（協力員）
）
3) LIMEDIO セミナー2019（7 月 5 日、田口宣行）
4) 文化庁主催 2019 年度図書館等職員著作権実務講習会参加（9 月 10 日～11 日、松本加奈子）
5) 第 21 回図書館総合展フォーラム（11 月 13 日、前田智美、14 日、忍田純子）
6) JMLA2019 年度第 1 回関東地区会会議及び研修会（1 月 30 日、田口宣行、森田晏奈（運営業務含む）
）
6-2．論文ほか
1) 田口宣行. 文献管理ソフトについて. 看護と情報. 2020;27:65-68.

７．補助金
なし

８．統計（令和元年度）
毛呂山

川越

日高

川角

287

277

281

247

22,559

11,257

42,282

6,015

82,113

和

2,215

715

1,617

795

5,342

洋

237

78

45

18

378

計

2,452

793

1,662

813

5,720

開館日数
年間入館者数

計

年間受入冊数（注 1）

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内

33

0

22

11

66

外国

0

0

0

0

0

計

33

0

22

11

66

和

154,275

19,407

39,633

12,012

225,327

洋

127,940

4,800

2,646

707

136,093

計

282,215

24,207

42,279

12,719

361,420

蔵書冊数（注 1）

視聴覚資料所蔵点数（注 1）
国内

1,576

275

1,437

281

3,569

外国

874

16

7

32

929

2,450

291

1,444

313

4,498

和

542

100

148

52

842

洋

46

4

9

4

63

計

588

104

157

56

905

貸出者数

3,867

886

6,070

1,374

12,197

貸出冊数

8,220

1,599

12,346

2,759

24,924

計
受入雑誌種類数（注 2）

館外貸出
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複写枚数

23,269

10,630

―

445

相互貸借件数
貸し件数

4,265

借り件数

1,726

データベースサービス（注 3）
国内

62,753

海外

74,139

電子ジャーナルサービス(注 4)
国内

116,260

海外

179,272

電子ブックサービス(注 5)
国内

1,439

海外
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145,373

注 1: 研究費扱い分を含む
注 2: 研究費扱い分を含まない
注 3: 国内医学文献データベース利用件数の内訳（医中誌 Web 54,867 件、JDreamIII 795 件、今日の診療 1,879 件、CiNii
総検索数 2,690 件、最新看護索引 Web 2,522 件）
、海外医学文献データベース利用件数の内訳（Cochrane Library 818 件、
PubMed 47,696 件、CINAHL with Full Text 1,512 件、JCR 827 件、Scopus 3,412 件、UpToDate 19,874 件）
注 4: 国内電子ジャーナル閲覧件数の内訳（メディカルオンライン 100,558、MedicalFinder 15,702）、海外電子ジャー
ナル（主要出版社のみ）閲覧件数の内訳（Elsevier 74,921、Wiley 30,310、Springer 19,526、Nature 24,026、LWW 8,401、
Oxford University Press 10,247、SAGE Publishing 4,489、Thieme 1,123、JAMA 6,229）
注 5: 国内電子ブック閲覧件数（メディカルオンラインイーブックス 1,044、Maruzen eBook Library 395）
、海外電子ブ
ック閲覧件数（AccessMedicine 347）

９．自己点検・評価
9－1. 今年度の点検・評価結果
・公開 4 年目を迎えた「埼玉医科大学リポジトリ」は学位論文と紀要類を中心に収集し、登録コンテンツ数は 500 件を超
えている。利用件数は前年より 1 割ほど減少したが、年間 14 万 5000 件もの利用があり、本学の教育研究成果を広く社会
へ発信する役割を果たしている。
・2020 年外国雑誌契約は、利用単価 2 千円を基準として 10 誌の中止を決定した。最終的な外国雑誌購読料は 1 億 9946 万
円（前年比 259 万円減額）となった。2019 年 1 月に導入した Nature PPV（1,500 論文）は当初の予測より半年ほど長く使
用できる見込みであり、補充はすべて使い切った時点で行うこととした。
・買い切り電子ブックは、医学書新刊を中心にタイトル数を増やし 129 タイトルとなった。利用促進としてはブクログに
よる情報提供を開始し、年度末には蔵書検索システムへの登録を実現した。
・今年度も川越キャンパス分館及び日高キャンパス分館の欠員補充が出来ず、開館時間の短縮を余儀なくされている。
・川角キャンパス分館で発生したカビ被害については、関係部署（経理部、施設部等）及び業者と連携して対応に当たっ
た。年度内に実施できなかった 1 階カビ除去作業は次年度に持ち越しとなり、令和 2 年 4 月末には館内施設すべての利用
が再開できる見込みである。
9－2．次年度の改善計画
・2021 年外国雑誌契約については、大手商業出版社の 3 年契約終了に伴い契約内容を大幅に見直し、購読料 20%削減を目
標とする。
・図書館ホームページの統合作業を進め、年内に新ホームページを公開する。
・川越キャンパス分館及び日高キャンパス分館の欠員補充については、関係部署との交渉を継続するとともに、従来の業
務を見直し欠員状態でのサービスの向上を試みる。
・川角キャンパス分館のカビ被害への対応については、先送りになっている空調環境の整備を早い段階で実施し、再発防
止に努めることとする。
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11．ゲノム医学研究センター
１．構成員
所長
部門長

奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：運営責任者：研究主任
黒川 理樹（KUROKAWA, Riki）：教授：教育主任：遺伝子構造機能部門
井上 聡 （INOUE, Satoshi）：客員教授：遺伝子情報制御部門
奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）：教授：発生・分化・再生部門
片桐 岳信（KATAGIRI, Takenobu）：教授：病態生理部門
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：教授：遺伝子治療部門

その他のメンバーに関しては，各部門を参照

２．目的
ゲノム医学研究センターは、ヒトゲノムプロジェクトが一定の成果を発表した 2000 年の翌年、いわゆるポストゲノム
時代の最初の年に、その成果を医学の分野に有効活用するために設立された研究所である。以来、現在に至るまで、ゲノ
ム・遺伝子等についての、世界に通ずる基礎研究を行いつつ、大学病院、総合医療センター、国際医療センターという本
学が有する 3 つの病院群との連携を軸に研究を推進してきた。

３．活動報告
詳細については、各部門からの報告を参照していただきたいが、ゲノム医学研究センターは、令和元年度においても、
ミトコンドリア呼吸鎖の超複合体形成と乳がん・子宮体がんの進行の関係を明らかにした論文を筆頭として、インパクト
があり、かつ社会にたいしても大いに波及効果をもたらす可能性のある論文を発表することができた。
最近、生物学の分野における権威ある学術雑誌に掲載されている論文のほとんどは、バイオインフォーマティックスの
手法を組み込んだものであり、その大きな潮流は、医学の分野にも確実に入り込んでいる。事実、これらコンピューター
を用いた解析は、先入観を排除した解釈を可能にするのみならず、自分たちでは考えにも及ばなんかった事実がコンピュ
ーター解析により明らかになることも多く、それ故、この流れは、決して一時的な流行ではなくて、今後も、生物学の分
野ではもちろんのこととして、
医学の分野でも、バイオインフォーマティックス解析の重要度は増していくと考えている。
従って、私たちとしても、この分野での進歩に遅れることがないよう日々努力している。また、私たちとしては、このよ
うにして身に着けた解析能力を自分たちの研究の発展に活用するだけではなくて、学内の、特に臨床部門の研究に導入す
ることにより、それらの研究を飛躍的に発展させる機会を探りたいと考えている。
なお、ゲノム医学研究センターで、その年に得られた研究成果を世界に広く発信すべく、ほぼ毎年、秋において、RCGM
シンポジウムと銘打った学術集会を開催していたが、それについては組織の改組の関係で、当該年度が最後の開催になる
ことおがわかっていたので、例年とは異なる趣旨でもって開催することにした。具体的には、この学術集会を単に終了さ
せるのではなくて、埼玉医科大学全体の研究の向上を目指す為の学術集会へと発展させるきっかけを期待して、学内の先
生方の発表時間を大幅に拡大するなどの変更を導入させていただいた。幸いにも、そのことがきっかけとなって、2020 年
から、RCGM シンポジウムの代わりに「オール埼玉医大 研究の日」という学術集会が開催される方向で検討が進んでおり、
そのことは私たちとしても大変うれしいことである。
ゲノム医学研究センターにおける教育面の活動としては、例年と同様に、課外（夏期）学習プログラムや保健医療学部
学生に対する卒業研究に特に力を入れて活動している。また、令和元年度においても、平成 30 年度と同様に、ゲノムの多
くの若手の教員は、生化学や生理学教室からの要望を受ける形で、医学部学生の実習授業に参加させていただいた。この
ゲノムの若手教員の学生実習への参加は、自分たちが医学部に所属している教員であるという意識を高めることにつなが
るということに加え、今まではほとんど接点がなかった医学部学生との交流を生み出し、そのことが、学生の当研究所へ
の訪問のきっかけになっているという事例も数多くみられている。このように、私たちの、学生実習への参加は、当初は
考えていなかったポジティブな効果が数多くあることが明らかになったので、今後は、たとえ依頼がなかったとしても、
自ら積極的に参加の機会を探していきたいと考えている。

４．評価と次年度目標
4-1. 今年度の自己評価
今年度、ゲノム医学研究センターとして、研究と教育の両方の面において、例年と同様な成果を生み出することができ
たと考えている。今年度最後の開催となった第 17 回 RCGM シンポジウムを、例年とは大きく異なる趣向で開催し、その
ことが、2020 年度から、埼玉医科大学全体として「オール埼玉医大 研究の日」という学術集会を開催する方向で検
討されていることは、私たちとしては大変喜ばしいことである。
4-2. 次年度の計画
令和 2 年度においては、ゲノム医学研究センターとしての組織・名称は残るものの、改組により、私たちは、全員、医
学部が主とした所属となり、ゲノム医学研究センターとしては、兼担部署としての位置づけとなる。但し、実質的には、
構成員・研究スペースのいずれにおいても、今までと全く変わることはないので、ゲノム医学研究センターで約 20 年
間積み上げてきた実績を土台として、これからも、今までと同様に、研究と教育についての活動を継続したいと考えて
いる。また、次年度から計画されている「オール埼玉医大 研究の日」学術集会の開催に向けて、私たちとしては、全
面的な協力を惜しまないという考えでいる。
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12．医学教育センター
1.構成員
センタ－長

森茂久(MORI, Shigehisa)：専任：教授（任期：R.2.3.31）

副センター長

篠塚望（SHINOZUKA, Nozomu）
：兼担：教授（任期：R.2.3.31）
林健（HAYASHI, Takeshi）
：兼担：教授（任期：R.2.3.31）

総合医療センタ－ブランチ長：深浦彰彦(FUKAURA, Akihiko)：兼担：総合医療センタ－神経内科科：准教授
（任期： R.2.3.31）
国際医療センタ－ブランチ長：小山政史(OYAMA, Masafumi)：兼担：国際医療センタ－泌尿器科：教授（任期：R.2.3.31）
各部門の構成員については、各部門の項を参照されたい。

２．目的
医学教育センタ－は、埼玉医科大学の医学教育を統括、調整、研究、開発することを目的に平成 15 年 8 月に発足した。
従来より医学部の教育の議決を行うのは卒前教育委員会で、医学教育センター医学部領域は、教育の立案、実行する機関
という立場にある。医学教育センタ－（医学部領域）は発足以来、医学教育センタ－の設立時の目標を見失わないよう、
注意を払いつつ、医学教育を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応できるよう、組織や体制を常に最適化してきた。
発足当時は、入学試験、卒前医学教育、卒後医学教育、大学院教育、教育情報、Faculty Development、大学評価、事務
の 8 部門から構成されていた。
平成 18 年度の保健医療学部開設に伴い、医学教育センタ－は医学部ブランチと保健医療学部ブランチに分かれ、従来の
医学教育センターの業務は医学教育センター医学部ブランチで継続することになった。
平成 18 年度に教育主任部門が加わって 9 部門となり、それぞれの部門が協力して「入学から生涯教育までをト－タルに
考え、埼玉医科大学の明日を創造する」をスロ－ガンに活動を行ってきた。
その後、入試部門はアドミッションセンタ－へ、大学院部門は大学院へ、大学評価部門は自己点検評価委員会へと機能
移転が行われ、平成 20 年 10 月 1 日から、医学教育センタ－は、教育主任、卒前医学教育、卒後医学教育、教育情報、Faculty
Development、企画、事務の 7 部門からなる新体制で活動を継続してきた。平成 21 年 4 月には、シミュレ－ション教育部
門が新設され、8 部門 5 室体制となった。
平成 25 年度から、これまでの基本学科の一つであった医学基礎を改組した形で、医学教育センター内に教養教育部門が
新設され、9 部門 5 室体制で活動を行うこととなった。教養教育部門には医学基礎に所属していた教員に加えて、新たに
７名の教員が採用された。
平成 26 年 1 月からは、
医学教育の質保証ワーキンググループが、
国際基準を見据えた新カリキュラム作成作業を開始し、
28 年度入学生から新カリキュラムが実施された。
平成 26 年度から企画部門の機能を医学教育センター運営委員会に移す改編が行われ、8 部門 5 室体制となった。
平成 28 年度から医学教育センター懇談会の名称を医学教育センター運営委員会に変更し、これまでの運営委員会の機能
に懇談会の機能を合体させて、オブザーバー参加も可能な形で、広く本学医学部の教育を議論する場とした。

３．活動状況
平成 30 年度よりセンター長が土田哲也教授より、森茂久教授に交代になり、副センター長も篠塚望教授、林健教授に、
卒前医学教育部門、教育主任部門の部門長が森茂久教授に、教養教育部門長が向田寿光教授に交代し、新たに若手の教員
が副部門長に就任し、試験管理室長が林健教授に、学生支援室長が長坂浩教授に交代になった。体制は一新されたが、運
営方針は従来のやり方を継続しつつも、報告業務よりも課題を議論する時間を多く取る方針となった。
医学部ブランチの名称が、川越ブランチ、日高ブランチの名称と混同しやすいことから、令和元年 7 月より、
「医学部ブ
ランチ」の名称を「医学部領域」に変更した。同様に「保健医療学部ブランチ」の名称は「保健医療学部領域」に変更に
なった。また「医学教育センター運営委員会」の名称は「医学教育センター医学部領域運営委員会」に変更となった。
また令和元年 7 月より、卒前医学教育部門に、新たに「学力増進室」
、
「研究マインド育成室」
、
「地域医学推進室」の 3
室を設置し、8 部門 8 室体制となった。室長は、学力増進室は森教授、研究マインド育成室は村上孝教授、地域医学推進
室は柴崎智美准教授が担当することになった。
空席が続いていた総合医療センタ－ブランチ長の後任の人選が決定し、今年度から深浦准教授が就任した。
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４．自己点検・評価
4－1. 自己評価
医学教育センタ－医学部領域の担当する業務に関連する事務作業の増加は著しく、事務作業の効率化を行い、教育支援
体制を改善することが継続的な課題となっている。
医学教育センタ－は埼玉医科大学の全学組織として位置づけられているが、実際の活動は医学部内に限定している。こ
れまで通り全学的組織としてあり続けるか、医学部に限定する組織とするか、長らく議論されてきた。昨年度、従来通り
医学教育センタ－は全学的組織として存続し、医学部、保健医療学部での活動は医学部領域、保健医療学部領域で別個に
行うことが決定した。医学部ブランチの名称が、場所を示す川越および日高ブランチの名称と混同しやすいため、
「ブラン
チ」という名称を令和元年 7 月から「領域」に変更した。これにより「医学部ブランチ」は「医学部領域」に変更となっ
た。これを受けて「医学教育センター運営委員会」の名称は「医学教育センター医学部領域運営委員会」に変更となった。
今年度の途中より、卒前医学教育部門に、新たに「学力増進室」
、
「研究マインド育成室」
、「地域医学推進室」の 3 室を
設置し、8 部門 8 室体制となった。これにより成績下位者の補習の仕組み作り、研究マインドを組織的に育成する体制作
り、地域医学および地域医学を教育、特に地域枠学生の教育の仕組み作りの体制が整った。
医学教育センター（医学部領域）の HP の刷新が目標にあったが、実現できていない。
4－2．次年度計画
8 部門 8 室体制となり、さらに業務が細分化されることから、センター内の連携を密にして、業務の重複、欠落がない
ように務める。
特に新たに設置された 3 室は、新しくできたばかりであり、方針を立てて活動を本格的に開始する。
医学教育センター医学部領域のホームページの学内 HP を刷新し、それに合わせて学外 HP の変更を検討する。
各部門の個別の自己点検・評価については各部門の項を参照されたい。
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13．医学研究センター
１．構成員
◇センター長
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：センター長（任期：R3.7.31）
◇部門長
海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：研究主任部門（任期：R3.3.31）
坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
小谷典弘（KOTANI, Norihiro）：研究支援管理部門（任期：R3.3.31）
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（任期：R3.3.31）
※片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：フェローシップ部門（任期：R3.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：研究評価部門（任期：R3.3.31）
◇副部門長
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究主任部門（任期：R3.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：研究主任部門（任期：R3.3.31）
佐藤 毅（SATO, Tsuyoshi）：研究主任部門（任期：R3.3.31）
※佐藤 毅（SATO, Tsuyoshi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
松井政則（MATSUI, Masanori）：安全管理部門（感染分野）（任期： R3.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：R3.3.31）
※三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（DNA分野）（任期：R3.3.31）
森 隆（MORI, Takashi）：安全管理部門（動物分野）（任期：R3.3.31）
淡路健雄（AWAJI, Takeo）：安全管理部門（薬物分野）（任期：R3.3.31）
一色政志（ISSHIKI, Masashi）：安全管理部門（RI分野）（任期：R3.3.31）
髙田 綾（TAKADA, Aya）：フェローシップ部門（任期：R3.3.31）
徳元康人（TOKUMOTO, Yasuto）：研究評価部門（任期：R3.3.31）
◇ブランチ長
※坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）：毛呂山キャンパス担当（任期：R3.3.31）
※海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：日高キャンパス担当（任期：R3.3.31）
※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター担当（任期：R3.3.31）
※は重複構成員･･･計16名
◇オブザーバー
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）リサーチアドミニストレーションセンター 教授
菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：リサーチアドミニストレーションセンター 講師
町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教
別所和博（BESSHO, Kazuhiro）：医学研究センター 助教
◇事務局
下田裕子（SHIMODA, Yuko）：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長

２．目的
医学研究センターは、本学の医学研究を円滑かつ効果的に行い、教育研究上の目的を達成するための基盤整備を図ると
ともに、当該研究活動に必要な企画立案、管理運営その他の研究支援を統括・推進し、もって本学の研究活動の質的向上、
および研究成果の社会への還元に資することを目的とする。本目的のために、医学研究センターは、以下に示す 6 つの部
門で構成され、各部門が異なる視点から本学の研究を支援している。
１）研究主任部門：基本学科と医学研究センターの情報共有に関わる。
２）共同利用施設運営部門：各種共同利用施設の運営に関わる。
３）研究支援管理部門：外部資金獲得の支援や学内グラントに関わる。
４）安全管理部門：RI，DNA，薬物、環境、動物、感染など、研究活動における安全管理に関わる。
５）フェローシップ部門：大学院生以上助手未満への経済的支援に関わる。
６）研究評価部門：研究活動の内部評価や外部評価に関わる。
各部門内での会議を適宜開催し、毎月 1 回全キャンパス両学部から選出された構成員からなる運営会議を開催して医学
研究センター全体の活動を共有している。運営会議の内容は教員代表者会議で報告され、本学全体に共有される。
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３．活動報告
令和元年度は、各部門において以下のような活動を行った（それぞれの詳細は、各部門の活動報告を参照）。
１）研究主任部門：第 19 回学内グラント成果発表会を開催した。第 20 回学内グラント成果発表会は、COVID-19 の影響で
開催延期とした。
２）共同利用施設運営部門：共同利用実験室を整備し、令和元年度の利用者登録を管理した。研究機器・備品の整備を行
った。中央研究施設運営会議、毛呂山キャンパス動物実験小委員会、を開催した。
３）研究支援管理部門：令和元年度の論文投稿報告書を集計した。また、論文剽窃検知ソフト iThenticate の運用・管理
を担当した。グラント選考委員会と協力し、令和元年度グラント選考員会を開催した。
４）安全管理部門：部門内の 6 分野でそれぞれ活動を行った。感染分野は、病原性微生物の保有状況の確認、BSL2、BSL3
の保有状況の確認を行い、文部科学省へ報告した。病原体等取扱申請書を審議し、BSL2 と BSL3 実験施設の査察を行っ
た。廃液等環境分野では、実験廃液と廃棄物を、それぞれの専門業者に依頼、および処分した。DNA 分野では、組換え
DNA 使用実験に関する審査・承認を行うとともに、講習会を実施した。動物分野では、各動物実験施設を管理・運営す
るとともに、各キャンパスの動物実験小委員会と本学動物実験委員会において、動物実験計画書の審査・承認を行っ
た。薬物分野では、令和元年度研究用麻薬・向精神薬に関する調査・報告を行った。RI 分野では、令和元年度の新規
RI 取扱希望者を対象とした教育訓練を実施した。
５）フェローシップ部門：2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金を募集・選考し、その結果を上程した。
６）研究評価部門：研究業績データベースシステムを管理・運用し、学内の各部署への情報提供、新世代研究基盤リサー
チマップ（researchmap）とのデータ交換を行った。令和 2 年 3 月現在、本システムには医学部と保健医療学部をあわ
せて 1,366 名の研究者が登録されている。
７）グラント選考委員会：以下の各種グラントを運用した。
（１）学内グラント
丸木記念特別賞：1 件（長年にわたる、複数の業績に裏付けられたストーリー性を持つ研究テーマで、かつ、本
学における研究活動であるもの）
関口記念特別賞：1 件（ご遺族からの寄付に基づき、本学の将来を担う創造性に富んだ若手研究育成のための賞
で、一般枠応募者の中で最も優秀な若手に対するもの）
一般枠：26 件（前年度の文科省科研費が不採択ながら、開示された評価の高かったもの）
研究奨励費：7 件（学内グラント助成課題が、翌年度、または翌々年度に科研費に採択されたもの）
（２）研究マインド支援グラント
課外プログラム助成：23 件（本学卒前教育における研究マインド育成のための教育プログラム発展を目的とする
もの）
共通部門助成：6 件（本学における医学研究の発展を目的とした共通部門、および全学レベルの各種委員会を対
象とするもの）
医学部若手限定助成：2 件（科研費、または学内グラントの交付を受けていない医学部基礎系の 45 才未満を対象
とするもの）

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度は、医学研究センター長が松下前センター長から片桐新センター長へ交代となった。令和元年度は、医学研
究センター規定の見直しを行い、現状に即した内容に修正した。さらに、学内・学外向け医学研究センターホームページ
の内容を全面的に見直し、必要な修正を加えた。
4－2．次年度計画
来年度は、ゲノム医学研究センター（日高キャンパス）の改組が予定されている。改組後も円滑に研究を行えるよう、
医学研究センターとしても対応を検討する。COVID-19 の影響が拡大する可能性があるため、各部門で連携しながら適切な
対応を検討する。
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14．国際交流センター
国際交流センターは本学と諸外国との学術、文化、教育、研究、診療等に関する交流を支援・推進する事を目的とした
部門である。主な事業として、「学生相互交換留学制度」
「春季語学研修制度」
「教員短期留学制度」を統括している。
「学生相互交換留学制度」は、海外の著名な大学を相手校として開始した。平成 7 年 7 月、スウェーデンのリンシュー
ピン大学、イギリスのリバプール大学、そしてドイツのベルリン自由大学から 6 名の医学生が来日、そして本学 5 年生の
12 名が上記 3 校に加えてカナダのマニトバ大学とドイツのボッフム大学の計 5 校に留学したのが始まりである。プログラ
ム開始以来 25 年目となる本年度は学生の選考、各セミナーや留学予定者対象の英会話レッスンの開催、本学学生 18 名の
留学と海外提携校からの留学生の受け入れ、そして 10 月の新棟カタロスタワー内のクロード・ベルナールホールでの留学
帰国報告会など順調におこなわれてきた。また受け入れのみであるが、３年目となるタイ、ランシット大学よりの２名の
医学生の交換留学が行われた。しかし、令和 2 年 2 月以降深刻化した新型コロナウィルス感染症拡大の影響により本学学
生 2 名のスウェーデン・リンシューピン大学への留学、カナダ・マニトバ大学の 2 名の留学生の本学での滞在は残念なこ
とに延期または中止となっている（令和２年 7 月現在）
。
平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」は、医学部・保健医療学部学生を対象として医療に関連した英語能力
を高める目的(English for Health Science Purposes)と海外の文化に触れる目的のもとに行われており、ホームステイ
や民間寮での宿泊・語学研修の他、病院見学・地元学生との交流など多彩なプログラムが組まれている。今年度はアメリ
カ・サンフランシスコとカナダ・バンクーバーの 2 箇所で研修をおこなう予定であった。両学部の参加学生 32 名を対象
とした事前学習・オリエンテーションを 6 回にわたりおこない順調に準備を進めてきたが、前項同様新型コロナウィルス
感染症拡大のため出発直前に中止を余儀なくされた。
一方、平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は本年度 11 年目となり、例年どおり 5 名の留学者を派遣する事が
できた。この制度は教員の教育、研究、診療の活動と国際的視野に立った文化的、社会的な理解を深めることにより本学
に貢献する人材の育成を目的としている。6 月には前年度の留学者 5 名の帰国報告会も開催された。また、交換留学協定
によりペーチ大学から受け入れた若手医師の留学も昨年に引き続きおこなうことができた。
本年度 9 月には木崎昌弘副学長が学長の代理として「センメルワイス大学創立 250 周年記念式典」に参加した。他にも
交換留学相手校との教員の往来も数多くあり、相互理解と協力体制の確認がおこなわれた印象的な一年であった。新型コ
ロナウィルス感染症の影響は非常に大きく厳しい状況は続くが、今後より一層本学の国際化に対し国際交流センターの役
割を果たすべく、全学的視野に立った制度の整備をすすめ前進邁進して行きたいと考えている。
（文責 国際交流センター長 藤巻高光）
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15．情報技術支援推進センター
情報技術支援推進センターは、本学における情報ならびに情報通信技術を活用した教育・研究活動の推進・発展を目的
に設置され、情報技術支援推進センター運営委員会によって管理運営されている。当センターは設置の目的をはたすため
下記の活動を行っている。
（1）情報機器の整備・運用、利用の推進および安全対策
（2）コンピュータネットワークの整備・運用、利用の推進および安全対策
（3）情報技術ならびにコンピュータネットワークを活用した教育・研究活動の推進および支援
（4）情報化推進のための技術支援、研究開発および計画立案
当センターの最も大きな全学的な活動は、学内 LAN の管理運営である。本学の学内 LAN は平成 7 年にインターネットに
接続され、平成 8 年度および平成 9 年度の文部科学省の助成金を受けて全学的に整備された。当センターは学内 LAN のサ
ーバやインターネット接続のファイヤーウォールなど基幹装置群の管理運営を担当している。本学は地理的には毛呂山キ
ャンパス、日高キャンパス、川越キャンパス、川角キャンパスおよび川越ビルで構成されており、毛呂山キャンパスに位
置する当センターを中心に、これらをつなぐ学内 LAN が構築されている。これら遠隔地のキャンパスを含めた全学の円滑
な運営のために、当センターの統括のもと、下記のブランチを設置し各々のブランチに責任者を置いている。
（1）医学部・短期大学ブランチ（毛呂山キャンパス）
（2）保健医療学部ブランチ（日高キャンパス、川角キャンパス）
（3）ゲノム医学研究センターブランチ（日高キャンパス）
（4）大学病院ブランチ（毛呂山キャンパス）
（5）国際医療センターブランチ（日高キャンパス）
（6）総合医療センター・看護専門学校ブランチ（川越キャンパス）
（7）かわごえクリニックブランチ（川越ビル）
これに次ぐ全学的な活動は、教育用のコンピュータ実習室などの管理運営である。毛呂山キャンパスについては当セン
ターが、日高キャンパスおよび川角キャンパスにおいては保健医療学部情報機器管理運営委員会が、川越キャンパスにお
いては医学情報室がそれぞれ管理運営し、当センターはそれらを統合する役割を果たしている。
当センターのもうひとつの役割は情報技術活用の支援と安全対策である。全学からの質問に対応するとともに、当セン
ター内に設置した情報機器を用いてホームページ作成、データ処理、画像処理など情報技術活用の支援を行っている。ま
た、大型ポスターを印刷できるプリンタによる学会発表資料作成を支援している。また、学長を委員長とするホームペー
ジ管理運営員会の下部組織としてホームページ実務委員会を組織し、その実務にあたっている。安全対策面では、ウィル
ス対策、情報セキュリティーの広報・支援を行っている。近年増加し社会問題となっている「標的型メール攻撃」につい
ても埼玉県警と連携した対応を行っている。今年度も、埼玉県サイバーテロ対策協議会第 9 回総会、サイバーセキュリテ
ィ講演会、定期訪問などを通じて情報交換を行った。
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16．アドミッションセンター
平成 20 年 3 月 22 日に制定された「埼玉医科大学アドミッションセンター規程」は、本学法人の運営する医学部、保健医療学部、
短期大学、附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である埼玉医療福祉会看護専門学校（以下「各学校」という。
）が、教育目
標を達成しうる学生を受け入れるための入学者受け入れ方針（以下「アドミッションポリシー」という。
）に即した入試システムの構
築、円滑な入試の実施について、調査研究及び入試に関する業務を統括・支援を行うことを目的として、アドミッションセンターの
組織及び運営について必要事項を定めたものである。
アドミッションセンターは、年１回「アドミッションセンター拡大会議」を開催し、各学校ならびに本学が設置する学部の入試に
関する業務を支援する組織（以下「ブランチ」という。
）からの代表者、アドミッションセンター特任講師等が一堂に会し、情報の共
有、問題点の把握と検討等を行い、各学校のアドミッションポリシーに即した学生を受け入れるために連携・協力し、円滑な入学試
験業務遂行への支援に努めている。また、アドミッションセンター内には、調査・研究・解析部門、入試問題統括部門、広報部門、
事務部門の４部門があり、各学校ならびにブランチに対して円滑な入学試験の実施のための協力的な支援を行うことを主たる目的と
して活動している。更に、上記４部門員だけでなく、アドミッションセンター長が必要と認めたもの（若干名）
、両学部の科目責任者、
オブザーバー（アドミッションセンター特任講師）等が加わり、第１条目的達成のため、相互に連携・協力して円滑的な業務遂行に
努めている。
４部門の主たる業務を以下に明記し総論とする。
（１）調査・研究・解析部門
①本学入試システムの統括に関すること。
②本学入試システムの自己点検・評価に関すること。
③入試システムの改善策についての調査・研究・解析に関すること。
④その他入試に関する情報の収集や調査・研究・解析に関すること。
(２) 入試問題統括部門
①入試問題作成に関わる支援と統括に関すること。
②入試問題作成に関わる基本情報等の収集に関すること。
③入試問題の点検及び入試ミス防止等の調査・研究に関すること。
(３) 広報部門
①学生募集などの入試に係る全学的広報に関すること。
②アドミッションポリシーの周知等、各学校・ブランチの広報活動の支援に関する
こと。
③その他、広報活動に関すること。
（４）事務部門
①各部門及び各ブランチの活動支援に関すること。
②その他、センターの事務に関すること。
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17．医療人育成支援センター
医療人育成支援センターは、医療系総合大学である埼玉医科大学直属の組織として、卒前教育から卒後研修、専門（医）
研修、女性（医師）復職支援そして職業人としての自己研鑽など主に医師を中心とした医療人全般のシームレスな生涯教
育を統括する。障害に亘る医療人教育は、各論的には多くの場所で独立して行われているが、総論的、中長期的な視野に
立った総合的な教育が十分に行われているとは言えないのが現状である。医学教育の中心であり、且つ高度先進医療の要
である本学が、医療人の生涯教育を担う責務は多大なものがあり、また社会からも多くが期待されている。本センターに
おいては、埼玉医科大学の多くの部署の力を結集して、より質の高い、効率的な医療人支援を行う。本センターの活動領
域は広域にわたるため、機能的に以下の部門に分け、それぞれに部門長をおき業務の効率的な遂行を目指している。
医療人育成支援センター部門
1．卒前部門
2．初期臨床研修部門
3．キャリア形成支援部門
4．生涯学習部門
5．女性医師支援部門
6．シミュレーション教育部門
7．地域医学推進センター
8．地域枠奨学金部門
9．事務部門
具体的には、各部門による活動と、これら部門の統括組織として医療人育成支援センター運営会議を定期的に開催し、３
病院間の初期臨床研修体制の改善、専門医研修、地域枠奨学生対応、地域連携病院、女性医師支援セミナー、シミュレー
ション教育セミナー、周辺連携大学との共同事業、研修修了医師のその後の動向の把握などに取り組んでいる。
３キャンパス横断的な視点から、卒前・卒後教育の連携をより具体的に進めることを優先的に考えている。また、将来的
には医師以外の医療人の支援も検討課題である。
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17．教職員・学生健康推進センター
学校法人埼玉医科大学に属する教職員および学生全員の健康管理を一元的に行うことを
目的として、平成 21 年 4 月に教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）
が開設されました。初代センター長には今井康雄先生が就任され、平成 24 年 4 月からは
池田 斉先生、26 年１月からは丸山義明先生が務められ、28 年 2 月より富谷が担当して
います。
埼玉医科大学における健康管理部門は、昭和 47 年の開学時に主として医学部学生を対
象として設置された埼玉医科大学保健管理室が発端となっています。その後学生保健室、
医学部学生健康推進室と名称変更が行われましたが、平成 18 年の保健医療学部開学時に
は、保健医療学部学生を対象とする保健医療学部学生健康推進室が日高キャンパスに、そ
の分室が川角キャンパスに開設されました。一方、教職員に関しては、川越の総合医療セ
ンターには平成１６年に総合医療センター健康推進室が、日高の国際医療センターでは開
院時の平成 18 年に国際医療センター健康推進室が設けられました。しかし、毛呂山キャ
ンパスでは、大学病院教職員だけでなく法人職員、医学部の教職員の健康管理は、大学病
院の健康管理センター（人間ドック）が担当しておりました。これに対して、平成 21 年４
月の健康推進センター設立時に、同センター内に教職員健康推進室が設置され、大学病院
教職員、医学部教職員、法人職員を含む毛呂山キャンパスの全教職員の健康管理が移管さ
れ、更に川角キャンパスの全教職員の健康管理も担当となりました。健康推進センターは
毛呂山キャンパス内に所在していますが、医学部学生健康推進室、保健医療学部学生健康
推進室（日高キャンパスおよび川角分室）および教職員健康推進室に直接配置したスタッ
フとともに健康診断、ワクチン接種、健康相談、メンタル対策などの業務を行い、また総
合医療センターおよび国際医療センターの健康推進室を含めた埼玉医大全体の健康管理を
統括しております。
健康推進センターのスローガンは
“良い病院は良い職員から。
良い大学は良い学生から。
”
です。平成 25 年度からは埼玉医大全体での健康管理活動を網羅した年報を毎年発行し、
活動を公表するとともに自己評価および第三者からの評価に役立てています。埼玉医科大
学構成員全ての方の積極的なご参加とご理解が必須の部門です。皆様のご支援、ご鞭撻を
心からお願い致します。
（文責 富谷智明）
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19．リサーチアドミニストレーションセンター
リサーチアドミニストレーションセンター（以下、
「RA センター」
）は、平成 27 年 4 月に本学の研究活動全般を管理
することを目的に、法人部門の組織として設置された。
その主たる業務は次の通りである。
(1) 医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること。
(2) 埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること。
(3) 認定臨床研究審査委員会に関すること。
(4) 埼玉医科大学ＣＯＩ管理委員会に関すること。
(5) 研究不正の防止に関すること。
(6) 研究費の適正使用に関すること。
(7) 研究費の獲得に関すること。
(8) 医学研究に係る診療組織との連携に関すること。
(9) 医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること。
(10) 知的財産の管理に関すること。
(11) リサーチパークに関すること。
(12) 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること。
(13) その他医学研究等の推進及び管理に関すること。
これら業務を遂行するため、５つの担当を置き、11 の委員会・会議体を所管している。
担当
所管委員会
研究支援担当
研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会
大学ＣＯＩ管理委員会
組換えＤＮＡ実験安全委員会
地域救急医療連絡会議
研究支援 e ラーニング管理委員会
研究倫理担当
大学倫理審査委員会事務局
倫理審査委員会事務局連絡会議
知的財産・産学官連携担当
特許委員会
寄附研究部門設置委員会
特定臨床研究推進センター
臨床研究審査委員会
リサーチパーク担当
リサーチパーク運営会議

研究不正防止部署として、コンプライアンス推進／研究倫理教育責任者・副責任者と協力し、適切な研究活動推進のた
めの諸規程の整備、研究倫理に係る教育、研究費の適正使用のためのガイドライン作成・改訂に取り組んでいる。
一方、研究推進部署として、外部資金獲得のための情報提供や科研費アドバイザーの実施、質の高い研究のため臨床研
究コンサルティングの実施、リサーチパークなど研究環境の整備など支援に取り組んでいる。
各研究者が安心して研究活動に取り組むことができるような体制および環境の整備、そのための事務支援をすることが
重要な任務である。
また医学研究センターをはじめとして，研究活動に関係する組織は、医学部・保健医療学部また各病院にも倫理委員会・
IRB、COI 管理委員会など多数あるが、その組織間の整合性・連携を推進していくことにより、埼玉医科大学全体として研
究活動の方向性を示していくことも、RA センターの役割の一つである。
これらの活動により埼玉医科大学における研究活動を活性化し、基礎研究・臨床研究ともに社会へ多大な貢献をなす成
果が創出されることを目論む。
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20．IR センター
IR センターは、本学における教育・研究・大学運営に関して、データを調査・収集・分析することで得た客観的エビデ
ンスを活用し、本学の質の向上を推進することを目的に設置され、IR センター運営会議によって管理運営されている。IR
センターは設置の目的をはたすため下記の活動を行っている。
（1）本学における教育・研究・運営に係るデータの調査・収集・分析
（2）上記で得た客観的エビデンスの提供による大学改善への支援
（3）大学機関別認証評価に係る業務
（4）医学教育分野別評価に係る業務
（5）その他、自己点検・評価に係る業務

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

２．目的
埼玉医科大学に在籍する学生の全人格に関わる性格を見誤ることなく全学的に取り組み、学生生活の活性化を実現
させ、本学の期待する医療人の育成とともに本学の教育目標を達成させることを目的とする。

３．活動報告
学生部が令和元年度に扱ったのは、以下のような項目である。
①学生の生活指導
態度・マナー、喫煙や飲酒に関する事項、SNS の取り扱いに関するガイドライン作成
②部活動および東日本医科学生体育大会（東医体）
令和元年度第 62 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が、新潟大学、日本医科大学、防衛医科大学校、杏林大
学の主管によって開催された。
③越華祭
令和元年度大学祭（第 12 回越華祭）が日高キャンパスで開催された。
テーマ：「jazz up」
日程：令和元年 10 月 19 日（土）～20 日（日）
・

予算の編成、準備の安全指導、パンフレット掲載写真の事前確認を行った。

④学生保健管理
健康診断、自殺対策、麻疹、風疹、水痘、ムンプス、結核などについての管理、学生健康推進室カウンセラー通信
の作成、学生健康管理室の臨床心理士による学生面談などを実施した。
⑤部活動
部活動の活動基準の策定、飲酒に関する注意喚起を行った。
医学部クラブ顧問主将会議、保健医療学部部活動の顧問・代表との懇談会、部活リーダー研修会を実施した。
スポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を基に本学のガイドラインを作成した。
陸上部、バスケットボール部の活動停止および再開に向けて指導を行った。
軟式野球同好会（Most Balls）の設立を承認した。
各部活動の会計監査および指導を行った。
⑥その他
私立医科大学・医学部学生生活実態調査、インフルエンザ感染、飲酒時、薬物使用への注意喚起、学内外での行動
に関する注意喚起、新型コロナウイルス感染症への対応の確認などを行った。

４．自己評価と次年度計画
4-1. 今年度の自己評価
評価については、医学部学生部委員会および保健医療学部学生部委員会の項を参照のこと。
4-2. 次年度の目標
次年度も本年度同様に各学部委員会の活動を基礎として、両学部で連絡を密にしながら学生生活の質の向上を目指し
ていきたい。
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22．埼玉医科大学病院
当院は、特定機能病院として高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療の研修を行う能力を有する
大学病院としての使命を果たした。また、地域医療の中核病院として地域医療の最後の砦として地域医療にも貢献した。
教育病院として医師・看護師等の医療者の教育・育成を行った。
安全で安心な医療を提供するための病院機能の向上及びガバナンスの強化を中心とした管理運営を行った。

１．人事
①4 月 1 日付けで常深祐一郎先生が皮膚科教授に着任した。
②5 月 1 日付けで松本春信先生が血管外科教授に着任した。
③10 月 1 日付けで土井克史先生が麻酔科教授に着任した。
④1 月 1 日付けで田中裕次郎先生が小児外科教授に着任した。

２．診療実績
①診療実績は次のとおりであった。
(1) 初診患者数 37,484 名
(2) 延外来患者数 519,314 名
(3) 新入院患者数 19,015 名、退院患者数 19,041 名、延入院患者数 289,035 名
(4) 病床稼働率 91.4％
(5) 紹介率 71.7％、逆紹介率 57.0％
(6) 手術件数 6,455 件、内視鏡検査治療件数 10,948 件、透析件数 23,621 件
(7) 平均在院日数（一般病床）13.5 日、
（精神病床）68.3 日
(8) 重症度、医療・看護必要度Ⅰ

29.8％（基準値 28.0％）

(9) 重症度、医療・看護必要度Ⅱ

26.0％（基準値 23.0％）

②診療報酬上の施設基準新規届け出件数

9件

３．施設認定等
①現在、埼玉県より以下の拠点病院に指定されている。
・埼玉県エイズ診療拠点病院
・埼玉県肝疾患診療連携拠点病院
・埼玉県アレルギー疾患医療拠点病院
・埼玉県てんかん診療拠点病院
・埼玉県難病診療連携拠点病院
②病院機能評価（一般病院 3）を平成 30 年 12 月に受審し、条件付き認定となっていたが、確認審査を行い、令和 2
年 2 月に正式認定となった。

４．治験
治験の実績は次のとおりであった。
①治験受託件数
(1) 新規件数 19 件
(2) 継続件数 59 件

５．病院経営・管理
①病院長方針説明会（5 月、11 月）
②病院経営改善推進会議（月 1 回開催）で病院経営に関わる方針、経営改善等の審議及び決定がなされ法人の方針を
踏まえた病院運営を行った。
構成員は、法人本部から担当専務理事、常務理事、事務局長、理事（総看護部長）、総務部長、経理部長、病院から
病院長、副院長（看護部長含む）
、事務部長である。
③病院運営会議（月２回開催）で病院運営に関す事項の検討等を行い、病院の使命の達成及び機能の充実を図ることを
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行った。
構成員は病院長、副院長（看護部長含む）
、院長補佐、総看護部長、事務部長である。
④実務者リーダー会議（月１回開催）を開催し、現場リーダーからの報告及び病院執行部との病院運営方針・情報共有
等を図り、職員への周知を図ることでリーダーの病院運営参加を促進した。
⑤診療部長会議（月１回開催）で病院運営に係る事項の最終承認を行う承認機関としての機能を果たした。
⑥医長連絡会議（月１回開催）で診療部長会議の報告を行い、すべての医師に周知し情報共有を行った。
⑦各種の職員教育を実施し職員の能力・資質の向上を行った。
⑧医療法第 25 条に基づく立入検査（8 月）

６．教育
①初期臨床研修医 69 名に対し臨床研修を行った。
(1) 医科：１年目 33 名、２年目 32 名
(2) 歯科：１年目 2 名、２年目 2 名
②３病院合同新規登録保険医集団指導開催（9 月）
③令和元年度初期研修医採用試験実施（8 月）
④初期研修医ランチョンセミナー43 回開催
⑤臨床研修指導医講習会（11 月 30 日、12 月 1 日、9 名参加）
⑥臨床研修医修了認定式（35 名修了）
（3 月）
（1） 修了者：医科 32 名、歯科 3 名
（2） 優秀研修医 5 名
（3） 優秀指導医４名表彰（3 月）
⑦基本的臨床能力評価試験研修医 23 名受験（1 月）
⑧「若き卒業生の集い in 東京」を開催し、専攻医の募集説明を行った（５月）
⑨学位取得者 10 名
(1) 甲種 6 名
(2) 乙種 4 名
⑩令和元年度ＥＰＡ看護師・介護福祉士候補者受入れ（8 月）
(1) 看護師候補者 2 名
(2) 看護師国家試験 1 名合格

７．研究
①科学研究費の採択 91 件
(1) 文部科学省研究費補助金 45 件
(2) 厚生労働省科学研究費 24 件
(3) ＡＭＥＤ委託費 22 件
②学内研究費
若手医師育成研究費 26 件（申請 29 件）
③臨床研究
(1) ＩＲＢ新規審査 120 件（承認 112 件）
(2) 承認件数内訳
(ア)前向き研究 62 件
(イ)後方視的観察研究 50 件
(3) 継続件数 312 件

８．主な活動
①医療安全監査委員会（7 月・2 月）
②地域医療連携の強化
(1) 診療連携シンフォニー（紹介患者報告会）
（9 月）
(2) 埼玉県西部地域の病院ネットワークを考える会（実務担当者会議）開催（8 月）
(3) 地域医療連携ニュースの発行（5 月、9 月、1 月）
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③市民公開講座等
埼玉医科大学病院市民公開講座開講（7 月、12 月）
④埼玉県肝疾患診療連携拠点病院の活動
(1) 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会市民公開講座（7 月、10 月）
(2) 無料肝炎ウィルス検査実施（7 月）
(3) 埼玉県肝炎地域コーディネーター養成研修（11 月）
(4) 埼玉県肝炎医療研修会開催（11 月）
(5) 肝疾患診療連携拠点病院連絡等協議会（2 月）
⑤埼玉県アレルギー疾患医療拠点病院としての活動
(1) アレルギー疾患相談窓口
1. 電話相談の対応
2. 生活管理指導表相談事業の実施
(2) 医療機関調査を実施しホームページへ公表。
(3) 市民公開講座を１回開催
(4) アレルギー疾患対策人材育成事業の実施
1. 医療従事者向け研修２回開催
2. 保険福祉・教育担当者向け研修３回開催
⑥埼玉県てんかん診療拠点病院としての活動
(1) 協議会開催
(2) てんかん研修・啓発事業
(3) てんかん相談窓口の対応
(4) てんかん市民公開講座を２回開催
(5) 埼玉県てんかん診療相談マニュアル作成
⑦難病診療拠点病院の活動
難病医療提供体制に関する懇談会への参加
⑧災害拠点病院としての防災訓練の実施
(1) 防火防災訓練教育セミナー開催（8 月）
(2) BCP に基づく防災訓練実施（11 月）
(3) 9 都県市合同防災訓練・図上訓練参加（1 月）
⑨癒しのコンサート等の開催
(1) ジャズコンサート（5 月）
(2) サマーコンサート（9 月）
(3) タヒチアンダンスショー（10 月）
(4) クリスマスコンサート（12 月）
以上
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23．総合医療センター
令和元年度の総合医療センターは、計画的に病棟の改修工事が行われており、本年度は 8 階西病棟・9 階西病棟・10 階西病棟・2 階東
病棟の改修工事が終了し、待望された第二研究棟の増築も竣工した。
また、開院以来の地域貢献が評価され、9 月に地域医療支援病院の指定を受けた。
今後も本館を改修し、更なる設備の充実が図られ医療の発展に少しでも貢献出来る施設にしていきたいと考えている。

１．人事
診療科の教授人事については、4 月 1 日付け周産期（母体）に菊池昭彦教授が赴任され、5 月 1 日付けで緩和医療科の儀賀理暁先生が
教授に昇格、9 月 1 日付け心臓内科に松隂 崇先教授が赴任、泌尿器科の川上 理先生が教授に昇格、10 月 1 日付け中央検査部の竹下享
典先生が教授に昇格、翌年 1 月 1 日付けで心臓血管外科の今中和人先生が教授に昇格された。
平成 31 年 4 月 1 日現在の教職員数は、教授 54 名、准教授 35 名、講師 51 名、助教 280 名、研修医 58 名、看護職員 1,284 名、薬剤師
72 名、事務部門その他 555 名、合計 2,389 名である。

２．診療
令和元年度の診療実績としては、入院患者延べ人数 316,685 人、病床稼働率 93.4％、平均在院日数 13.2 日、また外来部門では外来患
者延べ人数 620,188 人、1 日平均患者数 2,109
人、紹介率 73.7％であった。また、令和元年の中央手術部における手術件数は 8,8891 件であった。

３．卒後教育
初期研修医は 1 年目が 30 名（本学卒業 25 名 他大学 5 名）
、2 年目 24 名の計 54 名。後期研修医は、当院初期研修終了の 18 名の他、
大学病院より 4 名、国際医療センター1 名、他病院より 6 名の計 29 名が採用された。
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24．国際医療センター
国際医療センター病院長に佐伯俊昭副院長が病院長に就任し、新たな体制で病院運営を行い、当院の使命を果たすこと
ができた。世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当院の体制整備に取り組んだ。
また、医療の質に係る第三者評価として、日本適合性認定協会臨床検査室認定 ISO15198 を受審し認定された。

１．人事
①４月１日付けで佐伯俊昭副院長が病院長に就任した。
副院長に鈴木孝明教授、岡本光順教授、川井信孝教授、栗田浩樹教授、戸口修子看護部長が就任した。
院長補佐に藤原恵一教授、根本学教授、北村晶教授、光武耕太郎教授、牧田茂教授、加藤眞吾教授、林健教授、池澤
敏幸事務部長が就任した。
②４月１日付けで小山勇前病院長が名誉病院長の称号を授与された。
③４月１日付けで乳腺腫瘍科教授に北條隆先生が着任した。
④６月１日付けで心臓血管外科教授に吉武明弘先生が昇格した。
⑤12 月１日付けで骨軟部腫瘍科教授に鳥越知明先生が昇格した。

２．診療実績
①診療実績は次のとおりであった。
(1)新入院患者数 16,155 人、(2)延入院患者数 243,615 人、(3)稼働率 95.1％、(4)中央手術部手術件数 6,821 件、(5)
初診患者数 15,128 人、(6)延外来患者数 219,266 人、(7)救急車受け入れ件数 4,197 件、(8)紹介率 81.0％、逆紹介率
97.8％
②院内がん登録件数（2018 年症例）4,851 件

３．病院運営・管理
①国際医療センターでは、法人本部から常務理事、事務局長、病院から病院長、副院長、事務部長から構成される病院
経営推進会議（隔週月曜日開催）で病院運営に関わる方針、経営改善等の審議及び決定がなされ法人の方針を踏まえ
た病院運営を行った。
②病院経営戦略会議（隔週月曜日開催）は病院長、副院長、事務部長から構成され病院経営推進会議に上程する事項の
検討を行う機関として機能した。病院運営会議（毎週火曜日開催）、診療部長会議（毎月第３水曜日開催）、合同医長
連絡会議（毎月第３金曜日開催）等で病院運営の方針、情報共有等を行い職員への周知を図ることで、すべての職員
が同一ベクトルを目指し行動した。
③病院長による方針説明会を 4 月に開催し、令和元年度の医療活動について職員に周知を図った。また、11 月に中間報
告会を開催した。
④リーダーズ会議を毎週火曜日に開催し、病院執行部と各部門リーダーとの情報共有を図った。
⑤医療法 25 条立ち入り検査（12 月）
⑥救命救急センター運営評価委員会開催（3 月）

４．教育
①臨床研修医教育（卒後 1～2 年目）
(1) 2019 年度臨床研修医 17 名に対して、臨床研修を実施
・2019 年度採用（1 年目）

5 名（埼玉医科大学卒業生 5 名）

・2018 年度採用（2 年目） 12 名（うち埼玉医科大学卒業生 8 名）
(2) 埼玉医科大学病院、埼玉医科大学総合医療センター、西埼玉中央病院よりそれぞれ臨床研修医を受け入れ、臨床研
修を実施
(3) 新規臨床研修医オリエンテーション実施（4 月 1 日～12 日）
(4) 厚生労働省へ年次報告並びにプログラム変更届出を届出（4 月）
・協力型臨床研修病院

13 施設、臨床研修協力施設

20 施設

(5) 本学医学部生（5-6 年生）との親睦会開催（4-5 月、2 月）
(6) 研修管理委員長、プログラム責任者による面談実施（5 月、8～9 月）
(7) 緩和ケア研修会受講（7 月）※17 名全員受講完了
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(8) 新規登録保険医集団指導（9 月）
(9) 医学生に対する臨床研修プログラム説明会開催（7 月）
(10)

研修管理委員会開催（3 回）※外部施設招聘

(11)

卒後研修運営部会開催（12 回）※毎月第 3 水曜日

(12)

初期研修医対象ランチョンセミナー開催（38 回）※毎週水曜日

(13)

プログラム責任者養成講習会受講（10 月）

・プログラム責任者養成講習会受講修了者
(14)

病院群臨床研修指導医講習会

7名

9 名受講（11 月 30 日-12 月 1 日）

・臨床研修指導医講習会受講修了者

132 名

(15)

本学医学部生（5 年生）対象プログラム説明会（1 月）

(16)

基本的臨床能力評価試験受験（1 月）

(17)

NPO 法人卒後臨床研修評価機構

第三者評価受審（1 月）
、認定（3 月）

(18)

BLS、ICLS もしくは JMECC 受講

※17 名全員受講完了

(19)

研修医長会議実施（3 月）

(20)

臨床研修修了認定式（3 月）

・臨床研修修了者

12 名

・優秀研修医表彰

3名

・優秀上級医表彰

2名

・優秀指導医表彰

5名

(21)

他大学医学生病院見学 18 名受け入れ

②専攻医教育（専門研修：卒後 3 年目～）
(1)

2019 年度採用専攻医 16 名に対して、専門研修を実施
・当院プログラム選考 14 名
・他院プログラム選考 2 名
※2019 年度プログラム登録者数

14 名（うち他施設採用者 3 名）

(2) 専門研修プログラム申請（4-7 月）
(3) 若き卒業生の集い in 東京（5 月）
(4) 外科専門研修プログラム管理委員会開催（7 月、3 月）
(5) 専門研修説明会実施（10 月）
(6) 内科専門研修プログラム管理委員会開催（3 月）
③研修会・講演会等
(1)緩和ケア研修会開催 2 回開催（７月 33 名、１２月 26 名）
(2)包括的がん教育カンファレンス 11 回開催（8 月を除く毎月開催）
(3)市民公開講座を３回開催（5 月、8 月、12 月）
(4)かわせみ教育カンファレンス 5 回開催 250 名参加（5 月、7 月、9 月、1 月）
(5)感染防止地域連携カンファレンス 4 回開催（5 月、9 月、11 月、2 月）
(6)死生学勉強会 11 回開催（4 月～2 月毎月開催）
その他、多数開催。
④専門看護師等の育成・認定取得
(1) 専門看護師 5 名
(2) 認定看護師 16 名（新規取得１名）
⑤学位取得者 12 名
(1) 甲種 3 名、
(2) 乙種 9 名
⑥オリエンテーション毎月実施（12 回）

５．研究
①科学研究費の採択は次のとおりであり、合計 72 件の研究費補助金を獲得した。
(1) 文部科学省研究費補助金 42 件
(2) 厚生労働省科学研究費 7 件
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(3) 日本医療研究開発機構委託研究開発費 23 件
②日高研究プロジェクト 21 件
③治験では、115 件の治験を実施した。
(1) 新規 30 件、
(2) 前年度からの継続 85 件
④臨床試験では、1,172 件の臨床試験を実施した。
(1) 病院ＩＲＢで 314 件の臨床試験を承認
(2) 前年度からの継続 858 件
⑤先進的医療は、7 件の先進医療を実施した。
(1) 新規 0 件
(2) 前年度からの継続 7 件
⑥第 13 回看護研究発表会開催（2 月）

６．国際医療センターの主な活動
①地域医療連携
（1）

埼玉医科大学・連携施設懇談会を２回開催（6 月、10 月）

（2）

埼玉医科大学国際医療センター・地域医療懇話会３回開催（7 月、9 月、12 月）

（3）

埼玉医科大学国際医療センター・７地区医師会連絡協議会開催（５月）

（4）

埼玉医科大学国際医療センター地域医療支援病院運営会議（11 月、2 月）

（5）

地域連携ニュース発行（11 月）

②国際診療支援
(1) 渡航患者

18 人

(2) 在留外国人患者

665 人

③医療安全・感染対策
(1) 私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（東京慈恵会医科大学柏病院）
（11 月、12 月）
(2) チームステップス講習（7 回 247 名受講）
(3) 医療クオリティマネジャー認定取得（3 名）／日本医療機能評価機構
(4) 医療の質・医療安全監査委員会２回開催（6 月・2 月）
(5) 新型コロナウイルス感染症に対応するために院内に対策本部を立ち上げ、各種の取組みをおこなった。院内感染
を起こすことなく対応することができた。
④中央検査部・病理診断部にＩＳＯ19158 受審（8 月）
・認証（12 月）
⑤ボランティア活動
(1) ホワイエコンサートを 12 回開催。
(2) 献血２回実施（7 月、11 月）
(3) ボランティア清掃 5 回
(4) 院内患者案内ボランティア 26 名登録
⑥施設見学実施 173 件
⑦防火訓練等
(1)部署別防火防災訓練（60 回 1,685 人）実施
(2)屋内消火栓操法大会出場（10 月）
(3)新入職員防火訓練 4 回実施
(4)禁煙パトロール 21 回実施
⑧職員等懇親活動
(1) 職員運動会（5 月）
(2) 保育所あすなろ運動会（6 月）
(3) 新年会（全職員対象１月）
(ア) 医療安全表彰
(イ) 感染対策表彰
(ウ) ありがとうメッセージ表彰
⑨施設設備改修工事等
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７．第三者評価認証等の状況
①JCI 認定医療機関 Academic Medical Center Hospital／JCI
②病院機能評価認定病院／公益財団法人日本医療評価機構
③外国人患者受入れ医療機関認証病院(JMIP)／一般財団法人日本医療教育財団
④日本国際病院認証病院(JIH)／一般社団法人 Medical Excellence JAPAN
⑤臨床検査室認定 ISO15198／公益財団法人日本適合性認定協会
⑥救命救急センター充実段階評価「S」／厚生労働省
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1．1）倫理審査委員会
１．構成員
１）埼玉医科大学倫理審査委員会（任期：2020.3.31）
委員長

大竹

明（OHTAKE, Akira）
：大学病院小児科教授

副委員長

西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター脳神経外科 教授

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム応用医学教授
委 員

田邊 一郎（TANABE, Ichiro）
：保健医療学部医用生体工学科 教授/(保健医療学部倫理委員長)
中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiro）
：大学病院皮膚科 教授
亀井 良政（KAMEI, Yoshimasa）
：大学病院産科・婦人科 教授
山田 健人（YAMADA, Taketo）
：医学部病理学 教授
粟生田友子（AOUDA, Tomoko）
：保健医療学部看護学科 教授（2019.5.1～）
田坂 大象（TASAKA, Taizo）
：総合医療センター輸血部 教授

学外委員

井上 晶子（INOUE, Akiko）
：一般人・女性委員
和田 芽衣（WADA, Mei）: 一般人・女性委員
遠藤

實（ENDO, Makoto）
：自然科学系の学外有識者

野木 尚郎（NOGI, Hisao）
：サライ法律事務所：法律の専門家
大西 正夫（OHNISHI, Masao）
：人文・社会科学系の学外有識者
オブザーバー 千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：リサーチアドミニストレーション（RA）センター副センター長・教授
２）埼玉医科大学倫理委員会ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会（任期：2020.3.31）
部会長

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）:ゲノム応用医学 教授

副部会長

池淵 研二（IKEBUCHI, Kenji）
：大学病院輸血・細胞移植部 教授

部会員

池園 哲郎（IKEZONO, Tetsuo）
：大学病院耳鼻咽喉科 教授
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：RA センター 副センター長・教授
村田 栄子（MURATA, Eiko）
：保健医療学部 教授
太田 晶子（OHTA, Akiko）
：医学部社会医学 准教授
伴塲 裕巳（BAMBA, Hiromi）:保健医療学部 講師
種田 佳紀（OIDA，Yoshiki）
：医学部教養教育 講師
佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）
：学外委員
井上 晶子（INOUE, Akiko）
：学外委員
野木 尚郎（NOGI, Hisao）
：学外委員

３）研究関係の個人情報管理責任者（任期：2020.3.31）
亀井 良政（KAMEI, Yoshimasa）
：大学病院産科・婦人科教授
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：RA センター副センター長・教授
田丸 淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部門教授
栗田 浩樹（KURITA, Hiroki）
：国際医療センター脳卒中外科
事務局

佐藤 勝茂（SATO, Katsushige）
：RA センター課長
小鷹 徳子（ODAKA, Noriko）
：RA センター
長田 佐絵（NAGATA,Sae）
：RA センター
中島 奈月（NAKAJIMA, Natsuki）
：RA センター（ ～2019.12.31）

２．目的
1）本委員会は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則り学校法人埼玉医
科大学関連施設における人を対象とした医学および関連諸科学の研究に関する倫理性を審議する。特に、手術・生検組織、血液などの生
体材料を用いた遺伝子解析研究、遺伝子治療に関する研究、先端的医療に該当する研究やトランスレーショナルリサーチに相当する研
究などの審査を行う。
2）本専門部会は学校法人埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則 第１条に則り、学校法人埼玉医科大学において実施されるヒト胚性
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幹細胞・ヒト人工多能性幹細胞・ヒト組織幹細胞を使用する研究において、生命倫理に関する事項がヘルシンキ宣言の趣旨に沿ってい
るか、並びに関連する指針及び法令等を遵守しているかについて審議し、大学倫理審査委員会に報告するための活動をする。

３．活動報告
１）開催日
2019年度は以下のとおり定例委員会が開催された（8月は休会）
。
第278回（2019年 4月 9日）於：丸木記念館7階会議室 出席者15名 オブザーバー0名 事務局4名
第279回（2019年 5月14日）於：丸木記念館7階会議室 出席者17名 オブザーバー0名 事務局4名
第280回（2019年 6月11日）於：丸木記念館7階会議室 出席者20名 オブザーバー1名 事務局4名
第281回（2019年 7月 9日）於：丸木記念館7階会議室 出席者18名 オブザーバー1名 事務局3名
第282回（2019年 9月10日）於：丸木記念館7階会議室 出席者18名 オブザーバー1名 事務局3名
第283回（2019年10月 8日）於：丸木記念館7階会議室 出席者18名 オブザーバー1名 事務局3名
第284回（2019年11月12日）於：丸木記念館7階会議室 出席者15名 オブザーバー0名 事務局3名
第285回（2019年12月10日）於：丸木記念館7階会議室 出席者16名 オブザーバー0名 事務局3名
第286回（2020年 1月14日）於：丸木記念館7階会議室 出席者17名 オブザーバー0名 事務局3名
第287回（2020年 2月18日）於：丸木記念館7階会議室 出席者17名 オブザーバー1名 事務局3名
第288回（2020年 3月10日）於：丸木記念館7階会議室 出席者15名 オブザーバー1名 事務局3名
２）主な審議内容
（1）新規申請12件、研究計画書の変更申請31件（迅速審査に相当する軽微な研究計画書の変更を含む）等、の審査を行った。また、外
部機関継続手続き1件を行った。
詳細は、大学倫理審査委員会ホームページをhttp://smswww/daijimu/rinri/ を参照。
なお、当ホームページでは、①倫理審査委員会規則、②議事録（審議内容、審査結果、倫理委員会での検討事項等）
、③委員一覧、
④倫理審査申請書作成の手引き、⑤承認後の実施報告書の書式、⑥各種申請書式、他関連情報、⑦埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理
専門部会関連が閲覧できる。
（2）第 14 回専門部会（2019 年 8 月 30 日～9 月 6 日 ）メール会議
専門部会関連規則の改正について
本年 4 月 1 日に以下の指針が告示され、7 月 1 日より適用に伴い専門部会関連規則の改正を行った。
「ヒト ES 細胞の樹立に関する指
針」
・
「ヒト ES 細胞の分配機関に関する指針」
・
「ヒト ES 細胞の使用に関する指針」各規則に関する主な変更に伴い以下の規則について
改正および廃止とした。
・

ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会規則：・各種指針の名称、
・委員会構成要件および成立要件、
・審議および意見業務への参画、同
席を認める場合について改正。

・

ヒト胚性幹細胞使用規則：使用規則から「ヒト ES 細胞の使用について遵守すべき技術的及び倫理的な事項に関する規則が定めら
れていること。
」という条文が削除されましたので、本規則は廃止。

（3）第 15 回専門部会（2019 年 12 月 23 日～12 月 28 日） メール会議
以下の課題研究の申請者から、凍結胚提供候補者のインフォームド・コンセントの確認資料が提出されたためメール会議を行い、大
学倫理審査委員会に答申した。
申請番号 28-02（大学倫理審査委員会 841）
課題名：
「ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供−Ⅱ」
申請者：石原 理（大学病院産科・婦人科 教授）
審議：
「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」の第二十条に則った確認において、凍結胚提供候補者の提供同意について全員一致で承認。
「ヒト ES 細胞の樹立に関する指針」の第二十条に則った手続きを行った。
３）教育活動
（1）倫理委員会委員の教育・研修の一環として以下に参加、実施した。
・

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の倫理審査委員向け動画教材 REC EDUCATION「個人情報の取り扱い」
（2019 年 5 月 14
日）

・

第 59 回医学大学倫理委員会連絡会議（藤田医科大学主催、2019 年 7 月 5 日～6 日）
：田邊委員、種田委員、大西委員、井上委
員、千本松教授、佐藤、福永、長田

・

令和元年度大阪大学倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成研修（2019 年 7 月 20 日）
：井上委員
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・

第 4 回 JST ワークショップ「公正な研究活動の推進」(2019 年 8 月 23 日）
：千本松教授

・

認定臨床研究審査会委員向けセミナー（2019 年 10 月 18 日）
：種田委員

・

第 60 回医学系大学倫理委員会連絡会議国際シンポジウム（2019 年 12 月 6 日～7 日）
： 井上委員、大西委員、千本松教授、佐藤、
小鷹、福永

・

第 31 回日本生命倫理学会年次大会「医療の変貌と常識の再検討」
（2019 年 2 月 7 日～8 日）
：種田委員

・

2019 年度 治験・倫理審査委員会委員養成研修「がんの臨床研究の審査～特定臨床研究を中心に～」
（2019 年 12 月 21 日）
：種田委
員

・

2020 年 1 月 24 日「ヒト ES 細胞を用いた研究に関する指針について」
：三谷副委員長、井上委員、千本松教授、長田

４）その他の委員会活動
(1)2019 年度実施報告について
・

研究責任者は、倫理審査委員会で承認された研究の進捗状況を、年1 回以上倫理審査委員会に報告することが義務となってい
る。対象となる課題研究の申請者は、研究を継続する場合には（別紙様式 4-Ⅰ医学系研究実施報告書）
、終了する場合は（別紙
様式 4-Ⅱ医学系研究終了（中止・中断）報告書）を用い、実施状況を報告いただいた。なお、継続するヒトゲノム・遺伝子解析
研究は、遺伝子解析研究の実地調査の対象になる。

・

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

(2)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
外部有識者（香川靖雄氏：学校法人香川栄養学園女子栄養大学 副学長、柳沢佳子氏：自治医科大学認定遺伝カウンセラー）を招き、標
記調査を 2019 年 11 月 14 日～11 月 15 日に実施した。
・ 調査対象：毛呂山キャンパス2 件、川越キャンパス 1 件、日高キャンパス 1 件
(3)厚生労働省への倫理審査委員会の報告等について
研究機関の長は、厚生労働省への報告が義務付けられている。本委員会については臨床研究倫理委員会報告システムに登録し、設置
者、委員会規則、委員一覧、委員会業務手順、議事録を随時更新、公表している。
(4)埼玉医科大学の他 IRB・倫理委員会との情報共有
大学病院 IRB、総合医療センター倫理委員会、国際医療センター臨床研究 IRB、保健医療学部倫理審査委員会および博士課程運営委
員会倫理審査に関する小委員会の議事録について、各委員会委員から報告、共有された。
(5)保健医療学部倫理審査委員会との統合について
・

第 1 回委員会統合に関する事務局協議会を 11 月 27 日に行い、①各委員会での進行中課題の管理状況、②委員会規則及び手順書
の差異確認、③申請者の資格など申請制限の差異、④申請から承認後の流れ、⑤今後の統合スケジュールの 5 点について協議し
た。

・

申請者の資格について、看護学科のみ大学院生による申請書類を受付けており、適切な研究活動責任体制を確保する観点から指導
教員が研究責任者とし申請をしていただくこととした。

・

委員会統合にあたり、審査手順書の修正を行った。

・

2020 年 1 月に開催された保健医療学部教授会で委員会統合について説明し了解いただいた。保健医療学部教職員及び大学院生を
対象に、令和 2 年度 4 月の審査から大学倫理審査委員会にて審査を行う周知メールを発信した。

(6)大学倫理審査委員会関連規則および申請書式の改正等について
次の手順書および申請様式について改正等を行った。
・

埼玉医科大学 人を対象とする医学系研究に関する標準業務手順書（2019 年 10 月 8 日制定）

・

埼玉医科大学倫理審査結果通知書（2019 年 7 月 9 日改訂）

・

埼玉医科大学倫理審査申請書（改訂）

(7) 人を対象とした医学研究の倫理教育の実施について
「人を対象とする医学系研究に関わる研究倫理指針」
「臨床研究法」に則した総合的な研究倫理教育を法人として教育内容を統一する
ことについて、各病院 IRB と協議した。申請時の教育として ICR-web 臨床研究基礎講座、毎年の継続教育として ICR-web 臨床研究継続
研修講座とし、併せて研究者の基本的知識として APRINe ラーニングの受講を求める方向とした。

４．自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
委員会を予定通り開催し、医学系研究の倫理審査を適切に行い、科学的かつ倫理的な研究の実施に寄与することができた。また委員およ
び事務局員への教育や外部研修に積極的に参加し知識習得に努め、関連指針改正に関する情報収集および対応、各病院 IRB との連携など、
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質向上の取り組むことができた。
4-2.次年度の目標
①

保健医療学部倫理審査委員会との統合運営
令和 2 年 4 月から、保健医療学部倫理審査委員会を統合する。保健医療学部教員からの倫理審査申請へ適切に対応するため、委員会運

営体制、審査手順改訂、研究者への説明を的確に実施していく。
②

倫理審査委員会の開催
・

大学倫理審査委員会を毎月開催する。
（8 月は休会）

・

被験者保護の観点、倫理審査の質向上のため、委員および事務局員の教育を目的に、積極的に外部研修会への参加、学内講習を実
施する。

・

研究者への医学系研究倫理指針に基づく研究倫理教育を実施していく。

・

ヒト幹細胞に関する指針等の対象となる臨床並びに基礎研究については、申請の都度、ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会を招集し
審査する。

・

教育倫理審査ワーキンググループは、学生教育に関する研究発表、医学実習における人体試料を用いるなど医学教育における倫理
的な側面を審査する専門部会であり、その運営を支援する。

・

委員会統合もあり、審査案件が増加することとなる。また新型コロナウイルスへの対応を長期化する可能性もあり、委員会の安定
的な運営及び申請者の負担軽減を目的に Web 会議システムを活用していく。

③

倫理審査基準の標準化と改善を図る。
・

大学倫理委員会および各病院 IRB との連携を深め、倫理審査の質向上の取り組みのため、倫理委員会等事務局連絡協議会を開催し
ていく。

・

倫理審査基準の標準化および改善を図る

・

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の統合が予定されており、そ
の情報収集と対応をしていく。

④

人を対象とした医学研究の倫理教育の実施について

・

法人として教育内容を統一し、申請時の教育として ICR-web 臨床研究基礎講座、毎年の継続教育として ICR-web 臨床研究継続研修
講座とし、併せて研究者の基本的知識として APRINe ラーニングの受講を求める。

⑤

倫理審査業務に関するシステムの導入
・

倫理審査手順の標準化、倫理審査業務を支援するため、倫理審査申請システムの導入を進めていく。

・

審査資料の準備に係る時間コスト、印刷コストを圧縮するべく、倫理審査申請システムと連動する電子会議システムについて情報
収集を行う。
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1．2）GID 医学・医療推進委員会
１．構成員
委 員 長
委
員

石原 理（ISHIHARA，Osamu）
：大学病院産婦人科：教授 (任期：R2.3.31)
塚田 攻（TSUKADA，Osamu）
：彩の国みなみのクリニック医師：学外委員 (任期：R2.3.31)
三鍋俊春（MINABE，Toshiharu）
：医療センター形成外科・美容外科：教授 (任期：R2.3.31)
高井 泰（TAKAI，Yasushi)：医療センター産婦人科：教授 (任期：R2.3.31)
横山富士男（YOKOYAMA，Fujio）：大学病院神経精神科・心療内科：准教授 (任期：R2.3.31)
百澤 明（MOMOSAWA，Akira)：医療センター形成外科・美容外科：客員准教授 (任期：R2.3.31)
大西文夫（OHNISHI，Fumio)：医療センター形成外科・美容外科：講師 (任期：R2.3.31)
高橋幸子（TAKAHASHI，Sachiko)：社会医学：助教 (任期：R2.3.31)
板谷雪子（ITAYA，Yukiko)：医療センター産婦人科：助教 (任期：R2.3.31)

２．目的
本委員会は、旧ジェンダークリニック委員会と旧ジェンダークリニック運営委員会の役割を統合して、平成 18 年 9 月
より活動を開始している。本委員会の目的は、性同一性障害 Gender Identity Disorder（以下「GID」という）関連の医
学や医療を推進すること、かつその医療内容の医学的妥当性を判断することである。本学を受診する GID 患者に関する情
報・データを集約・管理し、本学における GID 医学・医療を支援・評価・助言することも本委員会の任務である。

３．活動報告
今年は 5 回の定例会議を行った。各委員の都合等を考慮し、平成 23 年度より定例会議は概ね隔月とし、身体的治療の
適応判定を行っている。
①第 98 回 定例会議（令和元年 5 月 17 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム 出席 5 人 欠席 4 人
議事：症例検討を行い、審議後、保留もしくは承認となった。
委員長から、3 月 23 日、24 日に岡山市で予定された GID 学会におけるエキスパート研修会について報告された。 議事
録あり。
②第 99 回 定例会議（令和元年 7 月 12 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム 出席 6 人 欠席 3 人
議事：症例検討を行い、審議後、承認となった。
委員長から、鹿児島で開催される日本性科学会の際に、10 月 5 日午前、GID エキスパート研修会が予定されていること
が報告された。また、研修会用テキストの編纂について、検討されていることが報告された。 議事録あり。
③第 100 回 定例会議（令和元年 9 月 20 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム 出席 6 人 欠席 3 人
議事：症例検討を行い、審議後、再検討もしくは承認となった。
委員長から、公表された「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究報告書」について報告があり、親
子法制の次期国会における審議に注目する必要のあることなどの情報提供が行われた。 議事録あり。
④第 101 回 定例会議（令和元年 11 月 22 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム 出席 4 人 欠席 5 人
議事：高橋委員から MTF のセックスワーカーの現状について報告があった。 議事録あり。
⑤第 102 回 定例会議（令和 2 年 3 月 13 日）
於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム 出席 6 人 欠席 3 人
議事：症例検討を行い、審議後、承認となった。
委員長から、予定されていた GID 学会、エキスパート研修会、認定医試験は、COVID-19 のために延期となったことが報
告された。 議事録あり。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
関東地方における GID 例について身体的治療適応を判定する唯一の委員会として、活動を継続することを目標として
活動し、その役割を果たしたと評価できる。
4－2．次年度計画
引き続き、症例検討に加え、GID 学会の認定医制度発足に伴い、エキスパート研修会に貢献することを目標とする。
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1．3）図書館委員会
１．構成員
委員長
委 員

持田 智（MOCHIDA, Satoshi）: 附属図書館館長（大学病院消化器内科・肝臓内科教授）令和 2 年 3 月まで
土田敦子（TSUCHIDA, Noriko）: 基礎医学部門教養教育化学講師、令和 2 年 3 月まで
前田卓哉（MAEDA, Takuya）: 基礎医学部門微生物学准教授、令和元年 8 月まで
川野雅章（KAWANO, Masaaki）
：基礎医学部門免疫学准教授、令和元年 9 月から令和 2 年 3 月まで
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）: 大学病院神経内科教授、令和 2 年 3 月まで
福田知雄（FUKUDA, Tomoo）: 総合医療センター分館分館長（総合医療センター皮膚科教授）令和 2 年 3 月まで
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター中央検査部部長（総合医療センター臨床検査医学教授）令
和 2 年 3 月まで
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門教授、令和 2 年 3 月まで
佐久間 肇（SAKUMA, Hajimu）
：日高キャンパス分館分館長（保健医療学部看護学科教授）
、令和 2 年 3 月まで
時田幸之輔（TOKITA, Kounosuke）
：保健医療学部理学療法学科講師、令和 2 年 3 月まで
麻生範雄（ASOU, Norio）: 国際医療センター造血器腫瘍科教授、令和 2 年 3 月まで

２．目的
委員会は、図書館運営の基本方針、同じく予算の要求及び執行に関すること、図書館諸規程の制定及び改廃に関するこ
と、その他図書館に関する重要事項を審議する（図書館委員会規則第 2 条）
。

３．活動報告
1）委員会の開催（議事要録あり）
第 1 回（令和元年 6 月 25 日、附属図書館 1 階会議室、出席 6 人、欠席 4 人(委任状を含む)）
）
第 2 回（令和元年 10 月 23 日、附属図書館 1 階会議室、出席 5 人、欠席 5 人（委任状を含む）
第 3 回（令和 2 年 3 月 3 日、附属図書館 1 階会議室、出席 6 人、欠席 4 人（委任状を含む）
）
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第1回
1）平成 30 年度事業報告（附属図書館、総合医療センター分館、日高キャンパス分館、川角キャンパス分館、以上 4 キャ
ンパス）を承認した。
・各キャンパス特記事項は次のとおり。
1 階ラウンジの椅子 24 脚が更新された（9 月）
、外壁劣化打診調査が実施された（9 月）
、手荷物持ち込み用バスケットを
20 個追加した（1 月、以上、附属図書館）
、職員欠員のため月曜日から金曜日の開館時間を 18 時に短縮した（4 月）
、院内
患者図書室「かしの木文庫」へ一般書約 80 冊を寄贈した（8 月）
、院内改修に伴い、来年度に 4 階の書庫を明け渡すこと
になった（1 月、以上、総合医療センター分館）
、職員欠員のため月曜日から金曜日の開館時間を 19 時に短縮した（4 月）
、
清掃ロボット導入実験が開始された（9 月）
、学生の大量印刷への対応のためプリンタを１か月間使用停止にした（11 月）
、
「図書館と県民の集い埼玉 2018」に展示参加した（12 月）
、3 階閲覧室にキャレル 16 席が増設された（1 月、以上、日高
キャンパス分館）
、理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した（6 月、3 月）
、かわごえクリニックのサ
テライト教室に大学院用図書を搬入・配架した（10 月、3 月）
、屋上防水工事が実施された（11 月～12 月、以上、川角キ
ャンパス分館）
・「平成 30 年度図書館利用サービスの状況」が報告された。
4 館全体の入館者数は 97,700 人で前年比 108.6%（7,700 人増）
、貸出者数は 13,595 人で 105.7%（728 人増）
、貸出冊数は
26,669 冊で 106.1%（1,522 冊増）となりすべての項目で増加した。図書館間相互貸借サービスは、貸し件数が 5,488 件
（95.6%）
、借り件数が 1,887 件（96.2%）だった。医学文献データベースの利用件数は、国内医学文献データベースが 67,945
件で前年比 97.9%（1,476 件減）と減少した。昨年途中にフリーアクセスプランへ変更した「医中誌 Web」は大幅な利用増
を期待したが微増という結果となった（前年比 102.8%）
。海外医学文献データベースでは、利用件数が 62,557 件で前年比
103%（1,828 件増）となった。個別では、Scopus が 2,238 件で前年比 145.8%と増加した。UpToDate は 12,861 件で前年比
109.6%、月平均 1,000 件を超える結果となった。電子ジャーナルの利用件数は、国内電子ジャーナルが 129,089 件で前年
比 107.9%（9,446 件増）と増加した。メディカルオンラインは初めて年間 11 万件を超え、MedicalFinder と共に増加傾向
が続いている。海外電子ジャーナルは主要 8 社で 150,014 件（前年比 101.1%、5,101 件増）だった。このうち Elsevier
が 72,495 件と半数近くを占めている。電子ブックの利用件数は、和書のメディカルオンラインが 747 件で前年比 64.9%、
洋書が 157 件で前年比 28.1%と国内国外ともに大幅に減少した。リポジトリのアクセス件数は 163,657 件で前年比 458.9%
（127,993 件増）だった。各コンテンツとも増加しており、その中でも看護学科紀要が 137,777 件で全体の 8 割を占めて
いる。次いで学位論文が 8,877 件となっている。
2）平成 30 年度決算報告（4 キャンパス）を承認した。各館ごとに執行状況の報告が行われた。資料費は、雑誌、図書、
視聴覚資料の合計で 2291 万円が執行され、維持費は 2 億 4305 万円が執行された。以上合計で 2 億 6596 万円が決算額とな
り予算執行率は 89.7%だった。前年比では 104.7%で 1215 万円の増額となった（以上、附属図書館）
。資料費は 587 万円、
維持費は 243 万円が執行され、合計 830 万円が決算額となり予算執行率は 69.9%だった（以上、総合医療センター分館）
。
資料費は 771 万円、維持費は 321 万円が執行され、合計で 1092 万円が決算額となり予算執行率は 88.7%だった（以上、日
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高キャンパス分館）
。資料費は 371 万円、維持費は 143 万円が執行され、合計で 514 万円が決算額となり予算執行率は 88.6%
だった（以上、川角キャンパス分館）
。
3）その他
・2019 年に新規導入したコクラン・ライブラリー、JAMA Oncology、Nature COD の利用状況が報告された。5 月までの利
用件数はコクラン・ライブラリーが 275 件、JAMA Oncology が 303 件、Nature COD が 244 件だった。Nature COD は試算よ
りも利用件数が少ないため購入済みの 1,500 ユニットで十分対応できる見込みである。
・Scopus による本学の論文出版状況について報告があった。
第2回
1）2019 年電子コンテンツについて検討した。結論部分は次のとおり。
外国雑誌についてはすべて継続した場合で前年比 0.4%減少、89 万円減額、見積価格は 2 億 116 万円となった。値下がり
の要因は、為替レートの円高（米ドルで 4%）と Nature COD の補充見送りの二つである。Nature COD は残数があるので今
回の見積価格から除いた。この二つの要因が原価の値上がりと消費税増税を相殺し全体の価格が下がった。さらに経費削
減を進めるため利用件数に基づき購読中止を検討した。方針は以下のとおり。
・2018 年の利用単価と 2019 年 9 月までの利用状況から中止候補を 10 タイトル選定した。すべて中止した場合は合計 163
万円の削減となる。選定は利用単価 2,000 円以上を基準としたが利用件数が多いタイトルは対象外とした。その結果、2020
年外国雑誌購読料の見積価格は 1 億 9953 万円（前年比 1.2%減少、252 万円減額）となった。
2）その他
・川角キャンパス分館のカビ被害状況について報告があった。9 月 17 日から閲覧室の利用を停止し、9 月 24 日からは入館
を通用口に限定し資料貸出は出納式で対応している。空調整備、資料のカビ除去、資料廃棄を早急に行う必要があるので
関係各所と協力して作業を進める予定である。
第3回
1）令和 2 年度事業計画（4 キャンパス）について、各館からそれぞれ説明が行われ、委員会として承認した。
2）令和 2 年度予算要求（概算要求一覧、4 キャンパス）について、各館からそれぞれ説明が行われ、委員会として承認し
た。
3）その他
・データベース（Scopus、UpToDate）の複数年契約への変更について報告があった（メール審議済み）。Scopus は単年か
ら 5 年契約に変更し 5 年間で 127 万円の削減、UpToDate は単年から 3 年契約に変更し 3 年間で 145 万円の削減となる。
・川角キャンパス分館のカビ被害状況について報告があった。1 月 24 日に 1 階カウンター、2 階閲覧室、2 階ゼミ室の利
用を再開した。1 階のカビ除去作業を 4 月に実施し、全面復旧は 4 月末から 5 月中旬頃を見込んでいる。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
・規定では「委員会は、少なくとも年 4 回招集する（委員会規則第 5 条 2 項）
」となっているが、令和元年度は 3 回の開催
にとどまった。
・恒常的な外国雑誌購読料の値上がりへの対応として 10 誌を中止した。雑誌と同様に毎年値上がりする海外データベース
2 種を複数年契約に変更することで経費を抑えることができた。
・本委員会は、学内各館の役割、サービスをトータルに検討できる全学規模の委員会として機能している。
4－2．次年度計画
・2021 年外国雑誌契約については、大手商業出版社の 3 年契約終了に伴い契約内容を大幅に見直し、購読料 20%削減を目
標とする。購読中止にあたっては PPV などの代替手段を提供し利用環境の維持を試みるとともに、文献手配は受益者負担
とすることについて学内で理解を求めていく。
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1．4）全学自己点検・評価委員会
１．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami)：学長（任期：R2.3.31）

副委員長

加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki )：保健医療学部長（任期：R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya)：副学長（任期：R2.3.31）

委員

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長（任期：R2.3.31）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo)：副理事長（任期：R2.3.31）
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事（任期：R2.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho)：副学長、RA センター長（任期：R2.3.31）

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：副学長、医学研究科長（任期：R2.3.31）
森

茂久 (MORI, Shigehisa)：副学長、医学教育センター長（任期：R2.3.31）

織田弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院病院長（任期：R2.3.31）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長（任期：R2.3.31）

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：R1.7.31）

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター病院長（任期：R1.8.1～R2.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：かわごえクリニック院長（任期：R1.7.31）
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）：かわごえクリニック院長（任期：R1.8.1～R2.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長（任期：R2.3.31）
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitu）
：国際交流センター長（任期：R2.3.31）
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：図書館長（任期：R2.3.31）

伊藤彰紀（ITO, Akinori）
：学生部長（任期：R2.3.31）
椎橋実智男(SHIIBASHI, Michio)：医学部長補佐、IR センター長、情報技術支援センター長（任期：R2.3.31）
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：医学研究センター長（任期：R2.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科学科長、看護学研究科長（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：保健医療学部臨床検査学科学科長（任期：R2.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：保健医療学部臨床工学科学科長（任期：R2.3.31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：保健医療学部理学療法学科学科長（任期：R2.3.31）
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：常務理事（任期：R2.3.31）
茂木

明（MOGI, Akira）
：事務局長・常務理事（任期：R2.3.31）

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：R2.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：保健医療学部事務室長（任期：R2.3.31）
江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：大学事務部次長（任期：R2.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：大学事務部学務課長（任期：R2.3.31）
村田正樹（MURATA, Masaki）：大学事務部入試課長（任期：R2.3.31）
下田裕子（SHIMODA, Yuko）
：大学事務部庶務課長（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
本委員会の主たる活動は、以下の通りである。①年報を編纂し、それに記される各部局の自己点検・評価内容を検討し、
大学の発展に向けて提言を行う。②大学機関別認証評価に関して、自己点検評価書のとりまとめを行う。③人事考課の指
針・実施内容を検討し、結果を評価することにより、各人・各部局の業務内容改善に役立てる。
学部ごとの詳細な自己点検・評価については、医学部においては医学部自己点検・評価委員会が、保健医療学部におい
ては、保健医療学部自己点検・評価委員会が行った。
第 1 回委員会は令和元年 11 月 19 日に開催され、主として機関別認証評価受審に向けての準備状況、および平成 30 年度
年報（自己点検・評価報告書）の作成状況について審議した。第 2 回委員会は、令和 2 年 3 月 17 日に開催され、本学の内
府質保証に関する全学的な方針を明確にし、またアセスメント・ポリシーに基づく学修成果のチェックについても確認し
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た。IR センターからのデータ報告（臨床研修施設における卒前教育アンケート調査結果、学生の卒業時満足度調査結果、
各年度入学者の学修成果等）があり、結果は各組織にフィードバックされた。平成 30 年度年報が全文提示されるともに、
年報を使って各組織で改善方策を検討し実施していることが報告された。改善を行うために必要な FD・SD については、FD・
SD 統括委員会で把握していることも報告された。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
人事考課は全学的に実施され、自己点検評価に一定の役割を果たしている。年報作成の内容がより統一化された。年報
を利用した各組織における改善方針の検討も行われるとともに、本委員会機能の実務を担当する IR センター活動の充実に
よる多くの教学データが各組織にフィードバックされ改善に役立てられる体制が整ってきた。
4－2．次年度計画
次年度は機関別認証評価受審の年度となる。IR センターを中心に日程を定めて受審準備をさらに進める。受審後も恒常
的に PDCA サイクルを回す内部質保証の体制を確立することを目指す。
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1．5）全学学生部委員会
１．構成員
委員長 伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長 ／神経耳科：教授（任期：R2.3.31）
副委員 辻 美隆（TSUJI, Yoshitaka）：看護学科：教授（任期：R2.3.31）
委 員 黒川理樹（KUROKAWA, Riki）：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門：教授（任期：R2.3.31）
委 員 向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）
：教養教育：教授(任期: R2.3.31)
委 員 藤巻高光 (FUJIMAKI, TAKAMITSU):脳神経外科：教授(任期: R2.3.31)
委 員 野村恭一（NOMURA, Kyoichi）：総合医療センター神経内科：教授(任期: R2.3.31)
委 員 新津 守（NIITSU，Mamoru）放射線科：教授（任期: R2.3.31）
委 員 松尾幸治（MATSUO,Koji）
：神経精神科・心療内科：教授（任期: R2.3.31）
委 員 柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）：社会医学：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 藤田恵子（HUJITA，Keiko）：解剖学：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：教養教育：准教授(任期: R2.3.31)
委 員 石橋敬一郎（ISHIBASHI,Keiichiro）
：医学教育センター：准教授（任期: R1.6.1～R2.3.31）
委 員 清水正雄（SHIMIZU, Masao）
：健康管理センター：講師（任期：R2.3.31）
委 員 藤原智徳（FUJIWARA, Tomonori）：臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
委 員 若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：臨床工学科：教授（任期：R2.3.31）
委 員 飯野 望（IINO,Nozomi）：臨床検査学科：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke）：理学療法学科：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 大澤優子（OOSAWA,Yuko）：看護学科：准教授（任期：R2.3.31）
委 員 加藤綾子（KATOH, Ayako）
：臨床工学科：講師（任期：R2.3.31）
委 員 神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）：理学療法学科：講師（任期：R2.3.31）
委 員 内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長（任期：R2.3.31）
委 員 岡野 弘（OKANO, Hiroshi）
：大学事務部:参与(任期: R2.3.31)
委 員 江口幹也（EGUCHI, Mikiya）
：大学事務部:次長(任期: R2.3.31)
事務局 村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部保健医療学部事務室長（任期：R2.3.31）
事務局 近藤有寛（KONDO，Arihiro）
：大学事務部医学部事務室 (任期: R2.3.31)
事務局 馬場菜穂（BABA，Nao）
：大学事務部医学部事務室(任期: H30.9.1～R2.3.31)
事務局 保坂雄一郎（HOSAKA，Yuichiro）
：大学事務部医学部事務室(任期: H30.9.1～R2.3.31)
：大学事務部保健医療学部事務室（任期：R2.3.31）
事務局 鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）
事務局 伊藤喬俊（ITOH, Takatoshi）：大学事務部保健医療学部事務室（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
①第１回埼玉医科大学全学学生部委員会（令和元年7月12日）
於：本部棟１階大学院講義室
出席：医学部１２名、保健医療学部９名、オブザーバー１名、事務局５名
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議事：
(1) 越華祭について
1）予算の確認
2）準備状況
3）女子栄養大学若葉祭への参加活動
(2) 部活動について
1）クラブ顧問主将会議の開催報告
2）川角キャンパスにおける迷惑駐車の対応
3）
「埼玉医科大学部活動に係る活動方針（案）
」の検討
4）
「学外課外活動届」新書式の説明
5）医学部バスケットボール部の活動停止処分の報告
6）医学部陸上競技部の活動停止処分の報告
(3) その他
1)「No 飲酒シール」の導入
2）
「昼夜カフェ in リレー・フォー・ライフ・ジャパン川越 2019」の説明
3）学生生活指導者主務者研修会の報告
②第２回埼玉医科大学全学学生部委員会（令和元年12月13日）
於：本部棟１階大学院講義室
出席：医学部１３名、保健医療学部８名、オブザーバー１名、学生代表３名
(1) 越華祭について
1) 開催報告
2) 会計報告
3）教員からの指導
(2) 部活動について
1) 医学部部活リーダー研修会の開催報告
2）医学部陸上競技部の活動再開報告
3）
「埼玉医科大学部活動ガイドライン」の検討
(3) その他
1）SNS の取り扱いに関するガイドラインについて

４．自己評価と次年度目標
4-1. 今年度の自己評価
７月と１２月に年２回委員会を開催し、両学部の情報共有や問題、課題を協議した。越華祭に関しては、委員会として運営の適正
化、円滑化、問題点への対策の指導を行い、次年度の越華祭学生委員に申し送りをするように指導した。部活動の諸問題については、
部活の顧問と主将を集めて指導を行った。
4-2. 次年度の目標
両学部の学生生活に共通する就学環境の整備、クラブ活動に供する諸問題、学生間のトラブルなどについて、引き続き協力関係を
維持して協議を続けていきたい。次年度は新型コロナウイルス感染症の対応を考慮し、両学部生の安全を重視した委員会活動が重要
と考えられる。
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1．6）喫煙問題検討委員会
１．構成員
委員長 伊藤彰紀（ITOH, Akinori）：学生部長 ／耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期： R2.3.31）
委 員 織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長（任期：R2.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）総合医療センター神経内科：教授（任期：R2.3.31）
根本学（NEMOTO, Manabu）国際医療センター救急医学科：教授（任期：R2.3.31）
黒川理樹（KUROKAWA,Riki）
：ゲノム医学研究センター：教授 (任期: R2.3.31)
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）教養教育（生物）：准教授（任期：R2.3.31）
鈴木妙（SUZUKI，Tae）短期大学看護学科：教授（任期：R2.3.31）
大野はるの（OHNO，Haruno）看護部：中央内視鏡室副師長（任期：R2.3.31）
渡邉幸子（WATANABE，Sachiko）看護部：本館10階主任（任期：R2.3.31）
麻原弘行（ASAHARA, Hiroyuki）施設部（任期：R2.6.30）
粟生田伸之（AOUDA, Nobuyuki）施設部（任期：R1.7.1～R2.3.31）
滝井雅彦（TAKII, Masahiko）総務部（任期：R1.6.30）
中嶋善寛（NAKAJIMA, Yoshihiro）総務部（任期：R2.6.30）
鈴木なごみ（NAGOMI, Suzuki）総務部（任期：R1.7.1～R2.3.31）
堀江正人（HORIE, Masahito）かわごえクリニック事務長（任期：R2.3.31）
柳川武彦（YANAGAWA, Takehiko）医務部（任期：R2.3.31）
津久井一浩（TSUKUI, Kazuhiro）総合医療センター事務部部長（任期：R2.3.31）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）大学事務部長（任期：R2.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）大学事務部保健医療学部事務室室長
（任期：R2.3.31）
山﨑豊幸（YAMAZAKI, Toyoyuki）大学事務部保健医療学部事務室川角分室
（任期：R2.3.31）
事務局 江口幹也（MIKIYA，Eguchi）：大学事務部医学部事務室(任期: R2.3.31)
近藤有寛（KONDO，Arihiro）：大学事務部医学部事務室(任期: R1.6.30)
馬場菜緒（NAO，Baba）：大学事務部医学部事務室(任期: R1.7.1～R2.3.31)
保坂雄志郎（HOSAKA，Yushiro）：大学事務部医学部事務室(任期: R2.3.31)

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

３．活動報告
①第133回委員会（平成31年5月17日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席11名 欠席10名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，文科省の健康増進法一部改正と世界禁煙デーおよび禁煙週間通知
(5/31-6/6実施)
②第134回委員会（令和元年7月12日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席11名 欠席10名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，彩花苑付近の喫煙に対する苦情について
③第135回委員会（令和2年9月13日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席者8名 欠席13名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
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議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，近隣飲食店喫煙所および駐車場内喫煙に関する苦情について
④第136回委員会（令和元年11月8日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席者10名 欠席11名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について、埼玉メンテナンスより学内駐車場ゴミ(吸い殻)の数量調査報告、禁煙
ポスター設置場所の再検討
⑤第137回委員会（令和2年1月10日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席者9名 欠席12名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，禁煙ポスター設置報告および学内向け通達文書注意喚起の報告
⑥第138回委員会（令和2年3月13日） 於：本部棟１階大学院講義室
出席者10名 欠席11名
議事に先立ち、毛呂山キャンパスの禁煙パトロールを実施。
議事：各キャンパスの禁煙パトロールの実施報告について，壊された喫煙防止柵の撤去について、次年度委員会の開催日程確認

４．自己評価と次年度目標
4-1. 今年度の自己評価
各キャンパスの禁煙パトロールを定期的に実施し、
委員会で状況を報告した。吸殻が落ちているところには禁煙ポスターを掲示し、
敷地内全面禁煙に努めた。喫煙場所とされていた場所への立ち入り禁止柵の設置を行った。本学教職員及び学生への禁煙教育を検討
し、採用時・入学時オリエンテーションで実施した。
4-2. 次年度計画
次年度も本学教職員及び学生への禁煙教育を徹底する。職員の採用時・学生の入学時オリエンテーションでは喫煙の健康被害と禁
煙の重要性についての啓蒙活動を継続する。また、次年度以降も引き続き各キャンパスの状況に合わせた禁煙パトロールに取り組む
必要がある。
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1．7）COI 管理委員会
１．構成員(任期：R2.3.31)
委員長
藤原 恵一（FUJIWARA,Keiichi):国際医療センター婦人科腫瘍科 教授
副委員長 神山 信也（KOHYAMA,Sinya): 国際医療センター脳神経外科 教授
委 員
片桐 岳信（KATAGIRI,Takenobu)：ゲノム基礎医学 教授
千本松 孝明（SENBONMATSU,Takaaki）
：リサーチアドミニストレーション(RA)センター・副センター長
茂木 明（MOGI,Akira): 事務局長
井上 晶子（INOUE,Akiko）
：立教大学観光研究所：特任研究員/杏林大学：特任講師 (学外委員)
事務局
佐藤 勝茂（SATO, Katsushige)：ＲＡセンター 課長
小野寺 晴美（ONODERA,Harumi)：ＲＡセンター 係長（R1.7.1～）
仲村 由紀子（NAKAMURA、Yukiko）
：ＲＡセンター

２．目的
COI管理委員会は埼玉医科大学利益相反管理規程第３条に基づいて設置されたものであり，学長の付託を受けてCOI(利益相反)に関する
審査を行う。埼玉医科大学利益相反管理規程の目的はその第１条に次のように示されている。
「第１条 この規程は，埼玉医科大学 利
益相反マネージメントポリシーに基づき，埼玉医科大学(以下「大学」という)の職員等の利益相反〔以下COI (Conflict of Interest)
という。〕を適切に管理し，産学官連携を含む社会貢献活動の推進に資することを目的とする。」

３．活動報告
3-1.今年度の本委員会活動は以下の通りである。
①第 14 回 メ-ル会議（令和元年5 月 14 日～5 月 17 日）
②公的研究費に係る説明会で利益相反(COI)管理に関する教育を各キャンパスで実施（令和元年 6 月7 日、12 日、17 日）
③第 15 回 （令和元年 7 月 17 日）於：本部棟 8F 会議室 出席 8 名 欠席 1 名
④第 16 回 メール会議（令和元年 11 月 25 日～11 月 29 日）
⑤第 17 回 メール会議（令和 2 年 3 月 2 日～3 月 6 日）
3-2.審査の経過と結果
・第 15 回 令和元年度利益相反管理に関わる自己申告について審査 278 件
（平成 30 年度 外部機関所属研究者の自己申告(1 件)含む）
・第 16 回 第 15 回 COI 管理委員会開催後に受理した申告について審査 69 件
・第 17 回 第 16 回 COI 管理委員会開催後に受理した申告について審査 13 件
（外部機関所属研究者の自己申告(3 件)含む
・第 17 回 COI 管理委員会開催後に利益相反 全て企業等との関係がなしの申告受理 2 件
3-3.審査結果まとめ
①利益相反
第一段階自己申告書（様式第 1 号） 330 件
・全て企業等との関係が「なし」⇒290 件
・企業との関係が
「あり」⇒ 40 件
第二段階自己申告書（様式第3 号） 23 件
②責務相反
第一段階自己申告書（様式第 2 号） 32 件
・全て企業等との関係が「なし」⇒ 22 件
・企業との関係が
「あり」⇒ 10 件
第二段階自己申告書（様式第 6 号） 10 件

４．自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
・COI 管理委員会開催実績 4 回（メール会議含む）
。自己申告書の審査および教育活動により、適切な COI 管理を実施した。
・各 COI 管理委員会事務局と連携し、COI 審査申請システムの導入について検討を行った。
4-2.次年度の目標
・各 COI 管理委員会事務局と連携し、COI 審査申請システム導入に向けて予算を獲得し、年度内の導入を進めていく。
・昨年度と同様に委員会を定期的に開催する。また公的研究費に関するコンプライアンス教育のなかで、利益相反管理に関する
教育を行ない、利益相反管理への理解と周知を進める。
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1．8）動物実験委員会
１．構成員
委員長

森

隆（MORI，Takashi）
：総合医療センター 研究部：教授：医学研究センター安全管理部門 副部門長 動物分野

（任期：R4.3.31）
委員

坂本

安（SAKAMOTO, Yasu）
：中央研究施設 機能部門：教授（任期：R4.3.31）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R4.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター 病理部：教授（任期：R4.3.31）
西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター 脳神経外科:教授（任期：R4.3.31）

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム応用医学：教授（任期：R4.3.31）
小野川

傑（ONOGAWA, Tsuyoshi）
：保健医療学部 臨床検査学科:教授（任期：R4.3.31）

千本松孝明(SENBONMATSU, Takaaki)：リサーチアドミニストレーションセンター：教授（任期：R4.3.31）
仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設 実験動物部門：准教授（任期：R4.3.31）
中島孔志(NAKAJIMA, Kohshi)：保健医療学部 医用生体工学科：講師（任期：R4.3.31）
横尾友隆(YOKOO, Tomotaka)：中央研究施設 日高ブランチ 実験動物部門：准教授（任期：R4.3.31）

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

３．活動報告
①「埼玉医科大学動物実験規程」を改正し、
「埼玉医科大学動物実験委員会規則」を廃止した（令和元年 5 月 25 日）
。
②令和元年度、各キャンパスから提出された動物実験計画書 227 件 [注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A
実験：81 件、P2A 実験：6 件）
、感染実験（ABSL1 実験：3 件、ABSL2 実験：8 件）
、劇物使用実験：1 件、RI 使用実験：5
件）]、動物実験中間報告書・自己点検票 204 件、動物実験結果報告書・自己点検票 23 件、動物実験計画（変更・追加）
承認申請書 71 件、動物実験（終了・中止）報告書 23 件、実験室設置承認申請書 28 件について審査を行い承認した。
③随時メール審査を開催し、円滑に動物実験計画書、動物実験計画（変更・追加）承認申請書、実験室設置承認申請書の
審査を行い承認した。
④様式 8 動物実験の自己点検票、様式 9 飼養保管状況の点検票を用いた令和元年度の動物実験そして飼養保管状況の自己
点検を行った。
⑤動物実験計画書を審査する過程で、動物実験に従事する研究者は、教育訓練を受けていないと承認していない。三キャ
ンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）において、各飼養保管施設の実験動物管理者が教育訓
練・施設説明会を随時行っている（教育訓練・施設説明会の実施数：21 回、受講人数：260 人）
。
⑥三キャンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）の飼養保管施設に飼養されている実験動物種毎
の飼養保管数（年間飼養保管数）は、マウス（2,151,825 匹）
、ラット（51,925 匹）
、ウサギ（451 羽）
、ブタ（770 匹）
、
コモンマーモセット（5,692 匹）
、カエル（563 匹）であった。
⑦学内研究マインド支援グラント（共通部門）に申請し、各三キャンパス飼養保管施設の飼育備品の配備を行った。

４.自己評価と次年度計画
4-1．自己評価
「埼玉医科大学動物実験規程」を遵守する精神は、学内に定着したようである。埼玉医科大学内において実施される全
ての動物実験に関して、円滑な施設運営および研究活動（動物実験）が行われていた。随時実施したメール審査による各
種申請書類の審査から承認にいたるシステムが、各委員の協力により円滑に行えた。動物実験等に関する情報公開の一環
として、以下の 1-6 の内容を外部閲覧可能なホームページ（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/animal/index.html）
に開示している。
1.埼玉医科大学動物実験規程
2.自己点検評価の結果
3.外部検証の結果
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4.飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5.その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況、教育訓練の実績、動物実験委員会、
動物実験委員会審査手順書）
6.動物実験計画書関連書式（様式 1動物実験計画書 、様式 2 動物実験計画（変更・追加）承認申請書、様式 3 動物実験（終
了・中止）報告書、様式 4 動物実験（中間・結果）報告書、様式 5 飼養保管施設設置承認申請書、様式 6 実験室設置承
認申請書、様式 7 施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届、様式 8 動物実験の自己点検票、様式 9 飼養保管状況の
点検票）
今後もスムーズに研究活動を開始できるよう委員一丸となって努力したい。
4-2．次年度計画
三キャンパスの飼養保管施設において、施設の老朽化と飼育動物数の増加に伴い飼育備品が不足している。随時、大学
への補修工事の依頼と、学内研究マインド支援グラント（共通部門）等に申請し、飼育備品の補充を行う予定でいる。
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1．9）全学 RI 安全委員会
１．構成員
委 員 長 田中淳司 (TANAKA,Junji)：大学病院放射線科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長 久慈一英 (KUJI,Ichiei)：国際医療センター核医学科：教授（任期：R2.3.31）
委
員 髙橋健夫（TAKAHASHI,Takeo）
：副医学部長、総合医療センター放射線腫瘍科：教授（任期：R2.3.31）
熊倉嘉貴（KUMAKURA,Yoshitaka）
：総合医療センター放射線科：教授（任期：R2.3.31）
田丸淳一 (TAMARU,Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：R2.3.31）
中野貴成 (NAKANO,Takanari)：生化学：講師（任期：R2.3.31）
一色政志 （ISSHIKI,Masashi）
：中央研究施設 RI 部門、大学病院内分泌・糖尿病内科兼担：准教授（任期：R2.3.31）
日詰光治（HIZUME,Kohji）
：中央研究施設 RI 部門：講師（任期：R2.3.31）
西本正純 (NISHIMOTO,Masazumi)：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：講師（任期：R2.3.31）
熊崎祐
(KUMAZAKI,Yu)：国際医療センター放射線腫瘍科：講師（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO,Hidekazu）
：保健医療学部臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
潮田陽一 (USHIODA,Youichi)：総合医療センター研究部：係長 （任期：R2.3.31）
保坂勝仁（HOSAKA,Katsuhito）
：総合医療センター中央放射線部：主任（任期：R2.3.31）
平野雅弥 (HIRANO,Masaya)：大学病院中央放射線部：課長（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
令和元年度全学 RI 安全委員会 令和 2 年 3 月 3 日（火）～3 月 13 日（金）電子メールによる会議
議事：
（１）委員交代について
・下垣里河先生（保健医療学部臨床検査学科）退職のため茅野秀一先生（臨床検査学科学科長）に変更となった。
（２）各施設からの報告
・総合医療センター保坂委員より
原子力規制委員会主催「特定放射性同位元素防護管理者育成プログラム」に参加。
特定放射性同位元素（Ir-192）所有施設に関して、東京オリンピック開催までに防護に関する規制庁の立入検査の可
能性がある。
・中央研究施設日高ブランチ RI 部門西本委員より
法人からの指示で、日高ブランチＲＩ部門は今後閉鎖となり業務は毛呂山キャンパスに統合予定。現在、閉鎖準備を
行っている。
「今後の法的な手続きなど」詳細が決まったら、再度報告する。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
「放射線障害防止法」が「RI 規制法」へ変更となり、
「医療法施行規則」も一部改正された。そのため、新法令に準拠
した予防規程の改訂および防護措置（セキュリティ対策）の強化を各施設で行った。
4－2．次年度計画
「電離放射線障害防止規則」が改正され令和 3 年度に施行される。眼の水晶体の被ばく限度の見直しなどの内容も含
んでいるため、一層の放射線障害防止対策を図る必要がある。次年度も各施設において、放射線安全管理に貢献して
いくとともに、放射線安全管理に関する連携をさらに深めていきたい。
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1．10）組換え DNA 実験安全委員会
１．構成員
委 員 長
副委員長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

三谷 幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：医学部ゲノム応用医学：教授（任期：R4.3.31）
松井 政則（MATSUI, Masanori）
：医学部微生物学：准教授（任期：R4.3.31）
千本松 孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：RA センター：教授（任期：R4.3.31）
村上 孝（MURAKAMI, Takashi）
：医学部微生物学：教授（任期：R4.3.31）
中野 貴成（NAKANO, Takanari）
：医学部生化学：講師（任期：R4.3.31）
佐藤 浩二郎（SATO, Kohjiro）
：大学病院リウマチ膠原病科：准教授（任期：R4.3.31）
森 隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R4.3.31）
海老原 康博（EBIHARA, Yasuhiro）:国際医療センター臨床検査医学:教授（任期：R4.3.31）
横尾 友隆（YOKOO, Tomotaka）: 中央研究施設日高ブランチ実験動物部門:准教授（任期：R4.3.31）
脇田 政嘉（WAKITA, Masayoshi）:保健医療学部臨床工学科:講師（任期：R4.3.31）
菅原 哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
：RA センター：講師（任期：R4.3.31）

２．目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学組換え DNA 実験安全管理規則第３条並びに第４条に則り、本学における組換え DNA 実験
の安全かつ適切な実施を確保するため、組換え DNA 使用実験申請書 (第 2 種使用等拡散防止措置承認書)について審議し、
学長に助言または勧告するための活動をする。

３．活動報告
今年度の遺伝子組換え生物等の使用等における審査申請状況は次の通りである。第二種拡散防止措置申請書（承認 29
件、
）
、内容変更（承認 23 件）
、譲渡届（承認 4 件）
。また、組換え実験施設について登録・審査（6 件）
、教育訓練受講
証明書発行（32 件）を実施した。
今年度より運用を一部改正し、承認時の管理体制と著しく異なると判断される場合は、該当する部屋の承認を取り消す
こととした。この運用に従い、ゲノム医学研究センター旧ゲノム科学部門ならびに旧プロジェクト部門の部屋（ゲノム
医学研究センター401、403、414、511 号室）の承認、登録を取り消し、今後、組換え DNA 実験施設として利用を希望す
る場合は改めて申請いただくこととした。その他、整備を進めていた P2 実験室へ設置されている安全キャビネットの保
守点検及びフィルター交換は、第 3 期研究マインド支援グラント（平成 30 年度）ですべて完了した。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 今年度の自己評価
・委員会ホームページをさらに充実させることにより、新たに赴任された研究主任や研究者が組換え DNA 使用実験を開
始するにあたり必要な情報を載せることができた。
・通常の審査、承認の業務に関しては滞りなく行われた。年度末の報告書の義務化により、より厳密に研究を管理する
体制を整えることができた。変更届や新規申請の提出状況からも本報告書を義務化したことは意味があったと考える。
・病原性微生物委員会、動物実験委員会など関連する委員会とも適宜情報共有をし、連携を図ることができた。
・数年前より取り組んできた、学内の安全キャビネットの保守点検及びフィルタ−交換を、すべて完了した。
・以上のことから、本委員会においては概ねの目標は達成されたといえる。
4－2．次年度の計画
組換え DNA 使用実験の安全管理を推進するため、次の取り組みを行う。
・委員会ホームページを改訂するなど情報発信を強化し、組換え DNA 使用実験に伴う安全管理に関する理解を深め、
各種申請を適切に提出するよう徹底する。
・関連情報を収集し、必要な事項については本学規程・規則や管理手順を改正する。
・リサーチアドミニストレーションセンターと連携し、その他業務を着実に推進していく。
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1．11）特許等委員会
１． 構成員
委員長 松下祥(MATSUSHITA,Sho): 副学長(研究担当)：免疫学:教授
副委員長 片桐岳信(KATAGIRI,Takenobu)：医学研究センターセンター長：ゲノム基礎医学：教授
委員(アイウエオ順)
市岡滋（SHIGERU,Ichioka）:大学病院、形成外科：教授（任期：R02.9.30）
内田和利(UTIDA,Kazutoshi):大学事務部：部長
木﨑昌弘(KIZAKI,Masahiro):総合医療センター、血液内科：教授
小林国彦(KOBAYASHI,Kunihiko)：リサーチアドミニストレーションセンター：教授
佐藤 毅（SATO,Tsuyoshi）
：大学病院、歯科・口腔外科：准教授
戸井田昌宏(TOIDA,Masahiro):保健医療学部、臨床工学科:教授
別所正美(BESSHO,Masami):学長
吉本信雄(YOSHIMOTO,Nobuo)：副理事長
事務局（順不同）
菅原哲雄(SUGAHARA,Tetsuo):RA センター、知的財産・産学官連携担当:講師
豊田浩一(TOYODA,koichi):RA センター、知的財産・産学官連携担当:非常勤講師
林利藏(HAYASHI,Toshizo)：RA センター、知的財産・産学官連携担当：非常勤講師
石川友美(ISHIKAWA,Tomomi):RA センター、知的財産・産学官連階担当:事務員

２． 目的
わが国の大学における学術研究は、これまで原著論文中心主義で行われてきた。それも、Nature, Cell, Science といった
インパクトファクターの高い原著論文雑誌に自分の論文を発表することが学問的に最も価値のあることとされてきた。原著論
文をレベルの高い学術雑誌に発表することの重要性は現在でもいささかも減っていないが、この数年、それと並んで、大学人
は自分たちの研究成果を社会へ還元することが強く望まれるようになった。殊に、小泉元首相が主宰した総合科学技術会議に
おいて、わが国を製造立国から知財立国へ転換する方針が決定され、2002 年には政府部内に知的財産戦略会議が設置された。
それ以来、知の創造の担い手である大学と知の活用を担当する産業界が協力してこの方針転換を実現するために、論文発表前
に特許等の出願をすることが強く望まれるようになった。
このような背景の下で、埼玉医科大学では平成 15 年 11 月 28 日開催の第 346 回教授会において、学内特許規定第 3 条に基づ
いて特許等委員会の設立が承認され、東博彦学長（当時）によって平成 15 年 12 月 2 日に第 1 回特許等委員会が招集された。
令和元年度は、以下の項目を達成することを目標とした。
① 知的財産権の啓発および発明の発掘
② 出願後に発生する中間処理等の知財管理業務の円滑な実行
③ 技術移転等成功例の達成（目標 2 件）
④ 知財をベースとした外部研究資金の獲得

３． 活動報告
本年度は 10 回の特許等委員会が開催され、合計 13 件の特許出願の申請が審議された。
第 137 回特許等委員会 平成 31 年 4 月 2 日開催

0 件の特許出願を審議

第 138 回特許等委員会 令和元年 5 月 14 日開催

2 件の特許出願を審議

第 139 回特許等委員会 令和元年 6 月 4 日開催

1 件の特許出願を審議

第 140 回特許等委員会 令和元年 7 月 2 日開催

2 件の特許出願を審議

第 141 回特許等委員会

令和元年 9 月 10 日開催

2 件の特許出願を審議

第 142 回特許等委員会

令和元年 11 月 5 日開催

3 件の特許出願を審議

第 143 回特許等委員会

令和元年 12 月 10 日開催

1 件の特許出願を審議

第 144 回特許等委員会

令和 2 年 1 月 7 日開催

2 件の特許出願を審議

第 145 回特許等委員会

令和 2 年 2 月 18 日開催

0 件の特許出願を審議

第 146 回特許等委員会

令和 2 年 3 月 3 日開催

0 件の特許出願を審議

0113

４． 自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
知財管理業務については、特許出願後に特許庁に対し適切な対応をすることにより特許権を 13 件成立させることができた。
また、海外で特許を取得するため科学技術振興機構から出願に係る費用の支援を受け円滑に手続きを進めることができた（申
請 3 件、採択 2 件）。 本年度は、特許実施許諾契約の一時金及びランニングロイヤルティが 7 件 20,071 千円あった。
4-2.次年度の目標
来年度も引き続き出願の中間処理手続きを円滑に行い特許の権利化を図るとともに、科学技術振興機構の海外特許出願支援制
度へ申請する。技術移転活動については、年 2 件の技術移転を目指し、次年度も、技術移転活動に引き続き挑戦する。次年度
も、知的財産の活用に向けて技術移転活動を活発に進めていくとともに、知的財産に関する規定等を学内に徹底し発明を発掘
していくことを主な目標とする。
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1．12）環境安全委員会
１． 構成員
委員長

別所正美 (BESSYO, Masami)

：学長

(任期:令和02年3月31日)

副委員長 松下 祥 (MATSUSHITA, Sho) ：副学長,医学部免疫学･教授

(任期:令和02年3月31日)

委 員
堤 晴彦 (TUTUMI, Haruhiko)

：総合医療センター･病院長

(任期:令和02年3月31日)

佐伯俊昭 (SAEKI, Toshiaki)

：国際医療センター･病院長

(任期:令和02年3月31日)

下岡聡行 (SHIMOOKA, Toshiyuki)：保健医療学部 臨床工学科･教授

(任期:令和02年3月31日)

藤田博暁 (HUZITA, Hiroyuki)

：保健医療学部 理学療法学科･教授

(任期:令和02年3月31日)

奥田昌彦 (OKUDA, Akihiko)

：ゲノム医学研究センター・教授

(任期:令和02年3月31日)

富谷智明 (TOMIYA, Tomoaki)

：教職員学生健康推進センター･教授

(任期:令和02年3月31日)

片桐岳信 (KATAGIRI, Takenobu) : 医学研究センター長・教授

(任期:令和02年3月31日)

高橋秀夫 (TAKAHASHI, Hideo)

(任期:令和02年3月31日)

：施設部・副部長

２．目的
本委員会は「埼玉医科大学環境安全規定 第６条」および「埼玉医科大学毒物・劇物管理規定 第３条」に基づき、学長からの
諮問に応ずることのほか、医療廃棄物, 毒物や劇物等の化学物質および病原体微生物等の管理の徹底, バイオハザードの防止,
資源の再利用の促進, 安全な労働環境の保持と向上, 教職員の環境安全教育, などを通じて本学の環境安全に資することが目的で
ある。

３．活動報告
①委員会の開催はなかった。

４．自己評価と次年度計画
4－1．今年度の自己評価
医学研究センター安全管理部門薬物分野が各組織の情報を一元的に管理し、本委員会は規程の見直しなど、調整的な役割を担った。
4－2．次年度の目標
国や県からの通達などに対応した規程の見直しを進める。
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1．13）グラント選考委員会
１．構成員
委員長
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長（RA センター長）:教授（任期：R2.3.31）
委 員
棚橋 紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事:教授（任期：R2.3.31）
加藤木 利行（KATOGI, Toshiyuki）：保健医療学部長:教授（任期：R2.3.31）
土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長:教授（任期：R2.3.31）
村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長:教授（任期：R2.3.31）
小山 政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長・国医セ泌尿器:教授（任期：R2.3.31）
織田 弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長:教授（任期：R2.3.31）
堤 晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）：総合医療センター病院長:教授（任期：R2.3.31）
小山 勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター病院長:教授（任期：R2.3.31）
奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター所長:教授（任期：R2.3.31）
佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター副病院長:教授（任期：R2.3.31）
坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設長:教授（任期：R2.3.31）
永田 真（NAGATA, Makoto）：大学病院呼吸器内科:教授（任期：R2.3.31）
田丸 淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター病理部:教授（任期：R2.3.31）
石田 秀行（ISHIDA, Hideyuki）
：総合医療センター消化器一般外科:教授（任期：R2.3.31）
片桐 岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム病態生理（医学研究センター長）:教授（任期：R2.3.31）
村上 孝（MURAKAMI, Takashi）
：微生物学:教授（任期：R2.3.31）
オブザーバー
別所 正美（BESSHO, Masami）：学長:教授（任期：R2.3.31）
吉本 信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長:教授（任期：R2.3.31）
茂木 明（MOGI, Akira）：事務局長（任期：R2.3.31）
和田 実（WADA, Minoru）：経理部次長（任期：R2.3.31）
堀内 大（HORIUCHI, Yutaka）
：微生物学:講師（任期：R2.3.31）
事務担当者
小谷 典弘（KOTANI, Norihiro）
：生化学：准教授（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
１）グラント選考委員会（2019 年 7 月 9 日）
於：本部棟 2 階 会議室、出席 24 人（委任状出席 3 人含む）、欠席なし
議事：2019 年度学内グラントの選考
丸木記念特別賞、一般枠および優秀な若手研究者を対象とした関口記念特別賞（一般枠から 39 歳以下を対象）を
募集した。さらに、学内グラント採択課題（一般枠、関口記念特別賞）が翌年、翌々年度に科研費に採択の場合
に追加助成される奨励研究費（20 万円）の対象者を決定した。
応募・審査結果（助成期間：2019 年 9 月 1 日〜2020 年 8 月 31 日）
応募数：38 件（採択数 28 件）
（１）丸木記念特別賞：応募数 4 件（採択数 1 件）
（２）関口記念特別賞：採択数１件（一般枠の中で最高得点の若手研究者の課題）
（３）一般枠：応募数 34 件（採択数 27 件）
（４）奨励研究費：7 件（助成期間：2019 年 5 月 1 日〜2020 年 3 月 31 日）
・丸木記念特別賞
1 吉川 圭介（医学部・薬理学・講師）200 万円
「多発性硬化症治療への生理活性脂質の応用」
・関口記念特別賞
1 浦西 洸介（医学部・ゲノム医学研究センター・助手）100 万円
「減数分裂起程および生殖細胞分化における Mga の機能解析」
・一般枠
1 石戸 博隆（医学部・総合医療センター 小児科・講師）70 万円
「フォンタン患者で、運動時血行動態は遠隔期合併症と関連するか？」
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2 相崎 良美（医学部・大学病院 リウマチ膠原病科・助手）70 万円
「ベーチェット病および成人スティル病患者末梢血白血球におけるヒストン修飾と機能解析」
3 日野 峻輔（医学部・総合医療センター 歯科口腔外科・講師）70 万円
「睡眠による咀嚼筋活性変化の解析（睡眠時ブラキシズムの発症機構解明に向けて）
」
4 平崎 正孝（医学部・ゲノム医学研究センター・助教）70 万円
「Mbd3 によるエピブラスト幹細胞の幹細胞性維持と分化の方向性の決定機構の解明」
5 佐藤 航（医学部・ゲノム医学研究センター・助手）70 万円
「エストロゲン制御機構とその逸脱に関わる標的分子による女性がん増悪機構の解明と応用」
6 梶山 浩（医学部・大学病院 リウマチ膠原病科・講師）70 万円
「ループス腎炎における末梢血好中球活性化機序の解明とポドサイト障害との関連解析」
7 本島 由紀子（医学部・総合医療センター 小児科・助教）70 万円
「早産児慢性呼吸障害による脳障害発症機序の解明および脳障害発症予防法の確立」
8 百瀬 修二（医学部・総合医療センター 病理部・准教授）70 万円
「サイクリンを標的とした高悪性度 B 細胞リンパ腫の分子基盤の解明と臨床応用にむけて」
9 川田 由美子（医学部・大学病院 歯科口腔外科・講師）70 万円
「質量分析イメージング法による口腔潜在的悪性疾患のリスク評価」
10 伊丹 千晶（医学部・生理学・講師）70 万円
「発達期経験依存的受容野可塑性におけるカンナビノイドの役割」
11 小林 威仁（医学部・大学病院 総合診療内科・准教授）70 万円
「在宅ヘルスケアモニターを用いて、早期診断と治療を直結させた包括ケアシステムの確立」
12 高村 将司（医学部・大学病院 産婦人科・准教授）70 万円
「子宮内膜細菌叢制御による子宮内膜症の予防、早期診断、新規治療を目指した萌芽的研究」
13 佐藤 翔（医学部・国際医療センター 婦人科腫瘍科・助教）70 万円
「子宮体がんにおける LINE1 の機能解明とそれをターゲットにした治療薬の検討」
14 大間 陽子（医学部・教養教育・講師）70 万円
「神経堤細胞に着目したポリアラニン病の共通分子機構の探索」
15 羽藤 泰（医学部・総合医療センター 呼吸器外科・講師）70 万円
「がん微小環境正常化を伴う強力な免疫療法後に手術を併施する意義の検証」
16 川崎 朋範（医学部・国際医療センター 包括的がんセンター・教授）70 万円
「特殊型乳癌の分子病理学的解析に基づく新規診断・治療法と新分類の提唱」
17 中野 貴成（医学部・生化学・講師）70 万円
「食後高脂血症による動脈硬化促進作用の検証とその改善」
18 田丸 文信（医学部・生理学・講師）
「正常シナプスの構築と TRPM1/RGS/GPR179 カスケードとの関連」
19 松尾 幸治（医学部・大学病院 精神医学・教授）70 万円
「扁桃体肥大うつ病の病態解明及び診断亜型分類への挑戦」
20 横田 和浩（医学部・大学病院 リウマチ膠原病科・講師）70 万円
「末梢血由来骨芽細胞系細胞の同定と機能解析および動脈硬化発生機序の解明」
21 齊藤 航平（医学部・大学病院 総合診療内科・助教）70 万円
「腹膜透析療法合併症マウスモデルの確立と腹膜線維化・肥厚の病態解明」
22 赤堀 太一（医学部・総合医療センター 産婦人科・講師）70 万円
「ヒト卵子幹細胞を体外で成熟卵子へ分化させる培養システムの開発」
23 重松 幸佑（医学部・総合医療センター 総合周産期母子医療センター・助教）70 万円
「思春期・若年がん患者を対象とした全国がん・生殖医療登録システムによる治療成績解析」
24 和田 琢（医学部・大学病院 リウマチ膠原病科・助教）70 万円
「リウマチ性疾患におけるエクソソーム内在マイクロ RNA の解析」
25 鈴木 歩（医学部・ゲノム医学研究センター・助教）70 万円
「Max は生殖細胞に減数分裂開始能力を与えるか」
26 酒井 純（医学部・大学病院 感染症科・感染制御科・助教）70 万円
「耐性淋菌感染症の迅速診断を可能にする革新的 POCT の開発」
・奨励研究費
1 百瀬 太一（医学部・総合医療センター 小児科）20 万円
2 増田 渉（医学部・総合医療センター 病理部）20 万円
3 矢野 光剛（医学部・国際医療センター 病理診断科）20 万円
4 庄司 拓平（医学部・大学病院 眼科）20 万円
5 佐川 森彦（医学部・総合医療センター 血液内科）20 万円
6 和氣 大成（医学部・総合医療センター 神経精神科）20 万円
7 結城 由香子（医学部・総合医療センター 麻酔科）20 万円
２）財団等の研究助成に関する学内選考
（１）公益財団法人 安田記念財団「癌研究助成金」

0117

応募者数 2 名、メール会議（2019 年 7 月１日～7 月 3 日）
、推薦 1 名
（２）公益財団法人

上原記念生命科学財団「2019 年度

リサーチフェローシップ研究助成金」

応募者数 2 名、メール会議（2019 年 8 月 21 日～8 月 23 日）
、推薦 1 名
（３）公益財団法人

上原記念生命科学財団「2019 年度

研究助成金（健康科学・医学・薬学）
」

応募者数 2 名、メール会議（2019 年 8 月 21 日～8 月 23 日）
、推薦 1 名
（４）公益財団法人

川野小児医学奨学財団「令和 2 年度

研究助成金（一般枠）
」

応募者数 6 名、メール会議（2019 年 11 月 8 日～11 月 12 日）
、推薦 2 名
（５）公益財団法人

川野小児医学奨学財団「令和 2 年度

研究助成金（若手枠）
」

応募者数 5 名、メール会議（2019 年 11 月 8 日～11 月 12 日）
、推薦 2 名

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
丸木記念特別賞は、
「長年に渡る、複数の業績に裏付けられたストーリー性を持つ研究テーマ」で、かつ「その主要な成
果が本学における研究活動で得られたもの」を対象とする。本年度も、これらに重点を置いた選考を行い、本賞にふさわ
しい課題を選出できた。関口記念特別賞は、一般枠に応募された課題の中から、最も優れた 39 才以下の若手による課題と
して、選考委員による投票で選出される。今年度も、本賞の趣旨に合致した課題が選出された。なお、関口記念特別賞は
ご遺族の寄付で設立されたもので、今年度の助成が最終となる。一般枠は、科研費への採択支援を目的としおり、今年度
の科研費に不採択となった課題を対象に選考を行った。今年度の一般枠への応募条件として、e-Rad に公開されたフィー
ドバック評価が、A または B の課題に限定した。また、奨励研究費として、学内グラントの関口記念特別賞、または一般
枠の助成を受けた課題の中で、次年度、またはその翌年度に科研費に採択された課題をを助成した。奨励研究費の助成は
３年目となり、関口記念特別賞や一般枠と併せて、学内グラントとして順調に本学の科研費獲得に貢献している。
財団等の研究助成への応募に際した学内選考も、厳正・公平に行われた。
4－2．次年度計画
本学の科研費採択件数と採択総額のさらなる増加を目指し、医学研究センター研究支援管理部門と連携しながら、学内
グラントの公平な選考と効果的な運用が継続されるよう務める。次年度の学内グラントでは、申請時に、研究に必要な委
員会等の承認を含む法令遵守に関して周知徹底する。
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1．14）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会
１.構成員
委員長：松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：（副学長、リサーチアドミニストレーション（ＲＡ）センター・センター長）
委

員：千本松 孝明(SENBONMATSU,Takaaki):（ＲＡセンター・副センター長、教授）

委

員：茂木 明（MOGI,Akira）
：（法人事務局長）

委

員：亀井 美登里（KAMEI,Midori）:（社会医学・教授）

委

員：田丸 淳一(TAMARU,Junichi):（総医セ病理部・教授）

委

員：海老原 康博(EBIHARA,Yasuhiro):（国医セ臨床検査医学・教授）

委

員：奥田 晶彦(OKUDA,Akihiko):（ゲノム医学研究センター・所長）

委

員：加藤木 利行(KATOGI,Toshiyuki):（保健医療学部・学部長）

委

員：所 ミヨ子(TOKORO,Miyoko):（短期大学・副学長）

委

員：小林 国彦(KOBAYASHI,Kunihiko):（ＲＡセンター・教授・シニアＵＲＡ）

外部委員：野木 尚郎（NOGI,Hisao）:（法律の専門家）
外部委員：井上 晶子（INOUE,Akiko）:（一般の立場の者）
外部委員：大西 正夫（OHNISHI, Masao）:（一般の立場の者）
事務局：佐藤 勝茂(SATO,Katsushige):（ＲＡセンター・課長）
オブザーバー：池淵 研二(IKEBUCHI,Kenji):（埼玉医科大学雑誌編集委員長）

２．目的
本委員会は、文部科学省及び厚生労働省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及
び「公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を指針として運営するため、学校法人埼玉医科大学研究活
動並びに公的研究費等の適正化推進委員会規則に則り、平成26年10月に設置された委員会である。
各部門における研究活動並びに公的研究費等の適正化のために、研究・産学連携等担当副学長、研究不正防止体制
の統括責任者、コンプライアンス推進・研究倫理教育責任者、さらに学内責任体制の各担当者とともに活動する。

３．活動報告
・研究倫理教育および競争的資金の管理・監査の学内責任体制として、コンプライアンス教育として公的研究費に関
する説明会を開催した。また研究倫理教育として、APRINeラーニングを導入し、医学系指針の倫理審査申請の必須
教育としても位置付け、広く教育を実施した。
・委員会については、令和元年度は審議すべき事案が無く開催していない。前述の教育活動報告は、教員代表者会議
でのRAセンター運営会議報告により行った。

４.自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
所管省庁(文部科学省及び厚生労働省)へ、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び「公的
研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」が求める研究者および研究支援者への教育を適切に実施することが
できた。
4-2.次年度の目標
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び「公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施
基準)」に対応した体制の中で、研究者へ過度な負担を課さずに公正な研究活動が維持される管理・運営体制を継続
し、実態とルールなどに乖離があれば適宜検討する。
以上
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1．15）病原性微生物等管理委員会
１．構成員
委員長
副委員長

松井 政則 (MATSUI, Masanori)：微生物学：准教授（任期：R3.3.31）
村上

孝 (MURAKAMI, Takashi)：微生物学：教授（任期：R3.3.31）

前田 卓哉 (MAEDA, Takuya)：臨床検査医学（中央検査部）：教授（任期：R3.3.31）
委員

森 隆 (MORI, Takashi) : 総合医療センター研究部：教授（任期：R3.3.31）
光武

耕太郎 (MITSUTAKE, Kohtaro)：国際医療センター・感染症科・感染制御科：教授（任期：R3.3.31）

佐藤 正夫 (SATO, Masao) 保健医療学部・臨床検査学科：教授（任期：H R3.3.31）
池田

和博 (IKEDA, Kazuhiro)：ゲノム医学研究センター・遺伝子情報制御部門：講師（任期：R3.3.31））

河村

亨（KAWAMURA, Toru）：臨床検査医学（中央検査部）：係長（任期：R3.3.31）

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

３．活動報告
①第 26 回メール会議（平成 31 年 3 月 28 日〜4 月 11 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 継続申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件、承認
(2) 新規申請書の審査：
指定実験室使用申請書 1 件、病原体等取扱変更承認申請書１件 承認
②第 27 回メール会議（平成 31 年 5 月 7 日〜5 月 14 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件、承認
③第 28 回メール会議（令和元年 6 月 7 日〜6 月 14 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 3 件、承認
(2) 病原体等保有状況の調査結果について（文科省からの依頼）
④第 29 回メール会議（令和元年 7 月 17 日〜7 月 30 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
指定実験室使用申請書 1 件、病原体等取扱申請書 1 件、承認
病原体等取扱追加承認申請書 1 件、承認
⑤第 30 回メール会議（令和元年 9 月 6 日〜9 月 17 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件、病原体等移動（受入）申請書 1 件、承認
⑥第 31 回メール会議（令和元年 10 月 21 日〜10 月 28 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件、承認
⑦第 32 回メール会議（令和元年 11 月 26 日〜12 月 3 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等移動（受入）申請書 1 件、承認
⑧第 33 回メール会議（令和元年 12 月 12 日〜12 月 19 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 新規申請書の審査：
病原体等取扱申請書 1 件、病原体等移動（受入）申請書 1 件、承認
⑨第 34 回メール会議（令和 2 年 1 月 23 日〜2 月 20 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 継続申請書の審査：
病原体等取扱申請書 14 件、承認
⑩第 35 回メール会議（令和 2 年 2 月 26 日〜3 月 25 日）出席 8 人 欠席 0 人
議事：(1) 継続申請書の審査：
病原体等取扱申請書 5 件、承認
(2) 新規申請書の審査：
指定実験室使用申請書 1 件、病原体等取扱申請書 1 件、承認
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４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度においても、病原体等取扱申請、感染実験室使用申請等の審査を委員全員で適切に行った。従って、本委員会
における目標は達成された。
4－2．次年度計画
次年度も、委員全員で注意深く病原性微生物等に関する申請書の審査を行う。
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1．16）教員短期留学制度選考委員会
１．構成員
委員長
副委員長
委員
委員

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

２．目的
本委員会は埼玉医科大学教員短期留学制度規則第 1 条に則り、今制度における留学者の選考をおこなう。

３．活動報告
次年度（令和 2 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った。
令和元年 11 月 13 日 於：医学部７号館１階会議室 出席者 6 人
議事：応募者 5 名について審査を行った。あらかじめ選考委員には応募者の申請書類を送付し、4 項目を各 5 点、合計
20 点満点での採点を依頼した。また、委員会当日の欠席予定者からは委任状が提出された。委員会当日は全委員の採点結
果をもとにさらに細かく内容を吟味（留学施設選択の動機、目的の明瞭さ、推薦状の内容、受け入れ施設からの受け入れ
許可の有無、論文発表や国際学会参加の有無、提出書類の全体的な評価、など）し、最終的に 4 名を合格とした。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
12 年目となる次年度の留学者の選考審査であった。例年どおり円滑で公正な審査がおこなえたが、応募者の減少が懸念
される。また、今回は 5 人の枠にもかかわらず 4 人のみが採用となり残念であった。
4－2．次年度計画
応募者増加のため、今制度についての周知を全学的にすすめるとともに、今後も引き続き円滑な審査をおこなっていき
たいと考えている。
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1．17）寄附研究部門設置委員会
１.構成員
委員長：別所 正美（BESSHO,Masami）
：（学長）
委

員：吉本 信雄（YOSHIMOTO,Nobuo）
：(副理事長)

委

員：棚橋 紀夫（TANAHASHI,Norio）
：(専務理事)

委

員：松下 祥（MATSUSHITA,Sho）
：（副学長,リサーチアドミニストレーション（ＲＡ）センター長）

委

員：土田 哲也（TUCHIDA,Tetsuya）(副学長)

委

員：木崎 昌弘（KIZAKI,Masahiro）(副学長)

委

員：奥田 晶彦（OKUDA,Akihiko）:（ゲノム医学研究センター・所長）

委

員：織田 弘美（ODA,Hiromi）
：（大学病院長）

委

員：堤

晴彦（TSUTSUMI,Haruhiko）
：（総合医療センター・病院長）

委

員：佐伯 俊昭（SAEKI,Toshiaki）:（国際医療センター・病院長）(H31.4.1～)

委

員：茂木

委

員：菅原 哲雄(SUGAWARA,Tetsuya):（ＲＡセンター・講師、知的財産・産学官連携担当）

明（MOGI,Akira）：
（法人事務局長）

事務局：佐藤 勝茂(SATO,Katsushige):（ＲＡセンター・課長）

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

３．活動報告
・国際医療センター病院長の交代に伴い、小山 勇 先生に代わり佐伯俊昭先生が委員に就任された。
・令和元年度は審議すべき事案が無く、委員会を開催していない。
・委員会事務局として、他大学研究支援部署と寄附講座に関する情報交換を行った。

４.自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
本年度は、新規寄付研究部門の申請が無かったが、寄附講座に関する情報収集や規則の点検など行い、委員会運営を
適切に維持することができた。
4-2.次年度の目標
寄附研究部門設置の申請に対して教育研究の推進及び充実を図るために円滑かつ適切な審査を行う。
以上
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1．18）研究支援 e ラーニング管理委員会
１.構成員
委員長：松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：
（副学長、リサーチアドミニストレーション（RA）センター長）
委

員：椎橋 実智男（SHUBASHI,Michio）
：（情報技術支援推進センター）

委

員：亀井 美登里（KAMEI,Midori）:（社会医学・教授）

委

員：田丸 淳一(TAMARU,Junichi):（総医セ病理部・教授）（任期：R02.3.31）

委

員：海老原 康博(EBIHARA,Yasuhiro):（国医セ臨床検査医学・教授）

委

員：千本松 孝明(SENBONMATSU,Takaaki):（RAセンター・副センター長・教授）

委

員：町田 早苗(MACHIDA,Sanae):（医学研究センター）

事務局：佐藤 勝茂(SATO,Katsushige):（RAセンター・課長）

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

３．活動報告
令和元年度の活動実績は無い。

４.自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
研究関連eラーニングは、RAセンターが実施するコンプライアンス教育、研究倫理教育、医学研究センターが実施する研
究安全管理関係教育となっていが、現在はそれぞれの運営会議で教育内容を協議しており、本委員会設立時の目的は達成
された。
4-2.次年度の目標
令和２年度からは、RAセンター運営会議が本委員会の任を引き継ぐ。
以上
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1．19）臨床研究審査委員会
１．構成員（任期：R2.3.31）
委 員 長
副委員長

委

員

小林

国彦 （KOBAYASHI，Kunihiko）
：リサーチアドミニストレーションセンター：教授

西川

亮 （NISHIKAWA，Ryo）
：国際医療センター脳脊髄腫瘍科：教授

山田

健人 (YAMADA，Taketo）
：医学部病理学：教授

田坂

大象 (TASAKA，Taizo）
：総合医療センター輸血部：教授

神山

信也 (KOHYAMA，Shinya）
：国際医療センター脳血管内治療科：教授

大野

洋一（OHNO, Yoichi）
：医学部社会医学：准教授

山崎

力

藤田

朋恵 (FUJITA, Tomoe)：獨協医科大学薬理学：教授

岩志

和一郎 (IWASHI, Waichiro)：早稲田大学法学学術院：教授

野木

尚郎 (NOGI, Hisao)：浦和サライ法律事務所：弁護士

浮ケ谷

事務局

(YAMAZAKI, Tsutomu)：国際福祉大学未来研究支援センター：センター長/教授

幸代 (UKIGAYA, Sachiyo)：相模女子大学人間社会学：教授

古川

隆

井上

晶子 (INOUE, Akiko)：立教大学観光研究所：特任研究員/杏林大学：特任講師

(FURUKAWA, Takashi)：株式会社 ABC：代表取締役

佐藤

勝茂 (SATO, Katsushige)：リサーチアドミニストレーションセンター：課長

福永

由佳 (FUKUNAGA, Yuka)：リサーチアドミニストレーションセンター：課員

中島

奈月 (NAKAJIMA, Natsuki)：リサーチアドミニストレーションセンター：課員（R2.1～産休）

小鷹

徳子 (ODAKA, Noriko)：リサーチアドミニストレーションセンター：課員（兼坦）

長田

佐絵 (NAGATA, Sae)：リサーチアドミニストレーションセンター：課員（兼坦）

２．目的
本委員会は、臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号。以下「法」という。)第 23 条に規定する臨床研究審査委員会として厚
生労働省の認定を受け、法、臨床研究法施行規則(平成 30 年厚生労働省令第 17 号。以下「省令」という。)の定めるとこ
ろにより、審査意見業務を行う。また、省令第 66 条第 4 号 4 項に規定される年 12 回以上の委員会を開催する。

３．活動報告
（１）委員会開催日
①第 13 回委員会（平成 31 年 4 月 26 日）毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 11 名

欠席 2 名

②第 14 回委員会（令和元年 5 月 28 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 12 名

欠席 1 名

③第 15 回委員会（令和元年 6 月 25 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 12 名

欠席 1 名

④第 16 回委員会（令和元年 7 月 30 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 12 名

欠席 1 名

⑤第 17 回委員会（令和元年 8 月 29 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 9 名

欠席 4 名

⑥第 18 回委員会（令和元年 9 月 27 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 9 名

欠席 4 名

⑦第 19 回委員会（令和元年 10 月 29 日）毛呂山キャンパス 第 2 ビル 2 階中教室

出席 10 名

欠席 3 名

⑧第 20 回委員会（令和元年 11 月 26 日）毛呂山キャンパス 本部棟 大学院講義室

出席 12 名

欠席 1 名

⑨第 21 回委員会（令和元年 12 月 26 日）毛呂山キャンパス 本部棟 2 階会議室

出席 10 名

欠席 3 名

⑩第 22 回委員会（令和 2 年 1 月 8 日） 毛呂山キャンパス 第 2 ビル 1 階会議室

出席 7 名

欠席 6 名

⑪第 23 回委員会（令和 2 年 1 月 28 日） 毛呂山キャンパス 本部棟 2 階会議室

出席 9 名

欠席 4 名

⑫第 24 回委員会（令和 2 年 2 月 28 日） 毛呂山キャンパス 本部棟 8 階 RAC 準備室

出席 8 名

欠席 5 名

⑬第 25 回委員会（令和 2 年 3 月 27 日） 毛呂山キャンパス 本部棟 8 階 RAC 準備室

出席 9 名

欠席 4 名

（２）主な審議内容
新規申請 3 件（学内/外部）
、変更申請 75 件、報告等 8 件 合計 86 件、審査意見業務を行った。詳細は、埼玉医科大学臨
床研究審査委員会ホームページを参照。
（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/rinshokenkyu/）
なお、ホームページには省令に定める公表情報を含む次の情報を掲載しており、学内外から閲覧可能である。また臨床
研究法に基づき、厚生労働大臣に対する認定の申請や変更の届出等の手続を行うための認定臨床研究審査委員会申請・情
報公開システム（jCRB）にも本委員会情報が掲載されている。
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1.開催日程、審査受付状況、審査手数料
2.臨床研究審査委員会規則、運用ポリシー、業務手順書、研究者向けマニュアル
3.議事要旨（主な審議内容、審査結果）
4.委員名簿
5.各申請手続きのフロー
6.各種申請様式
7.問い合わせ窓口
（３）相談業務
通常の各種問い合わせ対応の他、学内の研究者向けに予約制のコンサルテーション窓口を開設しており、今年度は 7 件、
累積 97 課題のコンサルテーションを行った。今年度から特定臨床研究に限らず臨床研究全般の相談に対応している。
（４）教育活動
臨床研究審査委員会委員および事務局の教育・研修・情報収集の一環として以下に参加した。
・第 59 回医学系大学倫理委員会連絡会議（2019.7）
・日本臨床試験学会教育セミナー（2019.8）
・厚生労働省臨床研究促進事業 2019 年度治験・倫理審査委員会委員研修（2019.7）
・厚生労働省臨床研究促進事業 2019 年度治験・倫理審査委員会委員研修（2019.9）
・令和元年度 第 1 回認定臨床研究審査委員会協議会（2019.10）
・第 16 回厚生科学審議会 臨床研究部会傍聴（2019.11）
・臨床研究法における研究者と支援者のための研修会（2019.11）
・第 8 回医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議タスクフォース傍聴（2019.12）
・第 1 回 CReP ベストプラクティス会議（2019.12）
・第 60 回医学系大学倫理委員会連絡会議（2019.12）
・第 6 回医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議傍聴（2019.12）
・第 1 回 CReP 研修支援セミナー参加（2020.1）
・国立国際医療研究センター臨床研究審査委員会 厚労省模擬審査事業の傍聴（2020.2）
・奈良県立医科大学臨床研究審査委員会 厚労省模擬審査事業の傍聴（2020.2）

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
・省令で定める更新要件である年 12 回以上の委員会開催について達成することができた。
・厚生労働省 臨床研究審査委員会審査能力向上促進事業に申請し、外部傍聴者を受入れ模擬審査を実施した。
・国立国際医療センター、奈良県立医大の臨床研究審査委員会に模擬審査の傍聴に行き、他の委員会の審査基準、審査
方法等の情報を得た。
・臨床研究法対応の審査申請システムを導入、令和 2 年下半期の稼働を目指して準備を進めた。
・認定臨床研究審査委員会協議会、各研修会へ参加し臨床研究法への対応について情報収集を行った。
4－2．次年度計画
①臨床研究審査委員会の開催
・更新年度となる 3 年目も、更新要件である年 12 回以上の臨床研究審査委員会を開催し、年度末に更新手続きを行う。
・臨床研究法実施基準に基づく技術専門員による評価をうけ、委員会審査を行う。
・被験者保護の観点、審査の質向上のため、委員および事務局員の教育のため、積極的に外部研修会への参加する。ま
た CRB 情報交換会等を通じて情報収集に努める。
・県内で臨床研究審査委員会を設置している機関が本学以外に無いため、近隣医療機関からの審査依頼に対応する。
②認定臨床研究審査委員会申請の電子化
・臨床研究法対応の審査申請システムについては、令和 2 年下半期の運用開始を目指す。マニュアルの整備、審査済み
研究課題のデータインプット作業、研究代表医師へのシステム利用に関する周知と教育を実施する。
③臨床研究支援体制の整備
・質の高い臨床研究の実施、また、学内の特定臨床研究が活発に実施されるよう、臨床研究コンサルティングを周知す
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るとともに開催していく。質の高い臨床研究を増やしていくことは、高度な医療を提供する機関としての責務と考え
る。プロトコル作成の支援部門の整備、その中核となる人材確保、育成が必須であり、その実現に向けて取り組んでい
く。
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2．1）大学院委員会
1. 構成員（任期：2020年3月31日）
議 長 学長 別所正美（BESSHO, Masami）
委 員(埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号、3 号構成員)
別所正美（BESSHO, Masami）

学長，理事

(埼玉医科大学大学院学則第 33 条 2 号)
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）

医学研究科長，副学長

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）

看護学研究科長

(埼玉医科大学大学院学則第 33 条 3 号)
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）

理事

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）

理事

小山 勇（KOYAMA, Isamu）

理事

(埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員)
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）

副学長

松下 祥（MATSUSHITA, Sho）

副学長

森 茂久（MORI, Shigehisa）

副学長,医学教育センター長

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

医学部長

加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）

保健医療学部長

髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）

医学研究科博士課程運営委員長

小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）

医学研究科修士課程運営委員長

野田智子（NODA, Tomoko）

看護学研究科修士課程運営委員長

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
織田弘美（ODA, Hiromi）
堤 晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
持田 智( MOCHIDA, Satoshi )
三村俊英（MIMURA, Toshihide）

医学研究センター長
ゲノム医学研究センター所長
大学病院長
総合医療センター病院長
国際医療センター病院長
図書館長
医療人育成支援センター長

(埼玉医科大学大学院学則第 33 条 4 号構成員)
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）

医学研究科博士課程選出代表指導教員

解良恭一（KAIRA, Kyoichi）

医学研究科博士課程選出代表指導教員

田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）

医学研究科博士課程選出代表指導教員

赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
大賀淳子（OGA, Junko）
・事務局等
◇大学事務部
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
下田裕子（SHIMODA, Yuko）
鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）
山口明美（YAMAGUCHI, Akemi）
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）
前田彩花（MAEDA, Ayaka）

医学研究科修士課程選出代表指導教員
看護学研究科修士課程選出代表指導教員

保健医療学部事務室 室長
医学部事務室 課長
保健医療学部事務室 係長
保健医療学部事務室 係長
医学部事務室 主任
医学部事務室

2. 目 的
本委員会は、医学研究科及び看護学研究科を統括する役割の委員会として、各研究科の連絡調整に関する事項、学部等その他の機
関との連絡調整に関する事項等の審議にあたることを目的としている。

3. 活動報告
◇委員会の開催
令和 2 年 3 月 17 日
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◇主な内容と審議結果
(医学研究科博士課程)
（１）学位取得者 29件（甲種14件、乙種15件）の報告
（２）令和元年度後期入学大学院入学者選抜試験及び令和2年度前期入学大学院第1回、第2回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（３）第75，76回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定の報告
（４）研究発表会の実施（4月19日、5月24日、6月28日、9月20日、10月25日）報告
（５）平成31年4月以降投稿する論文を対象に、論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用を開始
(医学研究科修士課程)
（６）学位取得者8件（生体機能科学分野1件、生体医工学分野3件、理学療法学分野4件）の報告
（７）令和2年度大学院医科学専攻修士課程第1回、第2回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（８）研究計画発表会（5月11日）、研究発表会（11月9日）の実施
(看護学研究科修士課程)
（９）学位取得者6件（基礎看護学・看護管理学領域3件、精神保健看護学領域1件、成人看護学領域2件）の報告
（１０）令和2年度大学院看護学専攻修士課程第1回、第2回入学者選抜試験の実施と合否判定の報告
（１１）高度実践看護師教育課程（38単位）が認可
（全体）
（１２）コロナウイルス感染拡大を防止するため、学位記授与式及び大学院入学式は中止とした。

4．自己評価と次年度計画
4-1 自己評価
本年度も報告及び活発な意見交換がなされ、両研究科を統括する委員会として適正な運営が行われ十分機能した。
4-2 次年度計画
来年度も更に連携を強化し運営に努めていく。
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2．2）大学院医学研究科委員会
1. 構成員
（第421回‐第431回）
（任期：平成31年4月1日～令和2年3月31日）
議長 木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）
◇役職指定者（大学院研究科委員会運営規則第2条1号構成員）
木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）
：医学研究科長
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副学長
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：副学長
※木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）
：副学長
森 茂久（MORI, Shigehisa）：副学長
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）: 医学部長
髙橋健夫（TAKAHASHI，Takeo）：医学研究科博士課程運営委員長
小林直樹（KOBAYASHI，Naoki）：医学研究科修士課程運営委員長
※森 茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：医学研究センター長
奥田晶彦（OKUDA,Akihiko）
：ゲノム医学研究センター所長
坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設長
三村俊英（MIMURA，Toshihide）
：医学教育センター卒後医学教育部門長
織田弘美（ODA, Hiromi）：大学病院長
堤 晴彦（TSUTSUMI，Haruhiko）：総合医療センター病院長
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター病院長
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：国際交流センター長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長

◇科目責任者（大学院研究科委員会運営規則第2条2号構成員）
生物・医学研究系

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：生理学
※村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）:生化学
※奥田晶彦（OKUDA,Akihiko）
：ゲノム医学
丸山 敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：病理学
村上 孝（MURAKAMI, Takashi）
：微生物学）
※松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：免疫学
藤原智徳（FUJIWARA，Tomonori）：生体機能科学
※小林直樹（KOBAYASHI，Naoki）：生体医工学
社会医学研究系
亀井美登里（KAMEI, Midori）
：社会医学
高田 綾（TAKADA, Aya）
：法医学
※森 茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育学
臨床医学研究系
麻生範雄（ASOU，Norio）
：血液内科学
田坂大象（TASAKA, Taizo）
：輸血･細胞移植学
大野秀明（OHNO, Hideaki）:感染症科･感染制御学
畝川芳彦（SEGAWA，Yoshihiko）
：腫瘍内科学
中埜信太郎（NAKANO，Shintaro）
：循環器内科学
永田 真（NAGATA，Makoto）
：呼吸器内科学
※三村俊英（MIMURA，Toshihide）
：リウマチ･膠原病内科学
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持田 智（MOCHIDA, Satoshi）
：消化器・肝臓内科学
今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）
：消化管内科学
島田 朗（SHIMADA, Akira）
：内分泌・糖尿病内科学
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：神経内科学
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：腎臓内科学
中元秀友（NAKAMOTO，Hidetomo）：総合内科学
鈴木孝明（SUZUKI，Takaaki）
：心臓血管外科学
篠塚 望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器外科学
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：乳腺腫瘍学
尾花和子（OBANA, Kazuko）
：小児外科学
中山光男（NAKAYAMA，Mitsuo）
：呼吸器外科学
大竹 明（OTAKE，Akira）
：小児科学
石原 理（ISHIHARA, Osamu）：産科婦人科学
松尾幸治（MATSUO，Koji）
：精神医学
中村晃一郎（NAKAMURA，Koichiro）
：皮膚科学
門野夕峰（KADONO, Yuho）
：整形外科学
松居 徹（MATSUI, Toru）：脳神経外科学
朝倉博孝（ASAKURA，Hirotaka）：泌尿器科学
菅澤 正 (SUGASAWA，Masashi) ：耳鼻咽喉科学
篠田 啓（SHINODA, Kei）
：眼科学
北村 晶（KITAMURA, Akira）
：麻酔学
新津 守（NIITSU，Mamoru）
：放射線医学
佐藤 毅（SATO，Tsuyoshi）
：口腔外科学
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）：形成外科学
倉林 均（KURABAYASHI，Hitoshi）：リハビリテーション医学
赤坂清和（AKASAKA，Kiyokazu）：理学療法学
高橋孝郎（TAKAHASHI, Takao）
：緩和医療学
海老原康博（EBIHARA, Yasuhiro）
：臨床検査医学
澤野 誠（SAWANO，Makoto）：救急医学
※佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：臨床腫瘍学 (5月まで)
解良恭一（KAIRA, Kyoichi）
：臨床腫瘍学 (6月より)
医科学研究系
※藤原智徳（FUJIWARA，Tomonori）：生体機能科学 (臨床検査学)
※奥田晶彦（OKUDA,Akihiko）生体機能科学 (ゲノム)
※小林直樹（KOBAYASHI，Naoki）：生体医工学
※赤坂清和（AKASAKA，Kiyokazu）：理学療法学

◇その他選出者（大学院研究科委員会運営規則第2条3号構成員）
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：研究科長推薦、理事
小山 勇（KOYAMA, Isamu）
：研究科長推薦、理事
田丸淳一（TAMARU，Jun-ichi）：研究科長推薦
持木彫人（MOCHIKI，Erito）：研究科長推薦
堀江公仁子（HORIE，Kuniko）：研究科長推薦
松井政則（MATSUI，Masanori）：研究科長推薦
計：67 名 定足数：45名（第421回‐第422回）
68 名 定足数：46名（第423回‐第431回）
・事務局等
◇オブザーバー:

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：副理事長

◇大学事務部

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：部長
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村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：保健医療学部事務室 室長
江口幹也（EGUCHI, Mikiya）：医学部事務室 次長
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：医学部事務室 課長
下田裕子（SHIMODA, Yuko）：医学部事務室 課長
村田正樹（MURATA, Masaki）：医学部事務室 課長
山口明美（YAMAGUCHI, Akemi）：保健医療学部事務室 係長
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）：医学部事務室 主任
前田彩花（MAEDA, Ayaka）：医学部事務室

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

3. 活動報告
◇開催日

第421 回：平成31年4月19日（金）出席者 55名 学位審査：博士課程1件
第422 回：令和元年5月24日（金）出席者 54名 学位審査：博士課程1件
第423 回：令和元年6月28日（金）出席者 55名 学位審査：博士課程1件
第424 回：令和元年7月19日（金）出席者 53名 学位審査：博士課程2件

第425 回：令和元年9月20日（金）出席者 55名 学位審査：博士課程2件
第426 回：令和元年10月25日（金）出席者 47名 学位審査：博士課程0件
第427 回：令和元年11月29日（金）出席者 50名 学位審査：博士課程2件
第428 回：令和元年12月20日（金）出席者 55名 学位審査：博士課程2件
第429 回：令和2年1月24日（金）出席者 56名 学位審査：博士課程0件
第430 回：令和2年2月28日（金）出席者 55名 学位審査：博士課程5件、 修士課程8件
※第431 回：令和2年3月27日（金）出席者 63名 学位審査：博士課程14件
※新型コロナウイルス感染予防のため、テレビ会議システムによる3キャンパス中継にて開催
開催回数：11 回
平均出席者数：49名
学位審査計：博士課程30件（適格29件 (早期修了1件含)、保留継続審査1件）
修士課程 8件（適格8件）
◇ 主な審議内容

（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学則別表の一部改正（専攻分野ならびに授業科目の変更（ゲノム基礎医学、ゲノム応用医学）
）
（3）学位規則の一部改正
（4）学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正
（5）医学研究科博士課程入学・語学試験委員会規則の新設
（6）ティーチングアシスタント (TA)取扱要領の一部改正
（7）大学院組織図の一部改正
（8）大学院医学研究科ベストティーチャー賞について
（9）学位申請書類等の整備
（10）指導教員資格の見直しについて
（11）論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用開始について
（12）学位申請論文の基準について
（13）研究医養成プログラム履修者の大学院入学前の既修得単位認定について（2名）
（14）転入学者の前在籍校既修得単位の本学における単位認定について（1名）
（15）大学院入試出願資格審査について（博士外国人選抜3名、修士1名）
（16）博士課程研究発表会の実施（4月19日、5月24日、6月28日、9月20日、10月25日）
（17）学位審査申請に関わる相談願について
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（18）修士課程研究発表会の実施（5月11日、11月9日）
（19）学位審査申請者の申請資格の承認と審査委員会設置：博士課程30件、修士課程8件
（20）令和元年度博士課程後期入学大学院入学者選抜試験ならびに令和2年度博士課程前期入学大学院
第1回、第2回入学者選抜の実施と合否判定
令和元年度後期入学：出願者7名、受験者7名 、合格者7名
令和2年度前期入学第1回：出願者5名、受験者5名、合格者5名
令和2年度前期入学第2回：出願者18名、受験者18名、合格者18名
（21）令和2年度医科学専攻修士課程第1回、第2回募集入学者選抜の実施と合否判定
第1回募集：出願者7名、受験者7名、合格者7名
第2回募集：出願者4名、受験者4名、合格者4名
（22）第75，76回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定
第75回 申込22名 受験者22名 合格者20名
第76回 申込11名 受験者11名 合格者11名
（23）語学試験不合格判定者に成績を通知
（24）学位授与
博士課程 29名（甲種14名（うち早期修了1名）、乙種15名）
修士課程 8名（生体機能科学1名、生体医工学3名、理学療法学4名）
（22）学位記授与式 (新型コロナウイルス感染予防のため中止)
（23）大学院生退学承認：1名（修）
（24）大学院生身分変更承認：4名（博）
（25）大学院生専攻分野変更承認：4名（博）
（26）大学院生ティーチングアシスタント (TA)承認：5名（修）
（27）大学院生長期履修承認：1名（修）
（28）特別研究学生（他大学院）受託：継続1名
（29）特別協力研究員(他機関)受託：継続4名
（30）協力研究員(他機関)受託：新規1名

4. 自己評価と次年度計画
4-1 自己評価
大学院医学研究科委員会は，大学院学生の入学、修了認定に関すること、授業、研究指導に関すること、学位審査に関すること、など
が主たる審議事項である。令和元年度も従来通りこれらの審議および検討を、独立した大学院組織として行った。令和元年度は、大学
院改革の一貫として導入した大学院4年生を対象に行っている研究成果報告会が定着し、多くの教員の参加のもとに質の高い議論が行わ
れた。その結果、研究成果を学位申請論文としてまとめる一助になったと考えられ、引き続き医学研究科として大学院生の学位申請を
応援していきたいと考えている。また、多様な人材を育成することを目的に学位申請資格をより広い範囲に広げた結果、徐々に多職種
からの学位申請も増えつつあるのが現状である。一方で、学位審査は大学院のデイプロマポリシーに基づき公正、厳格に行われており、
学位審査の質的低下はないと考えている。指導教員の資格の厳格化を検討しているが、研究不正から研究者および大学を守るためにも
論文剽窃検知ソフト「iThenticate」を導入し、学位申請論文の質の担保を図るシステムを2019年4月投稿論文から導入することとした。
4-2 次年度計画
次年度については、引き続き魅力ある大学院を目指し、さらに第4次長期総合計画の柱でもある本学の国際化を大学院教育から進めて
いきたい。
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2．3）大学院看護学研究科委員会
１．構成員
委員長
委員

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：研究科長：教授：代表指導教員：地域活動看護学：博士(任期：R2.3.31)
別所正美 (BESSHO, Masami)：学長：教授：内科学，血液内科学：博士(任期：R2.3.31)
加藤木利行(KATOHGI,Toshiyuki)：保健医療学部長：教授：外科学，小児心臓外科学：博士(任期：R2.3.31)
小山政史(OYAMA,Masafumi )：教授：医学教育センター選出委員：泌尿器腫瘍科：博士(任期：R2.3.31)
野田智子(NODA, Tomoko)：教授：代表指導教員：小児看護学：博士(任期：R2.3.31)
大賀淳子(OGA,Junko)：教授：代表指導教員：精神保健看護学：博士(任期：R2.3.31)
粟生田友子(AOUDA,Tomoko)：教授：代表指導教員：成人看護学：博士(任期：R2.3.31)
大森智美(OOMORI,Tomomi)：教授：指導教員：ヒューマン・セクシュアルティ：修士(任期：R2.3.31)
小林由起子(KOBAYASHI,Yukiko)：准教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士(任期：R2.3.31)

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

３．活動報告
①第 97 回定例会議（平成 31 年 4 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室 出席 8 人

欠席 1 人

議事：①2019 年度科目等履修生の応募者がない旨の報告 ②研究計画発表会日程の報告
の承認

④2019 年度入学者の確認

③2020 年度入学試験関連日程

⑤2019 年度各委員会の開催日程、学位審査等の日程の確認

⑥高度実践看護師教育

課程（以下、CNS コース）について 38 単位への移行申請を行うことを承認
②第 98 回定例会議（令和元年 5 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室 出席 8 人
議事：①2018 年度単位取得状況及び 2019 年度履修登録状況の報告
年度募集要項の検討と承認

欠席 1 人

②2019 年度第 1 回研究計画発表会終了報告

③2020

④自己点検・評価委員会から学生による授業評価について、点数化の方法及び評価年度の

専任教員は教員表彰の対象にすることを検討した旨の報告
③第 99 回定例会議（令和元年 6 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①学位論文製本の作成進捗状況の報告
備スケジュールの確認
することを承認

出席 7 人

欠席 2 人

②2019 年度入学試験作成マニュアルの確認及び問題作成担当者および準

③CNS コースの共通科目と同時に精神看護学を申請する旨の承認

④シラバスに時間数を記載

⑤看護学研究科履修要領について、講義、演習及び実習の講義時間数を記載すること、入学前の既修

得単位等の認定について加えることについて検討

⑥2018 年度ベストティチャー賞の表彰（教員表彰）

④第 100 回定例会議（令和元年 7 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①2020 年度募集要項の検討
を加筆することを承認

出席 8 人

欠席 1 人

②看護学研究科履修要領の講義時間数及び入学前の既修得単位の認定に関する事項

③出願資格審査の結果、申請者 2 名を承認

⑤第 101 回定例会議（令和元年 9 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事： ①令和元年度修了予定者の確認

出席 9 人

欠席なし

②2020 年度第 1 回募集入学試験について、4 名出願、3 名受験、１名欠席の報

告と 3 名合格の承認
⑥第 102 回定例会議（令和元年 10 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①2018 年度修了生の学位論文製本納品の報告

出席 6 人

欠席 3 人

②1 年次生の台風による被災の報告 ③自己点検・評価委員会に

おける学生による授業評価の点数化の方法の変更の承認
⑦第 103 回定例会議（令和元年 11 月 28 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 9 人

欠席なし

議事：①CNS コース申請について、指摘事項の補足および修正を行い書類を提出した旨の報告
見直し

③令和 2 年度研究発表会及び研究計画発表会の日程の確認

④今年度 FD の日程の確認

②学位論文審査基準の
⑤文部科学省通知「学

校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について」に沿って、３ポリシーを見直し修正しな
いことを決定

⑥同省通知「学位論文の評価に当たっての基準の公表の義務化」について、学位審査基準を大学院案内

にて公表することを決定

⑦CNS コースの指定カリキュラムに従って精神保健看護学領域の授業科目を変更し、これに

ともない学則を変更することを承認

⑧冨田客員教授の資格継続の承認

⑧第 104 回定例会議（令和元年 12 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事:①令和 3 年度入学試験関連日程の承認

出席 9 人

欠席なし

②令和 3 年度大学院関係各委員会日程の承認
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③大学機関別認証評価報告

書の追記、修正の確認および修了生へのアンケートの実施について承認

④修了予定者 6 名の学位審査申請資格の確認

と学位審査委員会の設置の承認 ⑤学位審査報告書の見直しと修正の承認
⑨第 105 回定例会議（令和 2 年 1 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 8 人

欠席１人

議事：①2020 年度入学試験について、5 名受験、4 名合格 1 名不合格の承認 ②修士論文審査基準とともに審査の流れ図
を大学院案内に掲載することを検討し承認
⑩第 106 回定例会議（令和 2 年 2 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①学位論文提出者 6 名の論文審査および合否判定（6 名合格）
照表の確認と承認 ③令和 3 年度学生募集要項の確認と承認
の退学の承認

議事：①令和 2 年度入学予定者の領域と指導教員等の確認
認

欠席なし

②授業科目及び単位数の変更による学則新旧対

④科目等履修生募集要項の確認と承認

⑤2 年次生 1 名

⑥令和 2 年度入学生 1 名の長期履修生志願者の承認

⑪第 107 回定例会議（令和 2 年 3 月 19 日）於：保健医療学部 2 階会議室
事項の確認

出席 9 人

③修了生のためのファローアップ研修の企画

出席 9 人

欠席なし

②大学院学則第 27 条に規定する学生の懲戒手続きに関する
④1 年次生 1 名及び令和 2 年度入学生 1 名の長期履修の承

⑤令和 2 年度看護学研究科委員会ならびに運営委員会の構成員の承認

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
看護学研究科委員会は、目的に沿って円滑に運営することができたと考える。
昨年度のがん看護学専攻修了生が高度実践看護師の認定を受けることができた。しかし、がん看護学を教授できる教員
を採用できず、今年度はがん看護の CNS コースを申請できなかった。また、クリティカルケア学の指導教員が補充できず、
学生募集ができなかった。令和元年度は修了生 6 名の論文審査を行い、全員に学位(看護学修士)を授与した。学生による
授業評価をもとに、教員を表彰した。教員顕彰の基礎資料となるため、学生による授業評価の質問項目と評価方法につい
て検討し変更した。文部科学省通知「学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について」に
沿って、３ポリシーを見直し、同省通知「学位論文の評価に当たっての基準の公表の義務化」に沿って、昨年度のカリキ
ュラムマップに続き、修士論文学位審査基準及び審査の流れ図を大学院案内に掲載することとして学生への周知を図った。
高度実践看護師教育課程の制度移行に伴い、共通科目と精神看護を申請し認定された。認定を受けるにあたり、カリキ
ュラムの変更および規定等の整備、学則の変更を行った。
大学機関別認証評価受審のための自己点検評価書の作成を行った。また、PDCA サイクルの実現の観点から修了生にアン
ケートを実施し改善策を検討した。
また、がん専門医療人材養成プラン「包括的ライフステージサポート医療人養成コース」を 2 回コースで企画し 1 回目
を実施したが、2 回目は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止となった。
4－2．次年度計画
次年度は、大学機関別認証評価に向けて自己点検評価書のエビデンスの確認、加筆修正等の準備を進め、10 月の審査に
備える。第 3 期がん専門医療人材養成プランについては、引き続き医学部と連携して取り組んでいく。新型コロナウイル
ス感染症の感染防止に努めながら、教育の質の保障を目指して、授業、発表会、教員の FD、修了生のフォローアップ研修
等の在り方を検討する。
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2．4）大学院医学研究科入試語学試験委員会
１．構成員
委 員
木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学研究科長、副学長 内科学 教授
髙橋 健夫 (TAKAHASHI, Takeo)：博士課程運営委員長 放射線医学 教授
（問題作成委員）
堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）
：博士課程運営委員会選出 ゲノム医学 教授
亀井 美登里（KAMEI, Midori）
：博士課程運営委員会選出 社会医学 教授
今枝 博之（IMAEDA, Hiroyuki）
：医学研究科委員会選出 内科学 教授
篠田 啓（SHINODA, Kei）
：医学研究科委員会選出 眼科学 教授
（ブラッシュアップ委員）
チャド•ゴッドフリー（Chad L.GODFREY）
：医学研究科長推薦、教養教育 准教授
（オブザーバー）
土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：医学研究科長推薦、副学長、皮膚科学 教授
永島 雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：医学研究科長推薦、解剖学 教授
（事務局）
下田 裕子（SHIMODA, Yuko）
：医学部事務室 課長
鳥海 佳代（TORIUMI, Kayo）
：医学部事務室 主任
前田 彩花（MAEDA, Ayaka）
：医学部事務室

＜任期＞ 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日
（問題作成委員は平成 24 年度より 2 年を目安に半数を改選）

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

３．活動報告

◇開催日
・問題作成：6月12日～7月 9日（堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第1回：7月9日（火）出席者 9名
・ブラッシュアップ：7月9日～（永島、GODFREY、堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第2回： 7月30日（火）出席者 9名
・採点： 9月3日（火）（永島、堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第3回： 9月10日（火）出席者 9名
・問題作成：10月11日～11月12日（堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第4回：11月12日（火）出席者 8名
・ブラッシュアップ：11月12日～（永島、GODFREY、堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第5回：12月3日（火）出席者 8名
・採点： 1月15日（水）（永島、堀江、亀井、今枝、篠田 各委員）
・第6回： 1月21日（火）出席者 9名

◇主な審議内容
・第 1 回： 問題作成、内容確認、ブラッシュアップ
・第 2 回： 問題内容・分量・配点 確認
・第 3 回： 試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
（令和元年 8 月 31 日実施 試験監督 今枝、篠田）
1）令和元年度大学院博士課程後期入学試験
2）令和 2 年度大学院博士課程前期第１回入学試験
3）第 75 回語学試験
・第 4 回： 問題作成、内容確認、ブラッシュアップ
・第 5 回： 問題内容・分量・配点 確認
・第 6 回： 試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
（令和 2 年 1 月 11 日実施 試験監督 堀江、亀井）
1）令和 2 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験
2）第 76 回語学試験
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４．自己評価と次年度計画
4-1 自己評価
平成 22 年度より問題作成ワーキンググループにおいて「大学院博士課程入学試験・語学試験実施手順」を策定し、厳格な出題基準に
関するルールのもとに語学試験を実施することしている。今年度も語学試験委員のうち問題作成委員の半数を入れ替えることにより出題
傾向に偏りのないように配慮するとともに、臨床医学や特定の領域に偏重することのないように、あくまでも医学英語の試験であると出
題方針を明確にした。外国人受験生にも配慮し、問題文からすべて英語で出題することとしているが、ブラッシュアップ委員として教養
教育（英語）Godfrey 准教授に加わっていただいている。委員会では作成委員より詳細な出題意図や出典等の説明の後に、Godfrey 委員に
よる校正をはじめとして、問題作成委員、オブザーバーと連携することで活発な議論がなされ良質な作問がなされるとともに、厳正な問
題の確認が行われた。また、採点は問題作成委員により行なわれ、解答に関しての解析を行い、次回の問題作成の参考とした。さらに、
平成 25 年度より開始された初期臨床研修医と社会人大学院生を学部卒業と同時に行う「研究マインド育成自由選択プログラム」の実行
に合わせ、医学部学生 3 年生からも語学試験の受験は可能となり、制度の定着とともに学部学生の語学試験受験者も増加しており、本学
の目指す研究マインド育成の基盤となりつつある。これらの改革により、受験者にとってより公平公正な語学試験が可能となり、大学院
博士課程での研究を遂行する際の語学力を図る適正なシステムになったと評価される。
4-2 次年度計画
引き続き、大学院生として研究を遂行し英文論文として情報発信できる能力を見極めるに必要な適切な語学試験となるように、問題の
質の向上を目指したい。
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2．5）大学院医学研究科博士課程運営委員会
１．構成員
委員長
髙橋 健夫（TAKAHASHI, Takeo）
：博士課程運営委員長、放射線医学：教授
委員
木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学研究科長、副学長、内科学：教授
小林 直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：修士課程運営委員長、生体医工学：教授
土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副学長、皮膚科学：教授
片桐 岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学：教授
永島 雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学：教授
奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学：教授
田丸 淳一（TAMARU, Junichi）
：病理学：教授
亀井 美登里（KAMEI, Midori）
：社会医学：教授
岡田 浩一（OKADA, Hirokazu）
：内科学：教授
三村 俊英（MIMURA, Toshihide）
：内科学：教授
菅澤 正（SUGASAWA, Masashi）
：耳鼻咽喉科学：教授
佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：外科学：教授（5 月まで）
解良 恭一（KAIRA, Kyoichi）
：内科学：教授（6 月より）
大西 秀樹（ONISHI, Hideki）
：精神医学：教授
村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長、生化学：教授
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：副学長、免疫学：教授
持木 彫人（MOCHIKI, Erito）
：外科学：教授
堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学：教授
佐々木 惇（SASAKI, Atsushi）
：病理学：教授
オブザーバー
別所 正美（BESSHO, Masami）
：学長、内科学：教授
事務局（大学事務部）
下田 裕子（SHIMODA, Yuko）
：医学部事務室 課長
鳥海 佳代（TORIUMI, Kayo）
：医学部事務室 主任
前田 彩花（MAEDA, Ayaka）
：医学部事務室
＜任期＞ 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

２．目的
本委員会は医学部大学院医学研究科博士課程における諸事に関わるすべての問題を審議し、審議結果を大学院学則第 37 条に規定され
る医学研究科委員会に答申する。すなわち、以下の事項について審議する。
1. 大学院生の入学、留学、休学、転学、退学、除籍及び賞罰に関する事項。
2. 医学研究科における授業及び研究指導に関する事項。
3. 大学院授業科目履修単位の認定に関する事項。
4. 学位論文の審査及び試問に関する事項。
5. その他、博士課程の運営に関わる事項。
以上の諸問題に関して協議、審議した結果を医学研究科委員会に諮ることで医学部大学院博士課程の円滑な運営を目的とする。

３．活動報告
1. 委員会の開催：以下の通り開催した。
第 1 回定例会議（平成 31 年 4 月 9 日） 本部棟 大学院講義室 出席 16 人 欠席 4 人
第 2 回定例会議（令和元年 5 月 14 日） 本部棟 大学院講義室 出席 15 人 欠席 5 人
第 3 回定例会議（令和元年 6 月 11 日） 本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 4 回定例会議（令和元年 7 月 9 日） 本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 5 回定例会議（令和元年 9 月 10 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 6 回定例会議（令和元年 10 月 8 日）本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 7 回定例会議（令和元年 11 月 12 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 8 回定例会議（令和元年 12 月 3 日）本部棟 大学院講義室 出席 16 人 欠席 4 人
第 9 回定例会議（令和 2 年 1 月 14 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 10 回定例会議（令和 2 年 1 月 21 日）本部棟 大学院講義室 出席 14 人 欠席 6 人
第 11 回定例会議（令和 2 年 2 月 18 日）本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 12 回定例会議（令和 2 年 3 月 17 日）本部棟 2 階会議室 出席 19 人 欠席 1 人
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2. 主な審議内容
1)30 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置について
2)学位審査の申請と審査手順の整備について
3)学則別表の一部改正（専攻分野の変更、授業科目の変更）について
4)学位規則の一部改正について
5)学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正について
6)博士課程入学・語学試験委員会規則の新設について
7)ティーチングアシスタント取扱要領の一部改正について
8)大学院医学研究科ベストティーチャー賞について
9)論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用開始について
10)学位申請論文の基準、指導教員資格の見直しについて
11)学位審査申請に関わる相談願について
12)博士課程研究発表会の実施について（4 月 19 日、5 月 24 日、6 月 28 日、9 月 20 日、10 月 25 日）
13)研究に関する倫理確認シートの作成および運用について
14)研究医養成コース履修者 2 名の単位認定について
15)学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行の対応について
16)大学院生の専攻分野の変更 4 名
17)大学院生の身分変更 4 名
18)大学院入試出願資格審査 2 名
19)他学の大学院生を特別研究学生として受託 1 名
20)他機関より協力研究員、特別協力研究員を受託 5 名

４．自己評価と次年度計画
4-1. 自己評価
本委員会は大学院博士課程運営に関する諸事を審議する委員会として、大学院博士課程をスムーズに運営するために多くの実務的な
役割をこなし、医学研究科委員会の議を経て速やかに諸事を実行に移すことを目的に活動している。大学院 4 年生を対象に「研究成果
報告会」も軌道に乗り、多くの教員と議論を重ねることにより大学院生への指導がより強化され、発表のレベルも向上している。今年
度は学位論文に相応しい論文の新たな基準を作成した。また指導教員資格の見直し、連携大学院の設置に関する検討にも着手している。
4-2. 次年度計画
次年度以降も、これまで行ってきた本学に置ける研究マインドの醸成と質の高い研究の実践のための基盤整備をさらに推進し、本学
大学院のポリシーを全学に周知することにより学生の選抜、教育、学位授与にいたる課程を明確にし、わかりやすく門戸の広い大学院
を目指したことにより、定員充足率をさらに向上させ本学の研究レベルのなお一層の向上を目標にしたい。また連携大学院の設置に関
する検討を進める。
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2．6）大学院医学研究科自己点検評価委員会
１．構成員
委員長
木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学研究科長、副学長、内科学：教授
委員
髙橋 健夫（TAKAHASHI, Takeo）
：博士課程運営委員長、放射線医学：教授
小林 直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：修士課程運営委員長、生体医工学：教授
土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副学長、皮膚科学：教授
片桐 岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学：教授
永島 雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学：教授
奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学：教授
田丸 淳一（TAMARU, Junichi）
：病理学：教授
亀井 美登里（KAMEI, Midori）
：社会医学：教授
岡田 浩一（OKADA, Hirokazu）
：内科学：教授
三村 俊英（MIMURA, Toshihide）
：内科学：教授
菅澤 正（SUGASAWA, Masashi）
：耳鼻咽喉科学：教授
佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：外科学：教授（5 月まで）
解良 恭一（KAIRA, Kyoichi）
：内科学：教授（6 月より）
大西 秀樹（ONISHI, Hideki）
：精神医学：教授
村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長、生化学：教授
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：副学長、免疫学：教授
持木 彫人（MOCHIKI, Erito）
：外科学：教授
堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学：教授
佐々木 惇（SASAKI, Atsushi）
：病理学：教授
オブザーバー
：学長、内科学：教授
別所 正美（BESSHO, Masami）
事務局（大学事務部）
下田 裕子（SHIMODA, Yuko）
：医学部事務室 課長
鳥海 佳代（TORIUMI, Kayo）
：医学部事務室 主任
前田 彩花（MAEDA, Ayaka）
：医学部事務室
＜任期＞ 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

２．目的
本委員会は医学部大学院医学研究科博士課程における諸事に関わるすべての問題を審議する。すなわち、大学院学則第 37 条に規定さ
れる以下の事項について審議し、審議結果を医学研究科委員会に答申する。
1. 大学院生の入学、留学、休学、転学、退学、除籍及び賞罰に関する事項。
2. 医学研究科における授業及び研究指導に関する事項。
3. 大学院授業科目履修単位の認定に関する事項。
4. 学位論文の審査及び試問に関する事項。
5. その他、博士課程の運営に関わる事項。
以上の諸問題に関して協議、審議した結果を医学研究科委員会に諮ることで、医学部大学院博士課程の円滑な運営を目的とする。

３．活動報告
1. 委員会の開催：以下の通り開催した。
第 1 回定例会議（平成 31 年 4 月 9 日） 本部棟 大学院講義室 出席 16 人 欠席 4 人
第 2 回定例会議（令和元年 5 月 14 日） 本部棟 大学院講義室 出席 15 人 欠席 5 人
第 3 回定例会議（令和元年 6 月 11 日） 本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 4 回定例会議（令和元年 7 月 9 日） 本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 5 回定例会議（令和元年 9 月 10 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 6 回定例会議（令和元年 10 月 8 日）本部棟 大学院講義室 出席 19 人 欠席 1 人
第 7 回定例会議（令和元年 11 月 12 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 8 回定例会議（令和元年 12 月 3 日）本部棟 大学院講義室 出席 16 人 欠席 4 人
第 9 回定例会議（令和 2 年 1 月 14 日） 本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 10 回定例会議（令和 2 年 1 月 21 日）本部棟 大学院講義室 出席 14 人 欠席 6 人
第 11 回定例会議（令和 2 年 2 月 18 日）本部棟 大学院講義室 出席 18 人 欠席 2 人
第 12 回定例会議（令和 2 年 3 月 17 日）本部棟 2 階会議室 出席 19 人 欠席 1 人
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2. 主な審議内容
1) 学則別表の一部改正（専攻分野の変更、授業科目の変更）について
2) 学位規則の一部改正について
3) 学位規則のうち博士に関する運用細則の一部改正について
4) 博士課程入学・語学試験委員会規則の新設について
5) ティーチングアシスタント（TA）取扱要領の一部改正について
6) 大学院医学研究科ベストティーチャー賞について
7) 論文剽窃検知ソフト「iThenticate」の学位論文への運用開始について
8) 学位申請論文の基準、指導教員資格の見直しについて
9) 学位審査申請に関わる相談願について
10) 学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行の対応について

４．自己評価と次年度計画
4-1. 自己評価
本委員会は、大学院博士課程の運営に関する諸事を審議する委員会として設立され、大学院博士課程をスムーズに運営するために多
くの実務的な役割をこなしている。本委員会は、医学研究科委員会の議を経て速やかに諸事を実行に移すことを目的に活動している。
大学院 4 年生を対象に施行される「研究成果報告会」も軌道に乗り、多くの教員と議論を重ねることにより大学院生への指導がより強
化され、発表および学位申請論文のレベルも向上している。今年度は学位論文に相応しい論文の新たな基準を作成した。また指導教員
資格の見直し、連携大学院の設置に関する検討にも着手している。
4-2. 次年度計画
次年度以降も、これまで本委員会が行ってきた、本学における研究マインドの醸成と質の高い研究の実践のための基盤整備をさらに
推進し、本学大学院のポリシーを全学に周知することにより学生の選抜、教育、学位授与にいたる課程を明確にし、わかりやすく門戸
の広い大学院を目指したことにより、定員充足率をさらに向上させ本学の研究レベルのなお一層の向上を目標にしたい。また、連携大
学院の設置に関する検討を進める。さらに、指導教員の資格認定基準を改め、適切な大学院生の指導や学位審査を遂行できる人材を認
定することにより、本学の研究レベルの向上に努めたい。
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2．7）大学院医学研究科修士課程運営委員会
１．構成員
委員長
委員

小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：生体医工学科目責任者兼務（任期：R2.3.31）
土田哲也 (TSUCHIDA, Tetsuya)：副学長（任期：R2.3.31）
加藤木利行 (KATOGI, Toshiyuki)：保健医療学部学部長（任期：R2.3.31）
松井政則（MATSUI, Masanori）
：医学部 微生物学教室（任期：R2.3.31）
藤原智徳（FUJIWARA, Tomonori）
：生体機能科学科目責任者（任期：R2.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：生体機能科学（ゲノム）代表指導教員（任期：R2.3.31）
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学科目責任者（任期：R2.3.31）

事務

村嶌隆義：保健医療学部事務室長
鈴木利明：保健医療学部事務室係長
山口明美：保健医療学部事務室係長

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

３．活動報告
本年度は計 11 回の委員会を保健医療学部Ｃ棟２階
①

第 1 回（平成 31 年 4 月 16 日） 出席者 6 人

会議室 1 において開催した。

欠席者 1 人

議事：1) 2019 年度「医学研究科修士課程中間発表会」は、5 月 11 日に開催する
2) 大学院生のティーチング・アシスタント申請(3 名）を審議・承認し、研究科委員会へ諮ることとした。
②

第 2 回（平成 31 年 5 月 21 日） 出席者 6 人

欠席者 1 人

議事：1)平成 30 年度のベストティーチャー賞の検討を行った結果、講義の授業評価では「リハビリテーション医学概論」
授業科目責任者の乙戸崇寛准教授を、研究発表会の授業評価では安田政実教授を対象とすることを確認し、研
究科委員会へ諮ることとした。
2)5 月 11 日に 2019 年度「医学研究科修士課程中間発表会」の状況報告および課題の議論において、倫理審査委
員会の承認が済んでいない研究が一部あり、早急に申請を求めることとした。
③

第 3 回（令和元年 6 月 18 日）

出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：令和 2 年度修士課程第 1 回入学試験に関する準備状況の検討・確認を行った。
④

第 4 回（令和元年 7 月 2 日）

出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：1)令和 2 年度修士課程第 1 回入学試験運用等について確認した。
2)大学院生のティーチング・アシスタント申請(1 名) を審議・承認し、研究科委員会へ諮ることとした。
⑤第 5 回（令和元年 9 月 17 日） 出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：1)令和 2 年度医科学専攻修士課程第 1 回募集入学試験について以下の審議をし、合否判定結果を研究科委員会へ
諮ることとした。
a)第 1 回募集人員 6 名、志願者数 8 名（生体機能科学分野 1 名、生体医工学分野 3 名、理学療法学分野 4 名）
、
受験者数 7 名、欠席者数 1 名（生体機能科学分野）であった。
b)合格基準については、筆記試験で 60 点以上かつ面接試験で D 以下の評価がないことを合格の目安とし、総合的
に判定した。
c)学力試験及び面接試験を総合判定し、7 名（生体機能科学分野 0 名、生体医工学分野 3 名、理学療法学
分野 4 名)を合格候補者とする。
2)令和元年度の研究発表会は、11 月 9 日に実施予定とする。
3)大学院生のティーチング・アシスタント申請(1 名) を審議・承認し、研究科委員会へ諮ることとした。
⑥第 6 回（令和元年 10 月 15 日） 出席者 7 人 欠席者 0 人
議事：1)11 月 9 日開催の「修士課程研究発表会プログラム」について、研究テーマ、進行等を確認した。
2)文部科学省より学校教育施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について、改正への対応に
ついて今後検討することが確認された。
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⑦第 7 回（令和元年 11 月 5 日） 出席者 6 人

欠席者 1 人

議事：1)大学院入試出願資格審査 1 件について検討・確認し、出願資格有として研究委員会に諮ることとした。
2)大学院生 1 名の退学ついて審議・承認し、研究委員会に諮ることとした。
⑧第 8 回（令和元年 12 月 17 日） 出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：令和元年度修士課程の学位審査申請者（8 名）の申請資格を認め、令和元年度修士課程学位審査委員会の審査委
員（主査 1 名、副査 2 名）の候補者を選定し、研究科委員会に諮ることとした。
⑨第 9 回（令和 2 年 1 月 21 日） 出席者 6 人

欠席者 1 人

議事：1)令和 2 年度医科学専攻修士課程第 2 回募集入学試験について以下の審議をし、合否判定結果を研究科委員会へ
諮ることとした。
a) 募集人員若干名、志願者数 4 名（生体機能科学分野 2 名、生体医工学分野 1 名、理学療法学分野 1 名）
、受験
者数 4 名であった。
b)合格基準については、筆記試験で 60 点以上かつ面接試験で D 以下の評価がないことを合格の目安とし、総合的
に判定した。
c) 学力試験及び面接試験を総合判定し、4 名（生体機能科学分野 2 名、生体医工学分野 1 名、理学療法学分野
1 名)を合格候補者とする
⑩第 10 回（令和 2 年 2 月 4 日） 出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：1)修了予定者 8 名の履修状況について演習及び特別研究を含め修了要件を満たしていることが確認された。
2)学位審査委員会の審査結果について報告が行われ、1)の結果とも合わせて、修了予定者 8 名の修士課程修了お
よび学位（修士）の取得の要件を満たしていることを承認し、研究科委員会に諮ることとした。
⑪第 11 回（令和 2 年 3 月 10 日） 出席者 7 人

欠席者 0 人

議事：1)大学院生長期履修生申請（1 名）があり、審議・承認し、研究科委員会へ諮ることとした。
2)大学院生のティーチング・アシスタント申請(2 名) を審議・承認し、研究科委員会へ諮ることとした。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
1) 大学院修士課程への入学者数は昨年度より増加し、この数年は堅調に伸びている。特に、大学（学部）からの進学す
る学生が増加している、
2) ティーチング・アシスタントの申請者は、1,2 年合わせて 5 名であり、学生実験の補助を中心に教育者、研究者の養
育の場として有効に活用されている。
3) 大学院性に対する研究倫理の指導は、主に入学時のオリエンテーションを中心に行ってきた。
4) 研究は「中間発表会」
「研究発表会」を行うことで、学位審査が受けた 8 名は、学位審査前に十分な研究を進めるとと
もに、対外発表を行うなど質の高い研究結果を出して学位審査に合格し、修士課程を修了した。
5) 教員に対するＦＤは主に学部のＦＤとともに行う形で行ってきており、修士課程独自の取組は行ってきていない。
4－2．次年度計画
1) 入学者数は、在学生の進学希望者が年々増加するとともに、社会人の希望者も一定レベルで定着するなど堅調に伸び
ており、今後も継続してゆく。
2) ティーチング・アシスタントの内容を充実させるために、TA 向けの FD を計画し、試行を開始する。
3) 研究倫理の指導は、入学時に加えて、従来教職員向けの講演会を大学院生にも受講させ、充実させる。
4) 研究内容の一層の充実を図り、高度な研究・開発を遂行して、博士課程の人材育成ができる環境を充実させる．
5) 大学院独自のＦＤとして、基本的な e-learning の受講などにより、大学院教育のＦＤを充実させる。
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2．8）大学院看護学研究科修士課程運営委員会
1．構成員
野田智子（NODA,Tomoko）: 教授：看護学研究科運営委員長：代表指導教員：小児看護学：博士（任期：R2.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：：看護学研究科長：代表指導教員：地域活動看護学：博士（任期：R2.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）
：教授：医学教育センター選出委員：泌尿器腫瘍科：博士（任期：R2.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）
：教授：指導教員：ヒューマン・セクシュアルティ：修士（任期：R2.3.31）
大賀淳子（OGA, Junko）
：教授：代表指導教員：精神保健看護学：博士（任期：R2.3.31）
粟生田友子(AOHDA, Tomoko) ：教授：代表指導教員：成人看護学：博士（任期：R2.3.31）
山路真佐子(YAMAJI, Masako)：准教授：指導教員：地域活動看護学：博士（任期：R2.3.31）
小林由起子（KOBAYASHI, Yukiko)：准教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
１）第 1 回定例会議（平成 31 年 4 月 18 日）於：保健医療学部４階会議室
出席

7人

欠席

1人

議事：①平成 31 年度科目履修生の応募者なしと報告された。②平成 31 年度前期時間割の調整を行った。③平成 31 年度
研究計画発表会（M2）と新入生歓迎会進捗状況の報告があった。④個人情報を保管するための保管庫購入について
の報告があった。⑤平成 31 年度入学試験日程が提案され承認された。⑥平成 31 年度看護学研究科看護学専攻入学
者一覧、大学院関係各委員会の日程、看護学研究科修士課程の学位審査等の日程、看護学研究科修士課程学事運営
担当についての確認を行った。
２）第 2 回定例会議（令和元年 5 月 16 日）於：保健医療学部４階会議室
出席

7人

欠席

1人

議事：①大学院生の平成 30 年度単位取得状況及び令和元年度履修登録状況が報告された。②令和元年度実習演習予定に
ついて報告された。③第 14 条特例に伴うタクシーチケットの前期分の申請について報告された。④令和 2 年度学
生募集要項について、授業科目名及び CNS の説明書きなど、変更箇所の確認を行った。⑦大学院生より 6 階大学院
生室の共有パソコンにおいてメールができるようにしてほしいとの要望があり調整することとなった。
３）第 3 回定例会議（令和元年 6 月 20 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 8 人

欠席

なし

議事：①令和元年度の学生募集要項の配布先リストが確認された。②製本された学位論文の保管先の確認を行った。③6
階研究室への保管庫設置にともない、保管庫の運用についての確認を行った。④高度実践看護師共通科目の申請に
関する審査委員からのアドバイス内容が報告され、申請書記載における留意点が確認された。⑤令和元年度看護学
研究科入学試験マニュアルの確認を行い、英語の問題作成については学部英語担当教員に依頼することとなった。
⑥令和 2 年度看護学研究科履修要領について、高度専門看護師申請において単位数及び時間の記載が必要であるこ
とから、履修要領第 3 条の４項に追加することが承認された。また、入学前の既修得単位等の認定として、10 単位
を超えない範囲で履修したものとみなすことができることとし、研究科委員会へ諮ることとした。
４）第 4 回定例会議（令和元年 7 月 18 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 8 人

欠席

なし

議事：①令和 2 年度の看護学研究科学生募集要項の納品が報告された。②令和 2 年度看護学研究科履修要領について、
「講義科目、1 単位 15 時間、演習科目、1 単位 30 時間、実習科目 1 単位 45 時間とする。」
「第 5 条の入学前の既修
単位等の認定について、第 1 項にて本学入学前に履修した授業科目は 10 単位を超えない範囲で入学後、本研究科に
て修得したものとみなすことができる。
」
「第 2 項で本学入学前第 1 項に規定する学修を本学における授業科目の履
修とみなし単位を与えることができる。
」とすることが報告され承認された。③令和 2 年度学生募集要項の専門看護
師教育課程に関する説明について、精神看護は「38 単位専門看護師教育課程の認定を受ける予定」とし、がん看護
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は「認定申請を検討している」に変更したことが報告され承認された。④院生にパソコンを貸し出について、Windows
版統計解析ソフト SPSS を契約しているため、Mac 対応機種を使用している院生へのパソコン貸与が承認された。ま
た、次年度の新入生へは合格通知書送付時に、Mac 対応機種には統計解析ソフトの SPSS がインストールできない旨
の説明文を添付することが確認された。⑤令和 2 年度看護学研究科入学希望者 2 名の出願資格審査を行った。1 名は
承認、1 名については出願資格要件においての異議があり保留となった。現状に合わせ、資格審査要件について今後
検討することとなった。⑤令和 2 年度第 1 回入学試験志願状況について報告された。⑥平成 30 年度の看護学研究科
運営委員会の年報について説明があった。
５）第 5 回定例会議（令和元年 9 月 19 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 8 人

欠席

なし

議事：①授業評価アンケートの配布と令和元年度前期成績提出期間が報告された。②令和元年度の看護学研究科修了予
定者が報告された。③令和 2 年度第 1 回入学試験受験者 3 名の合否判定が確認され 3 名が合格候補者として承認さ
れた。また、出願者書類の確認を行った。④出願資格審査で保留であった 1 名について、研究科委員会で審議した
結果、今年度は従来通りの基準で審査することとし、出願資格が承認されたことが報告された。
６）第 6 回定例会議（令和元年 10 月 17 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 8 人

欠席

なし

議事：①令和元年度前期の単位取得状況及び履修登録が報告された。②学位審査書類は修了予定者に直接送付してい
る。このため、案内書「学位審査の手続きについて」に記載の「ホームページからダウンロードする」の一文は削
除することとなった。③令和元年度第 2 回入学試験日程についての確認を行った。④令和元年度研究発表会と研究
計画発表会の日時、担当者の確認を行った。⑤高度実践看護師教育課程認定申請についての途中経過の報告があっ
た。⑥文部科学省「学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について」の説明があり、
「3 ポリシー」の内容確認と、学位論文が満たすべき水準の公表方法については 11 月の運営委員会にて再度審議を
行うことになった。⑦第 14 条特例に伴うタクシーチケットの前期分の申請について報告された。
７）第 7 回定例会議（令和元年 11 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 7 人 欠席

1人

議事：①令和 2 年度シラバス作成について説明があった。②令和 2 年度大学院各委員会の日程が示され了承された。③
令和 2 年度学位審査日程が示され承認された。③令和 2 年度第 2 回出願資格審査人数について報告された。④令和
元年度研究発表会と研究計画発表会の進捗状況が報告された。⑤高度実践看護師教育課程認定申請は、補足及び指
摘事項を修正して提出したとの報告があった。⑥高度実践看護師教育課程認定申請にともない、次年度の授業科目・
担当教員と科目構成に変更が生じることが報告され承認された。日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程認
定機構の指摘に基づき臨床薬理学と病態生理学の担当に看護系教員を加え、精神保健看護学特論Ⅳを新設して精神
保健看護学演習Ⅳを削除した。⑦冨田幸江客員教授は、次年度も客員教授として看護継続教育論と基礎看護学演習
Ⅰ、Ⅱと看護管理学演習Ⅰ、Ⅱを担当するとの説明があり承認された。⑧修士論文審査基準について、特別・課題
研究論文共に、「学位審査での発表内容は、研究の内容を十分に伝えている」とした文章とすることで承認された。
⑨令和 2 年度の研究発表会、研究計画発表会の日時について検討を行い承認された。⑩「学校教育法施行規則及び
大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について」の 3 ポリシーの見直しについては特に意見はなく現行のま
まとすることが承認された。学位論文の基準の公表の義務化については、大学院案内へ記載することが承認された。
⑪大学機関別認証評価について説明があり、分担案が出され承認された。
８）第 8 回定例会議（令和元年 12 月 19 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 7 人 欠席

1人

議事：①令和 2 年度第 2 回入学試験の日程等が示され承認された。②大学機関別認証評価報告書追記「自己点検評価書」
の確認を行った。③大学機関別認証評価に係るアンケートについて、PDCA サイクルにおける修了および修了予定者
による評価項目、到達度評価、満足度についてのアンケートが必要となることが説明され、次回、審議することと
なった。また、対象学生として、平成 29 年度の修了生から行うことを確認した。④令和元年度学位論文審査担当者
について説明があり承認された。⑤今年 3 月に修了した安藤由美子さんの CNS 試験合格が報告された。⑥修了予定
者 6 名の単位取得状況が確認され、全員、学位審査の資格要件を満たしていることが承認され、研究科委員会へ諮
ることとした。⑦「修士論文審査に関する確認事項」について、審査に使用した論文等は研究科委員会修了後事務
が回収することと修正した。
「論文審査の結果の要旨」
「意見書」
「学位審査報告」について文言の修正を行った。⑧
学位審査の日程の主査または副査の業務及び審査の流れ、院生、教員、事務の日程及び業務の流れについて確認を
行い承認された。⑨研究発表会、研究計画発表会の抄録の事前配布について、事前に参加する教員に配布してほし
いとの要望があり、検討の結果、これまで通り指導教員のみ配布することとなった。⑩令和 3 年度大学院入学試験
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関連日程について説明があり、承認された。⑪4 月から保健医療学部倫理審査委員会と大学倫理審査委員会が統合さ
れることに伴い、書類提出締切日が早まること、申請者が大学院生から指導教員になることが報告された。
９）第 9 回定例会議（令和 2 年 1 月 16 日）於：保健医療学部４階会議室
出席 7 人

欠席

1人

議事：①シラバスチェックの方法について説明があった。②令和 2 年度第 2 回入学試験の合否判定について、出願者 6
名、受験者数 6 名、小論文及び面接の評価を確認し、研究科委員会へ諮ることとした。③令和 2 年度科目等履修生
募集要項について、開講科目と出願期間を確認し承認された。④修了者アンケート調査案について、
「マークシート
は使用せず、回答用紙を使用する」
「これまで受けてきた講義の表現を本学大学院で受けた講義に変更する」などの
意見があり、次回再検討することとなった。⑤修士論文審査基準の大学院案内掲載について説明があり、学位論文
に関するスケジュール及び年間の流れ等も掲載したほうが良いとの意見があり、次回検討することとなった。⑥令
和 3 年度の学生募集要項についての確認を行った。科目名の確認、注釈の文章等は高度実践看護師教育課程の認定
後、再度検討をする。出願資格の出願資格審査の審査基準について、
「査読のある学術雑誌への掲載、または、学会
の発表経験を有するもの、もしくはこれに準ずるもの」とする。奨学金と入学金についての説明を追記する。また、
本学部卒業生の最終学歴証明書の提出については事務にて検討することとなった。
10) 第 10 回定例会議（令和 2 年 2 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席

なし

議事：①日本看護系大学協議会の高度実践看護師教育課程、
「共通科目」
「精神看護」の認定が報告された。②令和元年
度修了予定者の学位審査論文が提出され、審査論文を研究科委員へ送付するとの報告があった。③2019 年度の大
学院案内の進捗状況について説明があった。④2019 年度前期授業開始日と履修登録の締切日が確認された。⑤学
位論文の製本について、印刷には事務で用意した上質紙を使用し、最終論文の締切日に事務へ 4 部提出することが
確認された。⑥令和元年度後期成績報告締切日が確認された。⑦令和 2 年度入学式と新入生ガイダンスと前期講義
開始日と締切日が確認された。⑧令和 2 年度入学試験に関わる構内立入規制について、各試験当日は終日構内立入
禁止、試験日前日は看護学研究科研究室と指導教員の研究室のみ使用可能とすることを確認した。⑨大学院修了生
アンケートについて前回の検討をもとに、一部文章の変更、回答は回答紙に記入することで承認され、研究科委員
会へ諮ることとなった。⑩学位論文の提出審査のスケジュール案について説明され、承認された。これにより、長
期履修生は 2 年生の 4 月に行っていた研究計画発表会を行わないこととなった。スケジュール案は次年度の大学院
案内に掲載することとした。⑪看護学専攻（修士課程）授業科目及び単位数の変更による、学則変更新旧対照表の
確認を行い、運営委員会にて承認され、研究科委員会へ諮ることとした。⑫看護学研究科の FD について、
「査読シ
ステムを知って論文投稿へつなげよう」をテーマとし、外部講師を招き講演及びグループワークを行うことなどが
報告された。⑬看護学研究科新入生ガイダンス及び 2,3 年生ガイダンスの流れと「学位（修士）申請論文作成・提
出・審査の手引き」についての確認を行った。⑭令和 3 年度学生募集要項について、専門科目の精神保健看護学領
域の科目名、注釈について一部変更、出願書類の成績証明書の掲載等について説明確認を行い承認された。⑮M2
鬼形有紀院生より、退学願が提出された旨の説明があり承認された。⑯令和 2 年度入学者予定者 2 名より「長期履
修生志願書」の提出があり、審議の結果承認され、研究科へ諮ることとなった。⑰CNS コース修了生のフォローア
ップ研修会について計画が説明された。⑱新入生の歓迎会と謝恩会の計画について報告された。
11) 第 11 回定例会議（令和 2 年 3 月 12 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席なし

議事：①令和 2 年度入学予定者 7 名について、分野領域及び指導教員の確認を行った。②2019 年度の時間割（通常版、
第 14 条特例版）の確認を行った。③川越クリニックの予約についての説明があった。④大学院学則第 27 条に規定
する学生の懲戒手続きに関する事項について確認を行った。⑤令和元年度修了生の単位取得について、6 名ともに
規程の単位取得がされているとの報告があった。⑥研究科委員会及び運営委員会の次年度の委員についての説明が
あり確認を行った。⑦研究科 FD 研究会と令和元年度の修了生謝恩会及び修了式は中止となった旨の報告があった。
修了式の中止に伴い、学位授与の日程・場所・方法について審議を行い、3 月 17 日（火）13:00 に日高キャンパス
の保健医療学部棟 1 階大会議室において、研究科長が授与することとなった。新型コロナ肺炎の感染リスクから、
、学
参加者は修了生、研究科長、運営委員長、指導教員のみとした。⑧令和 2 年度の大学院関係各委員会日程（案）
位審査等の日程（案）最終確認を行い承認された。⑨M1 田中哲也院生（地域活動看護学領域）より長期履修生志願
書の提出があり承認され、研究科委員会へ諮ることとした。⑩令和 2 年度入学者予定者 1 名より、長期履修生志願
書の提出があり承認され、研究科へ諮ることとした。⑪令和 2 年度の学事運営の役割担当者が提示され承認された。
⑫履修モデルの大学院案内掲載についての説明があり、共通科目の追加、授業科目名の変更、CNS コース認定に伴
う修了要件の単位数の確認を行い承認された。なお、長期履修生の履修モデルについては通常生と大幅な違いはな
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いので大学院案内へは掲載しないこととした。⑬大学院生フォローアップ研修に関する企画について、国際医療セ
ンター塩井看護師(大学院修了生)、玉木看護師(大学院修了生)に研修の計画・運営に加わってほしい旨の依頼をし、
事例検討を中心とした内容を考えている。3 月中の研修を検討していたが、新型コロナウイルス感染拡大により、4
月 25 日（土）の研究計画発表会を公開して参加していただき、発表会終了後に今後の研修会についての検討を含め
た会議を行いたいとの提案が示され、検討することとなった。⑭高度実践看護師教育課程（専門看護師）の認定証
が届き、事務にて保管しているとの報告があった。

４．自己評価と次年度計画
4-1.自己評価
１）今年度は、目標である日本看護系大学協議会の高度実践看護師教育課程 38 単位申請を行い、
「共通科目」
「精神看護」
ともに合格し、認定証を頂くことができた。また、高度実践看護師教育課程認定申請にともない下記の見直しと追加修
正を行うことができた。
・授業科目・担当教員と科目構成の変更と、看護学専攻（修士課程）授業科目及び単位数の変更を行った。
・履修要領第 3 条の４項に単位数及び時間を追加した。また、第 5 条の「入学前の既修単位等の認定」について、第 1
項にて「本学入学前に履修した授業科目は 10 単位を超えない範囲で入学後、本研究科にて修得したものとみなすことが
できる。
」また第 2 項で、
「本学入学前第 1 項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし単位を与えること
ができる。
」とした。
・大学院案内に共通科目の追加、授業科目名の変更、CNS コース認定に伴う修了要件の単位数の確認を行い履修モデル
の掲載を行った。
２）文部科学省の「学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について」により、下記の見
直しと追加を行うことができた。
・3 ポリシーの見直しを行い現行のままとした。学位論文の審査基準の公表の義務化については大学院案内に記載し対
応することとした。さらに、学位論文に関するスケジュール及び年間の流れ等も記載した。
３）学生募集要項の出願資格の出願資格審査の審査基準について見直しを行い、追加、修正を行うことができた。
・「査読のある学術雑誌への掲載、または、学会の発表経験を有するもの、もしくはこれに準ずるもの」とした。
・奨学金と入学金についての説明を追記した。
４）入学試験の運営について、入試問題作成マニュアルに沿い事務との連携のもと混乱なく運営することができた。ま
た、入試問題の作成についての検討を行い、英語の問題作成については学部の英語担当教員に依頼することになった。
５）研究計画発表会、研究発表会、論文審査についても、「学位論文（修士）作成･提出・審査の手引き」を活用し、滞
りなく進めることができた。
６）「修士論文審査に関する確認事項」についての見直しを行い、「論文審査の結果の要旨」「意見書」「学位審査報告」
について文言を整えることができた。
７）指導教員の変更があったが、9 回目修了生 6 名を輩出でき、目的に沿って看護学研究科の運営をすることができた。
８）大学機関別認証評価の準備として下記について実施することができた。
・PDCA サイクルにおける修了および修了予定者による評価項目、到達度評価、満足度についてのアンケートが必要とな
ることから、修了生アンケートを作成し、平成 29 年度の修了生から実施することができた。
９）個人情報を保管するための保管庫を購入することができ、保管庫の運用についての確認を行った。
10）
2020 年 3 月にがん看護学専攻の修了生である安藤由美子さんが、
がん看護の CNS 認定試験に合格することができた。
4-2.次年度計画
１）次年度は 7 名の入学者を迎え、6 名の修了生を輩出予定である。次年度も目的に沿った看護学研究科の運営を行っ
ていく。
２）大学機関別認証評価の認定を受ける。
３）今年度は CNS コース修了生のフォローアップ研修会について初めて企画した。しかし、新型コロナウイルスの感染
拡大により中止せざるを得なかった。次年度以降に再度企画していく。
４）今年度の看護学研究科の FD は、
「査読システムを知って論文投稿へつなげよう」をテーマに、外部講師を招き講演
及びグループワークを企画した。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により中止となった。次年度以降につなげて
いく。
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2．9）看護学研究科自己点検評価委員会
１．構成員
委員長

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：研究科長：教授：代表指導教員：地域活動看護学：博士(任期：R2.3.31)

委員

野田智子（NODA,Tomoko）: 教授：看護学研究科運営委員長：代表指導教員：小児看護学：博士（任期：R2.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）
：教授：医学教育センター選出委員：泌尿器腫瘍科：博士（任期：R2.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）
：教授：指導教員：ヒューマン・セクシュアルティ：修士（任期：R2.3.31）
大賀淳子（OGA, Junko）
：教授：代表指導教員：精神保健看護学：博士（任期：R2.3.31）
粟生田友子(AOHDA, Tomoko) ：教授：代表指導教員：成人看護学：博士（任期：R2.3.31）
山路真佐子(YAMAJI, Masako)：准教授：指導教員：地域活動看護学：博士（任期：R2.3.31）
小林由起子（KOBAYASHI, Yukiko)：准教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士（任期：R2.3.31）

２．目的
看護学研究科自己点検・評価委員会は、埼玉医科大学大学院看護学研究科における自己点検・評価を行うことを目的と
する。

３．活動報告
①第 1 回定例会議（令和元年 5 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室
議事：①平成 30 年度「学生による授業評価」集計結果の報告

出席 7 人

欠席 1 人

②平成 30 年度教員表彰対象者 3 名の決定

③教員表彰

の対象者について、評価年度に専任教員の場合は現時点の客員教員も対象とすることを決定
②第 2 回定例会議（令和元年 10 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室
議事：①委員会規則の確認

出席 8 人

欠席なし

②「学生による授業評価」の関する申し合わせ事項として、アンケートの点数化の方法を

再検討し、a～f の回答を 1～6 点で配点することとした。

③「学生による授業評価」の質問等を見直し、文言を統一

するなどの修正を行った。
③第 3 回定例会議（令和 2 年 2 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 8 人

欠席なし

議事：①今年度の「学生による授業評価」の内容を決定

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
看護学研究科自己点検・評価委員会は、その目的に沿って円滑に運営することができたと考える。
「学生による授業評価」に基づき、高得点者に教員表彰を行い、教員にフィードバックすることにより、教員の教育へ
の意欲の維持向上に努めることができた。アンケートの結果は委員会内で公表し、得点の低い項目について、その原因や
改善点について検討した。アンケートについては毎年度見直しており、今年度も質問内容だけでなく点数化の方法を改正
した。
4－2．次年度計画
次年度は、大学機関別認証評価に必要な自己点検評価書の作成に協力し審査に備える。
「学生による授業評価」アンケー
トの提出が少ないので、特に例年少ない修了学年の学生への呼びかけを強化する。アンケートの結果の公表は研究科委員
会で行っているが、学生への公表方法を検討する。

0148

3．1）教員代表者会議
１．構成員（任期 H31.4.1～R2.3.31）
（第516回：H31.4月～第526回：R2.3月）
議長：村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第2条1号～12号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長
松下
森

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副学長
茂久（MORI, Shigehisa）
：副学長

※木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：副学長
高橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）
：副医学部長
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）：副医学部長

岡田 浩一（OKADA, Hirokazu）
：副医学部長
小山政史（OYAMA, Masafumi）
：副医学部長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：副医学部長
山田健人（YAMADA, Taketo）
：医学部長補佐
林

健（HAYASHI, Takeshi）
：医学部長補佐

吉益晴夫（YOSHIMASU, Haruo）
：医学部長補佐
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：医学部長補佐
織田弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院病院長
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター病院長
：かわごえクリニック院長（7月まで）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：かわごえクリニック院長（8月から）
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：図書館長

伊藤彰紀（ITO, Akinori）
：学生部長
※森

茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：医学研究センター長
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：国際交流センター長
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター所長
◇教育組織

医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第2条13号構成員）

※森

茂久（MORI, Shigehisa）：教育主任部門長

※森

茂久（MORI, Shigehisa）：卒前医学教育部門長

※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：卒後医学教育部門長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：教育情報部門長
※森

茂久（MORI, Shigehisa）：ＦＤ部門長

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：教養教育部門長
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：卒前医学教育部門 カリキュラム室長
※林

健（HAYASHI, Takeshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：卒前医学教育部門
長坂

浩（NAGASAKA, Hiroshi）：卒前医学教育部門

学生支援室長

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

調査解析室長

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

亀井美登里（KAMEI, Midori）
：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教育主任部門選出者

0149

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教育主任部門選出者
◇研究組織

医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第2条14号構成員）

海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：研究主任部門長
坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門長

三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：安全管理部門長
※片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：フェローシップ部門長
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門長
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センターブランチ長
※海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：国際医療センターブランチ長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第2条15号構成員）

○大学病院
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科
市岡

滋（ICHIOKA, Shigeru）
：院長補佐,形成外科

島田

朗（SHIMADA, Akira）
：内分泌内科・糖尿病内科

山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）
：神経内科
松尾幸治（MATHUO, Koji）
：神経精神科
門野夕峰（KADONO, Yuho）
：整形外科
篠田

啓（SHINODA, Kei）
：眼科

○総合医療センター
野村恭一（NOMURA, Kyouichi）
：副病院長
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：副病院長
松居

徹（MATSUI, Toru）
：副病院長

石田秀行（ISHIDA, Masahiro）
：院長補佐
別宮好文（BEKKU, Yoshifumi）:院長補佐
澤野
關

誠（SAWANO, Makoto）
：高度救命救急センター長
博之（SEKI, Hiroyuki）
：総合周産期母子医療センター長

○国際医療センター
：副院長
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）
川井信孝（KAWAI, Nobutaka）
：副院長
岡本光順（OKAMOTO, Koujyun）
：副院長
栗田浩樹（KURITA, Hiroki）
：副院長
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：院長補佐

牧田

茂（MAKITA, Shigeru）
：院長補佐

光武耕太郎（MITSUTAKE, Koutaro）
：院長補佐
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第2条16号構成員）
棚橋 紀夫（TANAHASHI,Norio）専務理事
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：常務理事

渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：生理学
高田

綾（TAKADA, Aya）
：法医学

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学

永田

真（NAGATA, Makoto）
：呼吸器内科

中山英人（NAKAYAMA, Hideto）
：麻酔科
大竹

明（OHTAKE, Akira）
：倫理審査委員会委員長

藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）:COI管理委員会委員長
冨谷智明（TOMIYA, Tomoaki）
：教職員・学生健康推進センター長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：アドミッションセンター長
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：リサーチアドミニストレーションセンター
村上

孝（MURAKAMI, Takashi）：微生物学

小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：特定研究審査委員会委員長
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部長
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構成員

73名（※重複者）

◇オブザーバー
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副理事長
◇大学事務部
江口幹也（EGUCHI, Mikiya）:大学事務部 次長
下田裕子（SHIMODA, Yuko）
：庶務課 課長
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
：庶務課 主任
細田さなえ（HOSODA, Sanae）
：庶務課員
佐國真紀（SAKUNI, Maki）
：庶務課員
村田正樹（MURATA, Masaki）
：入試課 課長
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）
：学務課 課長
◇総務部
内田尚男（UCHIDA, Hisao）
：総務部長

２．目的
平成18年度より施行された医学部の新たな教員組織にともない構成された医学部の最高審議機関として機能する会議で
ある。すなわち、この教員代表者会議は、学校教育法及び同施行規則の定めによる「教授会」に相当する機能を果たすも
のであり、医学部の教育と研究に関する重要な事項を審議することを目的としている。したがって、構成員は役職指定者
のみならず、教育組織、研究組織、診療組織からも、およそ3：1：3の割合で、それぞれを担う代表の教員が構成員とし
て選出されており、役職指定者と併せ、約70名となる。

３．活動報告
◇定期開催
・第516回： 4月19日（金）出席者57名
・第517回： 5月24日（金）出席者52名
・第518回： 6月28日（金）出席者56名
・第519回： 7月19日（金）出席者59名
・第520回： 9月20日（金）出席者62名
・第521回：10月25日（金）出席者57名
・第522回：11月29日（金）出席者56名
・第523回：12月20日（金）出席者57名
・第524回： 1月24日（金）出席者56名
・第525回： 2月28日（金）出席者60名
・第526回： 3月27日（金）出席者63名
◇臨時開催
・令和元年度 医学部6年生卒業仮内定判定
11月28日（木）出席者71名（委任状出席者48名）
・令和2年度医学部推薦入学試験、帰国生入学試験の合否判定
12月4日（水）出席者66名（委任状出席者42名）
・令和元年度 医学部6年生第2回卒業本内定判定、令和元年度 医学部4年生スチューデントドクター認定
1月16日（木）出席者72名（委任状出席者52名）
・令和2年度医学部入学試験前期1次試験の合否判定
1月30日（水）出席者72名（委任状出席者51名）
・令和2年度医学部一般入学試験(前期)2次試験の合否判定
2月6日（木）出席者72名（委任状出席者49名）
・令和2年度医学部入学試験後期1次試験の合否判定
2月20日（木）出席者70名（委任状出席者52名）
・令和2年度医学部一般入学試験後期2次試験の合否判定、令和2年度大学入試センター試験利用入学試験1次試験の合否判定
2月27日（水）出席者71名（委任状出席者48名）
・令和2年度大学入試センター試験利用入学試験2次試験合否判定について
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3月12日（水）出席者71名（委任状出席者46名）
・令和2年度医学部1年生から5年生の進級判定について
3月18日（水）出席者66名（委任状出席者37名）
◇開催回数
定期開催：11 回

平均 58名

臨時開催：9 回

平均 70名（委任状平均47名）

合

平均 63名

計：20回

◇議事内容
本会議では、教育、研究、大学院、診療（大学病院・総合医療センター・国際医療センター・かわごえクリニッ
ク）各施設からの報告と審議、各種委員会報告、人事の報告や大学全体の基本的方向性やあり方に関する議論を行う
場として機能している。すなわち、議事は以下に示すような形態を原則として進行する。
1）教育等
（1）医学教育センター報告
（2）医療人育成支援センター報告
（3）自己点検・評価委員会報告
（4）学生部報告
（5）喫煙問題検討委員会報告
2）研究等
（1）医学研究センター報告
（2）リサーチアドミニストレーションセンター報告
（3）埼玉医科大学臨床研究審査委員会報告
（4）倫理委員会報告
（5））COI管理委員会報告
（6）研究医養成プログラム運営委員会報告
（7）環境安全委員会報告
（8）グラント選考委員会報告
（9）研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会報告
（10）オール埼玉医大研究の日運営会議
3）大学院・国際化推進等
（1）医学研究科委員会報告
（2）国際化推進（教育・研究）報告
（3）国際交流センター報告
4）診療等
（1）大学病院報告
（2）総合医療センター報告
（3）国際医療センター報告
（4）かわごえクリニック報告
5）その他の組織、センター、委員会等
（1）入試委員会報告
（2）図書館報告
（3）ゲノム医学研究センター報告
（4）アドミッションセンター報告
（5）情報技術支援推進センター報告
（6）教職員・学生健康推進センター報告
（7）ＩＲセンター報告
（8）各種委員会等報告
（地域枠医学生奨学金運営委員会、GID医学・医療推進委員会、寄附研究部門設置委員会、キャンパス整備委員会）
（9）教員組織運営会議報告
（10）学長・医学部長報告
（11）人事報告（教員人事委員会報告等）
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４．評価と次年度目標
4-1.今年度の自己評価
本会議では、教育組織、研究組織、診療組織の 3 つの組織間で情報を共有しながら、共通認識をもって学事が審議、決
定される仕組みが構築されており、今年度は、令和２年 10 月受審予定の大学機関別認証評価ならびに令和３年受審予定の
医学教育分野別認証評価に対応すべく、IR センターを中心に現状の分析と PDCA を伴う質保証の実現のための体制整備と
規則整備を持続して行ってきた。また、常に教育現場からの問題点の指摘と対応を基礎臨床の双方において継続している。
これらの議事内容は大学全体に伝達されるよう、3 病院の診療部長会において報告し、また、議事要約として平成 20 年 4
月開催分より学内ホームページにおいて公開されている。よって十分な進捗のあった年度と言えよう。
4-2.来年度の目標
次年度以降も教員代表者会議が目的に添って適切に機能すべく、構成員の選出や審議形態等の運営方法など、常に点
検・評価されて行かなければならない。特に年度末より深刻化しているCOVID-19 感染拡大が収束する気配を見せない状
況において、全学的な方針のもと医学部に特化した問題については臨機応変の解決をすべく果断に対応して行くことが、
今後大学の中長期的未来への禍根を残さないために必須であろう。
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3．2）医学部教員組織運営会議
１．構成員（任期：H30.4.1～R2.3.31）
委員長

村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長

委

別所 正美（BESSHO，Masami）
：学長

員

吉本 信雄（YOSHIMOTO，Nobuo）：副理事長
棚橋 紀夫（TANAHASHI，Norio）：専務理事
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：常務理事

土田 哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）
：副学長
松下

祥（MATSUSHITA, Shou）
：副学長・医学研究センター長

木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長・医学研究科長
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：副学長・医学教育センター長

高橋 健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長
篠塚

望（SHINODUKA, Nozomi）：副医学部長

岡田 浩一（OKADA, Hirokazu）
：副医学部長
小山 政史（OYAMA, Masafumi）
：副医学部長
織田 弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院病院長
三村 俊英（MIMURA, Toshihide）
：大学病院院長代理
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）
：総合医療センター病院長

松居

徹（MATSUI, Toru）
：総合医療センター副院長

佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター病院長
鈴木 孝明（SUZUKI，Takaaki）
：国際医療センター副院長
伊藤 彰紀（ITO，Akinori）:学生部長
片桐
※

岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：医学研究センター長

医学部長、副医学部長、各診療施設の病院長、同副院長（各１名）
、医学教育センター長、医学研究センター長、
その他医学部長が必要と認めた者

２．目 的
本委員会は、埼玉医科大学医学部教員組織運営会議規則第 1 条の規程に基づき、医学部教員代表者会議の円滑な運
営に資することを目的とする。教員代表者会議の構成員のうち、各組織の代表者等による会議で、教育・研究・診療
各組織の連携に向けての基本方針を定めるとともに教員人事委員会の要請に基づいて人事に関する審議を行う。
(1) 各組織の状況について、共通の認識を持つ。
(2) 共通する課題の解決、方向性の基本を協議する。
(3) 教員人事委員会の要請により教授等候補者資格審査委員会を設置する。教員代表者会議の委嘱を受け、教授
および准教授の資格・職位審査を行う審査委員を選出する。
(4) 職位の変更に関する申請を受け、協議する。その後、結果を教員人事委員会に報告し、承認を得る。
(5) 教員人事委員会の要請により、講師の資格と職位の審査を行い、その結果を教員人事委員会に報告する。

３．活動報告
（1）開催日（令和元年度）
第 212 回

定例会議（平成 31 年 4 月 16 日） 大学院講義室 出席 20 欠席 1

第 213 回

定例会議（令和元年 5 月 21 日） 大学院講義室

第 214 回

定例会議（令和元年 6 月 11 日） 大学院講義室 出席 20 欠席 1

出席 19 欠席 2

第 215 回

定例会議（令和元年 7 月 16 日） 大学院講義室

出席 20 欠席 1

第 216 回

定例会議（令和元年 9 月 17 日） 大学院講義室

出席 19 欠席 2

第 217 回

定例会議（令和元年 10 月 15 日）大学院講義室

出席 21 欠席 0

第 218 回

定例会議（令和元年 11 月 19 日）大学院講義室

出席 17 欠席 4

第 219 回

定例会議（令和元年 12 月 17 日）大学院講義室

出席 20 欠席 1
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第 220 回

定例会議（令和 2 年 1 月 21 日） 大学院講義室

出席 21 欠席 0

第 221 回

定例会議（令和 2 年 2 月 25 日） 大学院講義室

出席 18 欠席 3

第 222 回

定例会議（令和 2 年 3 月 17 日） 本部棟 2 階会議室 出席 21 欠席 0

以上、11 回の定例会議の開催
（2）主な活動内容（議事内容）：
◇第 212 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・役職者について
・非常勤医師 3 類の取り扱いについて
・学校法人埼玉医科大学 FD・SD 統括委員会委員の委嘱と会議日程について
・平成 31 年度

学外兼業許可願の提出について

・大学病院の組織図について
・教員の配置転換、兼担発令、職位変更について
・医学教育センターの人事について
・第 514 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 419 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・教員組織運営会議構成員について
・教員代表者会議構成員について
・2019 年度「研究マインド支援グラント共通部門」募集について
・2019 年度「学内グラント」募集について
・2019 年度科研費秋公募統計報告について
・特定臨床研究推進センター（臨床研究審査委員会事務局）移転について
・第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウムのお知らせについて
・平成 30 年度私立大学等改革総合支援事業の選定状況について
・第 30 回日本医学会総会、全国大学別登録数について
・2019 年度入学試験結果について
・2020 年度入学試験日程について
・オープンキャンパスについて
・教員組織運営会議日程の変更（6 月）について
◇第 213 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・役職者について
・退職者について
・教員の配置転換、兼担発令、職位変更について
・年次有給休暇の取得について
・研修医の時間外勤務について
・医学部教授・教員総会次第（案）について
・研究マインド支援グラント「両学部における共通部門」審査について
・第 515 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 420 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・第 22 回 日本の Mayo Clinic を目指す会 全体集会 プログラムについて
・医学教育分野別評価受審準備委員会の設置について
・臨床研究法に基づく技術専門員、技術専門員候補登録票について
・令和元年度新任教員 FD 開催について
・医学研究科委員会構成員について
・大学院科目責任者等代表指導教員交代について
・医学部長基本学科、3 病院診療科等の英語表記について
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◇第 214 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・国際医療センターの基本学科について
・教員の配置転換、兼担発令、職位変更について
・退職者について
・平成 30 年度 研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金本審査について
・第 516 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 421 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・医学部基本学科、3 病院診療科等の英語表記について
・令和元年度 私立大学等経常費補助金について
・令和元年度 研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金 募集要項について
・令和元年度 公的研究費に係る説明会開催について
・研究倫理向上 APRIN ｅ-ラーニングの実施について
・令和元年度 医学部 教授･教員総会について
・令和元年度 夏季の節電･省エネ対策への協力について
◇第 215 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・教員職位の英語表記について
・大学病院、かわごえクリニックの役職者について
・将来構想タスクフォースについて
・教員の兼担発令、職位変更について
・非常勤講師等 所属追加登録申請書について
・第 23 回日本のメーヨークリニックを目指す会全体集会について
・第 517 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 422 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・グラント選考委員会議事録(案)、平成 30 年度学内グラント受賞者について
・研究マインド支援グラント（若手限定）募集要項について
・学内グラント成果発表会について
・令和 2 年度 文科省科研費申請書作成の講習会について
・大学院の入試日程について
・第 12 回 IR センター運営会議 議事録案について
・新教育実習棟の名称について
・大村智先生特別講演について
・医学部基本学科、3 病院診療科等の英語表記について
・医学部定員増の予定について
・オープンキャンパスについて
・医学部教授・教員総会について
・第 30 回日本医学会総会の最終参加者数について
・ゲノム医学研究センターのあり方について
◇第 216 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・役職者について
・ゲノム医学研究センターの今後の在り方について
・教員の配置転換、兼担発令、職位変更について
・教員人事書類記入上の注意について
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・第 518 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 423 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・研究マインド支援グラント（若手限定）採択者について
・RA センター構成員について
・文科省科研費申請書作成の講習会、実施報告について
・研究倫理教育ｅ-ラーニングについて
・2019 年度大学院の代表指導教員の交代について
・カリキュラム評価委員会委員について
・第 9 回医学教育フォーラムについて
・2019 年度 埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者追加について
・オープンキャンパス参加者について
・入試委員会報告について
・教授・教員総会アンケート集計結果について
・第 23 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会プログラム(案)について
◇第 217 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・教員職位の英語表記について
・ゲノム医学研究センター基本学科の変更について（医学部・大学院）
・社会医学担当教員候補者の公募について
・教員の配置転換・職位変更について
・退職者について
・第 519 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 424 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・化学物質管理に関する説明会について
・公的研究費に係る説明会（コンプライアンス教育）の受講について
・研究倫理教育 APRIN e ラーニングの実施について
・大学機関別認証評価受審のための学内研修会について
・令和元年度 大学院生学生数について
・令和元年度 医学部・保健医療学部 合同教授・教員総会次第(案)について
◇第 218 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・教員の兼担発令・職位変更について
・退職者について
・年次有給休暇の取得状況について
・令和 2 年度各組織の主要会議等日程（案）について
・第 520 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 425 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・医学部推薦入試について
・大学院入試日程について
・安全保障貿易管理 経産省資料抜粋、学校法人埼玉医科大学安全保障輸出管理規則について
・労働安全衛生法に基づく研究用化学物質管理のお願い、化学物質説明会に
・2019 コンプライアンス教育受講状況について
◇第 219 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
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ついて

・役職者の任期について
・国際医療センター画像診断科担当教員候補者の公募について
・教員の兼担発令・職位変更について
・退職者について
・令和 2 年度 非常勤教員・非常勤医師の更新および新規採用手続きについて
・出向のため退職していた者が復職する場合の採用書類について
・第 521 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 426 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・平成 30 年度 研究マインド支援グラント使途変更願いについて
・コンプライアンス教育受講状況について
・大学倫理審査委員会と保健医療学部倫理審査委員会統合に関する協議について
・研究に関する男女共同参画ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査について
・医学部推薦入試について
・第 24 回 Mayo を目指す会全体集会プログラム（案）について
・医学部・保健医療学部合同教授総会について
・令和 2 年度 教員組織運営会議日程について
◇第 220 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員の採用について
・ゲノム医学研究センターについて
・社会医学担当教員公募について
・教員の配置転換・兼担発令・職位変更について
・来年度の教員職位の確認について
・第 522 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 427 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・令和 2 年度 文部科学省科学研究費 資格別応募件数、科研費の採択率向上に向けた
・新たなアドバイザー制度について
・コンプライアンス教育見受講者に対する研究者資格停止について
・公的研究費応募資格返納届について
・特定臨床研究センター活動報告、埼玉医科大学臨床研究審査委員会開催日程について
・倫理審査委員会統合に関する協議について
・医学部・保健医療学部合同教授総会アンケート集計結果について
・医学部関連会議・委員会一覧の確認について
・2020 年度 会議日程について
◇第 221 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・客員教員の採用について
・大学病院長の選考及び候補者推薦について
・教員の兼担発令・職位変更について
・教員任期（5 年）満了者の再任手続きについて
・出向時の手続き書類について
・保健医療学部の組織について
・第 523 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 428 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・第 54 回 RA センター運営会議議事録について
・研究公正遵守誓約書（応募資格の回復）について
・大学倫理審査委員会と保健医療学部倫理審査委員会統合に関する周知について
・倫理審査における教育コンテンツの統一に関する提案について
・H30 産学連携実施状況特許関係実績ランキングについて

0158

・リサーチアドミニストレーションセンターの業務再編について
・リサーチアドミニストレーションセンター構成員について
・医学部一般入試（後期）1 次・2 次試験の概要について
・第 20 回 学内グラント受賞者成果発表会プログラムについて
・第 43 回医学部卒業式（3 月 14 日 9：30）,謝恩会（16：00 川越プリンス）について
・博士課程 学位記授与式（3 月 28 日 12:45）について
・第 14 回スチューデントドクター認定式（3 月 28 日 13:00）について
・第 49 回医学部入学式（4 月 6 日 13:00）について
◇第 222 回

定例会議

・資格審査委員の選出について
・講師任用について
・客員教員、特任教員の採用について
・役職者について
・令和 2 年度 特任教員について
・教員の兼担発令・配置転換・職位変更について
・退職者について
・学校法人埼玉医科大学が指定する出向先の取り扱いについて
・資格審査に関する基準について
・第 524 回 教員代表者会議 議事要約について
・第 429 回 大学院医学研究科委員会 議事要約について
・研究の日企画（案）
、第１回研究の日趣旨説明について
・第 55 回 RA センター運営会議議事録案について
・文科省競争的資金調整室からの研究費不正使用に関する注意喚起
・ゲノム基礎医学、ゲノム応用医学の英語表記について
・令和 2 年度 教員組織運営会議構成員について
・令和 2 年度 教員代表者会議構成員について
・コロナウィルス関連による医学部の対応について
・センター試験利用入試の概要について
・医師国家試験報告について

４．自己評価と次年度計画
4-1．今年度の自己評価
上記に示したように、教育・研究・診療における様々な問題に対応し、検討を行った。教員の採用については、教員
人事委員会と綿密な関係を維持しつつ、公募を含めた多くの教員の採用、昇格について審議し、資格審査結果の報告等
を行った。教員選考に関わる問題を中心として、医学部が直面する課題や緊急に対応が必要な問題と学事に関わる人事
等の基本方針や原則を協議する場として良好な運営ができたと評価している。
4-2．次年度の目標
今後も教育，研究，診療等に係る諸問題を協議し、教員人事委員会、教員代表者会議等に答申、上程、報告等を行い、
本会議の運営を図っていきたいと考えている。
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3．3）医学部自己点検評価委員会
１．構成員（任期：H30.4.1～R2.3.31）
委員長

村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長

委

別所 正美（BESSHO，Masami）
：学長

員

吉本 信雄（YOSHIMOTO，Nobuo）：副理事長
棚橋 紀夫（TANAHASHI，Norio）：専務理事
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：常務理事

土田 哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）
：副学長
松下

祥（MATSUSHITA, Shou）
：副学長・医学研究センター長

木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）：副学長・医学研究科長
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：副学長・医学教育センター長

高橋 健夫（TAKAHASHI, Takeo）：副医学部長
篠塚

望（SHINODUKA, Nozomi）：副医学部長

岡田 浩一（OKADA, Hirokazu）
：副医学部長
小山 政史（OYAMA, Masafumi）
：副医学部長
織田 弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院病院長
三村 俊英（MIMURA, Toshihide）
：大学病院院長代理
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）
：総合医療センター病院長

松居

徹（MATSUI, Toru）
：総合医療センター副院長

佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター病院長
鈴木 孝明（SUZUKI，Takaaki）
：国際医療センター副院長
伊藤 彰紀（ITO，Akinori）:学生部長

※

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：医学研究センター長

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）
：IR センター長(自己点検評価委員会、12 月より)

医学部長、副医学部長、学長、副学長、各診療施設の病院長、同副院長（各１名）、医学教育センター長、医学

研究センター長、その他委員会が必要と認める者

２．目 的
埼玉医科大学自己点検・評価委員会規則第１条の目的達成のため、医学部における必要な点検評価を自らが行うた
め、自己点検・評価に係わる様々な事項について審議を行う。大学年報（自己点検・評価報告書）は、
「自己点検・評
価の実施」を形にしたものであり、その提出に係わる依頼等についても本委員会で審議し承認した上で実施されてい
る。

３．活動報告
（1）開催日（令和元年度）
第1回

定例会議（平成 31 年 4 月 16 日） 大学院講義室

第2回

定例会議（令和元年 5 月 21 日） 大学院講義室

出席 20 欠席 1
出席 19 欠席 2

第3回

定例会議（令和元年 6 月 11 日） 大学院講義室

出席 20 欠席 1

第4回

定例会議（令和元年 7 月 16 日） 大学院講義室

出席 20 欠席 1

第5回

定例会議（令和元年 9 月 17 日） 大学院講義室 出席 19 欠席 2

第6回

定例会議（令和元年 10 月 15 日）大学院講義室 出席 21 欠席 0

第7回

定例会議（令和元年 11 月 19 日）大学院講義室 出席 17 欠席 4

第8回

定例会議（令和元年 12 月 17 日）大学院講義室

第9回

定例会議（令和 2 年 1 月 21 日） 大学院講義室 出席 22 欠席 0

出席 21 欠席 1

第 10 回

定例会議（令和 2 年 2 月 25 日） 大学院講義室

第 11 回

定例会議（令和 2 年 3 月 17 日） 本部棟 2 階会議室 出席 22 欠席 0

以上、11 回の定例会議の開催
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出席 19 欠席 3

（2）主な活動内容（議事内容）：
◇第 1 回 定例会議
・埼玉医科大学特別栄誉教授授与規則の新設について
・埼玉医科大学特定認定再生医療等委員会規則の廃止について
◇第 2 回 定例会議
・埼玉医科大学医学部カリキュラム評価委員会規則の改正について
・「大学年報（自己点検・評価報告書）
」等の原稿提出について
◇第 3 回 定例会議
・医学部教員の人事考課実施について
◇第 4 回 定例会議
・年報の進捗状況について
◇第 5 回 定例会議
・年報の進捗状況について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センター組織図の改正について
・埼玉医科大学医学部組織図の改正について
・埼玉医科大学大学院組織図の改正について
・埼玉医科大学大学院学則の改正について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センター規程の改正について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センター運営委員会規則の廃止について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則の廃止について
・埼玉医科大学の教員の任期に関する規定(の改正について
・埼玉医科大学研究ブランディング推進委員会運営規則の廃止について
◇第 6 回

定例会議

・学校法人埼玉医科大学臨床研究審査委員会規則の改正について
・埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会規則の改正について
・大学病院の運営方針に係るヒアリング通知について
◇第 7 回

定例会議

・平成 30 年度 教員人事考課の提出状況について
・学校法人埼玉医科大学公的研究費の管理・監査体制要領の改正について
・埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程の改正について
・埼玉医科大学医学部特別待遇奨学生規程の改正について
・年報の進捗状況について
◇第 8 回

定例会議

・教員任期終了者の再任手続きについて
・IR センター報告
・埼玉医科大学非常勤講師等に関する規則の変更とそれに伴う手続きについて
・教育・研究、診療連携会議規則の変更について
・年報の進捗状況について
◇第 9 回

定例会議

・IR センター報告
・年報の進捗状況について
◇第 10 回

定例会議

・IR センター報告
・令和元年度埼玉医科大学医学部卒業時満足度調査結果について
・埼玉医科大学医学部卒後教育委員会運営規則の新設について
・埼玉医科大学大学院 医学研究科入学試験等委員会規則の新設について
・埼玉医科大学学位規則の改正について
・埼玉医科大学学位規則のうち博士に関する運用細則の改正について
・埼玉医科大学大学院ティーチング・アシスタント取扱要領の改正について
・学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程の改正について
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・埼玉医科大学研究支援管理ｅラーニング運営規則の改正について
・埼玉医科大学医学研究センター規程の改正について
・埼玉医科大学国際交流センター規程の改正について
・埼玉医科大学医学部カリキュラム委員会規則の改正について
・埼玉医科大学医学部カリキュラム評価委員会規則の改正について
・埼玉医科大学医学部教員選考に関わる資格審査委員会規則の改正について
・研究環境に関する満足度調査の実施について
・年報の進捗状況について
◇第 11 回

定例会議

・IR センター報告
・第 17 回 IR センター運営会議議事録（案）
・入試区分の再試数、留年者数について
・埼玉医科大学医学部の卒前医学教育に関するアンケート調査について
・学則の改正について
・埼玉医科大学ポリシー等策定委員会運営規則の新設について
・埼玉医科大学大学運営会議規則の改正について
・(学長裁定)埼玉医科大学副学長の職務に関する事項の改正について
・埼玉医科大学学則第 29 条及び埼玉医科大学大学院学則第 27 条に規定する学生の懲戒の手続きに関する事項の制
定について
・研究環境に関する満足度調査結果について
・平成 30 年度年報、自己点検・評価について
・令和 2 年度 医学部自己点検・評価委員会構成員について

４．自己評価と次年度計画
4-1．今年度の自己評価
自己点検評価委員会では、諸規程の見直し、教員人事考課、教学マネジメント体制の整備等についても様々な点検と
評価を実施した。中でも令和２年 10 月受審予定の大学機関別認証評価ならびに令和３年受審予定の医学教育分野別認証
評価に対応すべく、12 月より IR センターが参加して定期的な報告を行うようになり、教育・研究・診療３領域の医学
部全体の現状分析が高度に組織化したと言える。
4-2．次年度の目標
各基本学科、各センター組織、委員会・会議等自らが行う「自己点検・評価の実施」を基に大学年報（自己点検・評
価報告書）を作成した上で内容的にも充実させ、教員組織運営会議同様、今後さらに本委員会の学内での意義を高める
べく運営を図っていきたいと考えている。
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3．4）医学部学生部委員会
１．構成員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

伊藤
藤巻
野村
新津
黒川
向田
松尾
柴﨑
藤田
山崎
中平

委 員 清水
委 員 内田
委 員 岡野
委 員 江口
委 員 近藤
委 員 馬場
委 員 保坂
オブザーバー
オブザーバー

彰紀（ITOH, Akinori）
：学生部長・神経耳科:教授(任期: R2.3.31)
高光 (FUJIMAKI, TAKAMITSU):脳神経外科：教授(任期: R2.3.31)
恭一（NOMURA, Kyoichi）
：総合医療センター神経内科：教授(任期: R2.3.31)
守（NIITSU，Mamoru）放射線科：教授（任期: R2.3.31）
理樹（KUROKAWA, Riki）
：ゲノム医学研究センター：教授 (任期: R2.3.31)
寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）
：教養教育：教授（任期: R2.3.31）
幸治（MATSUO,Koji）
：神経精神科・心療内科：教授（任期: R2.3.31）
智美（SHIBAZAKI, Tomomi）
：社会医学：准教授 (任期: R2.3.31)
恵子 (FUJITA, Keiko):解剖学:准教授(任期: R2.3.31)
芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：教養教育：准教授(任期: R2.3.31)
健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：教養教育：准教授(任期: R2.3.31)
委 員 石橋 敬一郎（ISHIBASHI,Keiichiro）
：医学教育センター：准教授(任期: R1.6.1～R2.3.31)
正雄（SHIMIZU, Masao）
：健康管理センター：講師(任期: R2.3.31)
和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部:部長(任期: R2.3.31)
弘（OKANO, Hiroshi）
：大学事務部:参与(任期: R2.3.31)
幹也（EGUCHI, Mikiya）
：大学事務部:次長(任期: R2.3.31)
有寛（KONDO，Arihiro）
：大学事務部医学部事務室(任期: R1.6.30)
菜穂（BABA，Nao）
：大学事務部医学部事務室(任期: R2.3.31)
雄一郎（HOSAKA，Yuichiro）
：大学事務部医学部事務室(任期: R2.3.31)
森 茂久 (MORI, Shigehisa):医学教育センター：教授（任期：R2.3.31）
稲葉 宗通（INABA, Munemichi）
：医学部同窓会（任期：R2.3.31）

２．目的
本委員会は埼玉医科大学医学部学生部委員会規則第 2 条に則り、学生生活の充実向上を目的とする。

３．活動報告
①第 1 回（平成 31 年 4 月 12 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 16 名 欠席 7 名
議事：薬物に関する注意喚起について，SNS 上の非公式団体への対応について，アイスホッケー部の顧問変更について，私立医科大
学・医学部学生生活実態調査について， 2018 年度医学部学生健康診断における問診票の統計結果について，消防・防災避
難訓練実施要領について，学生会および越華祭役員からの報告
②第 2 回（令和元年 5 月 17 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 18 名 欠席 6 名
議事：女子栄養大学若葉祭への参加準備状況について，陸上部の活動方針について，運動部への新歓の注意喚起について，学生の
迷惑駐車への対応について，東医体の昨年度の結果と今年度の予定について，
「心の問題と成長支援ワークショップ」および
「学生生活指導主務者研修会」について
③第 3 回（令和元年 6 月 14 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 18 名 欠席 5 名
議事：女子栄養大学若葉祭の参加報告，病院の意見箱への投書について，アイスホッケー部による川角体育館 2 階窓ガラスの破損
について，落合ホール女子トイレの盗撮被害について，運動部活動ガイドラインについて，バスケットボール部の未成年飲
酒への処分について
④第 4 回（令和元年 7 月 12 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 14 名 欠席 6 名
議事：クラブ顧問主将会議の報告，学生生活指導者主務者研修会の報告，バスケットボール部の無期限活動停止について，陸上部
の無期限活動停止について，
『埼玉医科大学部活動に係る活動方針(案)』について，ハラスメントに関する窓口の設置につい
て，彩の国連携育成プロジェクト『昼夜カフェ』について
⑤第 5 回（令和元年 9 月 13 日）於：本部棟 2 階会議室 出席 15 名 欠席 7 名
議事：越華祭について，バスケットボール部の処分解除について，陸上部への対応検討，
『埼玉医科大学部活動に係る活動基準』に
ついて，東医体の結果報告，今後のハラスメント委員会について，休講の際の連絡体制について
⑥第 6 回（令和元年 10 月 11 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 11 名 欠席 10 名
議事：越華祭について，バスケットボール部の活動再開について，陸上部の活動再開について，部活リーダー研修会の日程と内容
の確認，部活動に係る活動方針（案）の修正，リレー・フォー・ジャパン 2019 川越の報告
⑦第 7 回（令和元年 11 月 8 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 18 名 欠席 2 名
議事：台風 19 号による川角グラウンドの被害について，
「学生生活に潜む犯罪についての講演会」および「学生生活に係る喫緊の
課題に関するセミナー」への参加の検討，部活動に係る活動方針（案）の修正，薬物使用再発防止のための予防教育の必要
性について，学生の未成年飲酒問題について
⑧第 8 回（令和元年 12 月 13 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 14 名 欠席 6 名
議事：SNS の取り扱いに関するガイドラインについて，部活リーダー研修会の報告，クラブ顧問主将会議の報告，他大学での飲酒・
薬物問題の事例報告，来年度の学生相互交換留学制度への参加希望者の面談について，本学での飲酒事例に対する個別指導
の報告
⑨第 9 回（令和 2 年 1 月 10 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 13 名 欠席 7 名
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議事：学生会の交代報告，川角グラウンドの修繕要望書の提出について，香港における抗議活動に関する注意喚起について，部活
動ガイドラインの検討，SNS の取り扱いに関するガイドラインの検討
⑩第 10 回（令和 2 年 2 月 14 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 12 名 欠席 8 名
議事：越華祭決算報告，保健医療学部で導入予定の「禁煙誓約書（新入生用）
」の検討，学生会の会計報告書の確認，部活動ガイド
ラインの確認，SNS の取り扱いに関するガイドラインの検討，薬物乱用の注意喚起について
⑪第 11 回（令和 2 年 3 月 13 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 15 名 欠席 5 名
議事：新型コロナウイルス感染拡大による学事等の対応報告，ハラスメントの防止と相談窓口の報告，埼玉県警による SDN(セルフ
ディフェンスニュース)速報の報告，毛呂山町内のコンビニ強盗事件の報告，軟式野球同好会(Most Balls)設立の承認

４．自己評価と次年度目標
4-1. 今年度の自己評価
本委員会では、年間を通して学生の指導，厚生および多岐にわたる諸問題について検討した。越華祭は，本委員会が協力し，医学部
と保健医療学部の合同開催で無事に行われた。クラブ活動に関する諸問題に対し、部活リーダー研修会やクラブ顧問会議を開催し、ク
ラブ活動のあり方や学業との両立などの指導を行った。さらに、埼玉医大即時の部活動のガイドラインを作成し、部活の適切な運営方
法、コーチや顧問の在り方、各種報告書などについて明確化した。さらに、現状に即し、埼玉医大独自のソーシャルメディアの利用に
関するガイドラインについても策定した。学生の健康問題については，アルコール、薬物乱用防止の周知徹底や，学生健康推進室と連
絡を密にとりながらインフルエンザ対策等に取り組んだ。また、定期健康診断については昨年同様，ほぼ全員の学生が受診した。
4-2. 次年度の目標
本年度新たに策定した部活動のガイドラインとソーシャルメディアの利用に関するガイドラインについて、実際に適切な運営がなされ
ているかを次年度に検討する。次年度は新型コロナウイルス感染症の対応を考慮し、学生生活の安全を重視した委員会活動が重要と考
えられる。今後も学生からの要望を出来るだけ反映し、学生生活が充実向上するよう努める。
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3．5）毛呂山キャンパス教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
１．構成員
顧問 別所 正美 (BESSHO, Masami):学長(任期:R2.3.31)
委員長 篠塚 望 (SHINOZUKA, Nozomi):医学部長補佐（任期：R2.3.31）
委員 土田 哲也 (TSUCHIDA, Tetsuya):副学長（任期：R2.3.31）
委員 森 茂久
(MORI Sigehisa):副学長・医学教育センター長（任期：R2.3.31）
委員 村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：医学部長(任期:R2.3.31)
委員 織田 弘美 (ODA, Hiromi):大学病院長(任期:R2.3.31)
委員 岡田 浩一 (OKADA, Hirokazu):腎臓内科:教授(任期:R2.3.31）
委員 藤田 恵子 (FUJITA, Keiko):解剖学:准教授(任期:R2.3.31)
委員 甲田 和博 (KODA, Kazuhiro): 経理部購買課:課長(任期:R2.3.31)
委員 近藤 有寛 (KONDO, Arihiro):大学事務部学務課:課長補佐(任期:R2.3.31)
委員 安齋 宰
(ANZAI, Tsukasa):大学事務部学務課(任期:R2.3.31)

２．目的
本委員会は埼玉医科大学教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会規則第 6 条に則り、教員棟、会議室、講堂等の有効
利用と円滑な管理運営の遂行を目的とする。

３．活動報告
①

第 96 回
出席 7 人

定例会議（令和元年 5 月 16 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室
欠席 3 人

議事：利用状況の確認、利用申請及び待機教員の確認、入室の優先順位について
②

第 97 回
出席 6 人

定例会議（令和元年 7 月 24 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室
欠席 4 人

議事：利用状況の確認、利用申請及び待機教員の確認、入室の優先順位の確認
③

第 98 回
出席 8 人

定例会議（令和元年 10 月 28 日）於：本部棟 1F 大学院講義室
欠席 2 人

議事：利用状況の確認、利用申請及び待機教員の確認、居室の移動希望について
④

第 99 回
出席 7 人

定例会議（令和元年 12 月 18 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室
欠席 3 人

議事：利用状況の確認、利用申請及び待機教員の確認、入室の優先順位の確認、居室の移動希望について
⑤

第 100 回

定例会議（令和 2 年 3 月 25 日）於：本部棟 1F 医学教育センター室

出席 7 人

欠席 3 人

議事：利用状況の確認、利用申請及び待機教員の確認、巡視の指摘事項について

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
教員数の増加に伴い教員棟が常時、満室となっている。退職者からの返却を進め、準備するよう努めたことにより、
待機時間は短縮化されている。待機者には共同講師室を整備して対応した。
4－2．次年度計画
教員棟が常時満室となっているため、第 2 ビル 2Ｆの教室跡地を教員用居室へ改修を進める。会議室や講堂について
は、利用状況を把握し、各部署が有効的に活用できるよう検討する.
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3．6）毛呂山キャンパス整備委員会
１． 構成員
委 員 長 亀井美登里：社会医学：教授(任期:R2.3.31)
副委員長 丸木清之：理事長(任期:R2.3.31)
副委員長 篠塚 望：副医学部長(任期: R2.3.31)
委

員 織田弘美：大学病院長(任期: R2.3.31)

委

員 土田哲也：副学長(任期:R2.3.31)

委

員 松下 祥：副学長・医学研究センター長(任期:R2.3.31)

委

員 森 茂久：副学長・医学教育センター長(任期:R2.3.31)

委

員 伊藤彰紀：学生部長 (任期:R2.3.31)

委

員 渡辺修一：生理学：教授(任期:R2.3.31)

委

員 茂木 明：常務理事・事務局長(任期:R2.3.31)

委

員 香取光夫：施設部長(任期:R2.3.31)

委

員 内田和利：大学事務部長(任期:R2.3.31)

委

員 所ミヨ子：短期大学副学長(任期:R2.3.31)

委

員 久保かほる：短期大学：教授(任期:R2.3.31)

オブザーバー 別所正美：学長・医学部長
事務局 近藤有寛：大学事務部学務課

２．目的
当委員会は毛呂山キャンパスの教育、研究、診療、管理の各部門の環境を整備し、将来を展望したスペースの有効利用を促進
させることを目的とする。

３． 活動内容
令和元年度は、委員会を開催しなかったが、第２研究棟に関する小委員会を開催した。
1)

今年度の大きな課題は「教育新棟」の竣工および共用開始であった。これについては大学本部の指導のもと「教育実習棟

2)

８号館、１１号館と本部棟の教員用スペースについては、
「教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会」で適宜２ビル２階も

（カタロスタワー）
」がオープンした。
援用しつつ調整を諮っている。
3)

第 2 研究棟の管理体制について、このところ消防から廊下に置かれた備品が指摘される等その管理運営が問題になってい
た。このため、第２研究棟に関する小委員会を開催し、関係者で現状の問題を認識すると共に今後の対応について検討し
た。今後の第２研究棟の管理については、三村教授に指揮をとっていただき、随時利用者会議を開催し、調整していくこ
ととなった。

４． 評価と次年度目標
4-1. 自己評価
前年度から引き続き毛呂山キャンパス敷地内で施設の新・改築が進められており、全体構想のなかでその機能向上を図りつ
つ、法人および総合企画部との連携の上で跡地利用や移転先の検討・決定を続けることが望まれる。
4-2. 次年度計画
今年度同様、法人および総合企画部との連携の上で着実な対応を遂行していく計画である。
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3．7）卒前教育合同会議
１．構成員
議長：
副議長：

森 茂久
篠塚
林

望

健

（MORI, Shigehisa）

医学教育学 / 医学教育センター

平成31年 4月1日～令和2年3月31日

（SHINOZUKA, Nozomi）

（毛呂）消化器・一般外科

同上

（HAYASHI, Takeshi）

（日高）神経内科・脳卒中内科

同上

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター / 副学長

同上

医学教育センター長：
森

茂久

＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：
向田

寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

森口

武史

（MORIGUCHI, Takeshi）

（基礎）教養教育

同上

藤森

千尋

（FUJIMORI, Chihiro）

（基礎）教養教育

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学

同上

藤田 恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

池田 正明

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

同上

2 年生担当委員：
中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）教養教育

同上

渡辺

修一

（WATANABE, Schu-ichi）

（基礎）生理学

同上

椎橋

実智男 （SHIIBASHI, Michio）

髙野

和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

（基礎）解剖学

同上

荒木

智之

（ARAKI, Tomoyuki, ）

（基礎）生化学

同上

佐々木

惇

情報技術支援推進センター

同上

（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

山本

啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

朝倉

博孝

（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

新津

守

（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

3 年生担当委員：
山元

敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科

同上

丸山

敬

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

島田

朗

（SHIMADA, Akira）

（毛呂）内分泌・糖尿病内科

同上

鈴木

健之

（SUZUKI, Kenji）

（毛呂）放射線腫瘍科

同上

菊池

透

（KIKUCHI,Toru）

（毛呂）小児科

同上

宮川

義隆

（MIYAKAWA, Yoshitaka）

（毛呂）総合診療内科

同上

渡會

恵介

（WATARAI，Keisuke）

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

加瀬

康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

土田

哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

伊藤

彰紀

（ITOH Akinori）

（毛呂）神経耳科

同上

長坂

浩

（NAGASAKA Hiroshi）

（毛呂）麻酔科

同上

高橋

一司

（TAKAHASHI Kazushi）

（毛呂）神経内科

同上

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

医学教育学/ 医学教育センター

同上

4 年生担当委員：

舟久保

ゆう（FUNAKUBO, Yu）

5 年生担当委員：
森

茂久

（MORI, Shigehisa）

辻

美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

保健医療学部 / 医学教育センター

同上

（MATSUDA, Akira）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

松田

晃

石橋 敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

柴﨑 智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

井上 郁夫

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上
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大竹

明

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

同上

名越

澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

（川越）消化器・肝臓内科

同上

篠塚

望

（SHINOZUKA, Nozomi）

（毛呂）消化器・一般外科

同上

中里

良彦

（NAKAZATO, Yoshihiko）

（毛呂）神経内科

同上

永田

真

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

中元

秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科

同上

石原

理

（ISHIHARA, Osamu）

同上

村松

俊裕

（MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科

同上

（HAYASHI, Ken）

（日高）神経内科・脳卒中内科

同上

6 年生担当委員：

林

健

（毛呂）産科・婦人科

オブザーバー：
山田

泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上

松下

毅彦

（MATSUSHITA, Takehiko） 医学教育センター

同上

荒関

かやの （ARASEKI, Kayano）

医学教育学 / 医学教育センター

同上

鈴木

智

（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

佐藤

義文

（SATOH, Yoshifumi）

医学教育センター

同上

大西

京子

（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋

美穂

（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

齋藤

恵

（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

杉山

智江

（SUGIYAMA Tomoe）

医学教育センター

同上

金田

光平

（KANEDA, Kohei）

富谷

智明

（TOMIYA, Tomoaki）

教職員･学生健康推進センター

同上

川村

勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

（基礎）教養教育

同上

医学教育センター

同上

Chad L Godfrey

（基礎）教養教育

同上

大間

陽子

（OHMA, Yoko）

（基礎）教養教育

同上

土田

敦子

（TSUCHIDA, Atsuko）

（基礎）教養教育

同上

米岡

裕美

（YONEOKA, Yumi）

（基礎）教養教育

同上

西脇

洋一

（NISHIWAKI, Yoichi）

（基礎）教養教育

同上

鈴木

正

（SUZUKI,Sei）

（基礎）教養教育

同上

種田

佳紀

（OIDA，Yoshiki）

（基礎）教養教育

同上

伊澤

宜仁

（IZAWA, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

村上

元

（MURAKAMI, Gen）

（基礎）教養教育

同上

林

禅之

（HAYASHI, Yoshiyuki）

（基礎）教養教育

同上

髙橋

健夫

（TAKAHASHI, Takeo）

副医学部長

同上

小山

政史

（OYAMA, Masafumi）

副医学部長

同上

三村

俊英

（MIMURA, Toshihide）

副医学部長

同上

山田

健人

（YAMADA, Taketo）

副医学部長

同上

徳元

康人

（TOKUMOTO, Yasuhito）

アドミッションセンター

同上

池園

哲郎

（IKEZONO Tetsuo）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

（1 年生）

安藤

優希枝，更家

（2 年生）

相羽

弘貴，麻生

真由，新井 聡一郎，小野 健太，倉持 智仁，晴山 裕太，平岡 侑子

（3 年生）

飯島

由実，奥羽

慧，加藤

（4 年生）

岩渕

野衣，内間

優歌，鈴木 啓吾，高沢 理沙，橋本 知公，細田 昇平

（5 年生）

田島

匠，長谷川

実奈，松永 洸昂，丸山 康介，木原 庄之助 ，峯平 紗耶香，戸塚 紀帆，村松 広隆，

藤本

冠慶，大澤

怜央，木村 優希，山田

学生委員：

（6 年生）

縁，須恵

彩理咲，西山 枝里，丸井 有佐，皆川 亮，山吹 俊仁

將竜，菊地

哉太，髙木 あまね，西 秀仁，箱島 開智

俊輔，岸 美裕子，吉武 寛隆

国家試験対策委員が役割を兼務

国試対策委員：
（3 年生）

川端

伸明，北野

可子，清河 徳州，武井 公香，人見 理紗子，村山 幹
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（4 年生）

石丸

安峻，岩渕

（5 年生）

岩田

啓太郎，植野

松永

洸昂，深井

（6 年生）

忽滑谷

野衣，坂口 拓海，佐藤
麦

泉，鈴木 絵美子，松田 眸

リチャード，丸山 康介，田島 匠，凌 優琳，松下 真弓，山口 颯人，

花観

暁紀，石田 悟，安東 慶子，伊藤 瑞也，町田 史靖，森重 夏美，吉田 耕太郎

＜コース，ユニットディレクター＞
1年生「医科学への道すじ」コース
医科学入門
的思考と表現
自然科学の基礎
医科学の探索

中平 健祐 （NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）教養教育

中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）教養教育

米岡

裕美

（YONEOKA, Yumi）

（基礎）教養教育

同上

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

平成31年4月1日～令和2年3月31日

同上科学

魚住

尚紀

（UOZUMI, Naonori）

（基礎）生化学

同上

小谷

典弘

（KOTANI,Norihiro）

（基礎）生化学

同上

細胞生物学-1

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

細胞生物学-2

小谷

典弘

（KOTANI,Norihiro）

（基礎）生化学

同上

細胞生物学-3

栗﨑

知浩

（KURISAKI,Tomohiro）

（基礎）解剖学

同上

細胞生物学-1実習

中野

貴成

1年生「細胞生物学」コース

1年生「人体の構造と機能-1」コース

（NAKANO, Takanari）

永島 雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

（基礎）生化学
（基礎）解剖学

同上
同上

人体の構造と機能-1-1

栗﨑

知浩

（KURISAKI,Tomohiro）

（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能-1-2

藤田

恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能-1-3

髙野

和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

（基礎）解剖学

同上

森口

武史

（MORIGUCHI, Takeshi）

（基礎）教養教育

同上

向田

寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

土田

敦子

1年生「人体の基礎科学」コース
人体の基礎科学-1
人体の基礎科学-2
1年生「良医への道-1」コース

森

茂久
理江

（NORIKO, Tsuchida）
（MORI, Shigehisa）

（基礎）教養教育
医学教育センター

同上
同上

行動科学と医療倫理

菅

（SUGE, Rie）

（基礎）生理学

同上

キャリアデザイン

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

（基礎）解剖学

同上

地域医療とチーム医療

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育センター

同上

臨床推論

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

臨床入門

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学英語-1

新津

守

（NIITSU,Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

医学英語-2

新津

守

（NIITSU,Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

（NIITSU,Mamoru）

医学英語-3

新津

守

（毛呂）放射線科

同上

選択必修

村越

隆之 （MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）生化学

同上

村越

隆之

（MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）生化学

同上

エネルギー系

魚住

尚紀

（UOZUMI, Naonori）

（基礎）生化学

同上

調節系

栗﨑

知浩

（KURISAKI,Tomohiro）

（基礎）解剖学

同上

2年生「人体の構造と機能-2」コース

情報系

中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）教養教育

同上

構造系実習

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

（基礎）解剖学

同上

物質系実習

荒木 智之

（ARAKI, Tomoyuki）

（基礎）生化学

同上

機能系実習1

池田

正明

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

機能系実習2

三輪

尚史

（MIWA, Naofumi）

（基礎）生理学

同上

2年生「病気の基礎-1」コース

佐々木

惇

（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

病理総論

佐々木

惇

（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

薬理総論

丸山

敬

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

生体防御総論

松下

祥

（MATSUSHITA, Sho）

（基礎）免疫学

同上

同上

2年生「良医への道-2」コース

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

行動科学と医療倫理

菅

理江

（SUGE, Rie）

（基礎）生理学

同上

キャリアデザイン

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

（基礎）解剖学

同上

地域医療とチーム医療

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育センター

同上

臨床推論

森

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

茂久

0169

臨床入門

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学英語

新津

守

（NIITSU,Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

選択必修

村越

隆之

（MURAKOSHI, Takayuki, ）

（基礎）生化学

同上

3年生「病気の基礎-2」コース

村上

孝

（MURAKAMI, Takashi）

（基礎）微生物学

同上

感染

村上

孝

（MURAKAMI, Takashi）

（基礎）微生物学

同上

免疫

松下

祥

（MATSUSITA, Sho）

（基礎）免疫学

同上

疫学

太田

晶子

（OHTA Akiko）

（基礎）社会医学

同上

3年生「ヒトの病気-1」コース

岡田

浩一

（OKADA,Hirokazu）

（毛呂）腎臓内科

同上

診療の基本

廣岡

伸隆

（HIROOKA,Nobotaka）

呼吸器

村山

芳武

（MURAYAMA, Yoshitake）

循環器

岩永

史郎

消化器

富谷

智明

（MARUYAMA, Yoshiaki）

血液

中村

裕一

腎・泌尿器

岡田

浩一

生殖器

岡垣

神経

高橋

内分泌・代謝

井上

3年生「良医への道-3」コース
行動科学と医療倫理

同上

（日高）呼吸器内科

同上

（日高）心臓内科

同上

教職員･学生健康推進センター

同上

（NAKAMURA, Yuichi）

（毛呂）血液内科

同上

（OKADA,Hirokazu）

（毛呂）腎臓内科

同上

竜吾

（OKAGAKI, Ryugo）

（毛呂）産科・婦人科

同上

一司

（TAKAHASHI, Kazushi）

（毛呂）神経内科

同上

郁夫

森

（毛呂）腎臓内科

茂久

菅 理江

（IWANAGA, Shiro）

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

（SUGE, Rie）

（基礎）生理学

同上

キャリアデザイン

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

（基礎）解剖学

同上

地域医療とチーム医療

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育センター

同上

新津

守

（NIITSU,Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

森 茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学英語
3年生「臨床実習-1」コース
導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ1-1

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ1-2

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ1-3

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

岡田

浩一

（OKADA,Hirokazu）

（毛呂）腎臓内科

同上

感覚器

伊藤

彰紀

（ITOU, Akinori）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

皮膚・運動器

門野

夕峰

（KADONO, Yuho）

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

感染

前﨑

繁文

（MAESAKI, Shigefumi）

（毛呂）感染症科・感染制御科

同上

4年生「ヒトの病気-2」コース

免疫

三村

俊英

（MIMURA, Toshihide）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

腫瘍

畝川

芳彦

（SEGAWA,Yoshihiko）

（日高）腫瘍内科

同上

画像

小澤

栄人

（KOZAWA, Eito）

（日高）放射線科

同上

母体・胎児・新生児

亀井

良政

（KAMEI,Yoshimasa）

（毛呂）産科・婦人科

同上

小児

山内

秀雄

（YAMANOUCHI, Hideo）

（毛呂）小児科

同上

精神

松尾

幸治

（MATSUO, Koji）

救急・麻酔

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

（毛呂）精神神経科・心療内科
（日高）救急医学科

同上
同上

亀井 美登里（KAMEI, Midori）

（基礎）社会医学

同上

疾病の予防と対策

亀井

美登里 （KAMEI, Midori）

（基礎）社会医学

同上

環境と健康

亀井

美登里 （KAMEI, Midori）

（基礎）社会医学

同上

4年生「社会と医学」コース

社会医学実習

亀井

美登里 （KAMEI, Midori）

（基礎）社会医学

同上

異常死の診断

髙田

綾

（基礎）法医学

同上

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

行動科学と医療倫理

菅 理江

（SUGE, Rie）

（基礎）生理学

同上

地域医療とチーム医療

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育センター

同上

医学英語

新津

守

（NIITSU,Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

森 茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

4年生「良医への道-4」コース

4年生「臨床実習-2」コース

森

茂久

（TAKADA, Aya）

導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ2-1

森

導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ2-2

石澤

茂久

導入ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ2-3

森

圭介

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

（ISHIZAWA, Keisuke）

（基礎）病理学

同上

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

0170

4年生「臨床実習-3」コース

森

茂久

ｸﾘﾆｶﾙ･ｸﾗｰｸｼｯﾌﾟ Step1・特別演習

（MORI, Shigehisa）
森

茂久（MORI, Shigehisa）

医学教育センター
医学教育センター

同上
同上

5年生「臨床実習-1」コース

森 茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

6年生「総合学習」コース

林

（HAYASHI, Takeshi）

（日高）神経内科・脳卒中内科

同上

健

総合学習A

中里

良彦

（NAKAZATO, Yoshihiko）

（毛呂）神経内科

同上

総合学習B

中里

良彦

（NAKAZATO, Yoshihiko）

（毛呂）神経内科

同上

総合学習C

篠塚

望

（SHINOZUKA, Nozomi）

（毛呂）消化器・一般外科

同上

達成度評価

林

健

（HAYASHI, Takeshi）

（日高）神経内科・脳卒中内科

同上

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学教育センター

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

同上

医学研究センター

町田

早苗

（MACHIDA, Sanae）

同上

中央研究施設

大島

晋

（OHSHIMA, Susumu）

同上

川越キャンパス研究部

田丸

淳一

（TAMARU, Junichi）

同上

RAセンター

千本松

情報技術支援推進センター

椎橋

「臨床実習-2」コース
＜教育主任＞
共通：

基礎：

毛呂：

経外科

孝明 （SENBONMATSU, Takaaki）
実智男 （SHIIBASHI, Michio）

同上
同上

教養教育

中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

同上

解剖学

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masabumi）

同上

生理学

渡辺

修一

（WATANABE, Shu-ichi）

同上

生化学

魚住

尚紀

（UOZUMI, Naonori）

同上

薬理学

丸山

敬

（MARUYAMA, Kei）

同上

病理学

佐々木

微生物学

堀内

（SASAKI, Atsushi）

同上

大

惇

（HORIUCHI, Yutaka）

同上

（SONE, Toshio）

免疫学

曽根

敏雄

社会医学

亀井

美登里 （KAMEI, Midori）

同上

法医学

髙田

綾

（TAKADA, Aya）

同上

（KUROKAWA, Riki）

同上

（MORI, Shigehisa）

同上

理樹

同上

ゲノム医学研究センター

黒川

医学教育学

森

消化器内科・肝臓内科

中山

伸朗

（NAKAYAMA, Nobuaki）

同上

消化管内科

大庫

秀樹

（OHGO, Hideki）

同上

啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

茂久

心臓内科

山本

呼吸器内科

仲村 秀俊 （NAKAMURA, Hidetoshi）

同上

内分泌内科・糖尿病内科

池上

裕一

（IKEGAMI, Yuichi）

同上

血液内科

脇本

直樹

（WAKIMOTO, Naoki）

同上

神経内科

山元

敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa）

同上

リウマチ・膠原病科

舟久保 ゆう（FUNAKUBO, Yu）

同上

腎臓内科

岡田

同上

浩一 （OKADA,Hirokazu）

同上

感染症科・感染制御科

前﨑

繁文

（MAESAKI, Shigefumi）

同上

総合診療内科

中元

秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）

同上

消化器・一般外科

篠塚

望

（SHINOZUKA, Nozomi）

同上

小児外科

尾花

和子

（OBANA, Kazuko）

同上

整形外科・脊椎外科

鳥尾

哲矢

（TORIO, Tetsuya）

同上脳神

藤巻

高光

形成外科・美容外科

（FUJIMAKI, Takamitsu）

同上

栗原

同上

健

（KURIHARA, Takeshi）

小児科

山内

秀雄

（YAMANOUCHI, Hideo）

同上

皮膚科

宮野

恭平

（MIYANO, Kyohei）

同上

泌尿器科

朝倉

博孝

（ASAKURA, Hirotaka）

同上

眼科

蒔田

潤

（MAITA, Jun）

同上

耳鼻咽喉科

伊藤

彰紀

（ITOU, Akinori）

同上

0171

産科・婦人科

石原

理

（ISHIHARA, Osamu）

同上

歯科・口腔外科

佐藤

毅

（SATO, Tsuyoshi）

同上

リハビリテーション科

原

（HARA, Motohiko）

同上

麻酔科

井手 康雄

（IDE, Yasuo）

同上

救急科

芳賀

佳之

（HAGA,Yoshiyuki）

同上

東洋医学

磯部

秀之

（ISOBE,Hideyuki ）

同上

放射線科

鈴木

健之

（SUZUKI, Kenji）

同上精神

松尾

幸治

（MATSUO, Koji）

同上

森吉

美穂

（MORIYOSHI, Miho）

同上

神経科・心療内科
臨床検査医学

川越：

元彦

中央病理診断部

佐々木

（SASAKI, Atsushi）

同上

輸血・細胞移植部

岡田

義昭

惇

（OKADA, Yoshiaki）

同上

健康管理センター

清水

正雄

（SHIMIZU, Masao）

同上

聡

（NANBA, Akira）

政志

（OKA, Masashi）

ゲノム医療学

難波

消化器・肝臓内科

岡

心臓内科

西岡

利彦 （NISHIOKA, Toshihiko）

同上

呼吸器内科

森山

岳

（MORIYAMA, Gaku）

同上

内分泌・糖尿病内科

泉田

欣彦

（IZUMIDA, Yoshihiko）

同上

血液内科

渡邉

純一

（WATANABE, Junichi）

神経内科

深浦

彦彰

（FUKAURA, Hikoaki）

同上

リウマチ・膠原病内科

近藤

恒夫

（KONDO, Tsuneo）

同上腎・

叶澤

孝一

（KANOZAWA,Koichi）

同上

感染症科・感染制御科

大野

秀明

（OHNO,Hideaki）

同上

総合診療内科

三村 一行

（MIMURA, Kazuyuki）

同上

消化器外科・一般外科

持木

彫人

（MOCHIKI, Erito）

同上

肝胆膵外科・小児外科

小髙

明雄

（ODAKA, Akio）

同上

血管外科

出口

順夫

（DEGUCHI, Juno）

同上

高血圧内科

同上

同上

呼吸器外科

福田

祐樹

（FUKUDA, Hiroki）

同上

心臓血管外科

山火

秀明

（YAMABI, Hideaki）

同上

整形外科

中曽根

（NAKASONE, Isao）

同上

脳神経外科

庄島

正明

功

（SHOJIMA, Masaaki）

同上

形成外科・美容外科

大西

文夫

（OONISHI, Humio）

同上

小児科

阪井

裕一

（SAKAI, Hirokazu）

同上

皮膚科

福田 知雄

（FUKUDA, Tomoo）

同上

泌尿器科

岡田

洋平

（OKADA, Yohei）

同上

眼科

小幡

博人

（OBATA, Hiroto）

同上

耳鼻咽喉科

田中

是

（TANAKA,Sunao ）

同上

産婦人科

馬場

一憲

（BABA, Kazunori）

同上

歯科・口腔外科

堀江

憲夫

（HORIE, Norio）

同上

リハビリテーション科

山本

満

（YAMAMOTO, Mitsuru）

同上

麻酔科

小山

薫

（KOYAMA, Kaoru）

同上

救急科（ER）

安藤

陽児

（ANDO, Yoji）

同上

高度救急救命センター

荒木

尚

（ARAKI, Takashi）

同上

放射線科

熊倉

嘉貴

（KUMAKURA, Yoshitaka）

同上

精神神経科

倉持

泉

（KURAMOCHI, Izumi）

同上

緩和医療科

儀賀

理暁

（GIKA, Masatoshi）

同上

臨床検査医学

竹下

享典

（TAKESHITA, Kyosuke）

同上

病理部

百瀬

修二

（MOMOSE, Shuji）

同上

輸血部

山本 晃士

（YAMAMOTO, Koji）

同上

健康管理科

伊藤 博之

（ITO, Hiroyuki）

同上

ゲノム医療科

鈴木 興秀

（SUZUKI, Okihide）

同上
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日高：

咽喉科

消化器内科

水出

雅文

（MIZUIDE, Masafumi）

消化器内科

三原

良明

（MIHARA, Yoshiaki）

同上

心臓内科

岩永

史郎

（IWANAGA, Shiro）

同上

呼吸器内科

村山

芳武

（MURAYAMA, Yoshitake）

同上

内分泌・糖尿病内科

栗原

進

（KURIHARA, Susumu）

同上

造血器腫瘍科

塚崎

邦弘

（TSUKASAKI, Kunihiro）

同上

神経内科・脳卒中内科

髙橋

慎一

（TAKAHASHI, Shinichi）

同上

腎臓内科

渡邊

裕輔

（WATANABE, Yu-suke）

同上

腫瘍内科

畝川

芳彦

（SEGAWA,Yoshihiko）

同上

感染症科・感染制御科

光武

耕太郎

（MITSUTAKE, Kotaro）

同上

消化器外科

櫻本 信一

（SAKURAMOTO, Shinichi）

同上

乳腺腫瘍科

大崎

昭彦

（Osaki, Akihiko）

同上

呼吸器外科

坂口

浩三

（SAKAGUCHI, Hirozou）

同上

心臓血管外科

朝倉

利久

（ASAKURA, Toshihisa）

同上

整形外科

矢澤

康男

（YAZAWA, Yasuo）

同上

脳神経外科

池田

俊貴

（IKEDA, Toshiki）

同上

形成外科

横川

秀樹

（YOKOGAWA, Hideki）

同上

小児心臓科

住友

直方

（SUMITOMO, ,Naokata ）

同上

小児心臓外科

枡岡

歩

（MASUOKA, Ayumu）

同上

小児腫瘍科

渡邊

温子

（WATANABE, Atsuko）

同上

皮膚科

中村

泰大

（NAKAMURA, Yasuhiro）

同上

泌尿器科

小山

政史

（OYAMA, Masafumi）

同上耳鼻

菅澤

（SUGASAWA, Masashi）

同上

産婦人科

吉田

裕之

（Kurosaki,Akira）

同上

歯科・口腔外科

坂田

康彰

（SAKATA,Yasuaki）

同上

リハビリテーション科

髙橋

秀寿

（TAKAHASHI, Hidetoshi）

同上

正

麻酔科

辻田

美紀

（TSUJITA, Miki）

同上

救急医学科

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

同上

綜合診療・地域医療科

古屋

大典

（FURUYA, Daisuke）

同上

放射線科

山根

登茂彦

（YAMANE, Tomohiko）

同上

精神科

島田

祐樹

（SHIMADA, Yuki）

同上

臨床検査医学

海老原

（EBIHARA, Yasuhiro）

同上

病理診断科

新井

栄一

（ARAI, Eiichi）

同上

輸血・細胞移植科

石田

明

（ISHIDA, Akaru）

同上

康博

２．目的
卒前教育合同会議は卒前教育委員会が月1回開催する定例会議を，教育主任部門会議と合同で実施しているものであ
る。同会議にはコース，ユニットディレクター，医学教育センターの専任教員もオブザーバーとして参加している。従っ
て，本会議は医学教育センター医学部ブランチ卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管
理室」，「調査解析室」，「学生支援室」，「学力増進室」，「研究マインド育成室」，「地域医学推進室」の各室およ
び「OSCE委員会」、「スキルスラボ運営委員会」、「カリキュラム委員会」における活動報告，1～6年生の学年小委員会
における報告などを基に討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定するとともに，これら事項に関する情報を全教員
に公開することを目的としている。

３．活動報告
第144回卒前教育合同会議（平成31年 4月 9日，議事録あり）
第145回卒前教育合同会議（令和元年 5月14日，議事録あり）
第146回卒前教育合同会議（令和元年 6月11日，議事録あり）
第147回卒前教育合同会議（令和元年 7月 9日，議事録あり）
第148回卒前教育合同会議（令和元年 9月10日，議事録あり）
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第149回卒前教育合同会議（令和元年10月 8日，議事録あり）
第150回卒前教育合同会議（令和元年11月12日，議事録あり）
第151回卒前教育合同会議（令和元年12月10日，議事録あり）
第152回卒前教育合同会議（令和2年 1月14日，議事録あり）
第153回卒前教育合同会議（令和2年 2月18日，議事録あり）
第154回卒前教育合同会議（令和2年 3月10日，議事録あり）
本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継している。会議資料は開催前にホームペー
ジに公開しており、事前の閲覧および PDF ファイルをダウンロード，印刷して会議に持参するか、また会議場には無線
LAN を設置しており，ノ－ト PC を持参して会議に出席することも可能である。
平成 30 年度より、川越キャンパス教育主任会議（月 1 回、基本的に第 3 木曜日）、日高キャンパス教育主任会議（月 1
回、基本的に第 2 火曜日、卒前教育合同会議開催日）を正式実施とし、川越、日高キャンパスの教育主任は卒前教育合同
会議開催時のテレビ会議への出席義務化を解除した。毛呂山キャンパスの教育主任は従来通り、卒前教育合同会議に参加
する形を継続した。なお卒前教育委員の出席が必要なため卒前教育合同会議の川越キャンパスへのテレビ会議は継続する
ことにした。
本会議での検討事項に関しては，「C390. 卒前教育委員会」，「J300. 卒前教育部門」に詳細を記しているので参照さ
れたい。

４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
本会議の出席率は、卒前教育委員会の構成員に比して、これに属さない教育主任は不良であった。本会議は全教員への
教育に関する情報を公開，提供する場であることを考慮すると、教育主任への情報伝達は、本会議が担っており、教育主
任の出席率向上は喫緊の課題であった。臨床系学科の教育主任、特に川越、日高キャンパスの教育主任のテレビ会議への
出席率が低い理由として、テレビ会議システムでは理解が進まない、会議時間帯が臨床業務で忙しいなどが挙げられた。
この問題を解決するために、平成29年10月より川越キャンパス、日高キャンパスでそれぞれ独自に教育主任会議を毎月開
催する形式を試験的に開始した。平成30年度より、川越キャンパス教育主任会議、日高キャンパス教育主任会議を正式実
施とし、川越、日高キャンパスの教育主任は卒前教育合同会議開催時テレビ会議への出席は義務化を解除した。なお、毛
呂山キャンパス教育主任の本回技への出席の義務化は従来通りとした。また卒前教育合同会議の川越キャンパスへのテレ
ビ会議は、川越キャンパス所属の卒前教育委員の出席が必要なため継続した。川越、日高キャンパスの教育主任会議の出
席率は、以前の形の卒前教育合同会議の出席率よりも増加しており、各会議では活発な質疑応答も行われ、情報伝達は年々
向上していると考えられる。
最近では、医学教育に関して議題が多く、予定している１時間 30 分では、十分な説明時間、質疑応答を行う時間を取れ
ていないのが現状である。事前に会議資料を配布しているが、今後短時間に効率的な会議とするために議事進行に工夫を
する必要がある。また、学生委員は特定の学年だけが出席する傾向にあり、学生委員への出席を促す対策が必要である。
COVID-19感染拡大を防止するために会議の開催方法を検討する必要がある。
4－2．次年度計画
会議を効率的に進行するため、できるだけ各室、各委員会の長からの発言は、実施した報告事項は資料を読んでもらう
ことにして、重要な情報提供、審議が必要な事項に絞って発言、質疑応答を行う形に移行する。
COVID-19 感染拡大を防止するために、学内のネット環境を用いた WEB 会議への変更を検討する。
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3．8）卒前教育委員会
１．構成員
議長：
副議長：

森 茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育学 / 医学教育センター

篠塚 望

（SHINOZUKA, Nozomi）

（毛呂）消化器・一般外科

林 健

（HAYASHI, Takeshi）

（日高）神経内科・脳卒中内科

平成31年 4月1日～令和2年3月31日
同上
同上

医学教育センター長：
森 茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター / 副学長

同上

＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：
向田 寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

山崎 芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

森口 武史

（MORIGUCHI, Takeshi）

（基礎）教養教育

同上

藤森 千尋

（FUJIMORI, Chihiro）

（基礎）教養教育

同上

永島 雅文

（NAGASHIMA, Masabumi） （基礎）解剖学

同上

藤田 恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

池田 正明

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

2 年生担当委員：
中平 健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）教養教育

同上

渡辺 修一

（WATANABE, Schu-ichi）

（基礎）生理学

同上

椎橋 実智男 （SHIIBASHI, Michio）
髙野 和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

情報技術支援推進センター
（基礎）解剖学

同上
同上

荒木 智之

（ARAKI, Tomoyuki, ）

（基礎）生化学

同上

佐々木 惇

（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

山本 啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

朝倉 博孝

（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

新津 守

（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

3 年生担当委員：
山元 敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科

同上

丸山 敬

（MARUYAMA, Kei）

同上

（基礎）薬理学

島田 朗

（SHIMADA, Akira）

鈴木 健之

（SUZUKI, Kenji）

菊池 透

（KIKUCHI,Toru）

（毛呂）小児科

同上

宮川 義隆

（MIYAKAWA, Yoshitaka）

（毛呂）総合診療内科

同上

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

渡會 恵介 （WATARAI，Keisuke）

（毛呂）内分泌・糖尿病内科
（毛呂）放射線腫瘍科

同上
同上

4 年生担当委員：
加瀬 康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

土田 哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

伊藤 彰紀

（ITOH Akinori）

（毛呂）神経耳科

同上

長坂 浩

（NAGASAKA Hiroshi）

（毛呂）麻酔科

同上

高橋 一司

（TAKAHASHI Kazushi）

（毛呂）神経内科

同上

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

（MORI, Shigehisa）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

辻 美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

保健医療学部 / 医学教育センター

同上

松田 晃

（MATSUDA, Akira）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

舟久保 ゆう（FUNAKUBO, Yu）
5 年生担当委員：
森 茂久

石橋 敬一郎 （ISHIBASHI, Keiichiro）

医学教育学/ 医学教育センター

柴﨑 智美 （SHIBAZAKI, Satomi）

医学教育学/ 医学教育センター

同上

井上 郁夫

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

（INOUE, Ikuo）
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同上

大竹 明

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

同上

名越 澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

（川越）消化器・肝臓内科

同上

（SHINOZUKA, Nozomi）

（毛呂）消化器・一般外科

同上

6 年生担当委員：
篠塚 望

中里 良彦 （NAKAZATO, Yoshihiko）

（毛呂）神経内科

同上

永田 真

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

中元 秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）

（毛呂）総合診療内科

同上

石原 理

（ISHIHARA, Osamu）

（毛呂）産科・婦人科

同上

村松 俊裕

（MURAMATSU, Toshihiro） （日高）心臓内科

林 健

（HAYASHI, Ken）

（日高）神経内科・脳卒中内科

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上
同上

オブザーバー：
山田 泰子

同上

松下 毅彦 （MATSUSHITA, Takehiko） 医学教育センター

同上

荒関 かやの （ARASEKI, Kayano）

同上

医学教育学 / 医学教育センター

鈴木 智

（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

佐藤 義文

（SATOH, Yoshifumi）

医学教育センター

同上

大西 京子

（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋 美穂

（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

齋藤 恵

（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

杉山 智江

（SUGIYAMA Tomoe）

医学教育センター

同上

金田 光平 （KANEDA, Kohei）
富谷 智明 （TOMIYA, Tomoaki）
川村 勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

Chad L Godfrey

医学教育センター
教職員･学生健康推進センター

同上
同上

（基礎）教養教育

同上

（基礎）教養教育

同上

大間 陽子

（OHMA, Yoko）

（基礎）教養教育

同上

土田 敦子

（TSUCHIDA, Atsuko）

（基礎）教養教育

同上

米岡 裕美

（YONEOKA, Yumi）

（基礎）教養教育

同上

西脇 洋一

（NISHIWAKI, Yoichi）

（基礎）教養教育

同上

鈴木 正

（SUZUKI,Sei）

種田 佳紀 （OIDA，Yoshiki）
伊澤 宜仁

（IZAWA, Yoshihito）

村上 元

（MURAKAMI, Gen）

林 禅之

（HAYASHI, Yoshiyuki）

髙橋 健夫

（TAKAHASHI, Takeo）

小山 政史 （OYAMA, Masafumi）

（基礎）教養教育

同上

（基礎）教養教育

同上

（基礎）教養教育
（基礎）教養教育
（基礎）教養教育
副医学部長
副医学部長

同上
同上
同上
同上
同上

三村 俊英 （MIMURA, Toshihide）

副医学部長

同上

山田 健人 （YAMADA, Taketo）

副医学部長

同上

徳元 康人

（TOKUMOTO, Yasuhito）

アドミッションセンター

同上

池園 哲郎

（IKEZONO Tetsuo）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

学生委員：
（1 年生）

安藤 優希枝，更家 縁，須恵 彩理咲，西山 枝里，丸井 有佐，皆川 亮，山吹 俊仁

（2 年生）

相羽 弘貴，麻生 真由，新井 聡一郎，小野 健太，倉持 智仁，晴山 裕太，平岡 侑子

（3 年生）

飯島 由実，奥羽 慧，加藤 將竜，菊地 哉太，髙木 あまね，西 秀仁，箱島 開智

（4 年生）

岩渕 野衣，内間 優歌，鈴木 啓吾，高沢 理沙，橋本 知公，細田 昇平

（5 年生）

田島 匠，長谷川 実奈，松永 洸昂，丸山 康介，木原 庄之助 ，峯平 紗耶香，戸塚 紀帆，村松 広隆，
藤本 冠慶，大澤 怜央，木村 優希，山田 俊輔，岸 美裕子，吉武 寛隆

（6 年生）

国家試験対策委員が役割を兼務

国試対策委員：
（3 年生）

川端 伸明，北野 可子，清河 徳州，武井 公香，人見 理紗子，村山 幹
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（4 年生）

石丸 安峻，岩渕 野衣，坂口 拓海，佐藤 泉，鈴木 絵美子，松田 眸

（5 年生）

岩田 啓太郎，植野 麦 リチャード，丸山 康介，田島 匠，凌 優琳，松下 真弓，山口 颯人，
松永 洸昂，深井 花観

（6 年生）

忽滑谷 暁紀，石田 悟，安東 慶子，伊藤 瑞也，町田 史靖，森重 夏美，吉田 耕太郎

2．目 的
卒前教育委員会は本学設立の理念および社会的使命に従って、医学部学生を対象とした効果的な医教育を実施するために
必要な事項について審議することを目的としている。主たる審議事項は以下の通りである。
（1） カリキュラムに関すること
（2） 臨床実習に関すること
（2） 試験および進級、卒業の評価に関すること
（3） 教育に関するFD、ワ－クショップに関すること
（4） 学生に対する教育指導
（5） その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動報告
卒前教育委員会では、医学教育センター医学部領域卒前医学教育部門の「カリキュラム室」、「臨床実習推進室」、「試
験管理室」、「調査解析室」、「学生支援室」、「学力増進室」、「研究マインド育成室」、「地域医学推進室」の各室
およびOSCE委員会、スキルスラボ運営委員会、カリキュラム委員会における活動報告，1～6年生の学年小委員会における
報告などを基にして構成員が討議を行い、卒前医学教育に関する方針を決定している。
本委員会には平成19年度以降は全基本学科の教育主任、コースおよびユニットディレクターも参加し、情報伝達の目的
も兼ねた「卒前教育合同会議」として開催している。また，同会議には医学教育センターの専任教員、その他卒前教育委
員長が必要とする教員もオブザーバーとして参加している。
本委員会は医学部の教育に関する議決を行う機関であり、年々議題が増加することにより会議内で十分な討議をする時
間を確保できなくなった。そのため平成20年度から卒前医学教育に関する問題点をより活発，自由に意見交換をすること
を目的として「卒前医学教育懇談会」を立ち上げた。その後名称が医学教育センター懇談会に変更となり、平成28年度よ
り、その機能を医学教育センター運営委員会に移管した。同委員会で討論した事項は，月1回開催する卒前教育委員会の定
例会議に諮っている。
平成25年5月以降は各学年の学生代表も参加することになり、3キャンパスの全教員のみならず学生も卒前医学教育に関
する情報を共有できるようにしている。
3－1. 委員会の開催
第144回卒前教育合同会議（平成31年 4月 9日、議事録あり）
第145回卒前教育合同会議（令和元年 5月14日、議事録あり）
第146回卒前教育合同会議（令和元年 6月11日、議事録あり）
第147回卒前教育合同会議（令和元年 7月 9日、議事録あり）
第148回卒前教育合同会議（令和元年 9月10日、議事録あり）
第149回卒前教育合同会議（令和元年10月 8日、議事録あり）
第150回卒前教育合同会議（令和元年11月12日、議事録あり）
第151回卒前教育合同会議（令和元年12月10日，議事録あり）
第152回卒前教育合同会議（令和2年 1月14日、議事録あり）
第153回卒前教育合同会議（令和2年 2月18日、議事録あり）
第154回卒前教育合同会議（令和2年 3月10日、議事録あり）
3－2.活動の概要と成果
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（1）「カリキュラム室」、「臨床実習推進室」、「試験管理室」、「調査解析室」、「学生支援室」、「学力増進室、「研
究マインド育成室」、「地域医学推進室」および「OSCE委員会」、「スキルスラボ運営委員会」、「カリキュラム委員会」
の活動状況に関しては、「J300. 卒前医学教育部門」に詳細を記載した。
（2）「学年小委員会」は学生委員も含めて原則的に２カ月に1回に開催した。また，1年生は1学期に「全体会」を2回、「5
分の1の会」を5回、2学期には懇談会を3回開催した。「国試対策委員会」は3～6年生が中心となって原則的に月1回開催し
ているが、同委員会には6年生学年小委員会を構成する教員もオブザーバーとして参加しており、学生間での問題点、要望
なども卒前教育委員会は把握できるように努めている。
（3）新カリキュラムは今年度4年生まで進行し、導入クリニカルクラークシップ2が新設され、細かい問題は生じたが、大
きな問題はなく実施された。さらに4年次1月より、臨床実習（CC step1）が開始された。
（4）国内のCOVID-19感染拡大を考慮し、5年生臨床実習CC第2クール、4年生臨床実習（CC step1）令和2年2月27日より中
止し、以後自宅学習に変更した。5年生臨床実習CC第2クールと、4年生臨床実習（CC step1）第6週までは終了となったが、
4年生臨床実習（CC step1）第7週、8週は中止となった。定期試験、追再試験は、最後まで実施した。試験終了後は、基本
的に全学生は登校禁止とした。このため、課外学習プログラムは全て中止となった。
（5）医学教育センター医学部領域FD部門と共同で，6月10日に毛呂キャンパスで「新任教員と講師以上に昇格した教員の
研修会」を実施した。8月1～2日に川越ビルにて第40回医学教育ワークショップを開催し，28名が参加した。第9回医学教
育フォーラムは9月28日に3キャンパスを回線で繋いで第1部「医学教育分野別評価に備えて―受審の経験から―」の講演会
を開催し、第2部は「 医学教育分野別評価受審準備委員会ワークショップ」として委員中心の参加となった。
（6）「第39回国内医科大学視察と討論の会」（国内医科大学視察と討論の会）に2名が参加した。
（7）令和2年2月8日～9日に実施された第114回医師国家試験の合格率は、新卒99.2%（124/125）、既卒77.3%（17/22）、全
体で95.9%（141/147）であり、新卒合格率は全国医学部・医科大学80校中8位、私学29校中4位、既卒合格率はそれぞれ36
位20位、全体での合格率はそれぞれ19位と10位であった。
（8）令和元年度の卒業，進級の状況は下表の通りである。
学年

学生数

1年

進級，卒業 （条件付）

留年

休学

転学部

退学

138

134（ 9）

3

0

0

1

2年

140

129（ 9）

11

0

0

1

3年

134

124（15）

8

0

0

2

4年

126

115（11）

10

1

0

0

5年

127

120（ 1）

7

0

0

0

6年

134

125

6

0

0

3

計

800

747（45）

45

1

0

7

全体での進級，卒業率は93.4%（平成30年度91.0%）であるが，平成26年度入学生128人のうち、令和元年度に卒業したの
は100人、医師国家試験合格者も99人であり、今年度卒業生のストレート卒業率は78.1%、医師国家試験までのストレート
合格率は77.3%（平成30年度71.2%）であった。

４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
新カリキュラムは今年度4年生まで進行し、4年次に新設された導入クリニカルクラークシップ2が大きな問題なく実施
され、4年次1月より臨床実習（CC step1）が開始されたが、国内のCOVID-19感染拡大により、4年生臨床実習（CC step1）
は第6週で終了となり、第7週、8週は中止となった。5年生臨床実習CC第2クールで終了した形になった。
卒前医学教育の目標の一つとも言える医師国家試験の114回の合格率は新卒が99.2%（30年度：85.2%）、全体で95.9%（30
年度：84.9%）であり、昨年度より大幅に改善した。全国医学部・医科大学（80校中）での順位も新卒8位、全体で19位と、
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新卒の健闘により、大躍進を遂げた。平成26年度入学した6年生のストレート卒業率78.1%（平成30年度78.4%）は変化なく
80%以下であったが、医師国家試験までのストレート合格率77.3%（平成30年度71.2%）が上昇した。平成29年第111回国医
師家試験の成績が全国最下位となってから3年でV字回復を成し遂げた。好転した理由は、学力増進室5、6年担当（通称：
5、6年WG）による5年生から6年生への補習、模試等などの対策が定着し、さらに面談の体制が充実してきたことが挙げら
れる。またこの学年からCBTの合格基準がIRT値を720に引き上げられたことも要因と考えられる。
総留年者数が昨年度は40名、今年度は45名と若干増加したが、平成29年度の75名よりも少ない状態にあり、また退学者が
昨年度の12名から今年度7名と減少した。平成29年度より進級基準の厳密化、CBTの合格基準を引き上げ、講義欠席の場合
の減点など、学生にとっては進級の厳密化が進んだ状況にありながらも、留年者数・退学者数の大きく悪化しない要因と
して、学生支援室員のこまめな支援学力増進室5、6年担当（通称：5、6年WG）の対策などが挙げられる。
学力増進の体制は、5、6年生担当が中心であったが、学力増進室の中に3、4年生担当が組織され、4年生でスチューデン
トドクター非認定者に対する特別授業を2月から実施した。今後は3、4年生対象の補習を準備し、また1、2年生担当の組織
を構築する必要がある。
講義の出欠の取り方、講義の1/3を超える欠席の10点減点について様々な角度から検討された。来年度から、出欠は従来
の方法で取るが、欠席数に応じた10点減点は行わない方針となった。また講義、演習、実習の欠席の場合に欠席届ととも
に診断書、病院受診時の領収書、または学生健康推進室発行の意見書が必要であったが、学生健康推進室発行の意見書は
廃止となった。
定期試験の問題、解答の公開について長らく議論を続けていたが、定期試験の問題、解答については公開する基本方針と
なった。
COVID-19感染拡大を防止するために会議の開催方法を検討する必要がある。
4－2．次年度計画
COVID-19 感染拡大を防止するために、遠隔授業の導入など次年度の授業の在り方を検討する必要がある。臨床実習の再
開に向けて、国内の感染状況の動向を見ながら、3 病院での実習再開の準備を行う。なお、次年度は、学外実習施設での
実習は全て中止とする方針となった。
医師国家試験に向けた 5 年生、6 年生の学力増進の対策を継続するが、各対策の効果を検証し、効果的な対策を強化し
て、今年のような好成績が継続するようにする。6 年生下位者に対しては若手サポーターの導入、など支援体制をさらに
充実させる。
留年者、成績下位者の支援を継続する。また6、 5年生の補習体制をさらに充実させ、3、4年生の補習を構築し、１、2
年生の担当者を組織化し対策を検討する。
出欠は従来の方法で取るが、欠席数に応じた10点減点は行わない方針とする。
COVID-19 感染拡大を防止するために、会議体を対面の会議から学内のネット環境を用いた WEB 会議への変更を検討す
る。
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3．9）卒後教育委員会
１．構成員
委 員 長 三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長 中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長 木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授（任期：R2.3.31）
副委員長 鈴木孝明（SUZUKII, Takaaki）
：国際医療センター臨床研修センター室長・小児心臓外科：教授（任期：R1.5.31）
副委員長 林 健（HAYASHI, Takeshi）：国際医療センター脳卒中センター：教授（任期：R1.6.1～R2.3.31）
委

員 森茂久（MORI,Shigehisa）
：医学教育センター長（任期：R1.6.1～R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA,Tetsuya）
：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitu）
：国際交流センター長（任期：R2.3.31）
島田朗（SHIMADA, Akira）
：埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科：教授（任期：R2.3.31）
石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：総合医療センター消化器外科・一般外科：准教授（任期：R2.3.31）
深浦彦彰（FUKAURA, Hikoaki）
：総合医療センター神経内科：准教授（任期：R2.3.31）
諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）
：総合医療センター泌尿器科：准教授（任期：R2.3.31）
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門：教授（任期：R2.3.31）

２．目的
当委員会の前身は旧附属病院（現在の大学病院）における卒後教育を担当することを目的に発足した。その後、卒後臨
床研修は大学病院、総合医療センターおよび国際医療センターに設置された研修医委員会が担当することになり、当委員
会は、卒後臨床研修以外の卒後教育を担当することとなった。現在の当委員会の目的は①卒後教育を目的とした学術集会
の主催及び後援、②日本医師会の生涯教育プログラムへの協力を含めた卒後教育の立案と実施、③卒後教育を推進するた
めの研究支援などである。

３．活動報告
3-1．委員会開催
① 第 1 回（平成 31 年 4 月 2 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 8 人 欠席者 3 人
議事: a.本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された。
b.本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され、確認が行われた。
c.屋嘉比委員の後任として、平成 31 年度から加わった総合医療センター血液内科の木崎昌弘先生、
矢形委員の後任として総合医療センター神経内科の深浦先生より挨拶があった。
② 第 2 回（令和元年 5 月 7 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 9 人 欠席者 2 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され、確認が行われた。
c. 5 月 1 日付で大学事務部部内異動により卒後教育委員会事務担当者の変更があり、小野寺係長後任の吉
山主任より挨拶がされた。
③ 第 3 回（令和元年 6 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
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国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 8 人 欠席者 4 人
議事：a.本委員会後援の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され、確認が行われた。
c.6 月 1 日付で鈴木副委員長の後任として国際医療センター脳卒中センターの林副委員長、荒木委員の後任とし
て医学教育センターの森委員が着任した。
④ 第 4 回（令和元年 7 月 2 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 4 階会議室 1（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 11 人 欠席者 1 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 2 件が申請され、審議の結果承認された。
b.持ち回り委員会にて審査された本委員会後援の学術集会 1 件の報告がなされ、確認が行われた。
⑤ 第 5 回（令和元年 9 月 3 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 10 人 欠席者 2 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会後援の学術集会 2 件が申請され、審議の結果承認された。
c.持ち回り委員会にて審査された本委員会後援の学術集会 1 件の報告がなされ、確認が行われた。
d.6 月から 8 月にかけて行われた本委員会主催の学術集会、および後援の学術集会の出席報告が提
出され、確認が行われた。
⑥ 第 6 回（令和元年 10 月 1 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 9 人 欠席者 3 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会後援の学術集会 3 件が申請され、審議の結果承認された。
c.学長より本委員会主催学術集会の司会について、個別的なテーマに関し、専門家が講演することが多く
なった背景を受け、話の内容が分かる方が司会をするのが適切ではないかという提案があった。これに
対し、
「主催の司会は学長」というルールを廃止することとした。
⑦ 第 7 回（令和元年 11 月 5 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 1（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 10 人 欠席者 2 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 2 件が申請され、審議の結果、両申請者には改めて根拠の提示を求めた。
b.本委員会後援の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
c.本委員会主催の学術集会 1 件、後援学術集会の 2 件の事後報告がなされ、確認が行われた。
⑧ 第 8 回（令和元年 12 月 3 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 8 人 欠席者 4 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 2 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会後援の学術集会の出席報告が 2 件申請され、審議の結果承認された。
c.本委員会主催の学術集会 1 件の事後報告がなされ、確認が行われた。
d.年度の卒後教育委員会日程の確認が行われた。
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⑨ 第 9 回（令和元年 1 月 7 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教員研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 10 人 欠席者 2 人
議事：a.本委員会後援の学術集会 2 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会主催の学術集会 2 件、後援学術集会 1 件の出席報告と確認が行われた。
⑩ 第 10 回（令和 2 年 2 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター教育研究棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 10 人 欠席者 2 人
議事：a.本委員会主催の学術集会 1 件が申請され、審議の結果承認された。
b.本委員会後援の学術集会 2 件が申請され、審議の結果承認された。
c.本委員会後援の学術集会 3 件の事後報告がなされ、確認が行われた。
d.卒後教育委員会運営規則（案）について議論が行われた。議論の結果、一部文言等の修正について総合
企画部と協議することとした。
e.事務局より学術集会申請様式の追加項目について報告がなされた。主催学術集会については注意事項の
記載、後援学術集会については他の集会との重複の有無及び注意事項が新たに追加された。
⑪ 第 11 回（令和元年 3 月 3 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビ会議）
国際医療センター管理棟 1 階カンファレンスルーム KK-1（テレビ会議）
出席者 11 人 欠席者 1 人
議事：a.本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され、確認が行われた。
b.令和元年度学術集会聴講者報告が行われた。
c.コロナウイルスの影響を考慮し中止となった 3 月及び 4 月開催の学術集会の報告があった。
中止となった学術集会については、再申請をする場合、日時と場所を変更した申請書を事務局宛に提出
後、三村委員長が確認のうえ判断することとし、委員会での再審査は不要とした。また、3 月及び 4 月
開催の学術集会は中止としたが、5 月開催の学術集会については、申請書が提出された場合、審査は行
うが保留とすることとした。当面の間、卒後教育委員会主催・後援学術集会の開催は中止となるが、開
催を再開する時期については今後の検討事項とした。
3-2．卒後教育委員会主催学術集会
以下の 8 件の学術集会を主催した。
（※第 6 回，第 7 回は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、開催中止とした）
第1回

講師：国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長
中釜 斉 先生
演題：がんゲノム研究とゲノム医療の現状と将来像
日時：令和元年 8 月 9 日（金）

18:00～19:00

申請：国際医療センター
第2回

講師：自治医科大学医学部 名誉教授・客員教授
小澤 敬也 先生
演題：本格的実用化が進み始めた遺伝子治療：CAR-T 細胞治療法を中心に
日時：令和元年 9 月 14 日（土）

16:30～17:30

申請：ゲノム医学研究センター
第3回

講師：昭和大学発達障害医療研究所
加藤 進昌 先生
演題：アスペルガー症候群の脳科学 ～脳画像研究からリハビリテーションまで～
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日時：令和元年 11 月 18 日（月） 17:30～18:30
申請：大学病院 神経精神科・心療内科
第4回

講師：横浜検疫所
北澤 潤 先生
演題：今後の診療報酬制度について
日時：令和元年 12 月 23 日（金） 17:00～18:00
申請：生理学

第5回

講師：北里大学北里研究所病院 糖尿病センター長
山田 悟 先生
演題：これまでの、そして、これからの糖尿病食事療法
日時：令和 2 年 2 月 25 日（火）

18:00～19:00

申請：NST 運営委員会
以下の第 6 回と第 7 回においては、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止とした。
第6回

講師：三宅大福クリニック 院長
国際医療センター婦人科腫瘍科 客員教授
宮木 康成 先生
演題：我が国の産婦人科領域における AI の作成手法、特許申請、および現状
日時：令和 2 年 3 月 13 日（金）

18:00～19:15

申請：国際医療センター 婦人科腫瘍科
第7回

講師：Chair of Department of Epidemiology
UCLA, Fielding School of Public Health
Karin Michels 先生
演題：The Early Life Origins of Cancer
日時：令和 2 年 4 月 13 日（水） 18:00～19:00
申請：大学病院 産婦人科

3-3．卒後教育委員会後援学術集会
以下の 21 件の学術集会を後援した。
（※第 15 回、第 16 回、第 17 回は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、開催中止とした）
第1回

講師：日本赤十字社国際部 中東地域主席代表（兼）国際赤十字社赤新月社連盟（IFRC）
中等北アフリカ地域緊急災害保険コーディネーター
五十嵐 真紀 先生
演題：中東地域における難民の現状と赤十字社による医療保健支援
日時：令和元年 5 月 23 日（木） 17：00～18：30
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門

第2回

講師：国際医療福祉大学医学部 分子生物学
西村 渉 先生
演題：膵β細胞特異的に抑制されている遺伝子の解析から糖尿病発症のメカニズムに迫る
日時：令和元年 6 月 17 日（月） 17：30～18：30
申請：生理学

第3回

講師：東京大学医学部附属病院 臓器移植医療部副看護師長
レシピエント移植コーディネーター
日本移植コーディネーター協議会 会長
野尻 佳代 先生
演題：肝臓移植におけるレシピエントコーディネーターの役割
日時：令和元年 6 月 27 日（木） 18:00～19:00
申請：総合医療センター 臓器移植センター

第4回

講師：Institut of Human Genetics Technische Universität München, München, Germany
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Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, Germany
Holger Prokisch 先生
演題：Exomes got therapy, a study of 1800 paediatric mitochondrial disease cases
日時：令和元年 7 月 31 日（水） 16:00～17:00
申請：大学病院 小児科・ゲノム医療科
第5回

講師：医療法人青山会ミューズレディスクリニック院長
附属母子感染研究センター長
小島 俊行 先生
演題：妊娠と母児感染
日時：令和元年 8 月 2 日（土） 19:00～20:30
申請：総合医療センター 産婦人科

第6回

講師：東京女子医科大学腎臓外科助教
コロンビア大学外科内科講師
加藤 容二郎 先生
演題：コロンビア大学での移植医療 ～現場で感じた熱いフロンティアスピリッツ～
日時：令和元年 9 月 30 日（月） 18:30～19:30
申請：国際医療センター 消化器外科

第7回

講師：ヒューマンライフコード
代表取締役社長
原田 雅充 先生
演題：臍帯由来・臍帯血由来細胞を用いた細胞治療の研究開発の現状と取り組み
～臍の緒がつなぐ心豊かな社会～
日時：令和元年 10 月 10 日（木） 18:00～19:00
申請：大学病院 歯科口腔外科

第8回

講師：医療法人東札幌病院 理事長
石谷 邦彦 先生
演題：がん緩和ケアの新たな地平－札幌カンファレンス
日時：令和元年 11 月 12 日（火） 17:45～18:45
申請：国際医療センター 精神腫瘍科

第 9 回

講師： Chief of Service, Psychiatric Liaison Service, Lausanne University Hospital (CHUV),
Switzerland, and Full Professor, Lausanne Faculty of Biology and Medicine, Lausanne
University, Switzerland
STIEFEL Friedrich, M.D., Ph.D. 先生
演題：The contribution of phenomenology in psycho-oncology
日時：令和元年 11 月 12 日（火） 18:45～19:45
申請：国際医療センター 精神腫瘍科

第 10 回

講師：水村医院 日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野
水村 賢司 先生
演題：大学病院勤務から開業医になってわかったこと
日時：令和 2 年 1 月 15 日（水） 17：00～18：00
申請：ゲノム医学研究センター 遺伝子構造機能部門

第 11 回

講師：鶴見大学歯学部歯科矯正学講座
菅崎 弘幸 先生
演題：酸化ストレス防御機構と骨吸収
日時：令和元年 12 月 4 日（水） 18:00～19:00
申請：大学病院 歯科・口腔外科

第 12 回

講師：東京大学医学部附属病院 薬剤部・助教
池淵 祐樹 先生
演題：RANK－RANKL による骨代謝制御機構の解析と新たな骨粗鬆症治療薬の可能性
日時：令和 2 年 1 月 23 日（木） 16:00～17:15
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申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第 13 回

講師：国立がんセンターがん対策情報センター 非常勤
静岡県立がんセンター病理診断部 非常勤
PCL ジャパン病理細胞診センター 特別顧問
下田 忠和 先生
演題：1) 頭頸部から食道腫瘍の臨床病理診断：最近の知見から
2) Topics of WHO Classification of Tumors 5th Edition “Digestive System Tumours”,
focusing on stomach and colorectum tumours
日時：令和 2 年 1 月 27 日（月） 18:30～19:30
申請：国際医療センター 病理診断科

第 14 回

講師：埼玉県立小児医療センター 遺伝科
大橋 博文 先生
演題：先天異常症候群の包括的ケア
日時：令和 2 年 2 月 18 日（火） 18:45～19:45
申請：総合医療センター 小児科

以下の第 15 回、第 16 回と第 17 回においては,新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止とした。
第 15 回

講師：自治医科大学医学教育センター 准教授
松山 泰 先生
演題：
「日本発」自己調整学習力促進プログラムの開発まで
日時：令和 2 年 3 月 9 日（月）

17:00～18:00

申請：医学教育センター
第 16 回

講師：日本大学医学部附属板橋病院 小児科学分野 主任教授
森本 一朗 先生
演題：新生児黄疸 Up-to-date
日時：令和 2 年 3 月 17 日（火）

18:30～19:30

申請：総合医療センター 小児科 新生児部門
第 17 回

講師：Edwin L. Steele laboratory of Tumor Biology, Department of Radiation Oncology,
Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School
Dan Gabriel Duda 先生
演題：How to Succeed in Translational Cancer Research: Transforming Challenge in Opportunity
日時：令和 2 年 4 月 14 日（木）

17:00～18:00

申請：総合医療センター 呼吸器外科

４．自己評価と次年度計画
4-1．今年度の自己評価
本年度は、7 件の学術集会を主催し、17 件の学術集会を後援した。このうち、主催 2 件、後援 3 件が新型コロナ
ウイルス感染症の原因により開催中止となった。また、大学院 FD としても相応しいと承認された主催学術集会は
2 件、後援学術集会は 7 件であった。例年と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、主催学術集会の
開催回数は減少し、後援学術集会についても開催回数は少なかった。
4-2．次年度の目標
質の高い学術集会の申請・開催件数を更に伸ばせるよう、本委員会として検討を重ねていく。

0185

3．10）医学部カリキュラム委員会
１． 構成員
委員長

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）：副医学部長（任期：R2.3.31）

副委員長 村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：R2.3.31）
委員

森 茂久（MORI, Shigehisa）：副学長、医学教育センター長、卒前医学教育部門長、臨床実習推進室室長（任期：

R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：R2.3.31）
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長（任期：R2.3.31）
小山政史（OYAMA, Masafumi）：副医学部長、国際医療センターブランチ長（任期：R2.3.31）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：副医学部長、卒後医学教育部門長（任期：R2.3.31）
篠塚 望（SHINOZUKA, Nozomi）：副医学部長（任期：R2.3.31）
林 健（HAYASHI, Takeshi）：試験管理室室長（任期：R2.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教育情報部門長（任期：R2.3.31）
持田 智（MOCHIDA, Satoshi）：図書館長（任期：R2.3.31）
辻 美隆（TSUJI, Yoshitaka）:シミュレーション教育部門長（任期：R2.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：カリキュラム室室長（任期：R2.3.31）
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：総合医療センター消化器内科教授（任期：R2.3.31）
新津 守（NIITSU, Mamoru）：放射線科教授（任期：R2.3.31）
丸山 敬（MARUYAMA, Kei）：薬理学教授（任期：R2.3.31）
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：病理学教授（任期：R2.3.31）
山田健人（YAMADA, Taketo）：病理学教授（任期：R2.3.31）
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学教授（任期：R2.3.31）
柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）：社会医学准教授（任期：R2.3.31）
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）：神経内科准教授（任期：R2.3.31）
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：教養教育准教授（任期：R2.3.31）
間嶋 満（MAJIMA, Mitsuru）：リハビリテーション科：客員教授（任期：R2.3.31）
高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）：カリキュラム室助手（任期：R2.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）：学務課長（任期：R2.3.31）
松永洸昴（MATSUNGA, Takeaki）：医学部 5 生（任期：R2.3.31）
米山史華（YONEYAM, Fumika）：医学部 4 生（任期：R2.3.31）

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

３．活動報告
令和元年度は、計 6 回の会議を定期的に開催し、特に第 6 回は外部の専門家および地域および社会からの代表者にご参加いただく拡
大会議とした。本委員会のもとでは、基礎―臨床講義連携 WG（責任者：山田委員）、Pre-CC 検討 WG（責任者：森副学長）、IPE・医学
概論・行動科学 WG（責任者：小山副医学部長）、6 年ユニット・卒試検討 WG（責任者：篠塚副医学部長）が活動している。基礎―臨床
講義連携 WG では 1、2 年生から 3 年次へスムーズに移行できるよう、3 年生担当の臨床教員と協議し、また 2 年生総合試験のユニット
化を検討した。Pre-CC 検討 WG では Pre-CC、CCstep1・step2 および Advanced CC の実習内容や評価、および運用方法において、特に
WebClass の更新とログブックおよびルーブリックの活用法について検討した。IPE・医学概論・行動科学 WG では行動科学や医療倫
理、キャリアデザイン、予防医学などの新しい時代に対応したカリキュラム改変を検討した。6 年ユニット・卒試検討 WG では 6 年生 C
ユニット講義と試験、6 年生実力試験・卒業試験のあり方、および医師国家試験に向けた模擬試験や夏季特別講習、また特定の学生を
対象とするサポーター制度について検討した。それぞれ綿密な議論を重ね、その結果を本委員会に報告し、本委員会で統合的に審議し
た。
令和元年度は、令和 3 年度に受審予定の分野別認証評価の際に求められる、医学教育におけるマイルストーンについて、マイルスト
ーン策定委員会を設置して検討した。まず、従来の卒業時アウトカムをコンピテンスという名称に読み替え、各学年における到達目標
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であるマイルストーンを設定し、担当ユニットによる評価で達成を確認したうえで進級させていく制度を策定した。詳細については令
和 2 年度の各学年のシラバス補遺として配付し、ホームページへ掲載した。

４． 自己評価と次年度計画
４－１．今年度の自己評価
令和 2 年度からのマイルストーン制度の導入に向けて準備を進め、4 月から開始することができた。
４－２．次年度の目標
カリキュラム全般の運営を司る委員会として、次年度はさらに活動を充実させ、マイルストーン達成度の評価法および未達成者に対
する補習法についての検討を加えていく。また分野別認証評価の受審を踏まえ、IR 委員会と連携して、臨床実習前教育における多彩な
評価方法の導入、特に形成的評価の導入を目指していく。
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3．11）研究医養成プログラム運営委員会
1. 構成員
委員長
佐々木 惇（SASAKI, Atsushi）
：医学部病理学：教授（任期：R3.3.31）
副委員長 村上 孝（MURAKAMI, Takashi）
：研究マインド育成室長 医学部微生物学：教授（任期：R3.3.31）
委員
別所 正美（BESSHO, Masami）
：学長（任期：R3.3.31）
吉本 信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副理事長（任期：R3.3.31）
松下 祥（MATSUSHITA, Shou）
：副学長・医学研究センター長（任期：R3.3.31）
木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：副学長・医学研究科長 （任期：R3.3.31）
森 茂久（Mori, Shigehisa）
：副学長・医学教育センター長（任期：R3.3.31）
村越 隆行（MURAKOSHI,Takayuki）:医学部長（任期：R3.3.31）
伊藤 彰紀（ITOU, Akinori）
：学生部長（任期：R3.3.31）
三村 俊英（Mimura, Toshihide）
：医学教育センター卒後医学教育部門長（任期：R3.3.31）
堀江 公仁子（Horie, Kuniko）
：ゲノム医学研究センター（任期：R3.3.31）
茂木 明（MOGI, Akira）
：事務局長（任期：R3.3.31）
内田 和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部長（任期：R3.3.31）

2. 目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学委員会運営規定に則り、埼玉医科大学研究医養成プログラムの円滑な運営を図るために設置されたも
のである。平成 30 年度の活動目標として、1)プログラム履修中の学生に対しての指導体制を強化する事、2)次年度申請者の募集と選考の
実施、3)研究奨学金の支援、を挙げ、様々な基礎医学分野において医学部医学科卒業の基礎医学研究医の人材育成を行う。

3. 活動報告
①第 1 回 定例会議（平成 31 年 4 月 2 日）
：於：会議室 出席 11 人 欠席 2 人
議事-----研究医養成プログラム構成員について（職位変更に伴い、研究医養成プログラム運営委員会の構成員に変更があった）
、平
成 30 年度学生指導報告について（研究医養成プログラムの履修学生を受け持った指導教員より指導報告書（合計 7 通）の提出があ
った。研修医 1 年目の橋本 真歩（M13086）さんと橋本 尚仁（M13084）さんは大学院へ進学、近江 光さん（M13019）は臨床研修後
に大学院へ進学予定である）
、第 4 回学生による研究発表会について（平成 30 年 11 月 16 日（金）に保健医療学部と合同で、第 4 回
学生による研究発表会が行われた。審査の結果 4 名の学生が 12 月の合同教授教員総会で表彰された）
、平成 31 年度研究医養成プロ
グラム履修者について（岸 美裕子（M14030）さんと岩田 亮太郎（M16012）さんの 2 名が留年となった。留年者の取り扱いについて、
2 年岩田さんは進級後にプログラムを開始とする。今年度は岩田さんの担当予定であった村上教授が個別指導を担当する。5 年岸さ
んは、担当の梶原教授と相談し、勉学に支障が無い範囲でプログラムを継続することとした。平成 31 年度の履修者は、4 年生 4 名、
5 年生 2 名、6 年生 2 名の計 8 名となった）研究医養成プログラム年間予定について（平成 31 年 4 月 8 日（月）
、今年度より研究医
養成プログラムオリエンテーションを実施する）
、2020 年度研究医養成プログラム募集要項について（2020 年度研究医養成プログラ
ムの募集は、11 月から 1 ヶ月程度を予定している。募集対象を、2、3 年生へ変更する。今回は移行期のため、2、3 年生を対象とす
、研究医養成奨学金の貸与期間について（本奨学金の貸与期間は「医学部 4 年
るが、2021 年度募集からは 2 年生のみを対象とする）
次から大学院博士課程修了時までの原則 7 年間」であるが、2020 年度からは 3.4 年生が対象となる。貸与期間の引き下げ・延長につ
いて、引き続き検討する）
、研究の倫理申請について（佐々木委員長より、病理学で橋本 尚仁（M13084）さんの IRB 申請をした。動
物実験や人体を使った実験をする場合には注意をしてほしい。平成 31 年 4 月 8 日（月）のオリエンテーションで学生へ周知する）
、
選択必修「基礎医学研究室紹介」の廃止に伴う代替え措置（案）について（希望者少数のため、今年度より講義を廃止した。代替案
として、ホームページでの研究室紹介や課外プログラムとの連携が提案された）
②第 2 回 メール会議（令和 2 年1 月 14 日）
：出席 13 人
議事-----令和 2 年度研究医養成プログラム応募者 3 名の選抜結果について審議し、全員一致で合格と判定した。

4. 自己評価と次年度計画
4-1. 今年度の自己評価
今年度は医学部卒業生 3 名中 2 名が大学院に進むことになり、大学院進学と研究継続の目標はかなり達成された。一方、2 名が留年
によりプログラムを中断することになったのは残念であった。新しくプログラムに 4 名と過去最大の人数が加わり、来年度にも 3 名
の応募があったことは人数的には満足できる結果であった。
4-2. 次年度の目標
次年度も応募者を確実に選抜できること、各学生の希望に沿った研究指導ができること、慶應義塾大学学生研究発表会と施設見学が
ここ 2 年できていないので今年は実施する
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3．12）毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会
１．構成員
委員長：坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設機能部門：教授（任期：R2.3.31）
委員：荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：生化学：講師（任期：R2.3.31）
委員：佐藤 毅（SATOH, Tsuyoshi）:歯科・口腔外科:准教授 （任期：R2.3.31）
委員：中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）
：皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
委員：川野雅章（KAWANO, Masaaki）
：免疫学：准教授（任期：R2.3.31）
委員：中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：消化器・肝臓内科：准教授（任期：R2.3.31）
委員：三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
委員：藤田恵子（HUJITA, Keiko）
：解剖学：准教授(任期：R2.3.31.)
委員：森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
委員：一色政志：（ISSIKI, Masashi）
：中央研究施設 RI 部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設実験動物部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：大島 晋（OHSHIMA, Susumu）
：中央研究施設形態部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：中央研究施設日高ブランチ実験動物部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）
：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：准教授（任期：R2.3.31）
委員：水野洋介（MIZUNO, Yousuke）
：中央研究施設日高ブランチ機能部門：准教授（任期： R2.3.31）
オブザーバー：松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：免疫学：教授（任期：R2.3.31）
オブザーバー：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
：経理部第二購買課：次長（任期：R2.3.31）
オブザ－バー：和田 実（WADA, Minoru）
オブザ－バー：池和田忠幸（IKEWADA, Tadayuki）
：経理部：部長（任期：R2.3.31）
オブザーバー：廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）
：中央研究施設機能部門：講師（任期：R2.3.31）
オブザーバー：冨永信子（TOMINAGA, Nobuko）
：中央研究施設実験動物部門：助教（任期：R2.3.31）

２．目的
施設は、最先端の高度な研究を行うとともに、学内共同利用施設として、本学研究者の研究遂行のための便宜をはかり、
本学における臨床および基礎医学研究の推進・発展の基礎となることを目的とする。

３．活動報告
共同利用施設運営部門／中央研究施設運営委員会会議
①第 72 回中央研究施設運営委員会：2019(H31)年 3 月 29 日（月）～2019(R1)年 6 月 6 日（木）メーリング会議、出席
22 人 欠席 0 人
【議題】1) 2018（H30）年度会計報告に関して（承認事項）、2) 中央研究施設日高ブランチ機能部門利用規則に関して
（承認事項）
、3) 人事に関して（報告事項）
、4) 運営委員会委員に関して（報告事項）、
【審議結果】1) 前年度の会計報
告がなされた。2018 年 4 月から中央研究施設日高ブランチに機能、実験動物、RI の 3 部門が改組されたが、従来の毛呂
山キャンパスの各部門と経理を一体化して処理する。会計処理は困難を予想し、経理課に相談の上、会計報告を簡素化
した。問題点は無かったため、次年度からこの形式で会計報告を行うことが承認された。2) 中央研究施設日高ブランチ
の各部門の運営を開始に伴い、共同利用機器利用規程及び共同利用実験室、フェローステーションの各利用内規の改正
を行い、承認された。3) 形態部門への保健医療学部卒業生 1 名の新規採用について報告された。4)2019、2020 年度の
委員とオブザーバーの構成について報告された。
②第 73 回中央研究施設運営委員会：2019(R1)年 12 月 16 日（月）～2020(R2)年 1 月 10 日（金）メーリング会議、出席
22 人 欠席 0 人
【議題】1) 現在の中央研究施設への設置希望機器まとめ（報告事項）
、2) 人事に関して（報告事項）
、3) 機能部門及び
形態部門の利用内規に関して（承認事項）、4) 日高ブランチにおける「実験系廃棄物処理の手引き」に関して（承認事
項）【審議結果】1) 現在中央研究施設に設置・更新等が要望される研究機器の説明があり、その整備に関わる今後の見
通しが報告された。2) 2019 年 12 月 1 日付で昇進が決定した教員について報告された。3) 機能部門及び形態部門の利
用内規について学生の設備・機器利用の項目を追加した旨報告された。4）日高キャンパスにおける廃棄物処理の手引き
が更新され承認された。
各議事録は、中央研究施設ホームページ（http://10.4.11.3/eagle1/herodb/herodb.cgi?table=schedule）に掲載。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
中央研究施設運営委員各委員会では熱心な討議が行われており、運営、規定、内規に関わる指摘なども適切且つ
重要である。また、中央研究施設全体の問題点等について常時注視している。

4－2．次年度計画
中央研究施設日高ブランチの運営が本格化しているため、今後日高キャンパスの利用者が増加し、内規に新たな項目を
盛り込む必要性が生じると思われる。ネットワーク会議を利用した細やかに運営委員会の開催を模索する。
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3．13）医学部入学試験委員会
１．構成員
委員長

村越

隆之（MURAKOSHI，Takayuki）
：医学部長・生化学：教授（任期：R2.3.31）

副委員長

土田

哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）
：副学長・皮膚科：教授（任期：R2.3.31）

副委員長

山田

健人（YAMADA，Taketo）
：医学部長補佐・病理学：教授・入試実施委員会委員長
（任期：H31.4.1～R2.3.31）

副委員長

渡辺

修一（WATANABE，Shu-Ichi）
：生理学：教授・入試実施委員会副委員長（任期：H31.4.1～R2.3.31）

委 員

吉本

信雄（YOSHIMOTO，Nobuo）
：副理事長（任期：R2.3.31）

別所 正美（BESSHO，Masami）
：学長（任期：R2.3.31）
森

茂久（MORI, Shigehisa）：副学長・医学教育センター長（任期：R2.3.31）

織田 弘美（ODA，Hiromi）
：大学病院長（任期：R2.3.31）
堤

晴彦（TSUTSUMI，Haruhiko）
：総合医療センター病院長（任期：R2.3.31）

佐伯

俊昭（SAEKI，Toshiaki)：国際医療センター病院長（任期：R1.4.1～R2.3.31）

伊藤

彰紀（ITO，Akinori）
：学生部長・大学病院耳鼻咽喉科神経耳科：教授（任期：R2.3.31）

高橋

健夫（TAKAHASHI，Takeo）
：副医学部長・総合医療センター放射線腫瘍科：教授（任期：R2.3.31）

三村

俊英（MIMURA，Toshihide)：副医学部長・大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）

篠塚

望（SHINOZUKA，Nozomi)：副医学部長・大学病院消化器・一般外科：教授（任期：R2.3.31）

小山

政史（OYAMA，Masafumi)：副医学部長・国際医療センター泌尿器科：教授（任期：R2.3.31）

岡田

浩一（OKADA，Hirokazu）：副医学部長・大学病院腎臓内科：教授（任期：R2.3.31）

林

健（HAYASHI，Takeshi)：医学部長補佐・国際医療センター神経内科・脳卒中内科：教授
（任期：R2.3.31）

椎橋

実智男（SHIIBASHI，Michio）
：医学部長補佐・情報技術支援推進センター：教授・入試実施委員会
（入試実施班長）
（任期：R2.3.31）

吉益

晴夫（YOSHIMASU，Haruo)：医学部長補佐：総合医療センター神経精神科：教授・入試実施委員会（面
接班長）
（任期：R1.4.1～R2.3.31）

向田 寿光（MUKAIDA，Hisamitsu)：教養教育運営責任者：教授・入試実施委員会副委員長（問題作成班長）
（任期：R2.3.31）
名越

澄子（NAGOSHI，Sumiko）：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：R1.7.1～R2.3.31）

村田

正樹（MURATA，Masaki）
：大学事務部医学部事務室入試課長（任期：R2.3.31）

徳元

康人（TOKUMOTO，Yasuhito）
：アドミッションセンター：講師（任期：R2.3.31）

内田

和利（UCHIDA，Kazutoshi）
：入試事務室長・大学事務部長（任期：R2.3.31）

江口

幹也（EGUCHI， Mikiya)：大学事務部医学部事務室次長事務担当（任期：R2.3.31）

下田

裕子 (SHIMODA，Yuko)：大学事務部医学部事務室庶務課長事務担当（任期：R2.3.31）

岩澤 昌人（IWASAWA，Masato）：大学事務部医学部事務室学務課長事務担当（任期：R2.3.31）
松浦

直樹（MATSUURA, Naoki）：大学事務部医学部事務室入試課長補佐事務担当（任期：R1.7.1～R2.3.31）

小室 秀樹（KOMURO，Hideki）
：大学事務部：顧問オブザーバー（任期：R2.3.31）

２．目的
本委員会は、埼玉医科大学学則第 19 条第 2 項に定める入学者選抜の試験が厳正かつ合理的に実施されることを主たる目
的に、埼玉医科大学医学部入学試験委員会規則に基づいて運営される。本委員会は、公正かつ適切な入学試験を実施する
ために、各科目の試験、面接を含む全ての入学試験問題の内容と形式等を検討し、また、入学試験の実施の責任を負う。
合格判定にあたっては、本学の教育目標に基づいて定められた入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）の下、
予め定められた合格判定基準に従って合格候補者(案)を決定する。本委員会で決定した合格候補者(案)を、教員代表者会
議に諮り、学長が合格者を決定する。
なお、本委員会は、入試方式・入試成績と入学後の成績を分析・調査し、エビデンスに基づいて試験の方法を絶えず改
善する努力を続けている。さらに、社会が求める医師像を視野に入れながら、情報公開や入試広報活動の方針策定を含め、
中・長期的な見通しをもって多様な入試方式を開拓し、広く有能な学生を確保するための方針と方策を決定するよう努め
ている。
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３．活動報告
１）会議日程と議事内容
①第 1 回

定例会議（平成 31 年 4 月 23 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 28 人

欠席 0 人

議事：平成 31 年度医学部入学試験委員会構成員、平成 31 年度医学部入学試験委員会開催日程、平成 31 年度医学部入
学試験結果、平成 31 年度医学部入学試験実施委員会構成員、令和 2 年度医学部入学試験出題委員等担当者、令
和 2 年度一般入学試験問題作成日程、令和 2 年度一般入学試験問題作成のスケジュール、科目責任者からの入
学試験問題提出日、2019 年度医学部オープンキャンパス、入試問題の著作物引用、入学試験出題委員等におけ
る家族・近親者の受験予定の確認、奨学金 WG 議事録要旨、令和 2 年度埼玉医科大学医学部入学試験日程、他
②第 2 回

定例会議（令和元年 7 月 9 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 29 人

欠席 0 人

議事：入試問題作成時のセキュリティ対策、入学試験問題のあり方に関する教職員 FD・SD、令和 2 年度、推薦入学試
験の面接、令和元年度オープンキャンパス、西武学園文理高等学校との高大連携講座、2019 年度医学部入学試
験関係書類発送計画、受験ポータルサイト UCARO を導入、入試過去問題ホームページ掲載、令和 3 年度以降の
入学者選抜に関する予告、令和元年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会、令和 2 年度学生募集要項、他
③第 3 回

定例会議（令和元年 9 月 10 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 29 人

欠席 0 人

議事：令和元年度医学部入学試験問題作成日程、一般入学試験問題の相互点検、令和 2 年度推薦入試・帰国生入試に
おける面接委員、2019年 度医学部オープンキャンパス、西武学園文理高校との高大連携講座、越華祭の医学部
紹介コーナー、令和 2 年度推薦及び帰国生入学試験実施要領、令和 2 年度大学入学者選抜大学入試センター試
験入試担当者連絡協議会報告、令和 3 年度以降の入学者選抜に関する予告、他
④第 4 回

定例会議（令和元年 12 月 3 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議事：令和 2 年度医学部推薦・帰国生入学試験の実施状況、令和 2 年度医学部推薦・帰国生入学試験出願者の概要お
よび成績統計、令和 2 年度医学部推薦・帰国生入学試験の評価基準、令和 2 年度医学部推薦・帰国生入学試験
の合否判定、令和 2 年度医学部推薦・帰国生入学予定者に対する課題の原稿作成、大学入試英語成績提供シス
テム、令和 3 年度以降の埼玉医科大学 医学部入学者選抜（予告）他
⑤第 5 回

定例会議（令和 2 年 1 月 7 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議事：令和 2 年度医学部推薦入学試験 面接委員アンケート結果、令和 2 年度オープンキャンパス日程案、令和 2 年
度医学部一般入試（前期・後期）実施要領及び入試補足資料、令和 2 年度医学部一般入学試験 1 次試験全体レ
イアウト図、令和 2 年度一般 2 次面接進行表、令和 2 年度医学部入試実施委員会日程（案）
、令和 2 年度大学
入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会報告書、令和 3 年度医学部入学試験日程(案)、他
⑥第 6 回

定例会議（令和 2 年 1 月 29 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議事：令和 2 年度一般入学試験(前期)1 次試験実施状況、令和 2 年度一般入学試験(前期)1 次試験出願者概要および
成績統計、令和 2 年度一般入学試験(前期)1 次試験判定、令和 2 年度医学部入学試験委員会開催予定（案）
、他
⑦第 7 回

定例会議（令和 2 年 2 月 5 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議題：令和 2 年度一般入学試験(前期)2 次試験実施状況、令和 2 年度一般入学試験(前期)2 次試験の概要および成績
統計、令和 2 年度一般入学試験(前期)2 次試験の判定・令和 2 年度合否判定基準(一般入学試験 2 次試験)、他
⑧第 8 回

定例会議（令和 2 年 2 月 19 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議題：令和 2 年度一般入学試験(後期)1 次試験の実施、令和 2 年度一般入学試験(後期)1 次試験出願者の概要および
成績統計状況、令和 2 年度一般入学試験(後期)1 次試験の判定、令和 2 年度医学部一般入学試験(後期)2 次試
験の面接委員、令和 3 年度一般入学試験、他
⑨第 9 回

定例会議（令和 2 年 2 月 26 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議題：令和 2 年度センター試験利用入学試験 1 次試験の概要及び成績統計、令和 2 年度センター試験利用入学試験 1
次試験の判定、令和 2 年度センター試験利用入学試験 2 次試験、令和 2 年度一般入学試験(後期)2 次試験の実
施状況、令和 2 年度一般入学試験(後期)2 次試験の概要及び成績統計、令和 2 年度合否判定基準・令和 2 年度
一般入学試験(後期)2 次試験の合否判定、他
⑩第 10 回

定例会議（令和 2 年 3 月 11 日）於： 本部棟 2 階会議室

出席 30 人

欠席 0 人

議題：令和 2 年度センター試験利用入学試験 2 次試験概要及び成績統計、令和 2 年度センター試験利用入学試験 2 次
試験合否判定基準、令和 2 年度センター試験利用入学試験 2 次試験合否判定、令和 2 年度入試委員会等の構成
員、令和 3 年度入学者選抜における面接委員、令和 2 年度推薦・帰国生入学試験（分析）
、他
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２）令和 2 年度新入生数
130 名(男 79 名、女 51 名）
推薦試験入学者数（一般推薦枠）

13 名 （男

推薦試験入学者数（埼玉県地域枠） 19 名
推薦試験入学者数（特別枠）
帰国生入学者数 (募集人員

1 名

若干名) 1 名

7 名、女

(男 13 名、女

6 名）
6 名)

(男 1 名、女

0 名)

(男

0 名)

1 名、女

一般前期試験入学者数

52 名 （男 33 名、女 19 名）

一般後期試験入学者数

39 名 （男 24 名、女 15 名）

センター試験利用入学者数

5 名 （男 0 名、女

5 名）

３）平成 31 年度の主な活動内容
①本委員会の下部組織(医学部入学試験実施委員会)への指示と連携
（問題作成班、面接班、情報宣伝班、入試実施班、事務）
②大学入試センター試験利用入学試験の実施についての検討
③入学試験合格者決定のための検討
④入試問題作成のためのアドミッションセンターとの連携
⑤一般入学試験監督者の改善アンケート結果による検討
⑥入学試験問題作成についての検討
⑦医学部オープンキャンパスの開催 令和元年 7 月 21 日
⑧令和元年度一般選抜科目試験問題第三者評価についての検討
⑨大学入試センター試験の女子栄養大学との共同実施（協力と連携）
⑩その他
４）令和 2 年度医学部入学試験
① 入学試験日程
・推薦入試

令和元年 11 月 24 日

合格発表

令和元年 12 月 4 日

・帰国生入試

令和元年 11 月 24 日

合格発表

令和元年 12 月 4 日

・一般入試（前期）
一次試験

令和 2 年 1 月 25 日

合格発表

令和 2 年 1 月 30 日

二次試験

令和 2 年 2 月 2 日

合格発表

令和 2 年 2 月 6 日

・一般入試（後期）
一次試験

令和 2 年 2 月 15 日

合格発表

令和 2 年 2 月 20 日

二次試験

令和 2 年 2 月 23 日

合格発表

令和 2 年 2 月 27 日

・センター試験利用入学試験
一次試験

令和 2 年 1 月 18 日、19 日

合格発表

令和 2 年 2 月 27 日

二次試験

令和 2 年 3 月 8 日

合格発表

令和 2 年 3 月 12 日

② 令和 2 年度入試募集人員
・推薦入学試験募集人員（一般推薦枠）12 名
・推薦入学試験募集人員（埼玉県地域枠）19 名
・推薦入学試験募集人員（特別枠）2 名
・帰国生入学試験募集人員

若干名

・一般入学試験（前期）募集人員

52 名

・一般入学試験（後期）募集人員

35 名

・センター試験利用入学試験募集人員 10 名
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③ 推薦・帰国生入学試験
ア

一般推薦枠

・志願者数：

46 名（内、男子 27 名、女子 19 名）

・受験者数：

46 名（内、男子 27 名、女子 19 名）

・合格者数：

13 名（内、男子 7 名、女子 6 名）

イ

埼玉県地域枠

・志願者数：

47 名（内、男子 25 名、女子 22 名）

・受験者数：

47 名（内、男子 25 名、女子 22 名）

・合格者数：

19 名（内、男子 13 名、女子 6 名）

ウ

特別枠

・志願者数：

5 名（内、男子 2 名、女子 3 名）

・受験者数：

5 名（内、男子 2 名、女子 3 名）

・合格者数：

1 名（内、男子 1 名、女子 0 名）

エ

帰国生入学試験

・志願者数：

1 名（内、男子 1 名、女子 0 名）

・受験者数：

1 名（内、男子 1 名、女子 0 名）

・合格者数：

1 名（内、男子 1 名、女子 0 名）

④ 一般入学試験（前期）一次試験
・志願者数：1,974 名（内、男子 1,207 名、女子 767 名）前年比 394 名増
・受験者数：1,873 名（内、男子 1,129 名、女子 744 名）志願者数の 94.9％
⑤ 一般入学試験（前期）二次試験
・受験者数：

323 名（内、男子 211 名、女子 112 名）

・合格者数：

64 名（内、男子 39 名、女子 25 名）

⑥ 一般入学試験（後期）一次試験
・志願者数：2,259 名（内、男子 1,325 名、女子 934 名）前年比 202 名減
・受験者数：1,914 名（内、男子 1,097 名、女子 817 名）志願者数の 84.7％
⑦ 一般入学試験（後期）二次試験
・受験者数： 268 名（内、男子 170 名、女子 98 名）
・合格者数：
51 名（内、男子 28 名、女子 23 名）
⑧ センター試験利用入学試験一次試験
・志願者数： 847 名（内、男子 476 名、女子 371 名）前年比 6 名増
・受験者数： 839 名（内、男子 472 名、女子 367 名）志願者数の 99.1％
⑨ センター試験利用入学試験二次試験
・受験者数：
30 名（内、男子 18 名、女子 12 名）
11 名（内、男子 2 名、女子 9 名）
・合格者数：

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
１）本委員会は、全ての医学部入学試験における基本方針を決定し、委員の合議に基づいて合否の判定を行っている。
一部大学の医学部医学科の入学者選抜における不適切な事案が発覚して以降、監督官庁より各大学に対し、公正確保
等に向けた方策も示されており、その趣旨も踏まえ本委員会は医学部入試実施委員会とも密に連携し、其々の入試の
内容や形式等についても慎重に検討を重ね、本学のアドミッション・ポリシーに謳う学生の受入れを可能とするため、
公正で信頼性の高い入学者選抜の実施に向けて鋭意努力した。
２）医学部入学試験の実施にあたっては、試験監督・面接委員・採点委員をはじめ多くの教職員の協力を得て運営して
いる。医療の現場では、チーム医療が重視されていることから、令和 2 年度推薦・帰国生入学試験においては、面接
委員として、新たにメディカルスタッフも配置した。新たなダイバーシティによる今迄には無かった視点から受験生
を評価することを目的として多様な面接評価の実践に努めた。
３）一般入学試験の問題作成においては、例年同様に教養教育担当教員が中心となり、アドミッションセンター及び外
部点検評価者との連携を図り、入試問題の精度向上とともに出題ミスの防止及び早期発見に努めた。2 年連続（H30 年
度一般前期 1 次試験・化学、H31 年度一般後期 1 次試験・物理）の入試ミス発生の反省を踏まえ、教員職員が一体とな
り、問題作成後の相互点検・事前点検をはじめ各種点検を実施し、点検終了後の報告書の提出も求めるなど、厳格な
点検実施体制でインシデント対応に沿って組織的に取り組んだ。結果的に入試ミスが生じなかったことは、再発防止
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策の目的を達成できたと判断している。
４）入試広報活動の一環として、埼玉県内指定校 29 校（公立 12 校・私立 17 校）を教職員が訪問し、進路指導担当教諭
に対し、平成 31 年度入試結果、令和 2 年度入学試験制度・奨学金制度の説明など（医学部の特色、アドミッション・
ポリシーの趣旨説明、オープンキャンパス・進学相談会の概要説明、訪問校を卒業した本学在籍学生の状況説明など）
積極的な情報提供に努め、優秀な学生確保に繋げるべく指定校との連携を図った。
５）入学者選抜の適切な実施運営に向け、文部科学省や大学入試センターが主催する「大学入学者選抜・教務関係事項
連絡協議会」、「大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会」等、各種協議会に参加し情報収集に努
め、入試関連業務の更なる向上と改善に努めた。大学センター試験利用入学試験では、女子栄養大学と円滑な入学試
験の運営に向けて連携を強化し、本学との協同体制で 8 回目の共同実施を滞りなく実施した。
６）推薦入学試験、帰国生入学試験、一般入学試験（前期・後期）
、大学入試センター利用入学試験を実施し、今年度も
天候、交通機関の影響等による試験日程の変更も無く実施できたことは幸いであった。志願者数については、平成 31
年度入試 5,000 名から令和 2 年度入試 5,179 名へと増加（対前年度比 3.6％増）に転じ、試験種別ごとの内訳は次の
とおりとなった。推薦入試「一般推薦枠」出願者数 46 名（前年度比 14 名増）、
「埼玉県地域枠」出願者数 47 名（前年
度比較なし）
、
「特別枠」出願者数 5 名（前年度比 2 名増）
、推薦入試総出願者数 99 名（前年度比 17 名増）
。帰国生入
試出願者数 1 名（前年度比 0）
。一般入試（前期）1,974 名（前年度比 394 名増）
。一般入試（後期）2,259 名（前年度
比 202 名減）センター試験利用入試 847 名（前年度比 6 名増）
。
4－2．次年度計画
次年度も引き続き、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に則り、本学が求めるべき学生像と具体的な
選抜方法等について、受験者や保護者をはじめ広く社会に理解を得られるよう透明性の確保に重点をおき、明確な形
で発信していきたい。令和 2 年度医学部入学試験委員会は、本会の下部組織である医学部入試実施委員会と連携を密
にとり、高大接続システム改革における、新たな多面的な評価に向けた入試制度を模索しながら、教職員が一体とな
り広い範囲から有能な学生を選抜できるよう更なる検討を行っていきたい。
令和 3 年度入学者選抜においては、大学入試センター試験にかわる大学入学共通テストの導入に加え、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響も危惧されているところであり、本委員会では、入学志願者が不利益を被ることがないよう
配慮するとともに、感染拡大を防止するための措置を確実に講じ、受験生に安心して受験できる試験会場を如何に提
供できるかという視点に立ち、実施体制を整えることが求められている。
大学入学者選抜は社会的にも大きな関心事項であり、教育を受ける権利を保障する観点から、公衆衛生学的な見地に
立ちつつも様々な社会的影響を考慮し、進学のための受験の機会を確保することが重要であることから、令和 3 年度
入学者選抜では本委員会構成メンバーの相互連携をより一層強化し、タイムリーな情報交換等を図りつつ、入学者選
抜区分ごとの入試業務を円滑に滞りなく実施できるよう、全学組織としての役割を担っていきたい。
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3．14）医学部入学試験実施委員会
１．構成員
委 員 長 山田

健人（YAMADA，Taketo）
：病理学：教授（任期：H31.4.1～R2.3.31）

副委員長

渡辺

修一（WATANABE，Shu-Ichi）
：生理学：教授（任期：H31.4.1～R2.3.31）

副委員長

向田

寿光（MUKAIDA，Hisamitsu)：教養教育：教授※問題作成班長、科目統括責任者（物理）
（任期：R2.3.31）

入学試験委員会副委員長
採点集計担当

椎橋

土田

哲也（TSUCHIDA，Tetsuya）：副学長・皮膚科学：教授(任期：R2.3.31）

実智男（SHIIBASHI，Michio）
：情報技術支援推進センター：教授※実施班長（任期：R2.3.31）

科目責任者（生物）

山崎

芳仁（YAMAZAKI，Yoshihito）
：教養教育：准教授※情報宣伝班長（任期：R2.3.31）

科目責任者（英語）

藤森

千尋（FUJIMORI，Chihiro）
：教養教育:准教授（任期：R2.3.31）

科目責任者（化学）

森口

武史（MORIGUCHI，Takeshi）
：教養教育：講師（任期：R2.3.31）

科目責任者（小論文）米岡

裕美（YONEOKA，Yumi）：教養教育：講師（任期：R2.3.31）

科目責任者（数学） 鈴木

正（SUZUKI，Sei）：教養教育：講師（任期：R2.3.31）

面接担当責任者

吉益

晴夫（YOSHIMATU，Haruo）
：総合医療センター神経精神科：教授（任期：H31.4.1～R2.3.31）

実施に必要な者

森

茂久（MORI，Shigehisa）
：副学長・医学教育センター：教授（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

堀江

公仁子（HORIE，Kuniko）
：ゲノム医学研究ンター：教授（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

山田

泰子（YAMADA，Yasuko）
：医学教育センター：教授（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

堀江

公仁子（HORIE，Kuniko）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

石橋

敬一郎（ISHIBASHI,

Keiichiro）
：医学教育センター：准教授（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

魚住

尚紀（UOZUMI，Naonori）
：生化学：准教授 (任期：H31.4.1～R2.3.31）

実施に必要な者

村上

元（MURAKAMI,Hajime）
：教養教育：講師（任期：H31.4.1～R2.3.31）

実施に必要な者

荒関

かやの（ARAZEKI，Kayano）
：医学教育センター：講師（任期： R2.3.31）

実施に必要な者

徳元

康人（TOKUMOTO，Yasuhito）:アドミッションセンター：講師（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

内田

和利（UCHIDA，Kazutoshi）
：大学事務部：部長※事務責任者（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

江口

幹也（EGUCHI, Mikiya）
：大学事務部医学部事務室次長 ※事務担当（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

村田

正樹（MURATA，Masaki）
：大学事務部医学部事務室入試課：課長※事務担当（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

下田

裕子（SHIMODA, Yuko）:大学事務部医学部事務室庶務課：課長※事務担当（任期：R2.3.31）

実施に必要な者

岩澤

昌人（IWASAWA，Masato）
：大学事務部医学部事務室学務課:課長※事務担当(任期：R2.3.31）

実施に必要な者

松浦 直樹（MATSUURA,Naoki）
：大学事務部医学部事務室入試課：課長補佐※事務担当

オブザーバー

別所

正美（BESSHO，Masami）
：学長（任期：R2.3.31）

オブザーバー

村越

隆之（MURAKOSHI，Takayuki）
：医学部長・生化学：教授（任期：R2.3.31）

オブザーバー

小室

秀樹（KOMURO，Hideki）
：大学事務部：顧問 （任期：R2.3.31）

（任期：H31.7.1～R2.3.31）

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

３．活動報告
１）会議日程と議事内容
①第 1 回

定例会議（平成 31 年 4 月 16 日（火）)於：本部棟 2 階会議室

出席 28 人

欠席 1 人

議事：平成 31 年度医学部入学試験実施委員会の構成員、平成 31 年度医学部入試実施委員会日程、入学試験出題委員
等担当者、令和 2 年度医学部入学試験問題作成日程、平成 31 年度医学部オープンキャンパススケジュール表、
入試過去問題掲載方法案、一般入学試験の設営、入学試験問題の著作物引用、医学部入学試験出題委員におけ
る家族・近親者の本学受験予定の確認、平成 32 年度私立医科大学入学試験日程、平成 32 年度埼玉医科大学医
学部入学試験日程、入試に関する WG 開催について、他
②第 2 回

定例会議（令和元年 7 月 2 日（火）)於：本部棟 2 階会議室 出席 28 人

欠席 3 人

議事：令和元年度医学部入学試験出題委員等担当者、入試問題作成時のセキュリティ対策、令和元年度入学試
験問題のあり方に関する教職員 FD、令和 2 年度推薦入学試験における面接、令和元年度オープンキャンパス、
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高大連携講座タイムスケジュール、推薦入学試験合格者の入学前教育、令和元年度医学部入試実施委員会日程、
令和 2 年度医学部入学試験関係書類発送計画、令和 3 年度一般入学試験 2 次試験の記述式導入、ネット出願機
能の拡張、入試過去問題ホームページ掲載案、令和元年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会、大学受験
資格の改訂、令和元年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会、大学入学者選抜の公正確保等に向けた方
策について（最終報告）
、令和 3 年度以降の入学者選抜に関する予告、他
③第 3 回

定例会議（令和元年 9 月 3 日)於：本部棟 2 階会議室

出席 29 人

欠席 2 人

議事：令和 2 年度一般入学試験問題相互点検担当者、令和 2 年度推薦入試・帰国生入試における面接委員、医学部オ
ープンキャンパス、高大連携講座の開催、学園祭企画・医学部紹介コーナー、試験監督と面接の事前調査票、
推薦・帰国生入試の適性検査会場、センター試験の追試会場・女子栄養大学との共同実施、一般入学試験の問
題点検について、大学 HP 修正案について、推薦入試・帰国生入試必要書類の書式について、募集要項正誤表、
大学入学者選抜改革の動向について、本学医学部入試における不正行為への対応、令和 2 年度推薦・帰国生入
試合格者を対象としたスクーリング、大学入学共通テスト国語における記述式問題の段階表示、大学入試英語成績
提供システムにおける実用英語技能検定、大学入学共通テスト英語におけるイギリス英語の使用、大学入試英語成績提
供システムの利用予定状況等調査、他
④第 4 回

定例会議（令和元年 12 月 17 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 28 人

欠席 3 人

議事：入試ミス防止のチェック体制、令和 2 年度一般入学試験・センター利用入学試験の面接委員、推薦帰国生入学
試験 面接委員アンケート結果、推薦帰国生入学試験の実施体制、学園祭企画・医学部紹介コーナー、次年度オ
ープンキャンパス、一般入学試験全般（変更点・1 次試験レイアウト・2 次試験面接班編成）
、推薦帰国生入学
試験入学予定者への事前学習課題、令和 3 年度大学入学者選抜の予告、令和 3 年度一般選抜、令和 2 年入試実
施委員会日程案、指定校の追加検討、令和２年度大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会
の報告、他
⑤第 5 回 定例会議（令和 2 年 3 月 24 日)於：本部棟 2 階会議室 出席 32 人 欠席 1 人
議事：令和 2 年度入試実施委員会日程、令和 2 年度問題作成班（問題点検班）
、令和 3 年度一般選抜試験問題作成日
程、令和 2 年度入学試験の面接、 推薦・帰国生入学試験における面接結果、令和元年度医学部オープンキャン
パス、令和 3 年度一般選抜試験、令和 2 年度私立医科大学入試ミス、令和 3 年度入学者選抜（記述式の導入等）
他
２）各班（問題作成班・面接班・情報宣伝班・入試実施班・事務）の活動内容
ア．一般入学試験の１次試験について
（1）
「令和 2 年度入試実施要領」の作成
（2） 一次試験監督者の依頼
（3） 試験問題の校正
（4） 試験問題の袋詰
（5） 問題点検助言者の確定と依頼
（6） 問題の最終点検の実施
（7）
「令和 2 年度入試実施要領」の事前説明会の開催
（8） 採点と集計
（9） 合格発表（掲示・ＨＰ）
イ．一般入学試験の 2 次試験(面接)について
（1） 実施要領の作成
（2） 面接班の編成と依頼
（3） 採点と集計
（4） 合格発表（掲示・ＨＰ）
ウ．推薦入学試験・帰国生入学試験について
（1） 実施要領の作成
（2） 面接班の編成と依頼
（3） 適正試験の実施準備
（4） 採点と集計
（5） 合格発表（掲示・ＨＰ）
エ．センター試験利用入学試験について
（1） 女子栄養大学へ試験監督者の派遣
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（2） 大学入試センターとの連携協議
（3） センター試験利用入学試験の最終検討
（4） センター試験利用入学試験の実施について
（5） センター試験成績請求について
オ．オープンキャンパスの実施
（1） 実施内容の検討
（2） アンケートの実施と改善計画
（3） オープンキャンパスの開催（令和元年 7 月 21 日）
カ．ホームページ入学試験関連ページの掲載について
（1） 新しい入学試験情報の更新
（2） 1 次、2 次試験の合格発表
（3） インターネット出願ページの掲載
（4） 各種入学試験当日の状況を想定した受験生への案内掲載
キ．高大連携講座の開催について
（1） 高大連携講座タイムスケジュールの検討
（2） 高大連携講座の開催－西武学園文理高等学校－（令和元年 7 月 31 日）

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
１）令和 2 年度医学部入学試験日程の主な変更点として、一般入学試験（前期・後期）の実施曜日を日曜日実施（土曜
日設営）から土曜実施（金曜設営）に変更した。併せて合格発表日を従来、水曜日の発表としていたが、入試実施日
から合否判定までに要する時間の必要性を重視し、１日遅らせた木曜日の発表に変更した。また、大学入試センター
試験利用入学試験では、前期と後期で実施していたが、実施準備と入試結果の動向を踏まえ、後期を廃止し前期を残
すこととし、より適切な入試運営の実施に向け入試日程の見直しを図った。
２）受験ポータルサイトである「UCARO」を導入し、受験票を圧着ハガキから、受験票 PDF をプリントアウトして持参す
る形式へと変更した。更に、合格発表も紙掲示及び HP 上の公表から、ポータルサイト上での公表への変更など、出願
時から合否発表までの受験生の利便性の向上に加え、入試業務の負担軽減とコスト削減に資する入試業務の効率化を
推進した。
３）埼玉県内の指定校 29 校（公立 12 校・私立 17 校）を担当する教職員が訪問し、進路指導担当教諭に対し、平成 31
年度入試結果、令和 2 年度入学試験制度・奨学金制度の説明など（医学部の特色、アドミッション・ポリシーの趣旨
説明、オープンキャンパス・進学相談会の概要説明、訪問校を卒業した本学在籍学生の状況説明など）積極的な情報
提供に努め、優秀な学生確保に繋げるべく指定校との連携促進を図った。
４）オープンキャンパス（7 月 21 日開催）では、受験生 257 名、保護者等 320 名、計 577 名の参加で前年度比較が 66 名
増となり、１開催あたりの参加者数としては過去最高の実績となった。また、高大連携医療講座（7 月 31 日開催）に
ついては、西武学園文理高等学校を対象に行い、医学部を目指す参加生徒は、中学生、高校生合わせて 14 名で、同
校によるアンケート結果は好評を得ることも出来、概ね計画していた広報活動を実践出来たと考えている。
５）医学部入学試験の実施にあたっては、試験監督・面接委員・採点委員をはじめ多くの教職員の協力を得て運営して
いる。医療の現場では、チーム医療が重視されていることもあり、令和 2 年度推薦・帰国生入学試験においては、新
たにメディカルスタッフを面接委員として配置した。新たなダイバーシティによる今迄には無かった視点から受験生
を評価したことを通じ、多様な面接評価の遂行に繋げたと考えている。
６）2 年連続（H30 年度一般前期 1 次試験・化学、H31 年度一般後期 1 次試験・物理）の入試ミス発生の反省を踏まえ、
担当する教職員が連携を図り、問題作成後の相互点検・事前点検をはじめ各種点検を実施した。点検終了後の報告書
の提出も求めるなど、厳格な点検実施体制でインシデント対応に沿って組織的に取り組んだ。結果的に入試ミスが生
じなかったことは、再発防止策の目的を達成できたと判断している。
７）大学入試センター試験利用入学試験は、女子栄養大学との共同実施を開始して以来 8 回目となるが、例年同様、試
験監督者・要員（試験室補助・連絡担当）を対象とした事前説明会に参加し、情報共有を図るとともに円滑な入学試
験運営に向け連携して取り組んだ。毛呂山キャンパス（カタロスタワー）での 2 次試験の実施では、新型コロナウイ
ルス感染拡大の防止対策にも重点を置き、救護担当教員の配置・別室受験スペースの確保・アルコール製剤の設置な
ど、面接班・入試実施班・事務が連携を図り、例年の対応に加え新たな衛生管理体制等の構築に注力し、適切な受験
生の受け入れ体制に繋げる事が出来た。
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８）推薦入学試験、帰国生入学試験、一般入学試験（前期・後期）
、大学入試センター利用入学試験を実施し、今年度も
天候、交通機関の影響等による試験日程の変更も無く滞りなく実施できたことは幸いであった。志願者数は、31 年度
5,000 名から令和元年度 5,179 名へと増加（対前年度比 3，6％増）に転じた。最終的な結果として、令和元年度医学
部入学試験は、募集定員 130 名（地域枠 19 名、研究医枠 1 名）に対し、130 名（男 79 名、女 51 名）の新入生を選抜
し、無事に令和２年度医学部入学試験を終えたことは、本委員会が目指す目的を概ね達成できたと判断している。
4－2．次年度計画
本委員会の各班が対応すべき事項は、滞ることなく遂行することができたが、令和 3 年度医学部入学試験も引き続
き、問題作成班・面接班・情報宣伝班・入試実施班・事務がより一層連携を図り、総力を挙げて入学試験業務の遂行
に取り組んでいきたいと考えている。
令和 3 年度入学者選抜においては、大学入試センター試験にかわる大学入学共通テストの導入に加え、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響も危惧されており、本委員会としては、入学志願者が不利益を被ることがないよう配慮する
とともに、感染拡大を防止するための措置を確実に講じ、受験生に安全で安心して受験できる試験会場を如何に提供
できるかという視点に立ち、実施体制を整える必要性を求められている。令和 3 年度入学者選抜では本委員会構成メ
ンバーの相互連携をより一層強化し、タイムリーな情報交換等を図りつつ、選抜区分毎の入試業務が円滑に滞りなく
実施できるよう、全学組織としての役割を担っていきたい。

0198

3．15）埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・
医学部地域医療奨学金運営委員会
１．構成員
委員長 村越 隆之（MURAKOSHI，Takayuki）
：医学部長

（任期：R2.3.31）

別所 正美（BESSHO，Masami）
：学長

（任期：R2.3.31）

吉本 信雄（YOSHIMOTO,Nobuo）
：副理事長

（任期：R2.3.31）

織田 弘美（ODA,Hiromi）
：大学病院病院長

（任期：R2.3.31）

堤

（任期：R2.3.31）

晴彦（TSUTSUMI,Haruhiko）
：総合医療センター病院長

佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター病院長

（任期：R2.3.31）

伊藤 彰紀（ITOH,Akinori）
：学生部長・耳鼻咽喉科神経耳科：教授

（任期：R2.3.31）

森

（任期：R2.3.31）

茂久（MORI,Sigehisa）
：副学長・医学教育センター長：教授

三村 俊英（MIMURA,Toshihide）
：医学教育センター卒後教育部門長・リウマチ膠原病科
：教授 （任期：R2.3.31）
田島 賢司 （TAJIMA,Kenji）
：常務理事

（任期：R2.3.31）

：事務局長
明 （MOGI,Akira）

（任期：R2.3.31）

池和田忠幸 （IKEWADA,Tadayuki）
：経理部長

（任期：R2.3.31）

茂木

梶ヶ谷信之（KAJIGAYA,Nobuyuki）
：埼玉県保健医療部医療人材課長 （任期：R2.3.31）
築地 良和（TSUKIJI,Yoshikazu）
：埼玉県保健医療部医療人材課副課長（任期：R2.3.31）
【その他理事長及び学長が必要と認めた者】
三井 隆男（MITSUI,Tkao）
：毛呂山会会長

（任期：R2.3.31）

宮山 徳司（MIYAYAWA,Tokushi）
：特任教授

（任期：R2.3.31）

【その他医学部長が必要と認めたもの】
土田 哲也（TSUCHIDA,Tetsuya）
：副学長・皮膚科：教授

（任期：R2.3.31）

髙橋 健夫（TAKAHASHI,Takeo）
：副医学部長・総合医療センター放射線腫瘍科：教授
（任期：R2.3.31）
小山 政史（OYAMA,Masafumi）
：副医学部長・国際医療センター泌尿器腫瘍科：教授
（任期：R2.3.31）
林

健（HAYASHI,Takeshi）
：医学部長補佐・国際医療センター神経内科･脳卒中内科
：教授 （任期：R2.3.31）

柴崎 智美（SHIBASAKI,Satomi）
：医療人育成支援ｾﾝﾀｰ内地域医学推進ｾﾝﾀｰ長：准教授
（任期：R2.3.31）
【事務局】
内田 和利（UCHIDA,Kazutoshi）
：大学事務部長

（任期：R2.3.31）

江口 幹也（EGUCHI.Mikiya）
：大学事務部次長

（任期：R2.3.31）

村田 正樹（MURATA,Masaki）
：大学事務部医学部事務室入試課長

（任期：R2.3.31）

河村 陽子（KAWAMURA,Yoko）
：大学事務部医学部事務室入試課係長（任期：R2.3.31）
岩澤 昌人（IWASAWA,Masato）
：大学事務部医学部事務室学務課長

（任期：R2.3.31）

馬場 菜穂（BABA,Nao）
：大学事務部医学部事務室学務課主任

（任期：R2.3.31）

奥村 百花（OKUMURA,Momoka）
：大学事務部医学部事務室学務課 （任期：R2.3.31）

２．目的
本学では、地域医療を担う医師不足の対策として、医学部を卒業した医師が確実に地域医療に定着するためには奨学金制度の充実
が必要と考え、埼玉県と連携して埼玉県地域枠医学生奨学金制度を創設し、平成 22 年度から募集を開始した。埼玉県地域枠医学生奨
学金運営委員会は、埼玉県の地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨学金を貸与するために制定した埼玉県地域枠医学
生奨学金貸与規程第 4 条に基づき、地域枠医学生奨学金貸与事業の円滑な運営に資することを目的とする。
また、本学は独自に埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度を創設し、平成 22 年度から募集を行っている。埼玉医科大学医学部地
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域医療奨学金運営委員会は、地域医療に従事する医師を志す本学医学部の学生に奨学金を貸与するために制定した埼玉医科大学医学
部地域医療奨学金貸与規程第 4 条に基づき、地域医療奨学金貸与事業の円滑な運営に資することを目的とする。

３．活動報告
１）第１回委員会 令和元年 7 月 29 日（火）於：本部棟 2 階会議室
出席：16 名、委任状出席 5 名
議事
① 埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会における奨学生追加選考について
② 平成 30 年度第 3 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会議事録の確認が行わ
れ承認された。
③ 選考面接（令和元年 7 月 29 日）の実施状況について
１年生を対象とする埼玉県地域枠医学生奨学金追加選考の申請者に対し、埼玉県保健医療部医療人材課の職員 2 名と本学教員
6 名の計 8 名が、2 班に分かれ面接を実施した。1 名 11 分を目安に申請者 12 名（他辞退 1 名，欠席 1 名）の学生を対象に面接
を行った。
④ 定期試験結果と面接評価結果等について
埼玉県地域枠奨学生の選考にあたり、直近の成績として定期試験の結果及び選考面接に基づく面接評定結果（１学期欠席数、
地域医療への意欲、将来希望する臨床研修病院、総合評価点等）を提示し、本奨学金の目的に即した奨学生の選抜に向けて審議
することとした。
⑤ 埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者の審議結果について
募集枠：２名（令和元年度合格者１名辞退、および文科省からの追加定員増承認１名）
合格者数：2 名 内訳（男 0 名、女 2 名）
２）第２回委員会 令和元年 12 月 3 日（火）於：本部棟 2 階会議室
出席：15 名、委任状出席：6 名
議事
① 令和元年度第 1 回埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会議事録の確認が行わ
れ承認された。
② 令和 2 年度推薦入学試験（埼玉県地域枠）の実施状況
実施期日：令和元年 11 月 24 日（日）
試験会場：埼玉医科大学 毛呂山キャンパス
募集人員：19 名
志願者数：47 名（男：25 名、女：22 名）
受験者数：47 名（男：25 名、女：22 名）
出身高校：埼玉県内 23 名、埼玉県外 24 名
④ 医学部入学試験委員会の合否判定（案）の方法及び審議結果について、報告があった。合格候補者：19 名（男：13 名、女：6 名）
⑤ 以下の提案がなされ審議の結果、承認された。
埼玉医科大学入学試験委員会規則に則り、同委員会の合否判定(案)を臨時教員代表者会議へ報告し、承認を得た合格者に対して、
埼玉県地域枠医学生奨学金を貸与する。

４．自己評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
埼玉県地域枠奨学金制度の選抜方法は従前の入学後手挙げ方式から 31 年度推薦入試より入学時選抜に変更しに 18 名の奨学金貸与者
を決定したものの想定外である１名の入学辞退者が発生した。入学者定員像の追加承認を含め２名の追加審査が行われたが、幸い熱意
に溢れる非常に有望な人材で充足することができた。しかし一方、受給学生の中に早期に離脱する意向を示すものが出たり、初期臨床
研修中の埼玉県地域枠奨学生の中にも辞退、奨学貸与金返還を考える者が続くという残念な傾向が持続しており、依然、本委員会とし
て制度を調整してゆく必要性を感じた。
4-2.来年度の目標
本年度卒前医学教育部門に新設された地域医療推進室が地域枠奨学生へのカリキュラム整備に乗り出している。是非、在校生、研修
医ともに初期の志を維持できるように学修の指導を行っていただきたい。一方では臨床各科の研修体制、特に専門医取得やキャリアデ
ザインとの整合性も図ることが必須の状況となっている。卒後教育委員会や、医療人育成支援センターとの連携も必要と考えられるの
で、上記の卒前のカリキュラム調整の問題と併せて、本委員会で調整を図ってゆきたい。
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3．16）地域救急医療連絡会議
１.構成員
委員長

別所正美（BESHO, Masami）
：学長（任期：R4.3.31）

委

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副理事長（任期：R4.3.31）

員

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：専務理事（任期：R4.3.31）
織田弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院：院長（任期：R4.3.31）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター：病院長（任期：R4.3.31）

佐伯 俊昭（SAEKI,Toshiaki）:（国際医療センター・病院長）(H31.4.1～) （任期：R4.3.31）
村越隆之（MURAKOSHI,Takayuki）:（医学部長）(H31.4.1～)（任期：R4.3.31）
三村俊英（MIMURA,Toshihide）:大学病院：病院長代理、リウマチ膠原病科教授（任期：R4.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：大学病院皮膚科：副学長・教授（任期：R4.3.31）
金子直之（KANEKO,Naoyuki）
：寄附研究部門：准教授（任期：R4.3.31）
宮山徳司（MIYAYAMA,Tokushi）
：医療政策学：特任教授（任期：R4.3.31）
茂木
事務局

明（MOGI,Akira）
：法人事務局長（任期：R4.3.31）

堀江正人（HORIE,Masato）:総合医療センター：事務次長、総務課長（任期：R4.3.31）
佐藤勝茂（SATO,Katsushige）
：リサーチアドミニストレーション(RA)センター：課長（任期：R4.3.31）

２．目的
本会議は平成27年度まで設置していた救急医療人材育成寄附研究部門運営委員会に代わり、情報共有と意見交換の場
を設けることなり、この地域救急医療連絡会議（以下、
「本会議」という。
）を設置する。

３．活動報告
3-1.開催日
平成31年4月16日（火）

第3回会議を開催。

令和2年3月27日(金)

第4回会議を開催。

3-2.主な審議内容
第 3 回会議
（１）平成 30 年度深谷赤十字病院における活動報告
（２）県総合医局機構キャリアアッププログラム作成支援事業補助金に関わる事項
（３）来年度以降の支援体制について
第 4 回会議
（１）令和元年度深谷赤十字病院における活動報告
（２）県総合医局機構キャリアアッププログラム作成支援事業補助金に関わる事項
（３）来年度以降の支援体制について

４.評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
埼玉県総合医局機構キャリアアッププログラム作成支援事業（以下、「県支援事業」という。）を中心に、埼玉県北部地
域の救急医療連携体制の改善・発展の活動を支援した。深谷赤十字病院における救急医療体制は、自立した運営に必要な
人材の確保に目処がついた。
4-2.次年度の目標
埼玉県北部地域の救急医療連携体制支援事業は、第 1 期（平成 23 年度〜平成 27 年度）
、第 2 期（平成 28 年度〜）の活
動により、目的である深谷赤十字病院における救急医療体制の自立した運営に到達したと考えられる。県支援事業は、令
和 2 年 6 月末を以て終了する。以降の活動については関係部署と協議することとする。
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3．17）カリキュラム評価委員会
１．構成員
委員長
椎橋 実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
副委員長 土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：大学病院皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
向田 寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：教養教育：教授（任期：R2.3.31）
委 員
村上 孝 （MURAKAMI, Takashi）
：微生物学：教授（任期：R2.3.31）
委 員
石原 理 （ISHIHARA, Osamu）
：大学病院産科・婦人科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
舟久保ゆう（FUNAKUBO, Yuu）
：大学病院産科・リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
名越 澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
黒崎 亮 （KUROSAKI, Akira）
：国際医療センター産婦人科：講師（任期：R2.3.31）
委 員
松下 毅彦（MATSUSHITA, Takehiko）
：医学教育学：准教授（任期：R2.3.31）
委 員
荒関 かやの（ARASEKI, Kayano）
：医学教育センター：講師（任期：R2.3.31）
委 員
新井 博志（ARAI, Hiroshi）
：大学事務部：課長補佐（任期：R2.3.31）
委 員
柳澤慎之介（YANAGISAWA, Shinnosuke）
：大学病院専攻医：
（任期：R2.3.31）
委 員
張 賢司 （CHOU, Kenji）
：大学病院初期研修医：
（任期：R2.3.31）
委 員
岩田啓太郎（IWATA, Keitaro）
：医学部 5 年生：
（任期：R2.3.31）
委 員
西 秀仁 （Nishi, Hidehito）
：医学部 3 年生：
（任期：R2.3.31）
外部委員 平形 道人（HIRAKATA, Michito）
：慶應義塾大学医学部教授：
（任期：R2.3.31）
外部委員 本多 麻夫（HONDA, Asao）
：埼玉県衛生研究所所長：
（任期：R2.3.31）
外部委員 鈴木 將夫（SUZUKI, Masao）
：ゆずの木台クリニック院長：
（任期：R2.3.31）
外部委員 稲浦 優子（INAURA, Yuko）
：地域の患者：
（任期：R2.3.31）
オブザーバー 別所 正美（BESSHO, Masami）
：学長
オブザーバー 村越 隆之（MUAKOSHI, Takayuki）
：医学部長
オブザーバー 森
茂久（MORI, Shigehisa）
：副学長、医学教育センター長

２．目的
カリキュラム評価委員会は、埼玉医科大学医学部カリキュラム評価委員会規則に則り、カリキュラムの自己点検・評価について、基
本方針の策定及び実施項目の設定、実施、結果に基づく改善、授業担当教員及び関係委員会との調整、その他カリキュラムの自己点
検・評価に関することを審議し、医学部の教育の水準の向上を図ることを目的としている。

３．活動報告
①第 1 回 定例会議（令和 2 年 3 月 31 日）於：カタロスタワー7 階コンシリウムホール 出席 19 人（外部委員は COVID-19 感染防止
のため委任状出席） 欠席 0 人
議事：委員会の役割について、IR センターによる医学部教育活動に係る調査結果について、学生が実施したアンケート結果につい
て、卒業生からの意見、教員からの意見、これらに基づくカリキュラムの改善について、他。

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
上記の委員の出席のもと第 1 回委員会を開催し、IR 活センターによる医学部教育活動に係る調査結果、学生が実施したアンケート
結果、卒業生からの意見、教員からの意見に基づくカリキュラムの改善について審議を行うことができた。
4-2．次年度の計画
当委員会から関係委員会に情報提供し、本学医学部の教育の水準の向上を図っていく。
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4．1）教授会
1．構成員
議長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：保健医療学部学部長
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科 教授・学科長
大森智美（OMORI, Tomomi）：看護学科 教授
野田智子（NODA, Tomoko）
：看護学科 教授
大賀淳子 (OOGA, Junko) : 看護学科 教授
粟生田友子(AOUDA, Tomoko): 看護学科 教授
佐久間 肇（SAKUMA, Hajimu）
：看護学科 教授
辻 美隆（TUJI,Yoshitaka）
：看護学科 教授
茅野秀一（KAYANO,Hidekazu）: 臨床検査学科教授・学科長
村田栄子（MURATA, Eiko）
：臨床検査学科 教授
佐藤正夫（SATO, Masao）
：臨床検査学科教授
小野川傑(ONOGAWA, Tuyoshi): 臨床検査学科教授
藤原智徳(FUJIWARA,Tomonori):臨床検査学科教授
間山 伸（MAYAMA, Shin）:臨床検査学科教授
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：臨床工学科 教授・学科長
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：臨床工学科 教授
戸井田昌弘（TOIDA, Masahiro）
：臨床工学科 教授
田邊一郎（TANABE,Ichirou）
：臨床工学科 教授
山下芳久（YAMASHITA, Yosihisa）
：臨床工学科 教授
宮本裕一 (MIYAMOTO,Yuuichi): 臨床工学科 教授
若山俊隆 (WAKAYAMA,Toshitaka): 臨床工学科 教授
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科 教授・学科長
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学科 教授
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）: 理学療法学科 教授
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：理学療法学科 教授
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部長
計：27 名 定足数：19 名

2．事務局
保健医療学部事務室
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）: 事務室室長（平成 28 年 7 月より事務室長）
山崎豊幸（YAMAZAKI, Toyoyuki）: 川角分室 室長（平成 28 年 7 月より）

3．開催日
（1）定時開催
第 143 回： 平成 31 年 4 月 25 日（木）出席者 23 名
第 144 回： 令和元年 5 月 23 日（木）出席者 22 名
第 145 回： 令和元年 6 月 27 日（木）出席者 24 名
第 146 回： 令和元年 7 月 25 日（木）出席者 19 名
第 147 回：令和元年 9 月 26 日（木）出席者 26 名
第 148 回：令和元年 10 月 24 日（木）出席者 22 名
第 149 回：令和元年 11 月 28 日（木）出席者 25 名
第 150 回：令和元年 12 月 26 日（木）出席者 23 名
第 151 回：令和 2 年 1 月 23 日（木）出席者 20 名
第 152 回：令和 2 年 2 月 20 日（木）出席者 26 名
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第 153 回：令和 2 年 3 月 19 日（木）出席者 23 名
（2）臨時開催
推薦入試合否判定：令和元年 11 月 19 日（火）出席者 19 名（委任状 6 名、欠席 2 名）
AO 入試合否判定：令和元年 12 月 10 日（火）出席者 19 名（委任状 6 名、欠席 2 名）
一般入試前期 2 次合否判定：令和 2 年 2 月 5 日（火）出席者 24 名（委任状 1 名、欠席 2 名）
一般入試後期合否判定：令和 2 年 2 月 28 日（金）出席者 19 名（委任状 5 名、欠席 3 名）

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

5．議事内容
定例教授会における議事内容は下記のとおりである。
①

学長報告

②

学部長報告

③ 各種委員会報告および関連事項の審議
1）学務委員会
2）学生部委員会
3）入学試験委員会
4）自己点検・評価委員会
5）広報委員会
6）図書館委員会
7）倫理委員会
8）その他
④ その他

5．人事
看護学科に粟生田友子教授（成人看護学）が採用された（4 月 1 日）
。

6．主たる審議事項
定例教授会における主要な審議事項として、第 143 回教授会（4 月）では、理学療法学科のカリキュラム改正について報告があった。科目
名の変更が主である。学生によるテレサホールの食事以外の利用・机の占拠について、再三の警告にもかかわらず改善が見られないため、食事
以外の利用を全面的に禁止することになった。臨床検査学科 3 名と看護学科 1 名の退学が承認された。第 144 回教授会（5 月）では、令和２年
度の推薦入試指定校の選定案、2019 年度保健医療学部プロジェクト研究審査結果案を承認した。令和 2 年度入試日程案が提出された。第 145 回
教授会（6 月）では、令和 2 年度保健医療学部学事予定案が提出され、承認された。平成 30 年度研究マインド育成のための教育プログラム実施
助成金の採択者が決定し、本学部では臨床検査学科の伴塲講師、理学療法学科の高倉教授および國澤准教授の申請が承認された。看護学科の学
生 2 名が、患者さんの個人情報を LINE で伝達した行為が個人情報の漏洩に当たるとして譴責処分としたことが承認された。第 146 回教授会（7
月）では、2019 年度学内グラントの審査結果案を承認した。令和 2 年度の入学試験の手続きに UCARO というソフトを導入することになった。臨
床検査学科 1 名の退学が承認された。
第 147 回教授会（9 月）では、令和 2 年度の編入学試験は出願者がいないため、実施されないことが報告された。編入学試験については存続が
危ぶまれる。校舎周辺の駐車違反および喫煙がやまないため、強い警告を出すことが報告された。理学療法学科 1 名の退学が承認された。第 148
回教授会（10 月）では、保健医療学部に共通教育部門を設置することが承認された。令和元年度保健師教育課程履修者 23 名が承認された。看
護学科 1 名、理学療法学科 1 名の休学が承認された。理学療法学科乙戸崇寛准教授の教授昇格について、資格審査委員 7 名が承認された。理学
療法学科の教授採用候補者 池田将樹先生の資格審査委員 7 名と、臨床検査学科准教授採用候補者 山岸敏之先生の資格審査委員 6 名が承認され
た。第 149 回教授会（11 月）では、令和 2 年度推薦入学試験結果を承認した。臨床検査学科 1 名の退学が承認された。また理学療法学科の休学
者 1 名を承認した。理学療法学科の教授採用候補者 嶋﨑晴雄先生の資格審査委員７名が承認された。看護学科の講師採用候補者 櫻井繭子先生
について教員組織運営会議で採用が承認されたことが報告された。第 150 回教授会（12 月）では、AO 入学試験の合格者 10 名が承認された。次
年度4 月から開設される共通教育部門教授として、
嶋﨑晴雄先生と池田将樹先生、
臨床検査学科准教授として山岸敏之先生の採用が承認された。
また理学療法学科乙戸崇寛准教授の教授昇格が承認された。第 151 回教授会（1 月）では、令和 2 年度一般前期入学試験の出願者数が昨年に比
べて若干増加していることが報告された。臨床工学科・駒形英樹講師の准教授昇格について資格審査委員が承認された。臨床工学科の退学 1 名
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と看護学科の休学 1 名が承認された。第 152 回教授会（2 月）では看護学科、臨床検査学科、医用生体工学科、理学療法学科の卒業判定案を承
認した。臨床工学科の准教授昇格候補者 駒形英樹先生、看護学科の講師採用候補者 櫻井繭子先生について承認された。令和 2 年度の各種委員
会の委員長および副委員長について承認した。４年生の学長賞および奨学賞について承認した。また復学者 1 名、退学者 1 名、休学者 1 名につ
いて承認した。第 153 回教授会（3 月）では、各学科の進級判定(案)、1～3 年生の奨学賞および特待生案、令和 2 年度学事予定案、令和元年度
教員表彰案を承認した。また、退学者６名復学者 1 名が承認された。埼玉医科大学ポリシー策定委員会メンバーとして、看護学科 3 年栗原明日
香さんが選出され、承認された。コロナウイルスの世界的感染状況から、卒業式は中止となり、入学式とオリエンテーションについても見直す
こととなった。
臨時教授会は 5 回開催し、看護学科 3 年次編入学試験、推薦入学試験、AO 入学試験、一般入学試験（前期二次）
、一般入学試験（後期）の合
否判定等を行った。
また、各種の委員会活動を通じて、日高および川角校舎における防災訓練、1～3 年生の令和元年度奨学賞の表彰、シラバスおよび学生便覧の
作成、新入生オリエンテーションの実施、健康診断の実施、保健医療学部公開講座の企画・運営（年 9 回）
、学生代表との懇談会（年 6 回）
、研
究業績データベース説明会の開催、課外学習プログラムの実施、医療人教育者のためのワークショップ開催（年 2 回）
、スポーツ等の優秀者表
彰、オープンキャンパスにおける新企画の実施、学部内プロジェクト研究の審査、各種国家試験と授業内容との対応チェック、越華祭の開催支
援、令和元年度学長賞・奨学賞候補者の選定、たちばな会会長賞の推薦、各種委員会の活動状況評価等を実施した。さらに特待生について審査
し（１年生から３年生）
、各学年で看護学科 3 名、臨床検査学科 3 名、臨床工学科 2 名、理学療法学科 2 名を選出した。

7．評価と次年度目標
審議内容は学生の入退学、休学等に関する事項、カリキュラムに関する事項、学生の指導および厚生に関する事項、学則などの改廃に関する
事項、教員人事に関する事項その他多岐にわたったが、全体としては適正かつ円滑に運営され、学部業務の遂行にあたれたものと評価できる。
また、各種委員会活動も順調に行われ、それぞれ大きな成果を上げている。平成 28 年度の新入生から GPA 制度を採用しているが、GPA の結果を
成績不良者の追跡フォローアップに役立てている。とくに GPA1.5 未満の学生については、進路変更も念頭に入れた担任面接を行っている。
保健医療学部では｢教員の資格と職位制度｣を導入することにより、各学科では学科長（運営責任者）に加えて、教育主任、研究主任の職位が
新たに置かれ、よりきめ細かな学科運営が期待されている。これに伴い、教員人事考課の運用方式の改訂が必要となり、連動して研究業績評価
の保健医療学部独自の運用など、新制度の定着と発展を促すための施策を実施している。
さらに、それぞれの学科では国家試験対策や就職支援に一層の努力が必要であり、入学者選抜やカリキュラム構成、学生の福利厚生など様々
な領域において、将来への展望を見据えたきめ細かな自己点検・評価が重要となる。教授会および各種委員会活動のさらなる活性化を目指すと
ともに、大学全体としての委員会組織と学部委員会の連携、学内各種センターとの機能的連携などを教授会として検討していく。
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4．2）学務委員会
1．構成員
委員長 加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：学部長（任期：R2.3.31）
委 員 千田みゆき（CHIDA, Miyuki）：看護学科 教授（任期：R2.3.31）
大森智美（OMORI, Tomomi）
：看護学科 教授（任期：R2.3.31）
辻 美隆 （TSUJI,Yositaka）：看護学科 教授（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：臨床検査学科 教授（任期：R2.3.31）
小野川 傑（ONOGAWA, Tsuyoshi）: 臨床検査学科 教授（任期：R2.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：臨床工学科 教授（任期：R2.3.31）
山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）
：臨床工学科 教授（任期：R2.3.31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科 教授（任期：R2.3.31）
新井智之（ARAI,Tomoyuki ）
：理学療法学科 講師（任期：R2.3.31）
内田康子（UCHIDA, Yasuko）
：臨床検査学科 講師（任期：R2.3.31）
金子優子（KANEKO, Yuuko）
：看護学科 講師（任期：R2.3.31）
村嶌隆義 (MURASIMA,Takayosi): 大学事務部（任期：R2.3.31）
岡田一観（OKADA, Kazumi）
：大学事務部（任期：R2.3.31）
青木正人（AOKI, Masato）
：大学事務部（任期：R2.3.31）
大関麻希 (OOZEKI,Maki): 大学事務部（任期：R2.3.31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り、学部の教育目的を達成するために、
下記の事項につき審議する。
① カリキュラム全般に関すること
② 学生に対する教育指導に関すること
③ その他教育に関すること
（2）平成 3１年(令和元年)度の活動目標：
① 平成 3１年(令和元年)度カリキュラム等の実施
・新入生オリエンテーションの実施
・新入学者の既修得単位の認定
・学生名簿の作成
・Web 履修登録の実施
・卒業、進級判定案の策定
・成績優秀者の表彰実施
・定期試験日程の調整・実施、成績の開示・送付
・休学・退学・復学者の認定
・課外学習プログラムの実施
・解剖体慰霊祭への学生参加
・看護学科領域別実習要件認定式の開催
② 令和２年度カリキュラム等の準備
・年間学事予定の作成
・非常勤講師の依頼と調整、時間割の調整
・シラバスと学生便覧・教員便覧の内容見直しと作成
・新入生オリエンテーションの企画
・令和 2 年度以降のカリキュラム改訂の検討
③ その他の事項
・年度ごとの住所録等確認の実施
・各種の教育環境整備（学生部委員会と共同）
・学生の海外研修への支援
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・学部説明会、オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
・各種国家試験と授業内容の対応チェック
・医療人教育者のためのワークショップ開催
・公開講座の開催、市民公開講座の開催
・Web 履修登録手順の見直し
・課外学習プログラムの見直し
・電子シラバス等の見直し
・成績不良者への対応策の検討
・講義の出欠席管理システムの検討
・担任制度の見直し
・進級判定基準の見直し
・GPA 制度の活用についての検討
・キャリアパスに関する教育活動の検討

3．活動報告
（1）第 144 回学務委員会
（平成 31 年 4 月 19 日、於：2F 会議室、出席 11 名、欠席 5 名、議事録あり）
①

委員交代の紹介

②

平成 30 年度活動概要の報告と平成 31 年度活動目標の確認

③

国家試験合格率、就職率、学生数と留年者数の報告

④

シラバス、学生便覧の配布報告

⑤

新入生オリエンテーション実施報告

⑥

課外活動プログラムの決定報告

⑦

市民公開講座(7 月 28 日)の予定を報告

⑧

BSL サポート状況報告

⑨

Web 履修登録状況報告

⑩

臨床工学科のカリキュラム変更について報告

⑪

平成 30 年度成績優秀者の表彰報告

⑫

各小委員会の委員長および委員の選定

⑬

看護学科新入生 1 名の既習得単位認定案の承認（教授会上程）

⑭

退学者 3 名休学者 1 名の承認

（2）第 145 回学務委員会
（令和元年 5 月 17 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

次年度の非常勤講師の出講確認の報告

②

Web 履修登録の確認

③

BLS サポート状況の報告

④

新任の医療人教育者のためのワークショップ（8 月 6、7 日）
、医療人教育者のためのアドヴァンスワーク
ショップⅡ（8 月 27、28 日）の日程承認

⑤

国試対策についての意見交換

（3）第 146 回学務委員会
（令和元年 6 月 21 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

国家試験問題と講義内容の関連を調査することについて意見交換

②

7 月 13 日の市民公開講座のテーマ報告

③

課外学習プログラムの募集開始の報告

④

BLS 実施状況報告

⑤ 前期定期試験日程案の承認（教授会報告）
⑥

令和 2 年度学事予定案の承認（教授会上程）

（4）第 147 回学務委員会
（令和元年 7 月 19 日、於：2F 会議室、出席 13 名、欠席 3 名、議事録あり）
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①

カリキュラム小委員会より、調整中の報告

②

令和 2 年度オリエンテーションについて意見交換

③

今年度のワークショップ実施予定の報告

④

カリキュラムとシラバス作成予定について意見交換

⑤

令和 2 年度学事予定の承認

⑥

国家試験対策について、新しい方法を検討

⑦

理学療法学科カリキュラム変更申請について、7 月 17 日付で文部科学省に申請した報告

⑧

退学者 1 名の承認（教授会上程）

（5）第 148 回学務委員会
（令和元年 9 月 20 日、於：2F 会議室、出席 16 名、欠席なし、議事録あり）
①

看護学科主催の公開講座予定（9 月 21 日）報告

②

8 月に行ったアドヴァンス FD の実施報告

③

学生による研究発表会(10 月 4 日)の報告

④

キャリアパスセミナー開催報告

⑤

台風の影響による休講について意見交換

⑥

高等教育修学支援新制度について報告

⑦

退学者 1 名の承認（教授会上程）

（6）第 149 回学務委員会
（令和元年 10 月 18 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

看護学科 3 年生の保健師教育課程履修者の選定

②

課外学習プログラムの学生による研究発表会の結果報告

③

キャリアパスセミナー（看護学科）の実施報告

④

令和 2 年度学事予定について報告

⑤

シラバス作成要領に関する意見交換

⑥

休学者 2 名の承認（教授会上程）

（7）第 150 回学務委員会
（令和元年 11 月 22 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

12 月 7 日の公開講座（臨床検査学科担当）の予定について報告

②

川角キャンパスの図書館のカビ対策について報告

③

平成 30 年度学生生活実態調査の集計結果報告

④

国家試験対策について報告と意見交換

⑤

シラバス作成工程について意見交換

⑥

退学者 1 名、休学者 1 名の承認（教授会上程）

（8）第 151 回学務委員会
（令和元年 12 月 20 日、於：2F 会議室、出席 14 名、欠席 2 名、議事録あり）
①

後期定期試験日程案の承認（教授会報告）

②

国家試験対策小委員会より、現時点での各学科の模擬試験の成績について報告

③

平成 31 年度学生便覧の作業状況の報告

④

WebClass の導入について意見交換

（9）第 152 回学務委員会
（令和 2 年 1 月 17 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

会議に先立ち WebClass の説明会が行われた。

②

国家試験対策小委員会より、現時点での各学科の模擬試験の成績について報告

③

キャリアパスセミナー（臨床検査学科）の実施報告

④

退学者 1 名、休学者 1 名の承認（教授会上程）
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（10）令和元年度第 1 回拡大学務委員会：令和元年度卒業判定会議
（令和 2 年 2 月 14 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
① 学務委員会委員による卒業判定を実施した。
② 看護学科では 89 名の卒業（留年 1 名）
、臨床検査学科では 68 名の卒業（退学１名）
、医用生体工学科では 38 名の卒業（留年 1 名）
、
理学療法学科では 43 名の卒業（留年 2 名）となる卒業判定案が承認された。
（教授会上程）
（11）第 153 回学務委員会
（令和 2 年 2 月 14 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

シラバスおよび学生便覧の作成状況報告

②

令和 2 年度新入生オリエンテーションの日程報告

③

学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定

④

キャリアパスセミナーについて報告

⑤

定期試験監督要領の改訂について承認

⑥

国家試験対策小委員会より、現時点での各学科の模擬試験の成績について報告

⑦

復学者 1 名、退学者 1 名、休学者 1 名の承認（教授会上程）

（12）令和元年度第 2 回拡大学務委員会：令和元年度進級判定会議
（令和 2 年 3 月 13 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

学務委員会委員による進級判定を実施した。

② 看護学科では 1 年生 86 名(留年 4 名、退学 1 名)、2 年生 88 名全員、3 年生 81 名(留年 3 名)の進級、臨床検査学科では 1 年生 66 名
（留年 1 名、退学 1 名）
、2 年生 63 名（留年 4 名、退学 1 名）
、3 年生 67 名（留年 7 名）の進級、臨床工学科では 1 年生 37 名（留年 1 名）
、
2 年生 36 名（留年 2 名）
、3 年生 30 名全員の進級、理学療法学科では 1 年生 48 名（退学１名）
、2 年生 49 名（留年 2 名）
、3 年生 43 名
（留年 7 名、退学 1 名）の進級となる進級判定案が承認された。

（13）第 154 回学務委員会
（令和 2 年 3 月 13 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 1 名、議事録あり）
①

新入生オリエンテーションの日程報告（入学式の中止に伴う変更）

②

国家試験自己採点について報告（通年 GPA との相関について）

③

1～3 年生の奨学賞候補者の選定および第 2 種特待生の選定（教授会上程）

④

退学 5 名、復学 2 名の承認（教授会上程）

⑤

令和元年度学務委員会活動概要と令和 2 年度活動予定の報告、意見交換

⑥

次年度学務委員会小委員会委員の選定と承認

4．評価と次年度目標
4-1.今年度の活動目標の達成状況
① 令和元年年度カリキュラム等の実施：
新入生オリエンテーションの実施、第 1 年次入学者の既修得単位の認定、休学・退学者の認定、令和元年度学長賞および奨学賞の選
定、Web 履修登録のシステム改善と実施、定期試験日程の調整など、カリキュラム運営上の必要事項を円滑に実施するとともに、学
部説明会およびオープンキャンパスに積極的に参加した。また、解剖体慰霊祭への学生参加、看護学科領域別実習要件認定式を例年
通り実施した。
②

令和 2 年度カリキュラム等の準備：

令和元年度学事予定を作成し、非常勤講師への依頼と調整、4 学科の時間割調整を行った。さらに、Web を利用したシラバス作成シス
テムを適正に運用した。また、令和元年年度新入生オリエンテーションを企画した。コロナウイルスの流行により、学事予定が流動
的になっている。
③

その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）
：
第 24 回および第 25 回医療人教育者のためのワークショップを開催し、看護学科では、学科単位の FD 活動を実施した。日高校舎お
よび川角校舎において、防災訓練を実施した。
昨年同様、カリキュラム評価および国家試験対策の一環として、各種国家試験と授業内容の対応について、科目担当者による検証を
行った。なお、国家試験終了直後に学生を集め、マークシートによる学生の自己採点結果をデータベース化した。個々の科目担当者
への情報として、また、IR 情報として教務課で管理する。国家試験対策における新たな試みとして、当大学からの受験者の正答率
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が 30％から 60％の問題を拾い出し、担当科目での講義に反映していただくようにお願いすることとした。改善の可能性が高い問題
をしっかりと抑えようという狙いである。GPA 制度を採用して初の卒業生であるため、通年 GPA と国家試験の成績の相関を求め、今
後の参考になる資料が得られた。
社会との連携事業の一環として、学科単位で担当する公開講座を 6 回開催するとともに、学部主催の市民公開講座も開始している。
次年度以降の発展に期待したい。
課外学習プログラムを実施し、多数の学生が参加した。また、キャリアパスに関する教育活動（キャリアパス・セミナー）を定期的
に行なった。GPA 制度 4 年目となり、とくに成績不良者の指導・経過観察に有用なことが分かった。
平成 30 年度から医用生体工学科の学科名を臨床工学科に変更した。周知の徹底による受験生の増加を期待している。
4-2.次年度の目標
① 令和 2 年度カリキュラム等の実施と評価
② 令和 3 年度カリキュラム等の準備と評価
③ 成績不良者への対応策の検討（GPA 制度の成績不良者フォローへの利用）
④ 講義の出欠席管理に関する見直し（継続）
⑤ 担任制度の見直し（継続）
⑥ 進級判定基準の見直し（継続）
⑦ Web 履修登録手順の見直し（継続）
⑧ 課外学習プログラムの運営見直し（継続）
⑨ キャリアパスセミナーの効果的運用の検討（継続）
⑩ Web 上でのシラバス入力システムの見直し（継続）
⑪ 国家試験対策の改善の検討（継続）
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4．3）学生部委員会
１．構成員
委 員 長 辻 美隆 (TSUJI, Yoshitaka): 看護学科：教授（任期：R2.3.31）
委

員 大澤 優子 (OSAWA, Yuko）
：看護学科：准教授（任期：R2.3.31）
藤原 智徳 (HUJIWARA, Tomonori)：臨床検査学科：教授（任期：R3.3.31）
飯野 望 (IINO, Nozomi）
：臨床検査学科：准教授（任期：R2.3.31）
若山 俊隆 (WAKAYAMA, Toshitaka)：臨床工学科：教授（任期：R3.3.31）
加藤 綾子 (KATO, Ayako)：臨床工学科：講師（任期：R2.3.31）
國澤 洋介 (KUNISAWA, Yosuke)：理学療法学科：准教授（任期：R2.3.31）
神子嶋 誠 (KAMIKOJIMA, Makoto)：理学療法学科：講師（任期：R3.3.31）
鈴木 利明 (SUZUKI, Toshiaki)：保健医療学部事務室学生課：係長（任期：R3.3.31）

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

３．活動報告
① 第 1 回学生部委員会（平成 31 年 4 月 15 日）
於：C 棟 2F 会議室 出席 8 人 欠席 1 人 オブザーバー1 人
議事：
・保健健康管理について報告（4 種ワクチン未接種者指導、1 年生の学生定期健診日程）
・テレサホールの利用について
・路上駐車について
・女子栄養大学若葉祭への参加に関して
・卒業アルバムの進捗状況について
・新入生オリエンテーションについて
・役割担当の選出（保健・健康管理担当、福利厚生担当、越華祭担当、学生会担当、卒業生謝恩会担当、卒業アルバム担当）
・ハラスメント相談員の選出
・平成 30 年度の活動目標について審議
・学生部委員会の開催日程について
② 第 2 回学生部委員会（令和元年 5 月 13 日）
於：C 棟 2F 会議室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー2 人
議事：
・インフルエンザ感染について
・食事以外でのテレサホール利用全面禁止について
・駐輪マナー啓発について
・若葉祭参加について
・学生会予算の適切な運用の指導・確認について
・テレサホールの食事以外の利用について
・女子ロッカー室にて現金の盗難被害について
③ 第 3 回学生部委員会（令和元年 6 月 17 日）
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於：C 棟 2F 会議室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー2 人
議事：
・予防接種の実施について
・インフルエンザ感染について
・日高キャンパス南門付近の公道への路上駐車について
・若葉祭（5/25-26）の参加について
・スポーツ大会ついて
・
「団体変更・継続届」および「学外活動届」の提出について
・部活動における未成年者の飲酒について
・前期学生懇談会の開催日程について
・喫煙問題について
・SNS 等への情報拡散に関する問題について
④ 第 4 回学生部委員会（令和元年 7 月 17 日）
於：川角キャンパス 102 教室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー2 人 学生 2 人
議事：
・理学療法学科学生の参加のもと、川角キャンパスに関し、WiFi 環境、通学バスなどについて検討
・駐車場、駐輪場について
・若葉祭への来年度に向けての検討
・本学部部活動等への学部学生以外の参加について
・卒業時の満足度調査について
⑤ 第 5 回学生部委員会（令和元年 9 月 18 日）
於：C 棟 4F 会議室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー1 人
議事：
・インフルエンザ予防接種および B 型肝炎ワクチン接種について
・来年度の健診日程(案)について
・試験期間中のテレサホール・ゼミ室の利用状況について
・越華祭の準備期間の活動終了時刻について
・卒業アルバムについて
・救急対応マニュアルについて
・就職支援活動について
⑥ 第 6 回学生部委員会（令和元年 10 月 16 日）
於：C 棟 4F 会議室 出席 9 人 欠席 0 人 学生 2

人

議事：
・越華祭実行委員会の委員長および副委員長による越華祭準備の進捗報告
・謝恩会準備について
・卒業アルバムについて
・医学部部活動の活動停止解除について
・後期学生懇談会の日程について
・表彰事案について
・卒業時の満足度調査について
・SNS 等への情報拡散に関する問題について
・
「若葉祭」への参画について
⑦ 第 7 回学生部委員会（令和元年 11 月 18 日）
於：C 棟 2F 会議室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー2 人
議事：
・医療機関受診報告の未提出者について
・国際医療センター増築に伴う仮設駐車場および学生の駐車料金について
・越華祭を終えての報告
・謝恩会準備状況について
・卒業アルバムの進捗状況について
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・後期学生懇談会日程について
・第 2 回合同学生部委員会の開催について
・全国学生調査の実施について
・卒業時の満足度調査について
・SNS 等への情報拡散に関する問題について
・
「若葉祭」への参画について
・救急対応マニュアル（川角版対応フロー）の作成について
・部活動のガイドラインについて
⑧ 第 8 回学生部委員会（令和元年 12 月 9 日）
於：川角キャンパス 102 教室 出席 6 人 欠席 3 人 オブザーバー2 人
議事：
・出席予定であった学生が欠席の為、学生懇談会時に理学療法学科 1 年生から要望された Wi-Fi 設置についての状況確認
・部活動等における大会主催に係る経費の扱い及び入学前の体験入部対応について
・学生懇談会日程について
・埼玉医科大学学生部委員会について
・試験期間中のゼミ室および日曜祝日のオスラーホール利用について
・卒業時の満足度調査について
・救急対応マニュアル（川角版対応フロー）の作成について
・合同学生部委員会の話題について
⑨ 第 9 回学生部委員会（令和 2 年 1 月 15 日）
於：B 棟 1F 大会議室 出席 9 人 欠席 0 人 オブザーバー1 人
議事：
・卒業生謝恩会の進捗状況について
・卒業アルバムの進捗状況について
・SNS の取扱いに関するガイドラインについて
・駐車場関わる件
・バスマナーについて
・卒業時満足度アンケート調査について
・部活動のガイドラインについて
・学生間の交友関係トラブルについて
➉ 第 10 回学生部委員会（令和 2 年 2 月 10 日）
於：C 棟 2F 会議室 出席 7 人 欠席 2 人 オブザーバー1 人
議事：
・学生定期健康診断の実施について
・新型コロナウイルス感染に関する注意喚起
・定期試験および国家試験の勉強のためのオスラーホールの利用状況などについて
・謝恩会準備状況について
・卒業アルバムについて
・駐車場について
・苦情について
⑪ 第 11 回学生部委員会（令和 2 年 3 月 16 日）
於：C 棟 2F 会議室 出席 8 人 欠席 1 人 オブザーバー1 人
議事：
・学生健康診断における COVID-19 対策について
・国家試験の勉強のためのオスラーホール日曜祝日開放の利用状況などについて
・COVID-19 の影響による来年度の女子栄養大学の若葉祭の中止について
・COVID-19 の影響による卒業式と謝恩会の中止について
・来年度の卒業アルバムについて
・学生の海外渡航について
・強盗事件について
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・今年度活動報告について

４．自己評価と次年度計画
4-1. 自己評価
① 保健・健康管理
1）2・3 年次の B 型肝炎抗体検査と追加ワクチン接種
3 年生の B 型肝炎抗体検査（定期健康診断時）が今年度も実施され、抗体価の低い学生は 2 クール目のワクチン接種を行った。
2）インフルエンザワクチン接種状況について
全学生の 66％（645/976 人）が接種した。
3）抗体価自己申告書
抗体価自己申告書は、発行希望日の 1 ヶ月前までに事務室に申し出ることとした。
4）
「学校感染症」治癒（見込み）証明書
インフルエンザ等の学校感染症に罹患した場合に医療機関にて、
「学校感染症」治癒（見込み）証明書の提出を学生に義務付
けた。
② 学生の行事支援
1）越華祭
・10 月 19 日(土)～20 日(日)に開催された。来場者数に関して、5,000 部刷って 1,000 部余ったパンフレットの状況から 4,000
名ほどだと推測される。
・オスラーホールで作業中床にペンキをこぼしてしまい汚してしまった。昨年も同様の事故があり、注意するよう言っていた
が具体的な策を講じるまでには至っていなかった。
・
「若葉祭」への参画にあたり種々の問題点が指摘されているスパイロメーターについて、実施を次回から取りやめることを決
定した。また、今後、経費の管理は学生会が行うことになった。
2）謝恩会
・3 月 14 日（土）を予定していたが、新型コロナウイルス感染予防の見地から中止となった。
3）卒業アルバム
・昨今、卒業アルバムの購入者数が減少しており、昨年度の販売数は 110 冊であったが、今年度は 65 冊（更に 10 件程のキャ
ンセルがあった）と半減した。学生会からの助成金で全員に配布できる内容での制作も検討しなければならない。
③ 福利厚生
・食事以外でのテレサホール利用を全面禁止とした。
・日高キャンパス南門付近での吸い殻のポイ捨てが依然として多く見受けられ、日高市水道局からも指導があり、南門の西側（日
高市水道局給水施設付近）と東側と南側を含めた付近全体と私有地(雑木林)を喫煙禁止場所とした。
・卒業時満足度調査アンケートを実施した。
・全国学生調査の実施 140/240 人(58.3%)の回答数(率)であった。
・SNS の取扱いに関するガイドラインを来年度の学生便覧に掲載することとした。
・部活動のガイドラインを来年度の学生便覧に掲載することとした。
④ 学生懇談会
・前期は 7/3(水)・7/10(水)・7/17(水)に、後期は 12/6(金)、12/10(火)、12/12(木)に実施した。また、日高で行われる懇談会に
理学療法学科の学生が参加しにくいため、
7 月と12 月に川角キャンパスに行われた学生部委員会の際に学生代表の意見を聞いた。
・歓迎会や合宿などで未成年者が絶対に飲酒しないよう、上級生が指導することとした。
・ある部において、顧問に知らされることなく、入学試験受験前の高校生からの要望に応える形で体験入部させていたことが判明
した。活動時の負傷などのケースも想定されるので、部単位での対応は禁止とする。なお、学部広報の一環として実施するので
あれば広報委員会で対応を検討してもらうこととした。
⑤ 表彰の審議
各種大会における成績優秀者を表彰対象とした。
⑥ 処罰の審議
なし
⑦ その他
・
「救急対応マニュアル」の運用を開始した。
・国際医療センターF 棟新築工事に伴い、教職員学生の駐車場スペースが 170 台分減少し、今後、駐車スペースの不足が想定され
る為、来年度の駐車場契約については新規募集を中止する事および契約上限人数は示さない事とした。
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・新型コロナウイルス感染のため①全部活の活動休止、②合宿を含めた部活動の禁止、③練習試合、大会、各種イベントへの参加
禁止、④海外渡航の原則禁止となり、各学科と事務とで学生の海外渡航の有無等の調査を行った。
4-2. 次年度計画
医学部学生部委員会とも意見交換をしながら、充実した学生生活を送れるように支援する。主な対応項目は以下の通りである。
① 保健・健康管理
1) 学生健康推進センター・保健室と連携し、学生の健康管理の充実を図る。
2) 定期健康診断および臨地実習に必要な抗体価確認・予防接種が円滑に実施できるよう各学科と協同する。
3) 体調不良、外傷受傷などの際の対応について、現状を確認し改善を図る。
4) 学生の健康に関する情報を保健室で参照できるよう整備する。
② 学生の行事支援
1) 越華祭・若葉祭をはじめとした学生行事の支援並びに助言を行う。
2) 卒業アルバムや謝恩会などの企画への助言を行う。
③ 学生との懇談会
1) 学生会執行部・越華祭実行委員会、学科学年代表、部活動等代表および顧問と活動状況・要望などについて懇談し、学生部委
員会としての対応を検討するために、今年度も引き続き実施する。
2) 懇談会は昼休みの時間帯に日高キャンパスで行われるため、出席が難しい理学療法学科の学生代表には 7 月・12 月の学生部委
員会（川角キャンパスで開催）に参加してもらう。
④ 福利厚生施設の充実
1) 学生会活動への助言を行う。とくに予算・決算・会計に関する事項は監督する。
2) 部活動については、各部の顧問と協力し指導・助言を行う。また、保健医療学部学生が参加している医学部の部活動について
も医学部学生部委員会と連携し本学部学生への指導・助言を行う。
⑤ その他
1) 新入生オリエンテーション時に学生部委員会として学生生活における注意事項について説明する。
2) 2～4 年生に対しては、注意事項に関する共通ファイルを用いて、各学科学年オリエンテーションで説明してもらう。
3) キャンパスマナー・公共の場でのマナーについて、学生・教職員に周知し、問題があれば、その都度注意する。
4) 表彰・処罰対象事例等があった場合、これを審議する。
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4．4）図書館委員会
はじめに
本委員会はその規定により、委員は各学科より 1 名選出し、分館長の所属する看護学科は分館長が委員を兼任している。令和元年度
は臨床検査学科で委員の交代があり、新たな構成員で図書館委員会を運営して業務や規定類の見直しを行った。
運営における基本的な部分については従来と変更はないが、川角キャンパスも含め日高キャンパスの分館長が保健医療学部全体の運
営に関係した。

１．構成員
分館長

佐久間 肇 （看護学科）

委員

来住野 修 （臨床検査学科）
戸井田昌宏 （臨床工学科）
時田幸之輔 （理学療法学科）

２．目的
委員会は、分館（川角キャンパス分館を含む）の予算及び決算に関すること、分館に関する諸規則に関すること、分館の資料の収集
に関すること、その他分館に関することを審議する（日高キャンパス分館図書館委員会規則第5条）。

３．今年度の主たる目標
日高、川角キャンパスともに利用者の学習・研究の環境を整えるために利用者用のパソコンを更新、電子書籍を購入して提供する
などを行い利用者にいっそう快適な利用環境を提供することを目標とした。また、昨年に続き日高、川角、毛呂山キャンパス合同で
越華祭に参加し、図書館企画を実施して学内外に図書館の広報を行った。

４．委員会の活動
（１）日高キャンパス分館
1）平成31年度保健医療学部新入生ガイダンスの一環として図書館ツアーを実施した。
（4月）
2） 今年度より実習中の長期貸出しを開始した。
（5 月）
3） 令和元年度第 1 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した。
（6 月 11 日）
4） オープンキャンパス見学対応（6 月 16 日、7 月 21 日、28 日、8 月 24 日、25 日）
5） 教員からの購入図書推薦は期限を設けず随時受付する方法に変更した。
（7 月）
6） 8 月 13 日から 17 日までを臨時休館し館内整理を実施した。
7） 令和元年度第 2 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した。
（10 月 7 日）
8） 越華祭に参加し、図書館ツアー、資料展示を実施した。
（10 月 19 日～20 日）
（12 月）
9） 入退館システム用パソコンが更新された。
10）
「保健医療学部見学会・国際医療センター見学ツアー」における図書館見学に対応した。
（1 月）
11）Windows 7 パソコン 25 台に有償延長サポートが適用された。
（1 月）
12）令和元年度第 3 回日高キャンパス分館図書館委員会を開催した。
（2 月 12 日）
13）入試のため臨時休館した。
（2 月 1 日、3 日、27 日）
14）開館時間を 17 時まで短縮した。
（3 月）
15）穂波理枝（パート職員）が 3 月末で退職した。
（２）川角キャンパス分館
1）平成 31 年度理学療法学科新入生向け図書館オリエンテーションを実施した。
（4 月）
2）理学療法学科向け電子ブック利用案内を配付した。
（5 月）
3）理学療法学科 4 年生の実習期間に合わせて長期貸出を実施した。
（年 2 回、6 月、3 月）
4）広範囲で資料に発生したカビへの対応を開始した。
（7 月）
5）業者によるカビ被害状況の確認作業が実施された。
（8 月）
6）閲覧室の利用を停止、入館は通用口を使用し貸出しは出納式での対応、11 月 29 日までの長期貸出し扱いとした。
（9 月 24 日）
7）業務用パソコン 4 台が更新された。
（10 月）
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8）2 階のカビ除去が必要な洋書 7,310 冊は廃棄が決定し館外へ搬出された。
（12 月）
9）2 階の机、書架などのカビ除去作業を図書館と経理部で実施した。
10）業者による 1 階の養生作業が実施され、1 階カウンター、2 階閲覧室、ゼミ室の利用を再開した。
（1 月 24 日）
11）Windows 7 パソコン 4 台に有償延長サポートが適用された。
（1 月）
12）開館時間を 17 時まで短縮した。
（3 月）

５．今年度の目標達成度と次年度の目標について
令和元年度の図書館委員会の活動目標について順調かつ円滑に運営ができた。日高キャンパスでは学生から要望があり、5月より看
護学科、臨床検査学科の3,4年生に対して実習中の長期貸出を開始した。図書館全体で貸出冊数が減少しているなかで日高では増加が
みられた（50冊増加、前年比100.4％）。また、川角キャンパスでは一昨年度から広範囲に資料に発生したカビへの対策を継続的に実施
し、利用環境の整備に努めた。館員による除菌作業はもとより業者による除菌作業が実施され、1階カウンター、2階閲覧室、ゼミ室の
利用が再開できるまでになった。
次年度も日高、川角キャンパスともに大学図書館としての環境を整備し、学習支援のほか教育および研究活動への支援を強化してい
きたい。
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4．5）自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長：加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：学部長（任期：R2.3.31）
委 員 ：野田智子（NODA, Tomoko）: 看護学科 教授（任期：R2.3.31）
小林由起子（KOBAYASI,Yukiko）: 看護学科 准教授（任期：R2.3.31）
佐藤正夫（SATOU, Masao）:臨床検査学科 教授（任期：R2.3.31）
黒田真代 (SHUUTOU,Masayo): 臨床検査学科 講師（任期：R2.3.31）
小林直樹（KOBAYASI,Naoki）:臨床工学科 教授（任期：R2.3.31）
宮本裕一（MIYAMOTO,Yuichi）:臨床工学科 教授（任期：R2.3.31）
国澤洋介（KUNISAWA,Yousuke）:理学療法学科 准教授（任期：R2.3.31）
丸谷康平（MARUYA,Kouhei）:理学療法学科 講師（任期：R2.3.31）
村嶌隆義(MURASIMA,Takayoshi):大学事務部（任期：R2.3.31）
山口明美(YAMAGUCHI, Akemi）
：大学事務部（任期：R2.3.31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り、学部の教育研究活動の実施状況につい
て自己点検・評価を行うために、下記の事項につき審議する。
① 学部の自己点検・評価の基本方針および実施に関すること
② 学部の自己点検・評価の事項・項目に関すること
③ 学部の自己点検・評価の報告書の作成および公表に関すること
④ 教員の研修に関すること
⑤ その他自己点検・評価に必要な事項に関すること
（2）平成 31 年(令和元年)度の活動目標：
① 研究業績データベースの運用支援
② 学生による授業評価の実施
③ 教員表彰制度の運営
④ 平成 30 年度各種委員会の活動評価
⑤ 教育業績評価の運用状況評価
⑥ 学部プロジェクト研究の運用状況評価
⑦ 危機管理対策に関する運用状況評価
⑧ 大学機関別認証評価の検証に基づく点検評価

3．活動報告
（1）第 1 回自己点検・評価委員会
（平成 31 年 4 月 10 日、於：降雪のため急遽メール会議とする、議事録あり）
① 平成 30 年度活動概要の報告と平成 31 年度活動目標の確認
② 平成 31 年度活動予定に関する意見交換
・各種委員会の活動評価を継続実施する。
・学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む。
・教育業績評価の運用状況を評価する。
・危機管理対策の運用状況を評価する。
・私立大学改革総合支援事業の検証に基づく点検評価を継続実施する。
③ 平成 31 年度活動予定に関する意見交換
・各種委員会の活動評価を継続実施する。
・学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む。
・教育業績評価の運用状況を評価する。
・危機管理対策の運用状況を評価する。
・私立大学改革総合支援事業の検証に基づく点検評価を継続実施する。
④ 研究業績データベースの説明会報告（4 月 6 日）
0218

⑤ 学生の海外渡航に対する届出義務の喚起について

（2）第 2 回自己点検・評価委員会
（令和元年 6 月 12 日、於：2F 会議室、出席 12 名、欠席なし、議事録あり）
① 学生による授業評価に基づいた教員表彰（実施：4 月 25 日）の報告
② 平成 30 年度大学年報の作成に関する各学科への周知
③ 令和元年度人事考課の流れの検討
④ 平成 30 年度教育業績評価に関する意見交換
⑤ 危機管理委員会報告とプロジェクト委員会報告の検討
（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（令和元年 9 月 11 日、於：2F 会議室、出席 9 名、欠席 2、議事録あり）
① プロジェクト研究審査の報告
② オープンキャンパスの報告
③ 平成 30 年度各種委員会の活動状況評価・担当委員案の承認
④ 防災訓練について計画の報告
⑤ 学生との懇談会では特に問題なかった。
⑥ 平成 30 年度年報は全学科、委員会から遅滞なく提出が完了した。
⑦ 平成 30 年度人事考課に関する意見交換
（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（令和元年 11 月 12 日、於：2F 会議室、出席 9 名、欠席 2 名、議事録あり）
① 公開講座（実施報告：9 月 21 日）担当：看護学科
、川角キャンパス防災訓練（9 月 27 日）の報告
② 日高キャンパス防災訓練（10 月 18 日）
③ 領域別実習要件認定式（実施報告：10 月 6 日）
④ 解剖体慰霊祭（実施報告：10 月 26 日）
⑤ 越華祭（実施報告：10 月 19 日、20 日）
上記について意見が交換された。
市民公開講座のあり方、防災訓練や越華祭での学生の安全対策などが話題となった。
⑥ 平成 30 年度各種委員会の活動評価
担当委員からの評価をまとめ、意見が交換された。出席状況や開催状況に若干の問題点が指摘されたが、概ね適切な活動が行われたも
のと判断し、教授会に報告することとした。
（5）第 5 回自己点検・評価委員会
（令和 2 年 1 月 4～11 日、メール会議、未返信なし、議事録あり）
① 各種委員会の活動状況評価結果を教授会に報告した。
（報告書提出）
② オープンキャンパス、市民公開講座、キャリアパスセミナーの報告
③ AO 入試の振り返り
④ 機関別認証評価の準備について説明
⑤ プロジェクト研究費の残高が多いことの注意喚起メールについて特段の意見はなかった。
（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（令和 2 年 3 月 4 日、於：2F 会議室、出席 10 名、欠席 1 名、議事録あり）
① 令和元年度目標の活動概要についての意見交換
② 平成 31 年度プロジェクト研究公募手順の確認
③ 学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
④ 次年度目標の設定に関する意見交換
⑤ 令和 2 年度保健医療学部研究業績データベース説明会は 4 月 4 日に決定
4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
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① 学生による授業評価の実施
例年通り講義科目と演習・実習科目について、前後期とも別個に授業評価を実施し、各教員へのフィードバックと学生への公開（匿名）
を行った。
② 教員表彰制度の運営
今年度も後期資料の整理が迅速に行えた結果、令和元年 3 月に表彰者案の策定、教授会承認が得られている。
③ 平成 30 年度各種委員会の活動評価
年報および各委員会議事録を基に、平成 30 年度各種委員会活動の評価を実施した。評価項目は、1）定期的な開催、2）委員の出席状
況、3）目標に即した活動、4）目標の達成度、5）当該年度の自己点検・評価、6）次年度目標の設定とした。各委員会とも活動状況は
適切と判定されたが、一部の委員会では委員の出席率や開催状況に若干の問題点が指摘された。
④ 教育業績評価の運用状況評価
概ね円滑に運用された。なお、項目により評価の基準が教員間で共有されておらず、一部にポイントの付け方に疑義を唱える教員があ
った。評価のためのマニュアルを適宜改定するとともに周知を図る必要がある。
⑤ 学部プロジェクト研究の運用状況評価
学科による応募件数の差が大きい。できるだけ多くを採択するためには全員の要求額をまんべんなく抑えなければならない。
⑥ 危機管理対策に関する活動状況評価
防災訓練を年 2 回、
（日高キャンパスと川角キャンパスで各 1 回）実施している。なお、緊急時の水や食料の備蓄、建物の落下物に対
しての備えがどの程度できているかを確認し、耐震対策を順次進めている。臨床工学科所有の古い機器で使わなくなったものを施設課
の協力で大量に処分した。消防署の点検のたびに大量の機器を移動していたが、その必要がなくなりそうである。
（2）新規に取り上げた事項の達成状況
① GPA 制度の運用に伴い、とくに GPA1.5 以下の成績不良者については、進路変更も考慮して担任が面談するとい
う方針としている。GPA2.0 以下の学生についても指導を強化するように要請。
② 研究業績評価
一昨年から保健医療学部独自の研究業績評価表を作成し試行している。人事考課と同時期に施行して、記入についての教員の負担を軽
減する。
③ 年報の作成状況評価
年報は直接各学科、各委員会に作成依頼があり、それぞれ作成していることから、委員会としては作成・提出状況のチェックを行うの
みであった。ただし、年報の作成は自己点検・評価委員会の大きな役割の一つであり、各学科の円滑な年報作成を委員会としてサポー
トする必要があるので、今年度は委員からの積極的な働きかけを促した。
（3）

次年度の目標

① 研究業績データベースの運用支援（継続）
② 学生による授業評価の実施（継続）
③ 教員表彰制度の運営（継続）
④ 令和元年度各種委員会の活動評価（継続）
⑤ 教育業績評価の運用状況評価（継続）
⑥ 学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続）
⑦ 危機管理対策に関する運用状況評価（継続）
⑧ 年報の作成状況評価（継続）
⑨ 人事考課の書式・運用評価（継続）
⑩ 大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）
⑪ 研究業績評価の運用評価（継続）
⑫ GPA 制度の運用評価（継続）
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4．6）入学試験委員会
1．構成員
委員長：加藤木利行（KATOGI,Toshiyuki）
：学部長（任期：R2.3.31）
副委員長：間山伸（MAYAMA, Shin）:臨床検査学科 教授（任期：R2.3.31）
委員：別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
千田みゆき（CHIDA,Miyuki）
：看護学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO,Hidekazu）
：臨床検査学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA,Toshiyuki）:臨床工学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
高倉保幸（TAKAKURA,Yasuyuki）:理学療法学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
市岡正適（ICHIOKA,Masayuki）:客員教授（任期：R2.3.31）
藤田博暁（FUJITA,Hiroaki）:理学療法学科 教授（任期：R2.3.31）
大森智美（OMORI, Tomomi）：看護学科 教授（任期：R2.3.31）
村本良三（MURAMOTO,Ryouzou）:臨床検査学科 准教授（任期：R2.3.31）
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：臨床工学科 教授（任期：R2.3.31）
大久保雄（OOKUBO,Yuu）:理学療法学科 講師（任期：R2.3.31）
横山ひろみ（YOKOYAMA,Hiromi）:看護学科 講師（任期：R2.3.31）
上滝圭介（KAMITAKI,Keisuke）:臨床検査学科 講師（任期：R2.3.31）
）
脇田政嘉（WAKITA,Masayoshi）
、臨床工学科 講師（任期：R2.3,31）
丸谷康平（MARUYA,Kouhei）:理学療法学科 講師（任期：R2.3.31）
須賀川裕子（SUKAGAWA,Hiroko）
：大学事務部（任期：R2.3.31）

2．目的
（1）
委員会の設置目的：本委員会は埼玉医科大学学則第 19 条第 2 項に定める入学者選抜試験が厳正かつ合理的に実施されることを目的として、
下記の業務を実施する。
① 入学試験方針の策定および選抜方法の決定
② 入学試験科目の決定
③ 入学試験要項の作成
④ 入学試験場の設定および運営
⑤ 試験監督者の選定および委嘱
⑥ 出題、採点委員の選定および委嘱
⑦ 入学試験問題の選定および決定
⑧ 入学試験問題の印刷および保管
⑨ 入学試験施行に関わる指導・監督
⑩ 小論文委員、面接委員の選定および委嘱
⑪ 合否判定基準（学力試験、面接、小論文等）の策定
⑫ 合否判定案の作成
⑬ 入学試験結果の公示
⑭ その他各号に関連する事項
（2）平成 31 年（令和元年）度の活動目標：
① 平成 31 年度入学試験の見直し
② 令和 2 年度入学試験の募集要項作成
③ 令和 2 年度入学試験の出題・採点委員、面接委員等の選定・委嘱
④ 令和 2 年度入学試験の問題選定、印刷、保管
⑤ 令和 2 年度入学試験の実施（試験場設営、試験監督者選定）
⑥ 令和 2 年度入学試験の合否判定案の作成、結果の公示
⑦ 令和 2 年度入学試験の見直し
⑧ 令和 3 年度入学試験の方針、選抜方法、科目、試験場の概要検討
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3．活動報告
（1）第 1 回入学試験委員会
（平成 31 年 4 月 12 日、於：2F 会議室、出席 16 名、欠席 1 名、議事録あり）
① 新委員（理学療法学科丸谷康平講師）の紹介
② 平成 30 年度活動概要と平成 31 年度活動予定についての説明と意見交換
③ 平成 31 年度入学試験結果の報告と見直し
④ 平成 31 年（令和元年）度委員会日程の確認
⑤ 入学試験実施小委員会委員長および委員の選任
入学試験実施小委員会委員長
臨床検査学科教授

間山 伸 先生

入学試験実施小委員会委員
看護学科講師 横山ひろみ 先生、 臨床検査学科講師 上滝圭介 先生、
臨床工学科講師 脇田政嘉 先生、 理学療法学科講師 丸谷康平 先生
⑥ 入試問題の科目別作成責任者案の策定
⑦ 入試問題の内部監査、外部監査に関する方針の決定
⑧ オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（主：小林直樹委員）
⑨ 令和 2 年度入試募集要項について、変更点の検討
（2）第 2 回入学試験委員会
（令和元年 5 月 10 日、於：2F 会議室、出席 17 名、欠席なし、議事録あり）
① 入試問題の科目別作成責任者案の承認
② 推薦入試指定校案の承認
③ 令和 2 年度入試の日程、選抜方法等最終案の承認
④ 過去問題集の作成と、英語における高額な著作権料について検討
⑤ 入試募集要項についての検討
⑥ 令和元年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会には間山委員と丸谷委員が参加することになった。
（3）第 3 回入学試験委員会
（令和元年 6 月 14 日、於：2F 会議室、出席 12 名、欠席 5 名、議事録あり）
① 入試問題の内部監査者への委嘱状送付
② 入試問題の外部監査者（埼玉平成高校）への依頼
③ 令和 2 年度入学試験日程（案）の最終決定
④ 令和２年度学生募集要項最終案の承認
⑤ UCARO 導入による出願手順について確認
⑥ 文部科学省よりの通知に従って入試問題を公表するが、高額の著作権料が要求される場合は出典のみを記載す
ることで替える事が出来ることになった。
（4）第 4 回入学試験委員会
（令和元年 7 月 12 日、於：2F 会議室、出席 12 名、欠席 5 名、議事録あり）
① 過去問題集の配布開始
② ホームページの更新の内容説明
③ 令和元年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会の報告（間山委員）
④ ネット出願用の令和 2 年度学生募集要項の原稿を提示
（5）第 5 回入学試験委員会
（令和元年 9 月 13 日、於：2F 会議室、出席 15 名、欠席 2 名、議事録あり）
① 外部監査者への正式な依頼が完了（報告）
② 募集要項のホームページ掲載（報告）
③ 看護学科 3 年次編入学試験・臨床工学科 2 年次編入学試験の志願者がいないため中止とする。
④ 推薦入試の WEB 出願での準備状況報告
⑤ 令和 3 年度入学試験日程案の提示
（6）第 6 回入学試験委員会
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（令和元年 10 月 11 日、於：2F 会議室、出席 14 名、欠席 3 名、議事録あり）
① 推薦入学試験、AO 入学試験、一般入学試験の準備状況報告
② 大学入試センター・シンポジウム 2019 の報告（間山委員）
③ 大学等における修学支援のための法律に基づく入学金の減免について意見交換
（7）第 7 回入学試験委員会
（令和元年 11 月 8 日、於：2F 会議室、出席 17 名、欠席なし、議事録あり）
① 推薦入学試験の応募状況（臨床工学科の応募が増えている）
② AO 入試および一般入学試験の準備状況報告
③ 入学者へ向けた修学支援制度の周知について意見交換
④ 記述式問題を今後増やすか否かについて意見交換〈当面は出題比率 5％を維持していく〉
⑤ 補聴器使用の受験生について検討
（8）第 1 回臨時入学試験委員会
（令和元年 11 月 18 日、於：大会議室、出席 14 名、欠席 4 名、議事録あり）
① 推薦入学試験（11 月 17 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 42 名合格（受験者数 76 名）
、臨床検査学科
24 名合格（受験者数 25 名）
、臨床工学科 21 名合格（受験者数 35 名）
、臨床工学科特別枠 1 名合格、理学療法
学科 30 名合格（受験者数 44 名）
（9）第 2 回臨時入学試験委員会
（令和元年 12 月 9 日、於：大会議室、出席 13 名、欠席 4 名、議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 8 日実施）の合否判定案の作成：臨床検査学科 4 名合格（受験者数 7 名）
、臨床工学科 6
名合格（受験者数 15 名）
（10）第 8 回入学試験委員会
（令和元年 12 月 14 日、於：2F 会議室、出席 17 名、欠席なし、議事録あり）
① 推薦入試合格者への課題送付報告
② AO 入学試験（12 月 8 日実施）の振り返り
③ 一般入学試験の準備状況報告とくに選択科目による教室指定について説明
④ インフルエンザ対策の検討
⑤ 入試当日の大雪等の対策について意見交換
⑥ 入学手続き時の禁煙誓約書について意見交換
（11）第 9 回入学試験委員会
（令和 2 年 1 月 10 日、於：2F 会議室、出席 16 名、欠席 1 名、議事録あり）
① 一般入学試験（前期）の準備状況報告
② 禁煙誓約書について、入学時に求めることを承認
③ 持病のため配慮を求めている受験者について検討し事故室で受験してもらうことにする。
④ 入学試験の降雪時用マニュアルの検討
⑤ アルバイトの不足について意見交換
（12）第 3 回臨時入学試験委員会
（令和 2 年 2 月 1 日、於：大会議室、出席 18 名、欠席なし、議事録あり）
、臨床検査学科 76
① 一般入学試験（前期）第一次試験（2 月 1 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 90 名合格（受験者数 156 名）
名合格（受験者数 94 名）
、臨床工学科 24 名合格（受験者数 38 名）
、理学療法学科 44 名合格（受験者数 72 名）
（13）第 4 回臨時入学試験委員会
（令和 2 年 2 月 4 日、於：大会議室、出席 16 名、欠席 2、議事録あり）
① 一般入学試験（前期）第二次試験（2 月 3 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 61 名合格（受験者数 89 名）
、臨床検査学科 59 名
合格（受験者数 74 名）
、臨床工学科 21 名合格（受験者数 23 名）
、理学療法学科 25 名合格（受験者数 44 名）
（14）第 10 回入学試験委員会
（令和 2 年 2 月 7 日、於：2F 会議室、出席 15 名、2 名、議事録あり）
① 一般入学試験（後期）の準備状況報告
② 一般入学試験（前期）の事後評価
③ 受験生の動線について徹底不足で、いくつか間違いがあったことを検討
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④ 今後の記述式問題の割合について意見交換
（15）第 5 回臨時入学試験委員会
（令和 2 年 2 月 28 日、於：大会議室、出席 13 名、欠席 4 名、議事録あり）
① 一般入学試験（後期、2 月 27 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 2 名合格（受験者数 29 名）
、臨床検査学科 4 名合格（受験者数
11 名）
、臨床工学科合格なし（受験者数 4 名）
、理学療法学科 2 名合格（受験者数 17 名）
（16）第 11 回入学試験委員会
（令和 2 年 3 月 7 日、於：2F 会議室、出席 17 名、欠席なし、議事録あり）
① 一般入学試験（後期）の事後評価
② 令和 3 年度入学試験の日程や区分ごとの定員に関する意見交換
③ 平成 31 年（令和元年）度入試委員会の活動概要と令和 2 年度活動予定
④ 令和 2 年度委員会日程
4．評価と次年度目標
4-1.今年度の活動目標の達成状況
① 平成 3１年度入試の見直しと令和 2 年度入試結果
平成 30 年度に実施した平成 31 年度入学試験では、定員 240 名に対して受験者数 570 名(前年比 83％)と大きく減少した。とくに看護学
科の一般前期で半減していた。これは入試科目を変更し科目数は減らしたが、小論文を追加したことが影響したと考えられた。今年度
は小論文についての広報に力を入れた結果、看護学科の受験者数は若干の回復を見た。また令和 2 年度入試の受験者総数は 607 名と微
増した。学科別にみると臨床検査学科のみが減少している。入試全体の傾向としては推薦の受験者が増加し、一般前期においては合格
者の入学比率が増加していて、早い時期に決定したいという受験者動向が見られる。
② 令和 2 年度入学試験の募集要項を作成、配布した。UCARO を導入し、受験申し込みを容易にした。
③ 令和 2 年度入学試験の出題・採点委員、面接委員等の選定・委嘱を、概ね前年度に準じて実施した。
④ 令和 2 年度入学試験の問題選定、印刷、保管については、情報保全に関する十分な配慮のもとに実施した。
⑤ 令和 2 年度入学試験について、試験場の設営、試験監督者など要員の配置を行い、入学試験を円滑に運営した。
⑥ 令和 2 年度入学試験の合否判定案の作成、結果の公示を実施した。具体的には各学科選出の入試委員 17 名が
合否判定案につき審議し、入試委員会としての最終判定案を作成して教授会に提出、教授会での承認を得た上で遅滞なく公示した。
4-2.次年度の目標
① 令和 2 年度入学試験の見直し：前年度委員会での見直し結果をふまえ、令和 3 年度入試の改善につなげていく。
② 令和 3 年度入学試験の募集要項作成：令和 2 年度に準じる。
③ 令和 3 年度入学試験の出題・採点委員、面接委員等の選定・委嘱：令和 2 年度に準じる。
④ 令和 3 年度入学試験の問題選定、印刷、保管：令和 2 年度に準じる。
⑤ 令和 3 年度入学試験の実施（試験場設営、試験監督者選定）
：令和 2 年度に準じる。
⑥ 令和 3 年度入学試験の合否判定案の作成、結果の公示：令和 2 年度に準じる。
⑦ 令和 3 年度入学試験の見直し：入試区分ごとに点検・評価を実施する。
⑧ 令和 4 年度入学試験の方針、選抜方法、科目、試験場の決定：令和 3 年度入試の成果をふまえて検討する。
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4．7）広報委員会
１．構成員
委 員 長

藤田 博暁（FUJITA Hiroaki）
：理学療法学科：教授（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

副委員長

大賀 淳子（OHGA Jyunko）：看護学科：教授（任期：令和 2 年 3 月 31 日）

委

員

関根 由紀子（SEKINE Yukiko）
：看護学科：講師（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

委

員

佐藤 正夫（SATOU Masao）
：臨床検査学科：教授（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

委

員

野寺

委

員

奥村 高広（OKUMURA Takahiro）：臨床工学科：講師（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

誠（NODERA Makoto）：臨床検査学科：准教授（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

委

員

石川 雅浩（ISHIKAWA Masahiro）：臨床工学科：講師（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

委

員

澤田

委

員

細井 俊希（HOSOI Toshiki）：理学療法学科：講師（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

委

員

山本 峻介（YAMAMOTO Shunsuke）：学生課：主任（任期：令和 3 年 3 月 31 日）

豊（SAWADA Yutaka）：理学療法学科：講師（任期：令和 2 年 3 月 31 日）

２．目的
(1) 委員会の設置目的：本委員会は本学部の広報に関する目的を達成するために、下記の事項につき審議する。
① 学部の広報に関する基本的方針の策定に関すること
② 広報に関する具体的な計画の作成及び実施に関すること
③ その他、広報に関すること
(2) 平成 31 年度の活動目標
① オープンキャンパスの実施と一般入試アンケート解析
② オープンキャンパス時の特別企画の実施
③ 中学生向けオープンキャンパスの実施
④ 授業見学会
⑤ 個別見学者の対応
⑥ 高校教諭対象のキャンパスおよび国際医療センター見学会
⑦ 新高校 3 年生保護者対象の国際医療センター見学会
⑧ 外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
⑨ インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
⑩ 受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑪ 電車広告・新聞広告の企画と実施
⑫ 進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
⑬ 学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作（動画コンテンツの制作）
⑭ 一般入試アンケート解析
⑮ ホームページ管理（管理組織小委員会）

３．活動報告
① 第 1 回定例会議(平成 31 年 4 月 16 日) 於：C 棟 2 階会議室 出席者 10 人、欠席者 0 人
議事：平成 30 年度の活動概要と平成 31 年度の活動目標
埼玉医大グループスクールフェスタ振返り
6/16 第 1 回オープンキャンパスについて
7/21、28 第 2 回オープンキャンパスについて
7/22～26 授業見学会について
入試問題の公開について
② 第 2 回定例会議(令和元年 5 月 14 日) 於：C 棟 2 階会議室
議事：6/16 第 1 回オープンキャンパスについて
7/21 第 2 回オープンキャンパスについて
7/28 第 3 回オープンキャンパスについて
7/23～7/27 授業見学会について
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出席者 10 人、欠席者 0 人

次期パンフレット制作について
③ 第 3 回定例会議(令和元年 6 月 18 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 10 人、欠席者 0 人

議事：7/21 第 2 回オープンキャンパスについて
7/28 第 3 回オープンキャンパスについて
8/24 第 4 回オープンキャンパスについて
8/25 第 5 回オープンキャンパスについて
8/24、25 中学生向けオープンキャンパスについて
ポスター作成について
坂戸西高等学校夏季学習会参加について
④ 第 4 回定例会議(令和元年 7 月 16 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 9 人、欠席者 1 人

議事：8/24 第 4 回オープンキャンパスについて
8/25 第 5 回オープンキャンパスについて
8/24、25 中学生向けオープンキャンパスについて
次期パンフレットデザインについて
⑤ 第 5 回定例会議(令和元年 9 月 17 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 9 人、欠席者 1 人

議事：第 4.5 回オープンキャンパスの反省
越華祭と同時開催のオープンキャンパスについて
来年度広報企画日程および委員会日程について
リクルート後期提案について
「学校見学会と国際医療センター見学ツアー！」について
⑥ 第 6 回定例会議(令和元年 10 月 15 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 10 人、欠席者 0 人

議事：来年度パンフレット掲載アンケート内容について
1/4「学校見学会と国際医療センター見学ツアー！」について
来年度オープンキャンパス等の開催日程について
⑦ 第 7 回定例会議(令和元年 11 月 19 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 9 人、欠席者 1 人

議事：1/4「学校見学会と国際医療センター見学会ツアー！」について
2/29 国際医療 t-施設見学会について
令和 2 年度広報企画日程について
⑧ 第 8 回定例会議(令和元年 12 月 18 日) 於：C 棟 2 階会議室 出席者 10 人、欠席者 0 人
議事：『学校見学会と国際医療センター見学ツアー！』について
令和 2 年度広報企画について
スクールフェスタについて
⑨ 第 9 回定例会議(令和 2 年 1 月 14 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 10 人、欠席者 0 人

議事：次年度オープンキャンパス企画について
令和 2 年度広報企画について
⑩ 第 10 回定例会議(令和 2 年 2 月 12 日) 於：C 棟 2 階会議室

出席者 9 人、欠席者 1 人

議事：高校教員キャンパス見学会について
6 月授業見学会について
令和 2 年度広報企画について
次年度用学科紹介パワーポイントについて
次年度用 Q&A について
⑪ 第 11 回メール会議(令和 2 年 3 月 9 日～13 日) 出席者 9 人、欠席者 1 人
議事：メール会議にて報告事項のみ

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
(1) 今年度の活動目標の達成状況
埼玉医科大学保健医療学部広報委員会規則に基づき、上記の 11 回の委員会を開催し、以下の活動を策定し実施し
た。
① 令和元年度のオープンキャンパス、キャンパス見学会、授業見学会等、学部が主催する広報活動の企画と実
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施
(A) オープンキャンパス(生徒のみの参加者数)
6 月 16 日（216 名）、7 月 21 日（288 名）、7 月 28 日（262 名）、8 月 24 日（275 名）、8 月 25 日（221
名）
(B) 高校教員キャンパス見学会
5 月 23 日

保健医療学部棟（12 組 13 名）

5 月 26 日

国際医療センター（4 組 6 名）

(C) 授業見学会
6 月 15 日（5 名）
6 月 22 日（15 名）
7 月 22 日～26 日（74 名）
(D) 学校見学会
1 月 4 日（49 名）
（E）国際医療センター見学会
2 月 29 日国際医療センターJCI 受診のため中止
② 外部団体主催による進学相談会・出張講義等への参加
(A) ホテル等の会場

12 箇所

(B) 大学見学受入れ

5校

(C) 高校の進学相談会
(D) 高校の出張講義

46 箇所
9 箇所

③ インターネットによる広報活動の企画と実施
(A) 本学部ホームページ
(B) リクルート「スタディサプリ進路」
(C) 日東システム開発「ベスト進学ネット」
(D) JS コーポレーション「JS 日本の学校」
(E) 廣告社「逆引き大学辞典」
(F)キッズ・コーポレーション「進学ナビ」
④ 受験雑誌等への広告掲載の企画と実施
(A) 学会誌などによる宣伝
・秀潤社「クリニカルエンジニアリング 7 月号」
(B) 雑誌、MOOK による宣伝
・リクルート「進路辞典 1 月号」
・リクルート「進路辞典 4 月号」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞別冊 関東エリア特集号」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 6 月号 オープンキャンパス特集」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 10 月号 大学のマナビ最前線(理工･理数分野)」
・ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「高校生新聞 12 月号 大学のマナビ最前線(医療･看護･薬学特集)」
・旺文社「蛍雪時代 10 月臨時増刊全国看護･医療･福祉系大学･短大･専門学校受験年鑑」
・新宿セミナー「プログレス 7 月号」
・新宿セミナー「プログレス 11 月号」
・JS コーポレーション「進路徹底研究」
・キッズ・コーポレーション「首都圏版 進学の森」
・キッズ・コーポレーション「首都圏版 夏のオープンキャンパスブック」
・廣告社「学問ディスカバリー」
⑤ 電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
・東武東上絵沿線キャンパスマップ連合広告（路線ウェブターゲティングを含む）
・朝日新聞 カラー版大学・短期大学パンフレット配布企画（廣告社）
・朝日新聞 大学入試日程カレンダー企画（廣告社）
⑥ その他
・進学相談会等で説明する際のマニュアルの作成（Q&A 集）
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・オープンキャンパス時における特別講座の実施
6 月 16 日

OB・OG による「医療系職種の実際」の実施

7 月 21･28 日

新宿セミナーによる「医療系大学の入試動向」

8 月 24･25 日

新宿セミナーによる「本学部の入試面接対策」

8 月 24･25 日

本学特別講師による「本学部の小論文対策」

・7 月 21･22 日「彩の国進学フェア」への資料参加
・6 月 8 日

「夢ナビライブ 2019 東京会場」への参加

・10 月 5 日

「夢ナビライブ 2019 仙台会場」への参加

・パンフレットの総リニューアル
4－2．次年度計画
以下の 15 項目については、継続して実施する。
① オープンキャンパスの実施
② オープンキャンパス時の特別企画の実施
③ 中学生向けオープンキャンパスの実施
④ 授業見学会の実施
⑤ 個別見学者の対応
⑥ 高校教諭対象のキャンパス見学会
⑦ バスによる大学見学ツアーの実施
⑧ 外部団体主催による進学相談・出張講義・キャンパス見学会等への参加
⑨ インターネット媒体を主とした広報の企画と実施
⑩ 受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑪ 電車広告・新聞広告の企画と実施
⑫ 進学相談会等の説明資料作成（Q&A）
⑬ 学部パンフレットとオープンキャンパスチラシの制作
⑭ 一般入試アンケート解析
⑮ ホームページ管理（管理組織小委員会）
以下に、反省とこれからの課題を目標別に記し、次年度の改善目標とする。
① オープンキャンパス等 HP による告知
・できるだけ早い時期（4 月中）に年次スケジュール(全 6 回分)を告知する。
② 外部団体による進学説明会への参加
・今年度の実績を踏まえて参加の是非を決める。
③ インターネットによる広報活動の企画と実施
・HP を整備、インターネットの更なる活用を考える必要がある。
・学部ホームページのスマートフォン化
・英語版学部ホームページの作成
④ その他
・統計的な分析を背景として、効率性を念頭に置いた広報活動を行う。ただし、広報活動が数量化に適さない性
質上、非効率的な活動のすべてを否定することはしない。
・オープンキャンパスなどの継続的に行っている企画については工夫を怠らない。
・常に新規の企画を思案する。
・入試広報に関する、専門部署を是非とも設置する必要がある。
・オール埼玉医大の観点から、短期大学や看護専門学校の入試広報活動と連携できるところは連携する。
・新型コロナウイルス感染症拡大により、オープンキャンパスを見直し、オンライン開催を検討していく。
・ホームページにおいて、定期的な発信を行うように整備する。
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4．8）保健医療学部

倫理審査委員会

1．構成員
邊

一

郎

（TANABE Ichiro）

臨床工学科教授

平成 31 年 4 月より 1 年間

副委員長：粟生田

委 員 長：田

友

子

（TOMOKO Aouda）

看護学科教授

平成 31 年 4 月より 1 年間

（YAMAJI Masako）

看護学科准教授

平成 31 年 4 月より 1 年間

山

路

真佐子

村

田

栄

子

（MURATA Eiko）

臨床検査学科教授

平成 31 年 4 月より 1 年間

伴

塲

裕

巳

（BANBA Hiromi）

臨床検査学科講師

平成 31 年 4 月より 1 年間

川

邉

（KAWABE Manabu）

臨床工学科講師

平成 31 年 4 月より 1 年間

小

島

龍

学
平

（KOJIMA Ryuuhei）

理学療法学科教授

平成 31 年 4 月より 1 年間

乙

戸

崇

寛

（OTSUDO Takahiro） 理学療法学科准教授

平成 31 年 4 月より 1 年間
平成 31 年 4 月より 1 年間

幸

田

恵

幸

（KODA Keiko）

大

平

雅

之

（OHHIRA Masayuki） 弁護士､国際医療センター・脳卒中センター講師

真言宗光明寺住職

事務担当：村

嶌

隆

義

（MURASHIMA Takayoshi） 保健医療学部事務室長

青

木

正

人

（AOKI Masato）

平成 10 年 4 月より 1 年間
保健医療学部事務室教務課係長

2．目的
埼玉医科大学保健医療学部倫理審査委員会規則に基づき、埼玉医科大学保健医療学部におけるヒトを対象とした医
学および関連諸科学の研究に関する倫理性を審議する。なお、大学院学生からの審査依頼があった研究も審査対象と
する。

3．活動報告
1）委員会の開催
令和元年度（平成 31 年度）保健医療学部倫理委員会は、令和 2 年 3 月までに 11 回開催した。
第 1 回：平 成 3 1 年 4 月 1 7 日
第 2 回：令 和 元 年 5 月 1 5 日
第 3 回：令 和 元 年 6 月 1 9 日
第 4 回：令 和 元 年 7 月 1 7 日
第 5 回：令 和 元 年 9 月 1 8 日
第 6 回：令 和 元 年 1 0 月 1 6 日
第 7 回：令 和 元 年 1 1 月 2 0 日
第 8 回：令 和 元 年 1 2 月 1 8 日
第 9 回：令 和 2 年 1 月 1 5 日
第 10 回：令 和 2 年 2 月 1 8 日
第 11 回：令 和 2 年 3 月 1 8 日
2）主な審議事項
(1)申請課題の審査：審査件数 39 件
新規申請

32 件（教員：24 件・大学院学生：8 件）

前年度よりの継続審議申請

2 件（教員： 1 件・大学院学生：1 件）

変更申請

5 件（教員： 4 件・大学院学生：1 件）

1．申請番号：190
課題名

：座位姿勢の違いによる頭部前方位の変化」

申請者

：乙戸

崇寛

（理学療法学科）

審議結果：条件付承認（4 月 17 日）、承認（6 月 19 日）
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2．申請番号：191
課題名

：地域高齢者における基本チェックリストと 5 年間の死亡との関連

申請者

：新井

智之

（理学療法学科）

審議結果：条件付承認（4 月 17 日）、承認（9 月 18 日）
3．申請番号：192
課題名

：医療型重症心身障害児入所施設における保育士の職務に対する意欲の実態調査

申請者

：川合

美奈

（看護学科）

審査結果：条件付承認（6 月 19 日）、承認（9 月 18 日）
4．申請番号：193
課題名

：スクーバ・ダイビングによる注意機能の変化と疲労感の変化

申請者

：小関

要作

（理学療法学科）

審査結果：保留（6 月 19 日）、条件付承認（7 月 17 日）、承認（9 月 18 日）
5．申請番号：194
課題名

：ロコモティブシンドロームおよびフレイル高齢者の脳活動状態の解明

申請者

：丸谷

康平

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（7 月 17 日）
6．申請番号：195
課題名

：看護学臨地実習指導者の自己教育力とその影響要因

申請者

：千葉

今日子

（看護学科）

審査結果：条件付承認（7 月 17 日）、承認（9 月 18 日）
7．申請番号：196
課題名

：看護学教員としてのマインドをもつ若手助教の実習教育力育成プログラムの開発

申請者

：松坂

充子

（看護学科）

審査結果：保留（7 月 17 日）、保留（9 月 18 日）、保留（3 月 18 日）
8．申請番号：197
課題名

：Particle image velocimetry による腋窩神経滑走性の評価

申請者

：乙戸

崇寛

（理学療法学科）

審査結果：承認（9 月 18 日）
9．申請番号：198
課題名

：腰痛経験は歩行動作を運動学的・運動力学的に変更するか

申請者

：澤田

豊

（理学療法学科）

審査結果：保留（9 月 18 日）
10．申請番号：199
課題名

：肢体不自由特別支援学校における栄養状態の評価の充実に向けた評価シート」の作成と提案－肢体
不自由特別支援学校における栄養状態の評価項目の検討－

申請者

：野田

智子

（看護学科）

審査結果：承認（9 月 18 日）
11．申請番号：200
課題名

：特別養護老人ホームに勤務する看護師が認識する介護職との連携のとらえ方

申請者

：小林

由起子

（看護学科）

審査結果：承認（9 月 18 日）
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12．申請番号：201
課題名

：Yoga exercise

申請者

：大久保

雄

と stabilization exercise の筋電図学的比較
（理学療法学科）

審査結果：承認（9 月 18 日）
13．申請番号：202
課題名 ：自閉症スペクトラム児と診断された子どもの胎児期から乳幼児期における行動に関する保健師と助
産師の認識
申請者

：松坂

充子

（看護学科）

審査結果：保留（9 月 18 日）
14．申請番号：203
課題名 ：マルチスペクトル画像による遠隔診療支援のフィジビリティ検討－テレモニタリングを用いた遠隔
診療品質の向上に向けてー
申請者

：小林

直樹

（臨床工学科）

審査結果：条件付承認（9 月 18 日）、承認（10 月 16 日）
15．申請番号：204
課題名

：卒業研究指導が学生の検査管理学への理解度に与える影響

申請者

：菅野

佳之

（臨床検査学科）

審査結果：保留（10 月 16 日）、承認（11 月 20 日）
16．申請番号：189
課題名

：大殿筋疲労後における筋活動の変化

申請者

：大久保

雄

（理学療法学科）

審査結果：承認（10 月 16 日）

※平成 30 年度よりの継続審査

17．申請番号：205
課題名

：地域における自殺対策の実態

申請者

：山路

真佐子

（看護学科）

審査結果：承認（11 月 20 日）
18．申請番号：206
課題名 ：人間ドック受診者のロコモティブシンドロームと生活習慣病との関連- 大規模サンプルによる後ろ
向きコホート研究 –
申請者

：新井

智之

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（1 月 15 日）
19．申請番号：207
課題名

：地域の自主グループ活動を行っている高齢者の縦断的・横断的調査-後ろ向きコホート研究による
解析-

申請者

：新井

智之

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日）
20．申請番号：208
課題名

：乳幼児を持つ母親の災害準備状況に関する調査研究

申請者

：山本

久美子

（看護学科）

審査結果：承認（2 月 19 日）
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21．申請番号：209
課題名

：操作者の運動要素を考慮した仮想現実（VR）映像における生体影響の研究

申請者

：小林

直樹

（臨床工学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日）
22．申請番号：210
課題名

：ウルトラマラソンとハーフマラソンの前後における体組成変化

申請者

：大久保

雄

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日）、承認（3 月 18 日）
23．申請番号：211
課題名

：大学ラグビー競技者における体幹柔軟性トレーニングの腰痛予防効果

申請者

：赤坂

清和

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日）、条件付承認（再修正依頼・2 月 18 日）
24．申請番号：212
課題名

：高校ラグビー競技者における体幹柔軟性トレーニングの腰痛予防効果

申請者

：赤坂

清和

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日））、条件付承認（再修正依頼・2 月 18 日）
25．申請番号：213
課題名

： 腹臥位股関節伸展運動時の筋活動解析

申請者

：赤坂

清和

（理学療法学科）

審査結果：条件付承認（2 月 19 日））、条件付承認（再修正依頼・2 月 18 日）
26．申請番号：M-98
課題名

：高校生サッカー選手の鼠経部痛に関する身体的特性と予防エクササイズ効果の検討

申請者

：藤﨑

和希

（医学研究科修士課程）

審査結果：保留（4 月 17 日）、保留（5 月 15 日）、承認（6 月 19 日）
27．申請番号：M-94
課題名

：地域で生活する統合失調症を有する当事者の結婚についての訪問看護師のとらえ

申請者

：阿部

一昭

（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（4 月 17 日）

※平成 30 年度よりの継続審査

28．申請番号：M-99
課題名

： 喉頭全摘出後に失声しコミュニケーション再構築過程にある患者を支える妻の preparedness

申請者

：関根

みぎわ（看護学研究科修士課程）

審査結果：保留（6 月 19 日）

※申請取り下げ、申請番号 101 で再申請。

29．申請番号：M-100
課題名

：新人看護師が用いる高齢患者とのコミュニケーションスキルとその関連要因

申請者

：金森

恵美

（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（6 月 19 日）
30．申請番号：M-101
課題名

：喉頭全摘出後の夫と共に暮らす妻の術前における構え preparedness

申請者

：関根

みぎわ（看護学研究科修士課程）

審査結果：条件付承認（7 月 17 日）、承認（9 月 18 日）
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31．申請番号：M-102
課題名

：腰痛を有する高校生ラグビ－選手における運動学的分析とセルフエクササイズの効果について

申請者

：菊池

優斗（医学研究科修士課程）

審査結果：保留（11 月 20 日）、不承認（1 月 15 日）
32．申請番号：M-103
課題名

：心筋梗塞患者がセルフケアを行うための動機づけ形成の構造

申請者

：友部

透

（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（1 月 15 日）
33．申請番号：M-104
課題名

：精神看護専門看護師による看護師のメンタルヘルス支援の実態と課題

申請者

：新井 成美（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（2 月 19 日）
34．申請番号：M-105
課題名

：市町村保健師の倫理的感受性とその特徴

申請者

：冨岡

文（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（2 月 19 日）
35．変更申請番号：158-2
課題名

：地域高齢者の老年症候群に関する横断調査および縦断調査

申請者

：新井

智之

（理学療法学科）

変更理由：研究期間の延長、研究スケジュールの変更、測定項目の変更、参加者への同意取得方法の変更、共同
研究者の追加、公的研究費の追加
審査結果：条件付承認（4 月 17 日）、承認（9 月 18 日）
36．変更申請番号：186-2
課題名

：大学サッカー競技者の足関節捻挫既往と身体パフォーマンスおよび心理面の関連性

申請者

：田

豊

（理学療法学科）

変更理由：研究期間の延長
審査結果：承認（4 月 17 日）
37．変更申請番号：M-98-2
課題名

：高校生サッカー選手の鼠経部痛に関する身体的特性と予防エクササイズ効果の検討

申請者

：藤﨑

和希

（医学研究科修士課程）

変更理由：研究期間の延長、介入期間の短縮、メディカルチェックを 3 回から 2 回に変更、対象者の条件変更
審査結果：承認（10 月 16 日）
38．変更申請番号：179-3
課題名 ：「親子交流授業プログラム」の子ども虐待防止におけるポヒュレーションアプローチとしての有用性プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者へ FGI の調査から－
申請者

：成田

みぎわ

（看護学科）

変更理由：個人情報管理者の変更
審査結果：承認（11 月 20 日）
39．変更申請番号：162-2
課題名

：ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究

申請者

：小林 直樹 （臨床工学学科）

変更理由：研究経費の変更（追加）、研究者おとび共同研究機関の追加、研究機関の変更（延長）、検体数の変更、撮影
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機材の変更
審査結果：承認（12 月 18 日）

４．自己評価と次年度計画
4-1．自己評価
令和元年度の審査件数 39 件うち、新規申請 32 件（教員：24 件・大学院学生：8 件）については、承認 20 件（教員：
14 件・大学院学生：6 件）、条件付承認 7 件（申請番号：194、206、207、209、211、212、213）、保留 4 件（申請番号：
196、198、202、M-99）、不承認 1 件（申請番号：M-102）であった。保留のうち 1 件（申請番号：M-99）は申請を取り
下げ、別の研究にて新規申請がなされた。条件付承認と保留については次年度にて継続審議をする。平成 30 年度から
の継続審議申請 2 件（教員：1 件・大学院生：1 件）については、2 件とも承認となった。また、変更申請 5 件につい
ては、5 件とも承認となった。

4-2．次年度の目標
令和 2 年度は大学倫理委員会との統合が予定されている。医学研究指針に基づく審査には、専門知識をもった委員、
事務局員の配置が必須であるが、現状、限られた人員が分散してしまっているため、専門知識の習得や事例対応など
の経験の積重ねが難しい状態である。分散している倫理審査業務を集約し一本化することで、委員の拘束時間の削減
や業務の迅速化、効果的な人材育成が可能となり審査の質が均一化され、研究の質の向上に繋がると思料する。

0234

4．9）保健医療学部教員組織運営会議
1．構成員
議 長 加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：学部長（任期：R2.3.31）
委 員 ：千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO,Hidekazu）
：臨床検査学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：臨床工学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科 教授・学科長（任期：R2.3.31）
村嶌隆義（MURASIMA,Takayosi）:事務室室長（任期：R2.3.31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本運営会議は保健医療学部の各学科に関して次に掲げる事項を審議する。
① 各学科の基本方針に関すること
② 各学科に共通する課題に関すること
③ 教授会の委嘱を受けた教員選考にかかわる委員の選出に関すること。
④ 教員人事委員会の要請に基づく教員の審査に関すること。
⑤ 教員の職位の変更に関すること。
⑥ その他、教授会並びに教員人事委員会の諮問事項に関すること。
（2）平成 31 年（令和元年）度の活動目標：
① 平成 30 年度および平成 31 年（令和元年）度以降の各学科の基本方針に関する検討
② 教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③ 教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査

3．活動報告
（1）平成 31 年（令和元年）度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 31 年 4 月 17 日、於：2F 会議室、出席 5 名、欠席 1 名、議事録あり）
① 第 143 回教授会議事内容の確認と意見交換
② 要検討事項について
ア．受験者数の減少傾向への対策
イ．国家試験結果の検討と対策
ウ．成績不良者への対策
以上について、平成 30 年度に引き続き令和元年度も要検討事項として意見を交換した。
③ 教員人事
ア．副学科長の選任
看護学科：大森智美教授、臨床検査学科：佐藤正夫教授、
臨床工学科：山下芳久教授、理学療法学科：藤田博暁教授
イ．教育主任の選任
各学科とも学科長が兼任する
ウ．研究主任の選任
看護学科：野田智子教授、臨床検査学科：佐藤正夫教授
臨床工学科：小林直樹教授、理学療法学科：赤坂清和教授
エ．各種委員会委員長の選定
④ 教育研究費（平成 31 年 2 月末現在）執行状況の確認
⑤ 本年度の防災訓練の日程の報告
日高キャンパスは 10 月 16 日、川角キャンパスは 9 月 26 日
⑥ 昨年度 GPA をもとに、成績不良者に対する対策について意見交換
（2）令和元年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 5 月 15 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 144 回教授会議事内容の確認と意見交換
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②

設置基準上の必要教員数について、今後の定年退職予定等を検討

③

学費未納者の状況を確認

④

教育研究費（平成 31 年 3 月末現在）執行状況の確認

⑤

夏季ワークショップの開催（新任）について検討

⑥

理学療法学科のカリキュラム変更について進捗状況の報告

（3）令和元年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 6 月 19 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 145 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

令和元年度学事予定についての検討

③

平成 30 年度の教員人事考課と研究業績評価表について説明

④

平成 30 年度教育業績評価表について検討

⑤

教育研究費（令和元年 4 月末現在）執行状況の確認

⑥

学費未納者への対応：未納者 2 名の報告

⑦

年次有給休暇の取得について・労働基準法の改正により積極的な年次休暇取得を周知する

⑧

臨床実習中に知りえた情報をラインで伝達した件があり、再発防止が必要であり、処罰については学務
委員会に上程する

（4）令和元年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 7 月 17 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 146 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

令和２年度の学事予定について意見交換

③

臨床検査学科 下垣講師 の退職について報告

④

同窓会活動が低調であることについて意見交換

⑤

学費の分納者について報告

⑥ 教育研究経費執行状況の確認
（5）令和元年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 9 月 18 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 147 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

令和 2 年度学事予定について意見交換

③

共通教育部門の設置について報告と意見交換

④

埼玉医科大学医学会会則変更案について、資料を基に報告

⑤

埼玉医学会会費の給与からの引き落としについて説明

⑥

学費未納者への対応（報告）

⑦

教育研究費（令和元年 7 月末現在）執行状況の確認

（6）令和元年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 10 月 16 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 148 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

理学療法学科教授候補池田将樹先生について資格審査委員を検討

③

臨床検査学科准教授候補山岸敏之先生について資格審査委員を検討

④

理学療法学科教授昇格候補乙戸崇寛先生について資格審査委員を検討

⑤

理学療法学科講師候補金井欣秀先生について採用を承認

⑥

教育研究費（令和元年 8 月末現在）執行状況の確認

⑦ 合同教授総会について意見交換
⑧ 研究用化学物質の労働安全衛生法対応に関する業務について意見交換
（7）令和元年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 11 月 20 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
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①

第 149 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

教員人事：理学療法学科教授候補者嶋﨑晴雄先生の資格審査委員を選出

③

教員人事：池田将樹先生、山岸敏之先生、乙戸崇寛先生の資格審査委員会が終了し、3 名とも資格ありと
して教員人事委員会に上程されたと報告

④

今年度 4 学科の GPA 成績について報告と意見交換

⑤

教育研究費（令和元年 9 月末現在）執行状況の確認

⑥

次年度から設立予定の共通教育部門について研究費等の意見交換

（8）令和元年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和元年 12 月 18 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①
②

第 150 回教授会議事内容の確認と意見交換
教員人事
ア．理学療法学科池田将樹教授の採用および乙戸崇寛教授昇格について報告
イ．臨床検査学科の山岸敏之准教授候補者の採用について報告
ウ．臨床工学科駒形英樹講師の准教授昇格について資格審査委員を検討

③ AO 入試の振り返り
④ 教育研究費（令和元年 10 月末現在）執行状況の確認
⑤ 研究用化学物質管理について意見交換
⑥ 教員任期制の再任手続きに伴う保健医療学部評価委員会を 1 月 22 日に開催すると報告
（9）令和元年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和 2 年 1 月 15 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
① 第 151 回教授会議事内容の確認と意見交換
② 教員人事：看護学科講師候補者の櫻井繭子先生について審議し講師として適格であると承認された。
教授及び人事委員会に上程する。
③ 各学科の教員公募状況について意見交換
④ 学費未納者への対応について報告
⑤ 教育研究費（令和元年 11 月末現在）執行状況の確認
⑥ 令和 2 年度各種委員会委員について報告
⑦ 共通教育部門の研究費および各学科の予算について報告

（10）令和元年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和 2 年 2 月 19 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 152 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

各種委員会委員長の決定および委員の選任の依頼

③

教員人事：
臨床工学科の駒形英樹講師の准教授資格審査委員会で承認され、教員人事委員会に上程する。

④

令和 2 年度一般入試前期の振り返り

⑤

教育研究費（平成 30 年 12 月末現在）執行状況の確認

⑥

4 学科および共通教育部門の次年度の教育主任及び研究主任を選任した。

⑦ 学長の発案により、
「私立大学総合支援事業プロジェクトチーム」が設立され意見交換を行った。
（11）令和元年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（令和 2 年 3 月 18 日、於：2F 会議室、出席 6 名、欠席なし、議事録あり）
①

第 153 回教授会議事内容の確認と意見交換

②

令和 2 年度入試の入学手続き状況（報告）

③

各種委員会委員長案についての意見交換

④

教育研究費（令和 2 年 1 月末現在）執行状況の確認

⑤

令和 2 年度の副学科長および副部門長の選任

⑥

コロナウイルス対策のため、卒業式は中止、入学式も中止予定となった。
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4．評価と次年度目標
4-1.今年度の活動目標の達成状況
① 各学科の基本方針および各学科に共通する課題について必要な検討を行った。
② 教員の人事に関して、教員人事委員会からの要請をうけ、教授・准教授の選考委員選出と講師候補者など
の資格審査を適正に行った。
4-2.次年度の目標
① 令和 2 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
② 教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③ 教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査
④ 急務としてコロナウイルス対策があり、Web 授業体制を早急に構築する
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5．1）情報技術支援推進センター運営委員会
１．構成員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員

椎橋
向田
丸山
藤原
鈴木
片桐
茅野

実智男 （SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu）
：基礎医学部門教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
敬 （MARAUYAMA, Kei）
：基礎医学部門薬理学：教授（任期：R2.3.31）
恵一 （FUJIWARA, Keiichi）
：国際医療センター産婦人科：教授（任期：R2.3.31）
康文 （SUZUKI, Yasufumi）
：情報技術支援推進センター・川越ブランチ：助教（任期：R2.3.31）
岳信 （KATAGIRI, Takenobu）
：基礎医学部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
秀一 （KAYANO, Hidekazu）
：保健医療学部・臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）

２．目的
情報技術支援推進センター運営委員会は、埼玉医科大学情報技術支援推進センター運営委員会規則に則り、センター運
営の基本方針に関すること、予算の立案および執行に関すること、規程等の制定および改廃に関すること、その他セン
ターの重要事項を審議することを目的としている。

３．活動報告
該当なし

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
情報技術支援推進センターは順調に機能し、運営されたものと自己評価している。
4-2．次年度の計画
次年度は、ネットワークのセキュリティーと教育への活用を中心に審議を行う。
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5．2）医学教育センター運営委員会
１．構成員
委員長
茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター長、副学長、卒前医学教育部門長、教育主任部門、FD 部門長、臨床

森

実習推進室長（任期：R2.3.31）
委員
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：医学部長（任期：R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副学長（任期：R2.3.31）
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）：医学教育センター副センター長、副医学部長（任期：

R2.3.31）

健（HAYASHI, Takeshi）：医学教育センター副センター長、試験管理室長、医学部長補佐（任期：R2.3.31）

林

小山政史（OYAMA, Masafumi）：国際医療センターブランチ長、副医学部長（任期：R2.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：卒前医学教育副部門長、カリキュラム室長（任期：R2.3.31）
髙橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）：卒前医学教育副部門長、副医学部長（任期：R2.3.31）
柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）：卒前医学教育副部門長、臨床実習推進室副室長（任期：R2.3.31）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：卒後医学教育部門長（任期：R2.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教育情報部門長、調査解析室長（任期：R2.3.31）
荒関かやの（ARASEKI, Kayano）：教育情報部門副部門長、試験管理室副室長（任期：R2.3.31）
浩（NAGASAKA, Hiroshi）：学生支援室長（任期：R2.3.31）

長坂

美隆（TSUJI, Yoshitaka）:シミュレーション教育部門長（任期：R2.3.31）

辻

山田泰子（YAMADA, Yasuko）：シミュレーション教育部門副部門長（任期：R2.3.31）
側島

久典（SOBAJIMA, Hisanori）：FD 部門副部門長（任期：R2.3.31）

石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）：FD 部門副部門長（任期：R2.3.31）
向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：教養教育部門長（任期：R2.3.31）
鈴木

正（SUZUKI, Sei）：教養教育部門副部門長（任期：R2.3.31）

種田佳紀（OIDA, Yoshiki）：教養教育部門副部門長（任期：R2.3.31）
橋本正良（HASHIMOTO, Masayoshi）：臨床実習推進室副室長（任期：R2.3.31）
持田

智 (MOCHIDA, Satoshi) ：図書館長（任期：R2.3.31）

内田和利（UCHIDA. Kazutoshi）：事務部門長、大学事務部長（任期：R2.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA. Masato）：事務部門副部門長、大学事務部長（任期：R2.3.31）

２．目的
医学教育センター医学部領域の部門間および卒前医学教育部門内に設置された 8 室間の意思疎通を図り、各部門、各
室、関連する委員会の活動状況をセンター内の構成員が共有し、自由な意見交換を行い、センターの運営が円滑に行われ
るようにすることを目的とする。

３．活動報告
令和元年度（平成 31 年度）は計 11 回の会議を毎月定期的に開催した。医学教育全般にわたって、各部門、各室、卒前
教育委員会付属の各委員会からの報告をもとに問題点を話し合い、主な懸案事項を解決するとともに、情報を共有した。
会議での審議事項は、卒前医学教育合同会議（卒前教育委員会会議を含む）、次いで教員代表者会議に報告された。平成
28 年度より医学教育センター懇談会の機能も本委員会に移管したため、オブザーバーの参加のもと、本学の医学教育全
般にわたってさらに幅広く議論が行われた。

４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
カリキュラム、試験、授業評価等、医学教育全般にわたり、問題点を適宜話し合い、主な懸案事項を解決することがで
きた。
COVID-19感染拡大を防止するために会議の開催方法を検討する必要がある。
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4－2．次年度計画
来年度も継続して教育に関する活発な議論を行っていく。
COVID-19 感染拡大を防止するために、WEB 会議への変更を検討する。
医学教育センター医学部領域運営委員会で検討された個別の事項等については、卒前医学教育部門の各部門、その他の
部門、卒前教育委員会の項を参照されたい。
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5．3）医学研究センター運営会議
１．構成員
◇議長（医学研究センター運営会議規則第3条1号構成員）
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：センター長（任期：R3.7.31）
◇部門長（医学研究センター運営会議規則第3条2号構成員）
海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：研究主任部門（任期：R3.3.31）
坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
小谷典弘（KOTANI, Norihiro）
：研究支援管理部門（任期：R3.3.31）
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（任期：R3.3.31）
※片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：フェローシップ部門（任期：R3.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門（任期：R3.3.31）
◇副部門長（医学研究センター運営会議規則第3条2号構成員）
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：研究主任部門（任期：R3.3.31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：研究主任部門（任期：R3.3.31）
佐藤 毅（SATO, Tsuyoshi）：研究主任部門（任期：R3.3.31）
※佐藤 毅（SATO, Tsuyoshi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：共同利用施設運営部門（任期：R3.3.31）
松井政則（MATSUI, Masanori）：安全管理部門（感染分野）（任期： R3.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：R3.3.31）
※三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：安全管理部門（DNA分野）（任期：R3.3.31）
森 隆（MORI, Takashi）：安全管理部門（動物分野）（任期：R3.3.31）
淡路健雄（AWAJI, Takeo）
：安全管理部門（薬物分野）（任期：R3.3.31）
一色政志（ISSHIKI, Masashi）：安全管理部門（RI分野）（任期：R3.3.31）
髙田 綾（TAKADA, Aya）：フェローシップ部門（任期：R3.3.31）
徳元康人（TOKUMOTO, Yasuto）
：研究評価部門（任期：R3.3.31）
◇ブランチ長（医学研究センター運営会議規則第3条3号構成員）
※坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）
：毛呂山キャンパス担当（任期：R3.3.31）
※海老原康博(EBIHARA, Yasuhiro)：日高キャンパス担当（任期：R3.3.31）
※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）：総合医療センター担当（任期：R3.3.31）
※は重複構成員･･･計16名
◇オブザーバー
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）：副学長
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）リサーチアドミニストレーションセンター 教授
菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：リサーチアドミニストレーションセンター 講師
町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教
別所和博（BESSHO, Kazuhiro）：医学研究センター 助教
◇事務局
下田裕子（SHIMODA, Yuko）：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長

２．目的
医学研究センター運営会議は、平成 17 年 11 月に、医学研究センターの円滑な運営に資することを目的として設置され
た会議である。医学研究センターは、本学の研究活動を全学的に支援する組織であり、研究体制、研究場所、研究費、安
全管理等に関する仕組みを整備し、企画、運用、管理している。
医学研究センター運営会議は、これらの実効正当について審議し、医学部教員代表者会議、保健医療学部教授会へ上程
する責務を担っている。令和元年度の医学研究センター運営会議は、片桐センター長を議長として、6 つの部門の各部門
長、副部門長、および 3 つのブランチ長と、総勢 16 名で構成されている。

３．活動報告
◇定期開催
第149回： 4月 9日（火）出席者16名（委任状 0名）
第150回： 5月14日（火）～ 17日（金）メール会議
第151回： 6月11日（火）出席者14名（委任状 1名）
第152回： 7月 9日（火）出席者13名（委任状 3名）
第153回： 9月10日（火）出席者16名（委任状 0名）
第154回：10月 8日（火）出席者15名（委任状 1名）
第155回：11月12日（火）～ 15日（金）メール会議
第156回：12月10日（火）出席者16名（委任状 0名）
第157回： 1月14日（火）出席者15名（委任状 1名）
第158回： 2月13日（火）～ 17日（月）メール会議
第159回： 3月10日（火）～ 13日（金）メール会議

出席者16名（未返信 0名）

出席者16名（未返信 0名）

出席者16名（未返信 0名）
出席者16名（未返信 0名）
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◇開催回数
定期開催：11回 出席者平均 15名（委任状平均 1名）
※但し、第150回、第155回、第158回、第159回は電子メール会議であったので、平均値は実際に集合した7回の参
加状況から算出した。
◇議事内容
本会議では、各部門や関連する委員会からの報告と審議、センター長からの報告、研究センター組織内の人事に係る
報告等、大学における研究の基本的方向性やあり方に関する議論を行う場として機能している。すなわち、議事は以
下に示すような形態を原則として進行する。
1．医学研究センター長報告
2．各部門報告
①研究主任部門
②共同利用施設運営部門
③研究支援管理部門
④安全管理部門
⑤フェローシップ部門
⑥研究評価部門
3．その他報告

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度は、医学研究センター長が松下前センター長から片桐新センター長へ交代したことに伴い、医学研究センタ
ー運営会議の議長も併せて交代となった。松下副学長には、引き続きオブザーバーとして医学研究センター運営会議に参
加頂いた。令和元年度も、毎回の医学研究センター運営会議における報告と審議は恙なく行われ、その内容は教員代表者
会議と保健医療学部教授会に上程された。これにより、全学的な研究活動を支援することができた。
4－2．次年度計画
来年度は、ゲノム医学研究センター（日高キャンパス）の改組が予定されている。改組後も円滑に研究を行えるよう、
医学研究センターとしても対応を検討する。COVID-19 の影響が拡大する可能性があり、他の部署と連携しながら、適切な
対応を行えるよう準備する。
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5．4）ゲノム医学研究センター運営委員会
１．構成員
委員長
奥田 晶彦 (OKUDA, Akihiko): ゲノム医学研究センター : 所長、教授 (任期 : R2.3.31)
委員
黒川 理樹 (KUROKAWA, Riki): ゲノム医学研究センター : 教授 (任期 : R2.3.31)
井上 聡 (INOUE, Satoshi)：ゲノム医学研究センター：客員教授 (任期：R2.3.31)
片桐 岳信 (KATAGIRI, Takenobu) : ゲノム医学研究センター : 教授 (任期 : R2.3.31)
三谷 幸之介 (MITANI, Konosuke) : ゲノム医学研究センター : 教授 (任期 : R2.3.31)
村上 孝 (MURAKAMI, Takashi) : 基礎医学部門微生物額 : 教授 (任期 : R2.3.31)
三村 俊英 (MIMURA, Toshihide) : 大学病院リウマチ膠原病科 : 教授 (任期 : R2.3.31)
木崎 昌弘 (KIZAKI, Masahiro) : 総合医療センター血液内科 : 教授 (任期 : R2.3.31)
佐伯 俊昭 (SAEKI, Toshiaki) : 国際医療センター乳腺腫瘍科 : 教授 (任期 : R2.3.31)
オブザーバー
須田 立雄 (SUDA, Tatsuo) : ゲノム医学研究センター : 非常勤講師
西本 正純 (NISHIMOTO, Masazumi) : RI 実験施設 : 施設長、准教授
横尾 友隆 (YOKOO, Tomotaka) : 実験動物施設 : 施設長、准教授
坂本 安 (SAKAMOTO, Yasu) : 中央研究施設 : 施設長、教授
水野 洋介 (MIZUNO, Yousuke) : 日高ブランチ機能部門 : 部門長、准教授
千本松 孝明 (SENBONMATSU, Takaaki) : RA センター : 副センター長、教授
事務局
江口 幹也 (EGUCHI, Mikiya) : 大学事務部 : 次長
生方 一巳 (UBUKATA, Kazumi) : ゲノム医学研究センター : 特任研究補助員

２．目的
当委員会は、ゲノム情報及びゲノム技術を基盤に本学の基礎医学並びに臨床医学を融合的に発展させることを
目的として創設された「ゲノム医学研究センター」の効率的運営を強力且つ公正にサポートすべく発足した。
委員構成は、ゲノム医学研究センター所長を含むコア部門長 5 名、基礎医学部門及び臨床医学部門(大学病院、
総合医療センター及び国際医療センター)から 4 名の計 9 名と、その他オブザーバーとして、ゲノム医学研究セ
ンター非常勤講師、プロジェクト研究部門代表者 1 名(年度持ち回り制)、 中央研究施設長、RI 実験施設長、実
験動物施設長、機能部門長、RA センター副センター長及び事務局として大学事務部次長、ゲノム医学研究セン
ター特任研究補助員の合計 17 名である。
委員会は、隔月 1 回開催され、規則・細則や方針等につき、積極的討議の上、諸事項全般について最終的決定
を行う。
その主な内容は、①運営基本方針に関すること、②研究及び教育に関すること、③事業計画に関すること、④
研究者等の受入に関すること、⑤その他重要事項に関すること

などがあり、中には、教員代表者会議での、報

告及び承認等を経て、円滑な運営に資されるものもある。

３．活動報告
(1) 委員会開催日(原則、隔月開催) : 議事録・記録あり
第 103 回(令和 1 年 5 月 21 日(火)-5 月 24 日(金))
於 : メール会議 出席 14 人、欠席 1 人
議事 :
・2019 年度ポストドクター雇用状況について
・ゲノム医学研究センターホームページ Update について
・ゲノム関連書式一覧のページについて
・第 17 回 RCGM シンポジウム開催準備状況について
第 104 回(令和 1 年 7 月 16 日(火))
於 : ゲノム医学研究センター6 階会議室 出席 9 人、欠席 6 人
議事 :
・研究ブランディング活動報告書作成について
・第 17 回 RCGM シンポジウム演題募集について
・第 17 回 RCGM シンポジウム開催要項について
・ゲノム医学研究センター廃棄物小委員会
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第 105 回(令和 1 年 9 月 17 日(火))
於 : ゲノム医学研究センター6 階会議室 出席 10 人、欠席 5 人
議事 :
・研究ブランディング活動報告書作成・配布について
・遺伝子情報制御部門からのプレリリース予定
・ゲノム医学研究センターの改組について
・第 17 回 RCGM シンポジウム開催要項について
第 106 回(令和 1 年 11 月 19 日(火))
於 : ゲノム医学研究センター6 階会議室 出席 6 人、欠席 9 人
議事 :
・2020 年からのゲノム医学研究センター体制について
・ゲノム教員の任期更新について
・CO2 全館供給システムについて
・新年会について
・Clinical Science Forum について
・第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム収支決算報告
第 107 回(令和 2 年 1 月 21 日(火))
於 : ゲノム医学研究センター6 階会議室 出席 8 人、欠席 7 人
議事 :
・ゲノム任期満了者の更新について
・RA センターからの化学物質管理についての依頼への対応
・中央研究施設、日高ブランチ RI 部門廃止について
・ゲノム全教員、有給休暇 5 回以上の取得徹底について
・第 7 回 Clinical Science Forum 開催のお知らせ
・ゲノムの”オール埼玉医科大学研究の日”への主催としての参加
・ゲノム医学研究センターホームページ update について
・ゲノム書式一覧(HP)改定履歴について
・高速及び超遠心機の為のロータ管理についての提案
・日高ブランチ機能部門よりゲノム 5 部門へ外部利用者へのサポートのお願い
・ゲノム入館規制について
・廃液処理、廃液処理関係の担当について
(2) ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会開催
以下の 4 件の学術集会につき審査の上、承認し開催した。
第 265 回 日 時 : 令和 1 年 7 月 17 日(水) 16:00-17:00
講 師 : テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター
准教授 加藤昌人 先生
テーマ : Low-complexity 配列が創る新・構造生物学 : クロスβポリマー、相転移・相分離、そし
て神経変性疾患
主 催 : 遺伝子構造機能部門
会 場 : ゲノム医学研究センター 6 階会議室
第 266 回 日 時 : 令和 1 年 7 月 29 日(月) 17:00-18:00
講 師 : 東京薬科大学 生命科学部 分子生化学研究室
教授 柳 茂 先生
テーマ : ミトコンドリア動態の破綻と老化疾患 : ミトコンドリア賦活薬による新たな抗加齢戦略
主 催 : 遺伝子情報制御部門
会 場 : ゲノム医学研究センター 6 階会議室
第 267 回 日 時 : 令和 1 年 10 月 17 日(木) 15:30-16:30
講 師 : Skeletal Diseases TFA & Genome Engineering Technologies Co-founder & Head of
Functional Modeling; Regeneron Genetics Center
Vice President-Research Aris N. Economides 先生
テーマ : Cracking the Code of Rare Diseases: Understanding Mechanisms and Developing New
Therapies
主 催 : 病態生理部門
会 場 : ゲノム医学研究センター 6 階会議室
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第 268 回 日 時 : 令和 1 年 12 月 9 日(月) 17:00-18:00
講 師 : Northwestern University Feinberg School of Medicine
Professor Debabrata Chakravarti 先生
テーマ : Altered epigenetic and chromatin landscape in uterine fibroids
主 催 : 遺伝子情報制御部門
会 場 : ゲノム医学研究センター 6 階会議室
(3) 部門間交流研究発表会開催
部門間の交流を深めることを目的に、研究員同志のお互いの認識と情報交換を活動基盤として、以下の 4 回
の研究発表会を開催した。なお、令和 2 年 3 月 17 日に予定していた遺伝子構造機能部門による発表会は、新
型コロナ感染拡大回避の観点から中止とした。
第1回

日 時 : 令和 1 年 5 月 21 日(火) 10:00-10:30
演 者 : 遺伝子情報制御部門
ポストドクター 竹岩 俊彦
テーマ : Mab21l2 と横中隔間充織

第2回

日 時 : 令和 1 年 7 月 16 日(火) 10:00-10:30
演 者 : 発生・分化・再生部門
助教 平崎 正孝
テーマ : Mbd3 contributes to the differentiation from ESCs to EpiLCs by recruiting PRC2 complex

第3回

日 時 : 令和 1 年 10 月 15 日(火) 10:00-10:30
演 者 : 病態生理部門
助手 倉谷 麻衣
テーマ : 骨格筋における病的な石灰化

第4回

日 時 : 令和 1 年 11 月 19 日(火) 10:00-10:30
演 者 : 遺伝子治療部門
共同研究員 小島 拓哉
テーマ : Mab21l2 と横中隔間充織

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
運営面では、各委員、オブザーバーの先生方の協力もあり会議での意見吸収、取りまとめを短時間で行うことができ、ゲ
ノム医学研究センターとしての活動を支障なく遂行する上で大変有意義な会であった。
学術集会においては海外招待演者を含む 4 件開催し、他のキャンパスの先生方を含め多くの研究者・医師などの参加を頂
き、情報交換の場の提供という意味で大いに意義のあるものであったと考えている。
反省点としては、多くの委員の先生方にとって他の会議との兼ね合いで出席が難しいという状況があったにも関わらず、
開催日を柔軟に変更するなどの改善を図らなかったため、出席者が比較的少ない会があったことである。

4－2．次年度計画
ゲノム医学研究センターの改組に伴い運営委員会が廃止となり、次年度計画への展開は予定されていない。
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5．5）リサーチアドミニストレーションセンター運営会議
１.構成員
議

長

千本松 孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：教授、副センター長・シニアURA

構成員
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：・副学長・センター長
棚橋 紀夫（TANAHASHI, Norio）：専務理事・RAセンター顧問（任期：R3.3.31）
小林 国彦（KOBAYASI,Kunihiko）:特定臨床研究推進センター室長、国際医療センター呼吸器内科・教授、シニアURA
菅原 哲雄（SUGAHARA,Tetsuo）:講師
水野 洋介（MIZNO,Yosuke）講師,中央研究施設日高ブランチ機能部門兼務
佐藤 勝茂（SATO, Katsushige）：課長
小野寺 晴美（ONODERA, Harumi）: 係長

(R1.7.1～)

仲村 由紀子（NAKAMURA, Yukiko）
：主任
斉藤 喜久江（SAITO, Kikue）:主任

(～R1.5.31まで)

小鷹 徳子（ODAKA, Noriko）
：課員
福永 由佳（FUKUNAGA, Yuka）: 課員
長田 佐絵（NAGATA, Sae）: 課員
神田 春香（KOUDA, Haruka）
：課員
石川 友美（ISHIKAWA, Tomomi）: 課員
中島 奈月（NAKAJIMA, Natsuki）
：課員
伊藤 大祐（ITO, Daisuke）
：パート職員
川口 勉（KAWAGUCHI,Tsutomu）
：非常勤講師,シニアURA
豊田 浩一（TOYODA, Koichi）：非常勤講師,産学官連携アドバイザー
逵 保宏（TSUJI, Yasuhiro）: 非常勤講師, 契約アドバイザー
加藤 誠（KATO, Makoto）: 非常勤講師, 臨床研究アドバイザー

２．目的
本会議は、リサーチアドミニストレーションセンター規程 第7条に則り設置している。次に掲げる業務を所管し推進
していくため、計画の立案・実行、諸問題への対応について協議する。
(1) 医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること。
(2) 埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること。
(3) 認定臨床研究審査委員会に関すること。
(4) 埼玉医科大学ＣＯＩ管理委員会に関すること。
(5) 研究不正の防止に関すること。
(6) 研究費の適正使用に関すること。
(7) 研究費の獲得に関すること。
(8) 医学研究に係る診療組織との連携に関すること。
(9) 医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること。
(10) 知的財産の管理に関すること。
(11) リサーチパークに関すること。
(12) 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること。
(13) その他医学研究等の推進及び管理に関すること。

３．活動報告
3-1.開催日
研究公正に関する事項を協議するため、毎月開催している（9月は休会）
。
第45回： 4月 3日（水）出席者14名
第46回： 5月 8日（水）出席者15名
第47回： 6月 5日（水）出席者17名
第48回： 7月 3日（水）出席者16名
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第49回： 9月 4日（水）出席者14名
第50回：10月 2日（水）出席者18名
第51回：11月 6日（水）出席者16名
第52回：12月 4日（水）出席者13名
第53回： 1月 8日（水）出席者19名
第54回： 2月 5日（水）出席者17名
第55回： 3月 4日（水）～6日(メール会議) 出席者18名
※新型コロナウイルス感染防止のため、第55回会議はメール会議とした。
3-2.主な審議内容
(1) 研究費不正・不適切使用防止、研究不正防止の取組みについて
(2) 研究倫理教育の実施とフォローアップ(理解度確認)について
(3) 人を対象とする医学系研究倫理指針および公的研究費採択率向上の取り組みについて
(4) 臨床研究法への対応について
(5) リサーチパークの運用について
(6) 知的財産の管理および産学連携について
(7) 麻薬および向精神薬の管理について
(8) 首都圏ＡＲコンソーシアムでの活動について
(9) 諸規程の改正について
(10) 外国為替及び外国貿易法への対応
(11) その他研究活動推進の取組みについて

４.評価と次年度計画
4-1.今年度の自己評価
ＲＡセンターの事業計画や事業報告、諸活動や諸課題への対応について、報告、評価し、計画の修正などを行い研究
公正や研究推進の取組に反映することができた
4-2.次年度の目標
ＲＡセンターの事業計画に基づく諸活動、諸課題について、協議し対応していくと共に評価し施策へ反映していく。
以上
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5．6）アドミッションセンター運営委員会
１．構成員
別所 正美（BESSHO，Masami）
：センター長 （任期：令和 2 年 3 月 31 日）
村越 隆之（Murakoshi，Takayuki）
：副センター長，医学部ブランチ長 （任期：令和 2 年 3 月 31 日）
加藤木 利行（KATOUGI，Toshiyuki）
：副センター長，保健医療学部ブランチ長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
山田 健人（YAMADA，Taketo）
：入試問題統括部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
椎橋 実智男（SHIIBASHI，Michio）
：調査・研究・解析部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
茂木 明（MOGI，Akira）
：広報部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
内田 和利（UCHIDA，Kazutoshi）
：事務部門長，医学部入試事務室長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
村嶌 隆義(MURASHIMA，Takayoshi)：保健医療学部入試事務室長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
【その他センター長が必要と認めた者】
土田 哲也（THUCHIDA，Tetsuya）
：副学長、医学部入試委員会副委員長
渡辺 修一（WATANABE，Shu-ichi）
：医学部入試実施委員会副委員長
間山 伸 (MAYAMA，Shin)：保健医療学部入試実施小委員会委員長
茅野 秀一 (KAYANO，Hidekazu)：保健医療学部臨床検査学教授
所 ミヨ子（TOKORO，Miyoko）
：短期大学副学長
中村 美智子（NAKAMURA，Michiko）
：総合医療センター付属看護専門学校副校長
藤山 トキ（FUJIYAMA，Toki）
：埼玉医療福祉会看護専門学副校長
徳元 康人（TOKUMOTO，Yasuhito）:アドミッションセンター講師
【科目出題責任者】
吉益 晴夫（YOSHIMASU，Haruo）
：医学部面接試験担当責任者
向田 寿光（MUKAIDA，Toshimithu）
：医学部科目出題責任者：物理、医学部入試実施委員会副委員長
山崎 芳仁（YAMAZAKI，Yoshihito）
：医学部科目出題責任者：生物
森口 武史（MORIGUCHI，Takeshi）
：医学部科目出題責任者：化学
藤森 千尋（FUJIMORI，Chihiro）
：医学部科目出題責任者：英語
鈴木 正（SUZUKI，Sei）
：医学部科目出題責任者：数学
米岡 裕美（YONEOKA，Hiromi）：医学部科目出題責任者：小論文
下岡 聡行（SHIMOOKA，Toshiyuki）
：保健医療学部科目出題責任者：数学
戸井田 昌宏（TOIDA，Masahiro）
：保健医療学部科目出題責任者：物理
飯野 望（IINO，Nozomi）
：保健医療学部科目出題責任者：化学
間山 伸 (MAYAMA，Shin)：保健医療学部科目出題責任者：英語
金子 優子（KANEKO，Yuko）
：保健医療学部科目出題責任者：生物
【オブザーバー】
小室 秀樹（KOMURO，Hideki）
：大学事務部顧問
池田 豊（IKEDA，Yutaka）
：アドミッションセンター特任講師・化学
長谷川 浩（HASEGAWA，Hiroshi）
：アドミッションセンター特任講師・小論文
丸山 光夫（MARUYAMA，Mitsuo）
：アドミッションセンター特任講師・数学
：アドミッションセンター特任講師・生物
三澤 善道（MISAWA，Yoshimichi）
吉野 龍男（YOSHINO，Tatsuo）：アドミッションセンター特任講師・英語
我妻 光一郎（WAGATSUMA，Kouichiroh）
：アドミッションセンター特任講師・物理
【事務局】
村田 正樹（MURATA，Masaki）
：大学事務部医学部事務室入試課 課長

２．目的
アドミッションセンターの業務目的は、埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 1 条に示す通りであるが、アドミ
ッションセンター運営委員会は、アドミッションセンターの目的を円滑に遂行するため、年度当初、定期的に開催するも
のである。
【アドミッションセンターの目的と部門】
埼玉医科大学及び関連する学校における入学者選抜が適切に行われ、本学の教育目標を達成しうる学生を受け入れるため
に、入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）に即した入試システムの構築、円滑な入試の実施、調査研究および
入試に関する業務を統括し、支援することを目的とする。アドミッションセンターの業務目的達成のため、調査・研究・
解析部門、入試問題統括部門、広報部門、事務部門を置く。

３．活動報告
平成 31 年 4 月 24 日（水）
「アドミッションセンター拡大会議」を開催し意見交換を実施した。また、各学校の担当者から、
平成 31 年度入試報告（受験者数、入学者数等）ならびに令和 2 年度入試の実施計画等（日程、募集人数等）が報告された。
医学部ブランチからは、平成 31 年度推薦入試合格者のうち１名が入学を辞退した事、平成 31 年 2 月 17 日に行った一般入
試（後期）一次試験：物理で発生した入試ミス、本学開学以来はじめて女子入学者数が男子入学者数を上回った事につい
ての報告があった。保健医療学部ブランチからは平成 31 年度入試から一般入試（前期）一次試験の理科と数学に 5％の割
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合で記述式問題を出題したことと、看護学科の一次試験の国語をしたことが報告された。試験科目の変更が影響したのか
どうかは不明であるが、看護学科の受験者数が前年度に比べて半減したこと、ただし看護学科の入学辞退率は前年度の
44.6％から 27％に改善したとの報告もなされた。短期大学からは平成 31 年度入試の志願者数が 176 人、入学者は 104 名
であったことが報告された。総合医療センター付属看護専門学校からは平成 31 年度入試の平均倍率が 3.5 倍であり前年度
の 3.1 倍を上回ったことが報告された。埼玉医療福祉会看護専門学校からは、平成 31 年度入試の第二学科は募集定員 50
名のところ受験者が 26 名しか集まらず 2 年連続の定員割れとなったため、平成 31 年 3 月 1 日に開催された埼玉医療福祉
会看護専門学校理事会において、令和 2 年度の第二学科の学生募集は行わない事に決定した旨の報告があった。アドミッ
ションセンターからは、アドミッションセンター所属特任講師として、前・埼玉県立松山高校校長 吉野龍男先生（英語
担当）と元・埼玉県立深谷高校校長 我妻光一郎先生（物理担当）が平成 31 年 4 月 1 日付で採用されたことが報告された。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
科目ごとに配置された特任講師による各関連学校への支援が図られ、各学校の入試問題作成関連業務を円滑に進めるこ
とができ、概ね良好な運営ができた。また、各学校の入試状況等の情報交換（入試日程、学生確保の取り組み等）を行な
ったことにより、相互理解が図られた。平成 31 年度（令和元年度）における「アドミッションセンター運営委員会」の目
的は、ほぼ達成できたと判断している。
4－2．次年度計画
令和 3 年度入試においては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じる必要がある。このため令和 2 年度は関連学校の
相互連携を一層強化し、情報交換等を図り、各学校の入試業務が円滑的に実施でき、各学校のアドミッションポリシーに
即した学生を受け入れられるよう当委員会の役割を担っていきたい。
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5．7）国際交流センター委員会
１．構成員
委員長
副委員長
副委員長
委員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：脳神経外科：教授（任期：R2.3.31）
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：生化学：准教授（任期：R2.3.31）
橋本正良 (HASHIMOTO, Masayoshi)：総合診療内科：教授（任期：R2.3.31）
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）：泌尿器科：教授（任期：R2.3.31）
石原理（ISHIHARA, Osamu）
：産科・婦人科：教授（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：保健医療学部臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：総合医療センター血液内科：教授（任期：R2.3.31）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：R2.3.31）
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）:病理学：教授（任期：R2.3.31）
篠塚望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器・一般外科：教授（任期：R2.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ：教授（任期：R2.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：R2.3.31）
辻美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：R2.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：R2.3.31）
間山伸（MAYAMA,Shin）
：保健医療学部臨床検査学科：教授（任期：R2.3.31）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）
：国際医療センター心臓内科：教授（任期：R2.3.31）
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
井上勉（INOUE, Tsutomu）
：腎臓内科：准教授（任期：R2.3.31）
：教養教育：准教授（任期：R2.3.31）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）
種田佳紀 (OIDA, Yoshiki):教養教育：講師（任期：R2.3.31）
澤田豊（SAWADA, Yutaka）
：保健医療学部理学療法学科：講師（任期：R2.3.31）
周防諭 (SUO, Satoshi)：薬理学：講師（任期：R2.3.31）
菅理江（SUGE, Rie）
：生理学：講師（任期：R2.3.31）
：大学事務部教務課：課長（任期：R2.3.31）
岩澤昌人（IWASAWA, Masato）
小山勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：R2.3.31）
：名誉教授（任期：R2.3.31）
野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際医療センター心臓内科：教授（任期：R2.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：放射線科：教授（任期：R2.3.31）
田中淳司（TANAKA, Junji）
：理事長（任期：R2.3.31）
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）

２．目的
本委員会は埼玉医科大学国際交流センター規程第 7 条に則り、センターの円滑な管理運営を図るため設置された。

３．活動報告
①第 1 回（平成 31 年 4 月 11 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 12 人
②第 2 回（令和元年 5 月 14 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 12 人
③第 3 回（令和元年 6 月 19 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 10 人
④第 4 回（令和元年 7 月 9 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 14 人
⑤第 5 回（令和元年 9 月 11 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 9 人
⑥第 6 回（令和元年 10 月 15 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 13 人
⑦第 7 回（令和元年 11 月 13 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 12 人
⑧第 8 回（令和元年 12 月 10 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 14 人
⑨第 9 回（令和 2 年 1 月 15 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 9 人
⑩第 10 回（令和 2 年 2 月 20 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 8 人
⑪第 11 回（令和 2 年 3 月 18 日）於：医学部７号館１階会議室 出席者 10 人

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
毎月１回開催してきた委員会では、主に「学生相互交換留学制度」、「春季語学研修制度」
、「教員短期留学制度」などに
関する年間行事を的確に把握し、実行するために協議して来た。滞りなく業務が遂行されている事を確認し、合意に達す
る迄議論おこなっている。特に本年は新型コロナウィルス感染症による様々な事態が発生したが、その都度委員会におい
て意見交換をおこない適切かつ速やかに対処することができた。
4－2．次年度計画
新型コロナウィルス感染症の収束後円滑に国際交流活動を再開できるよう、今後もさらに全学的な視野に立った委員会
として活動していく。また、反省項目や改善の余地があればそれを取り上げ、改良の方向に向かって討議おこなっていく
考えである。
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5．8）医療人育成支援センター
１．構成員
（任期：令和 2 年 3 月 31 日）
三村 俊英（MIMURA Toshihide）

センター長 ／キャリア形成支援部門 部門長

輿水 健治（KOSHIMIZU Kenji）

副センター長 ／キャリア形成支援部門

岩永 史郎（IWANAGA Shirou）

副センター長 ／キャリア形成支援部門

森 茂久（MORI Shigehisa）

卒前部門 部門長、

三橋 知明（MITSUHASHI Tomoaki）

卒前部門

中元 秀友（NAKAMOTO Hidetomo
木崎
林

初期臨床研修部門 部門長

昌弘（kizaki masahiro）

健

（hayasi

初期臨床研修部門

takesi）

初期臨床研修部門

坂口 浩三（SAKAGUCHI Hirozo）

キャリア形成支援部門

稲葉 宗通（INABA Munemichi）

生涯学習部門 部門長

名越 澄子（NAGOSHI Sumiko）

女性医師支援部門 部門長、

柴﨑 智美（SHIBASAKI Satomi）

地域医学推進センターセンター長

高橋 幸子（TAKAHASHI Sachiko）

地域医学推進センター

辻 美隆（TSUJI Yoshitaka）

シミュレーション教育部門 部門長

林

健（HAYASHI Takeshi）

北脇

地域枠奨学金部門 部門長

丈博（kitawaki Takehiro）

シミュレーション教育部門

岩澤 昌人 (IWASAWA Masato)
内野 夏江（UTINO

大学事務部医学部学務課

NATSUE）

病院群臨床研修センター事務室／大学病院臨床研修センター

早川

直樹（HAYAKAWA NAOKI）

病院群臨床研修センター事務室／大学病院臨床研修センター

野口

恵美子（NOGUTI EMIKO）

大学病院 臨床研修センター事務室

大澤 みゆき（OOSAWA

Miyuki）

大学病院 臨床研修センター事務室

川俣 栄希（KAWAMATA Eiki）

総合医療センター

臨床研修センター

若松 正子（WAKAMATSU Masako）

総合医療センター

臨床研修センター

松尾

国際医療センター

事務部

池田 美土里（IKEDA Midori）

国際医療センター

臨床研修センター

島田 祐里（SIMADA Yuri）

国際医療センター 臨床研修センター

有裕（MATSUO

ARIHIRO）

２．目的
委員会の設置目的：
本センターは埼玉医科大学医療人育成支援センター規程第 1 条に則り、地域の医療施設と大学の連携を含む社会貢献活
動を推進し、卒前から卒後へと切れ目無く繋がる医療人の育成を支援し、特に地域医療に従事する医療人の育成を推進
する。
活動目標：
卒前・卒後教育において地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や、地域で活躍する医療人への
支援策を企画、実施し、その評価を行う。また、連携大学間の人事交流事業の推進を行い、より広い
視野と知識を有する医療人の育成を支援する。

３．活動報告
1）委員会開催
平成 22 年度に発足した医療人育成センターは、令和元年度も全 11 回の運営会議を開催した。なお必要に
応じ、審議内容を教員代表者会議で報告した。また、すべての議事録は整備されている。
(1) 第 99 回医療人育成支援センター運営会議：平成 31 年 4 月 22 日

TV 会議

出席者 11 名

議事：Ｕターンプロジェクト（新専門研修プログラム説明会）について、彩の国連携力育成プロジェクトについて、
初期臨床研修医の採用人数についてなど
（2）第 100 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 5 月 20 日
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TV 会議

出席者 16 名

議事：若き卒業生の集いについて、レジナビフェア参加について、研修医海外派遣制度について、
医学部 6 年生向けの初期臨床研修プログラム説明会について、ホームページの情報更新について、
埼玉県地域枠奨学生の為のオリエンテーションについてなど
（3）第 101 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 6 月 17 日

TV 会議

出席者 13 名

議事：レジナビフェア参加報告（初期・専門研修）について、初期臨床研修プログラムの変更について、
埼玉県地域枠奨学生の募集についてなど
（4）第 102 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 7 月 22 日

TV 会議

出席者 18 名

議事：専門医研修体制について、レジナビフェアについて、カタロスタワー竣工について、
越華祭における女性医師支援相談ブース出展について、TJUP の公開講座開催について、
埼玉県地域枠奨学金受給者への対応について、JMECC についてなど
（5）第 103 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 9 月 9 日

TV 会議

出席者 13 名

議事：専門医研修体制について、医学部６年生の卒業試験日程について、今年度の初期臨床研修医採用試験につい
て、４大学 IPW 実習について、地域枠奨学生の欠員補充について、医学部６年生の地域枠奨学生との面談に
ついてなど
（6）第 104 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 10 月 21 日

TV 会議

出席者 14 名

議事：専攻医の採用スケジュールについて、医学部６年生の卒業試験・卒業時 OSCE について、初期臨床研修マッチ
ング結果について、越華祭における女性医師支援部門の取組について、病院群臨床研修指導医講習会につい
て、緩和ケア IPW 研修についてなど
（7）第 105 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 11 月 18 日

TV 会議

出席者 14 名

議事：専門医研修体制について、卒前・卒後担当者会議の開催について、3 病院マッチング結果状況について、シ
ミュレーショントレーニングセンター開設について、職能団体のワークショップ開催報告など
（8）第 106 回医療人育成支援センター運営会議：令和元年 12 月 23 日

TV 会議

出席者 12 名

議事：専門医研修体制について、TJUP 公開講座開催報告、日本地域包括ケア学会参加報告、埼玉県地域枠奨学生の
進路についてなど
（9）第 107 回医療人育成支援センター運営会議：令和 2 年 1 月 20 日

TV 会議

出席者 11 名

議事：専門医研修体制について、シミュレーショントレーニングセンターの運用について、インスティテューショ
ナル・リサーチについて、JMECC 開催報告など
（10）第 108 回医療人育成支援センター運営会議：令和 2 年 2 月 17 日

TV 会議

出席者 18 名

議事：専攻医プログラム 2 次登録状況について、第 114 回医師国家試験について、レジナビ参加について、初期臨
床研修プログラム変更について、JCEP 受審報告（国際医療センター）
、産業医研修会、乳がん検診医の研修
会開催についてなど
（11）第 109 回医療人育成支援センター運営会議：令和 2 年 3 月 16 日

TV 会議

出席者 16 名

議事：３病院初期臨床研修医の進路について、第 114 回医師国家試験結果について、2020 年度マッチングスケジュ
ールについて、レジナビについてなど

2）セミナー等の開催
（1）
「埼玉医科大学病院手術手技レジデントトレーニング」
＊令和元年 5 月 18 日

参加者 6 名

（2）
「腹部超音波・消化器内視鏡
＊令和元年 8 月 24 日

実践セミナー

－ 検査の基本と実践 －」

参加者 6 名

（3）初期臨床研修指導医講習会
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＊令和元年 11 月 30 日～12 月 1 日

受講者

28 名

（4）ＪＭＥＣＣ
＊令和元年 7 月 13 日

参加者 10 名

＊令和元年 10 月 19 日

参加者 10 名

＊令和 2 年

参加者 10 名

1 月 11 日

４．評価と次年度目標
4-1

今年度の自己評価

埼玉医科大学 医療人育成支援センターは、平成 22 年 4 月に組織され、以降埼玉医科大学における医師
を中心とした医療人の卒前から卒後、そして生涯にわたる教育・研修への支援とそれを通じての育成を目
指して活動してきた。
本年度は、5 月に第 2 回目の「若き卒業生の集い」という専門医研修プログラム説明会を開催し、初期臨床研修修了後
の専門医研修を埼玉医科大学 3 病院で行うよう働きがけが出来た。
毎年 11 月末に開催されている指導医講習会時に医学教育センター・卒前教育部門、医療人育成支援セ
ンター・卒後教育部門で会議を開催し、卒前・卒後教育の連携について意見交換を行い、共通認識を確認
できた。
4-2 次年度の目標
次年度は卒後教育に関し情報交換の場をさらに増やし研修医の増加を目指すとともと、強固な卒前・卒
後教育システムの構築を図る初期臨床研修指導医講習会を通し、優秀な指導医の養成を図る。
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5．9）IR センター運営会議
１．構成員
委員長
椎橋 実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
委 員
小山 政史（KOYAMA, Masafumi）
：国際医療センター泌尿器科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
柴﨑 智美（Shibazaki, Satomi）
：医学教育学：准教授（任期：R2.3.31）
委 員
土田 哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：大学病院皮膚科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
森
茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育学：教授（任期：R2.3.31）
委 員
宮本 裕一（MIYAMOTO, Yuichi）
：保健医療学部臨床工学科：教授（任期：R2.3.31）
委 員
松下 毅彦（MATSUSHITA, Takehiko）
：医学教育学：准教授（任期：R2.3.31）
委 員
荒関 かやの（ARASEKI, Kayano）
：医学教育センター：講師（任期：R2.3.31）
委 員
齋藤 恵 （SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助手（任期：R2.3.31）
委 員
内田 和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部：部長（任期：R2.3.31）
委 員
江口 幹也（EGUCHI, Mikiya）
：大学事務部：次長（任期：R2.3.31）
委 員
岩澤 昌人（IWASAWA, Masato）
：大学事務部：課長（任期：R2.3.31）
委 員
町田 紀明（MACHIDA, Noriaki）
：総合企画部：（任期：R2.3.31）
オブザーバー 別所 正美（BESSHO, Masami）
：学長
オブザーバー 村越 隆之（MUAKOSHI, Takayuki）
：医学部長

２．目的
IR センター運営会議は、埼玉医科大学 IR センター運営会議規則に則り、IR センター運営に関すること、その他 IR セ
ンターの運営に関し必要なことを審議することを目的としている。

３．活動報告
①第 11 回 定例会議（令和元年 5 月 14 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 10 人 欠席 3 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（準備スケジュールの確認、大学・短期大学評価セミナー
（4 月 25 日開催）の概要の説明、他）
、医学教育分野別評価 WG の報告（
「医学教育分野別評価の評価者養成 WS」
（5 月
13 日開催）の参加報告、WG を発展的に解消し医学教育分野別評価受審準備委員会（仮称）を設置、
。WebClass を利用
して運営責任者に委員選出のためのアンケートを実施、他）、カリキュラム評価委員会規則の一部改正、医学部教育
プログラムに関する卒業生アンケートの結果報告、卒業生アンケートの結果を踏まえて来年度のカリキュラムに反映
させるための方策の検討、他。
②第 12 回 定例会議（令和元年 7 月 2 日）於：本部棟 1 階 大学院講義室 出席 12 人 欠席 1 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検・評価報告書案の見直し状況の報告、他）
、医学
教育分野別評価 WG の報告（医学部教授・教員総会における報告について、医学教育フォーラムにおけるワークショ
ップの開催について、他）
、学生の満足調査の実施について、他。
③第 13 回 定例会議（令和元年 9 月 10 日）於：本部棟 1 階 大学院講義室 出席 12 人 欠席 1 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（実地調査の日程について、評価機構による担当者説明会
について、自己点検評価書案の見直し状況について、他）
、医学教育分野別評価 WG の報告（医学教育フォーラム第 2
部ワークショップのプログラム案について、他）
、カリキュラム評価委員会の構成員の見直しについて、他。
④第 14 回 定例会議（令和元年 11 月 5 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 12 人 欠席 1 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（実地調査の日程について、評価機構による担当者説明会
参加報告、機関別認証評価受審のための学内研修会について、IR センター長を自己点検・評価委員会の構成員に加え
ることについて、他）
、医学教育分野別評価 WG の報告（医学教育フォーラムのワークショップ開催報告、受審に向け
た準備について、他）
、医学部・保健医療学部 合同教授・教員総会について、他。
⑤第 15 回 定例会議（令和元年 12 月 27 日）於：本部棟 1 階大学院講義室 出席 11 人 欠席 2 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検評価書の確認状況について、年報作成の進捗状
況について、医学部 IR レポートについて、教員便覧の改定について、アセスメントポリシーについて、他）
、医学教
育分野別評価 WG の報告（旧 WG の開催について、評価基準の変更について、実地調査日程の再調整について、他）
、
医学部の卒業時アンケートについて、他。
⑥第 16 回 定例会議（令和 2 年 1 月 28 日）於：基礎医学棟３階カンファレンスルーム 出席 11 人 欠席 2 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検評価書の確認とエビデンス資料作成の為の説明
会開催について、自己点検・評価委員会における質保証のため IR 活動について、他）
、医学教育分野別評価 WG の報
告（外部委員を招集する会議体の開催について、実地調査の領域別検討会議の担当者について、実地調査の日程につ
いて、医学教育分野別評価受審に関する事務担当者説明会について、他）、学生の卒業時満足度調査について、研修
協力病院へのアンケート調査について、他。
⑦第 17 回 定例会議（令和 2 年 2 月 25 日）於：基礎医学棟３階カンファレンスルーム 出席 11 人 欠席 2 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検評価書作成の進捗状況について、他）
、医学教育
分野別評価 WG の報告（小 WG による準備作業について、医学部教員アンケートの実施について、他）
、研修協力病院
へのアンケート調査結果について、IR レポートについて、PDCA サイクルのための関連委員会等の年間開催スケジュ
ールについて、内部質保証に関する方針案について、他。
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⑧第 18 回 定例会議（令和 2 年 3 月 24 日）於：カタロスタワー５階演習室 B 出席 11 人 欠席 2 人
議事：前回議事録の確認、大学機関別認証評価 WG の報告（自己点検評価書作成の進捗状況について、全学の学修支
援の方針について、教員便覧および学生便覧の改定について、医学教育センターの組織図について他）、医学教育分
野別評価 WG の報告（小 WG の活動上場脅威について、他）
、保健医療学部の IR レポートについて、医学部の教育プロ
グラムに対するユニット単位の評価について、新入生の成績データの利用に関する同意書について、IR センター関係
者の IR 業務に関する誓約書について、他。

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
それぞれの受診に向けて、大学機関別認証評価 WG、医学教育分野別評価 WG が、規則の整備、自己点検評価書の作成
などの活動を行い、その報告を受けて審議を行った。
4-2．次年度の計画
大学機関別認証評価については、次年度が受審年度となるため、資料及び実地調査の準備を行う。医学教育分野別評
価については、本年度の活動結果を踏まえ、不足している内容の確認と整備、全教員への周知と情報共有を行う。
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1．医学研究科
本学大学院は、昭和 47 年に医学部が創立された後、昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された。高度で最先端の基礎的・
臨床的医学研究に従事し、豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標に掲げ、令和 2 年 3 月末現在 1,455 件の学
位(博士)を授与し、多くの医学・医療のスペシャリストを送り出してきた。
平成22年4月に修士課程が新設され、医学研究科には従来の博士課程に加えて修士課程が併設された。医学研究科修士課程は、医学に係
わる分野において、幅広く深い学識の涵養を図るとともに、生命の尊厳に関する高い倫理性を持ち、学際分野へも対応可能な専門的研究
能力と高い専門性が求められる職業等に必要な卓越した能力を担うことを目標に掲げ、令和2年3月末現在80件の学位(修士)を授与した。
令和元年度は、博士課程、修士課程の 2 つの課程について、多様な教育形態に対応しつつ魅力ある大学院づくりを目指し、
「新しい教
員組織」に基づいた運営を行った。
具体的な活動内容については、大学院委員会、大学院医学研究科委員会、博士課程運営委員会、修士課程運営委員会の各項に記すので、
参照されたい。

0257

2．看護学研究科
１．構成員
千田みゆき(CHIDA, Miyuki）
：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）
：地域活動看護学：博士
野田智子(NODA, Tomoko)：教授：代表指導教員（大学院）
：小児看護学：博士
大賀淳子(OGA, Junko)：教授：代表指導教員（大学院）
：精神保健看護学：博士
粟生田友子(AOUDA, Tomoko)：教授：代表指導教員（大学院）
：成人看護学：博士
大森智美(OOMORI, Tomomi)：教授：指導教員（大学院）
：ヒューマン・セクシュアリティ：修士
菊池チトセ(KIKUCHI, Chitose)：准教授：指導教員（大学院）：地域活動看護学：修士
山路真佐子(YAMAJI, Masako)：准教授：指導教員（大学院）
：地域活動看護学：博士
大澤優子（OSAWA, Yuko）
：准教授：大学院教員（大学院）
：精神保健看護学：修士
小林由起子(KOBAYASHI,Yukiko)：准教授：代表指導教員（大学院）
：基礎看護学・看護管理学：博士
横山ひろみ（YOKOYAMA,Hiromi) 講師：大学院教員（大学院）
：基礎看護学：修士
冨田幸江(TOMITA, Satie)：客員教授（大学院）
：基礎看護学・看護管理学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
成人看護学領域：成人看護学特論では、成人看護のすべての領域(急性期・慢性期・がん・生活期・終末期・パリアティ
ブ)等を広く学習し、成人看護学領域に関する理論、概念を的確に修学し、エビデンスの高い知見にもとづく研究に触れ、
自らの習熟する専門領域での実践を生かした課題を見出すことを目的とする。また演習ではその実践力を高めるための技
術や介入方法について探究する。がん看護学特論においては、がん看護に有用な主要概念や理論、最先端のがん看護・医
療に関する知識を習得する。がん看護学演習では、高度看護実践に活かす具体的方法を身につけ、臨床看護における課題
を見出すことを目的とする。特別研究、課題研究では、特論、演習、実習での学習を基に、がん看護に関する研究課題を
設定し、研究プロセスを学び、修士論文の完成を目指す。クリティカルケア学では、有用な理論を習得しつつクリティカ
ルな状況にある人のとらえ方および高度臨床実践のための具体的課題について検討し、実際の臨床場面に還元できること
を目指している。
小児看護学領域：特論では、小児看護学に関する諸理論と方法論を学修し、高度実践看護師としての課題分析力を身につ
けることを目的とする。演習では、高度看護実践者としての研究方法や研究手法を学修し、各自の研究課題を明確にする
ことを目的とする。特別研究、課題研究では、特論、演習、実習での学習を基に、小児看護および小児保健に関する各自
の研究課題を設定し、研究プロセスを学修しながら修士論文を完成させる。
精神保健看護学領域：特論、演習および実習を通して、精神保健医療福祉、地域精神保健、関連する諸理論および治療法
やアプローチ法に関する知識を得たうえで、高度実践看護師の役割と機能を理解し、実践できることを目指す。課題研究
では、精神保健看護に関する今日的課題を設定し、研究プロセスを学びながら、修士論文を完成させる。
基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学特論を通して、看護の概念・看護の専門性を理解し、看護援助の提供によって
生じる対象の反応や日常生活行動の拡大など看護の独自の機能について理解を深める。看護管理学特論を通して、看護の
専門性と看護職のあり方を学び、看護の質向上を支える看護組織論や看護管理者論の学びにつなげる。さらに、演習を通
して、既習の学習を基盤とし、看護に関する文献講読を行い、自己の研究課題の明確化を図る。また、研究課題を明確化
するための文献検討や文献クリティーク、データ解析の手法について学修し、特別研究に活用できることを目的とする。
基礎看護学・看護管理学特別研究では、特論や演習における学修を基に、自己の研究課題を設定し、研究計画にそって研
究を展開し、修士論文を作成する。
地域活動看護学領域：地域看護学特論では、地域看護学の基本となる概念及び理論、個人、家族、コミュニティの健康状
況の把握、健康ニーズの分析、地域保健活動あるいは看護介入の方法、地域資源の開発について学び、演習では、特別講
師の講義や国内外の文献検討から地域看護活動の課題を考察し、地域看護学研究の動向を把握するとともに、理論と実践
を結びつけて、選択した地域看護活動の現場で活動の一部を実施し評価し、理解を深める。特別研究では、前述の学修に
基づき、研究課題・計画を明確にし、研究のプロセスを学び修士論文を作成する。
2-2．教育内容（担当者）
【共通科目】
・

看護管理学：1 年後期,2 単位 30 時間（鈴木英子）
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・

看護倫理学：1 年前期,2 単位 30 時間（荻野 雅）

・

看護理論：1 年前期,2 単位 30 時間（野田智子）

・

看護継続教育論：1 年後期,2 単位 30 時間（冨田幸江）

・

看護研究方法論：1 年前期,2 単位 30 時間（千田みゆき,吉田真理）

・

ヒューマン・セクシュアリティ：1 年前期,2 単位 30 時間（大森智美）

・

コンサルテーション論：1 年前期,2 単位 30 時間（大賀淳子）

・

看護情報処理論：1 年前期,2 単位 30 時間 （椎橋実智男）

・

人体統合機能論：1 年前期,2 単位 30 時間（金子優子,鈴木正彦,藤原智徳）

・

看護政策論：1 年後期,2 単位 30 時間（鈴木英子）

・

フィジカルアセスメント：1 年後期,2 単位 30 時間（辻美隆）

・

病態生理学：1 年後期,2 単位 30 時間（藤原智徳）

・

臨床薬理：1 年後期,2 単位 30 時間（鈴木正彦）

【専門科目】
・

成人看護学特論Ⅰ：1 年前期,3 単位 45 時間(粟生田友子)

・

成人看護学特論Ⅱ：1 年後期,3 単位 45 時間(粟生田友子)

・

成人看護学演習Ⅰ：1 年通年,3 単位 90 時間(粟生田友子)

・

成人看護学演習Ⅱ：1 年後期～2 年前期,3 単位 90 時間(粟生田友子)

・

成人看護学特別研究：2 年通年,8 単位 240 時間（粟生田友子）

・

小児看護学特論Ⅰ：1 年前期，3 単位 45 時間（野田智子）

・

小児看護学特論Ⅱ：2 年前期，3 単位 45 時間（野田智子,非常勤講師）

・

小児看護学演習Ⅰ：1 年通年，3 単位 90 時間（野田智子）

・

小児看護学演習Ⅱ：2 年通年，3 単位 90 時間（野田智子）

・

小児看護学実習：1 年後期～2 年後期,6 単位 270 時間（野田智子）

・

小児看護学課題研究：2 年通年,4 単位 120 時間（野田智子）

・

小児看護学特別研究：2 年通年,8 単位 240 時間（野田智子）

・

精神保健看護学特論Ⅰ：1 年前期，2 単位 30 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学特論Ⅱ：1 年前期，2 単位 30 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学特論Ⅲ：1 年前期,2 単位 30 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学演習Ⅰ：1 年後期，2 単位 60 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学演習Ⅱ：1 年後期,2 単位 60 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学演習Ⅲ：2 年前期,4 単位 120 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学演習Ⅳ：2 年前期,1 単位 30 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学実習Ⅰ：1 年後期，1 単位 45 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学実習Ⅱ：1 年後期，2 単位 90 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学実習Ⅲ：2 年前期,4 単位 180 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学実習Ⅳ：2 年前期,3 単位 135 時間（大賀淳子,大澤優子,非常勤講師）

・

精神保健看護学課題研究：2 年通年，4 単位 120 時間（大賀淳子）

・

基礎看護学特論Ⅰ：１年前期,3 単位 45 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)

・

基礎看護学特論Ⅱ：2 年後期,3 単位 45 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)

・ 基礎看護学演習Ⅰ：１年後期,3 単位 90 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)
・

基礎看護学演習Ⅱ：2 年前期,3 単位 90 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)

・

看護管理学特論Ⅱ：2 年後期,3 単位 45 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)

・

看護管理学演習Ⅱ：2 年前期,3 単位 90 時間(小林由起子,横山ひろみ,冨田幸江)

・

基礎看護学・看護管理学特別研究：2 年通年，8 単位 240 時間（小林由起子）

・ 地域活動看護学特論Ⅰ：1 年前期，3 単位 45 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子）
・ 地域活動看護学特論Ⅱ：1 年前期，3 単位 45 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子，宮山徳司）
・ 地域活動看護学演習Ⅰ：1 年後期，3 単位 90 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子）
・ 地域活動看護学演習Ⅱ：1 年後期～2 年前期,3 単位 90 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子）
・ 地域活動看護学特別研究：1 年後期～2 年通年,8 単位 240 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子）
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2-3．達成度
成人看護学領域：今年度は、成人看護学領域に 1 名の学生を迎え、成人看護学を開講し成人看護学の基盤となる概念や理
論を修学した。2 名の修了予定の学生は、研究計画書を見直したうえで、研究の基本的プロセスを学修し修士論文として
まとめることができた。令和元年度は、クリティカルケア学の専任教授が不在であったため、専門領域は開講しなかった。
小児看護学領域：小児看護学領域の修士課程の学生 1 名を迎え、小児看護学特論Ⅰと小児看護学演習Ⅰを開講した。これ
らの科目の学修と学生の経験を踏まえ、修士論文テーマを明確にし、研究計画書の作成を行った。
精神保健看護学領域：精神科 CNS を目指す長期履修生 1 名が最終年度となり、長年の臨床経験から生じた問いを発展させ
た研究に取り組んだ。KJ 法の専門家からのレクチャーも受け、質的記述的研究における分析のプロセスを確実に修得し、
修士論文を完成させた。長期履修生のうち、他の 1 名は個人の事情により退学となった。今年度の入学生 1 名はリエゾン
精神科 CNS を目指しており、本人の実践経験を踏まえて、精神保健看護特学特論Ⅰ～Ⅲ、精神保健看護学演習Ⅰ・Ⅱの内
容を工夫した。これらの学習をもとに、精神保健看護学実習Ⅰ・Ⅱを行った。さらに、課題研究のテーマに関する文献検
討のまとめを学会（第 39 回社会精神医学会，福岡）で発表予定であったが、新型コロナ感染予防に伴い、開催中止となっ
たことから、次年度はあらためて発表する予定である。課題研究の研究計画は、倫理委員会の承認を得られ、質問紙調査
の準備段階に入っている。また、CNS（38 単位）の申請を行い、日本看護系大学協議会の認定を受けることができた。
基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学特論Ⅰ・Ⅱ、看護管理学特論Ⅱでは、看護の概念・看護の専門性について、臨
床現場の自らの体験、文献学習など、ディスカッションを通して学びを深めることができた。これらの学びは、各自臨床
現場での看護実践や看護教育に活かせる基盤となると考える。さらに、基礎看護学演習Ⅰ・Ⅱ、看護管理学演習Ⅱを通し
て、既習学習を基盤とし、看護に関する文献講読を行い、自己の研究課題の明確化を図ることができた。また、研究課題
を明確化するための文献検討や文献クリティーク、データ解析の手法について学習し、特別研究に活用できた。基礎看護
学･看護管理学特別研究では、3 名の学生が質問紙調査による量的研究に取り組んだ。量的研究における統計的解析では、
単変量解析、2 変量解析、多変量解析の手法を踏み、データ解析の基本的なプロセスを学習でき、修士論文を完成するこ
とができた。
地域活動看護学領域：今年度は 1 年次生には地域看護学特論Ⅰ・Ⅱおよび演習Ⅰ・Ⅱを開講し、地域看護活動に必要な主
要概念と理論を学び、これまでの自己の経験や文献からこれらを実践と結びつけることをめざした。2 年次生には、地域
看護学演習Ⅱにおいて、学生が希望した保健所及び保健センターでのフィールドワークを行い、これまでの学修を統合し
今後の専門職としての方向づけを考察することができた。また、特別研究を指導し、研究計画書を作成することができた。
1 名の修了生の論文投稿、1 名の修了生の学会発表のための指導を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
成人看護学領域：国際医療センターから成人看護学分野の講師を招聘し、成人看護学を展開した。2 年生については、研
究テーマの見直しを行い、臨床経験に基づく研究疑問を広く探求するように研究計画を立て研究を実践した。がん看護専
門看護師、その他、がん治療・看護等に関連する法人内部・外部講師と連携して、1 年生と 2 年生を合わせて 3 名の学生
の学修が深められるようにした。修了予定の学生については、研究の基本的プロセスを学修できるよう進め、修了するこ
とができた。次年度は、2 名の学生が入学するので、さらに学びが深まるようなディスカッションを期待している。
小児看護学領域：学生の経験と大学院教育へのニーズを基に学習題材を選択し、研究の基本的プロセスを指導することが
できた。次年度の特論Ⅱでは、小児関連領域において看護実践を行っている法人内部と外部の講師を招き、高度実践看護
師としての視野を広げられるよう指導していく。また、着実な研究プロセスの指導を行うことにより修士論文の完成を目
指す。
精神保健看護学領域：CNS（38 単位）の認定を受けることができ、CNS を目指している学生の将来を保証する条件を整え
ることができた。長期履修生 1 名は、無事に課題研究を仕上げることができた。次年度修了予定の学生は、リエゾン CNS
を目指しており、リエゾン CNS の行う看護師のメンタルヘルスケアに関する研究に取り組んでいる。残された演習、実習
の単位修得を含め、高度実践看護師として相応しい能力を身につけられるよう、指導していきたい。また、入学予定の 1
名を含め、複数名でのディスカッションが可能となるので、学びが深まるよう工夫していきたい。
基礎看護学・看護管理学領域：基礎看護学では、科目目標にそって、看護の専門性に関する文献学習、さらに、教育・臨
床現場における具体的な看護に関する実践内容を授業に取り上げ、検討したことから学習内容が深められ、学生は自己の
課題を明確にすることができた。次年度は、より活発なディスカッションを行い、看護の専門性について考察するなど、
さらに、学習を深められるよう工夫していきたい。基礎看護学･看護管理学特別研究では 3 名が修了できた。次年度は、さ
らに、基本的な研究のプロセスを確実に踏み、研究の進め方が具体的に理解できることを目指す。
地域活動看護学領域：2 名の長期履修制度の 2 年次生は、演習Ⅱとしてフィールドワークを中心に、実践の場で行われて
いる地域看護活動を体験し、これを分析的に評価し、既習の学修と実践を結び付けてエビデンスに基づいた地域看護活動

0260

のあり方を考察することができた。特別研究では研究計画書の作成を学んだ。1 名の 1 年次生は、特論Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰを
通して、地域看護活動の主要概念・理論を学び、先行文献も踏まえてディスカッションを通して学修を深めることができ
た。次年度は、長期履修制度の 3 年次生は倫理審査の認定を受け学位論文の作成と学位取得を、2 年次生は、フィールド
ワークを通して、エビデンスに基づく実践について理解を深めるとともに、研究の基本的なプロセスを学習できるよう指
導していく。1 年次生については、主要概念・理論を学び、これまでの経験や先行文献も踏まえて多くのディスカッショ
ンを行うとともに、地域看護活動に必要な基本的知識を含む地域ケアシステムにおける理論的基盤を学修することを目指
す。

３．研究

学部報告に同じ

４．診療

該当なし

５．その他

学部報告に同じ

６．業績

学部報告に同じ

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
今年度は、がん看護高度実践看護師教育課程（26 単位）を修了した 1 名が資格を認定された。また、日本看護系大学協
議会高度実践看護師教育課程認定委員に相談の上、今年度認定期間が終了する共通科目の専門看護師課程(38 単位)の申請
に合わせて、2020 年度に認定期限が終了する精神看護学を同時に申請することとし、科目の増設はじめ担当教員の確保な
どのカリキュラムの検討、講義・演習および実習の 1 単位あたり時間数の履修要領への表記、シラバスに時間数を記載す
ることなどを整備したうえで申請し、年度末に共通科目と精神看護学の高度実践看護師教育課程の認定を受けた。また、
一般的な成人看護学を専攻したい学生のニーズに応えるため、新たに成人看護学領域を設置した。さらに、履修要領に、
これまで記載がなかった入学前の既修得単位の認定についても加えることとした。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、修了式は行わす、修了生と関係者のみの参加で学位授与を行った。昨年度見直
した学生による授業評価を運用したが、特に問題はなかった。
文部科学省通知「学位論文の評価に当たっての基準の公表の義務化」に従って、これまでの学位論文審査基準を見直し、
大学院案内に掲載して公表することとした。また、同省「学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令
の施行について」に沿って３ポリシーの見直しを行い変更しないこととした。
大学認証評価受審のための自己点検評価書を作成した。また、大学認証評価基準に沿って、PDCA サイクルの到達度評価
のための修了生へのアンケートを実施した。14 条特例の学生のための夜間のバスの増便や事務の対応等の要望があったが、
パワーハラスメントの対応に関する説明については、修了生の要望を受けて次年度から入学時ガイダンスにて説明をする
こととした。
7－2．次年度の改善計画
がん看護学を教授できる教員を公募し、がん看護学についても申請する準備をしていく。また、直接面接しての授業が
制限される中、どのように教育の質を維持できるか検討する。さらに、今年度開始された看護学分野別評価を早期に受審
できるよう引き続き準備を進める。
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3．臨床腫瘍学（がんプロ）
１．構成員
組織コーディネーター：解良 恭一（KAIRA, Kyoichi）:国際医療センター 呼吸器内科：教授
コース責任者：
がんゲノム医療人養成コース：堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学研究センター 遺伝子情報制御部門：教授
包括的ライフステージサポート医療人養成コース（大学院コース）
：解良 恭一（同上）
包括的ライフステージサポート医療人養成コース（インテンシブコース）
：
高橋 孝郎（TAKAHASHI, Takao）：国際医療センター 支持医療科：教授
ユニット担当者：
外科ユニット担当：佐伯 俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター 乳腺腫瘍科：教授、病院長
：国際医療センター 腫瘍内科：教授
内科ユニット担当：畝川 芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）
放射線ユニット担当：加藤 真吾（KATO, Shingo）
：国際医療センター 放射線腫瘍科：教授
看護ユニット担当：千田 みゆき（CHIDA, Miyuki）
：大学院 看護学研究科：教授
緩和ユニット担当：高橋 孝郎（同上）
基礎がん研究ユニット担当：堀江 公仁子（同上）
実務担当者：
戸塚 典子（TOTSUKA, Noriko）
：国際医療センター 乳腺腫瘍科：非常勤特任技術員
秋山 典子（AKIYAMA, Noriko）
：国際医療センター 乳腺腫瘍科：非常勤特任研究補助員

２．目的
本プログラムは、文部科学省補助事業である『多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショ
ナル）
」養成プラン』関東がん専門医療人養成拠点事業（筑波大学、千葉大学、群馬大学、日本医科大学、独協医科大学、
埼玉医科大学、茨城県立医療大学、群馬県立県民健康科学大学、東京慈恵会医科大学、上智大学、星薬科大学、昭和大
学の 12 大学）として平成 29 年度に採択され、事業開始となった。平成 30 年度からはお茶の水女子大学も参加し、全
13 大学となっている。がん専門医療者の養成システム改善を目的として平成 19 年度より 5 ヶ年の間推進された「関東
広域多職種がん専門家チーム養成拠点」補助事業および、日本のがん医療の中心で活躍できる国際感覚に富んだがん専
門医療人・指導者を育成する大学院コースの構築を目的として平成 24 年度より 5 ヶ年間推進された「国際協力型がん臨
床指導者養成拠点」補助事業による成果をさらに発展させ、近年求められている『がんゲノム医療の実用化』、『小児・
AYA 世代に対するがん対策』
、
『患者のライフステージに応じたがん対策（特に高齢者）
』など、新たなニーズに対応し得
るさまざまな職種のがん専門医療人を養成する大学院コースの構築を目的とし、大学院医学研究科臨床医学研究系専攻
の臨床腫瘍学講座として設置している。
臨床腫瘍学講座には、旧がんプロ事業開始時に開設した腫瘍外科学指導者コース、集学的臨床腫瘍学指導者コース、
放射線・粒子線腫瘍学指導者コース、包括的がん治療・ケア医療者・指導者コースがすでに設置されていたが、本事業
開始を受け、平成 29 年度より新規大学院コースを設置した（コース内容は上記参照）
。それぞれのコースでは各分野に
おける専門医取得に必要な知識と臨床技能、さらに今後がん医療の現場でリーダーとして活躍できるようなスキルを学
ぶとともに、博士（医学）の学位取得に向けたカリキュラムで構成されている。

３．活動報告
令和元年度の大学院コースへの新規入学者は 2 名であった。在籍者に対しては、研究費補助や実験のアドバイス等、
効率的な学位研究支援を行っている。
また、令和 2 年 2 月には「令和元年度包括的ライフステージサポート医療人養成コース（インテンシブコース）
」を短
期型のインテンシブコースとして開講し、本学を含む県内の医療機関・関連施設等から計 37 名の医師、看護師、理学療
法士、社会福祉士等、多職種の医療職者が参加した。
その他、放射線腫瘍学セミナー（5 月、2 月）
、市民公開講座（1 月）を開催した。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
本大学院コースでは、臨床実習、学位研究を進めるにあたり、がん医療を専門とする国際医療センター包括的がん
センターおよび、埼玉医科大学病院、総合医療センターの 3 病院の各診療科並びにゲノム医学研究センターが協力・
補完する体制がすでに確立されており、国際医療センターに付設された教員研究棟の実験機器やスペースを利用する
こともできる。また、本コース所属学生の大半はがん専門診療科の医療職種の社会人大学院生であるが、がんプロに
て運営する e-ラーニングシステムで受講することにより、日々臨床業務を執り行う中、有効に時間を使って専門知識
を習得できているものと評価している。この e-ラーニングの科目は、本学で用意された講義コンテンツのみでなく他
大学の講義コンテンツを聴講することも可能で、幅広い知識を習得することができる。また、この e-ラーニングの科
目は本大学院コース専攻の学生のみならず、本学大学院医学研究科の学生の単位取得にも有効に活用されたものと評
価している。
また、上述のインテンシブコースの取組は、国際医療センター・支持医療科、精神腫瘍科、総合診療・地域医療科、
がん相談支援センターおよび保健医療学部などの複数部署の連携によって行われ、様々なライフステージにあるがん
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患者の治療における多職種連携の更なる強化に貢献できたものと考えている。
4－2．次年度計画
引き続き広く広報活動を進め、大学院生のリクルートを積極的に推進していく。e-ラーニングにおいては講義の更
新を適宜行い、学生に新鮮な講義を届けられるようブラッシュアップを図る。
また、今年度同様、各診療科と連携の上インテンシブコースを開講し、地域医療者との多職種連携の強化を図ると
ともに、学内および地域医療者への知識の提供を行っていく。その他、市民公開講座や放射線腫瘍学セミナー等を開
催する。
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1．教養教育学（英語、物理、生物、化学）
１．構成員
＜物理学＞
向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：教授：運営責任者：研究員・教育員：指導教員(大学院)：統計物理：博士
鈴木 正（SUZUKI, Sei）
：講師：研究員・教育員：指導教員（大学院）
：物性理論・統計物理：博士
西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）：講師：教育副主任：物理学：博士
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：名誉教授
赤羽 明（AKABANE, Akira）
：非常勤講師
勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）
：客員准教授
＜化学＞
森口 武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：准教授：研究員・教育員：指導教員(大学院)：有機化学：博士
土田 敦子（TUCHIDA, Noriko）：講師：研究員・教育員：量子化学：博士
村上 元 （MURAKAMI, Gen）
：講師：研究員・教育員：指導教員(大学院)：神経科学：博士
＜生物学＞
山崎 芳仁 (YAMAZAKI, Yoshihito)：准教授：研究員・教育員：脊椎動物の神経解剖学：博士
川村 勇樹 (KAWAMURA, Yuuki)：講師：研究副主任・教育員：指導教員(大学院)：微細形態学：博士
大間 陽子(OMA, Yoko)：講師：研究員・教育副主任：病態生化学：博士
＜英語＞
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：准教授：研究主任・教育員：指導教員（大学院）
：教育学：博士
Chad Godfrey：准教授：研究員・教育員：CLIL and learner autonomy：修士
種田佳紀 (OIDA, Yoshiki)：講師：研究員・教育員：政治思想・医療倫理・英語教育：修士
伊澤宜仁(IZAWA, Yoshihito)：講師：研究員・教育員：英語学：修士
池島宏子（IKESHIMA, Hiroko）
：非常勤講師
稲川健太郎（INAGAWA, Kentaro）
：非常勤講師
狩野緑（KANO, Midori）
：非常勤講師
Michael Gilroy ：非常勤講師
Martin Woodall ：非常勤講師
Stephen O’Toole 非常勤講師
Frances Gleeson ：非常勤講師
Riu Santos ：非常勤講師
Lucinda Powers：非常勤講師
Steven Morris：非常勤講師
＜総合教育＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：准教授：教育主任：研究員：指導教員(大学院)：分子神経生物学：博士
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）
：講師：研究員・教育員：大学院教員（大学院）
：生涯学習論：博士
林禅之（HAYASHI, Yoshiyuki）
：助教：研究員・教育員

２．教育
教養教育基本学科は、教養教育部門の新規設立に併せ、H25 年度に大学内基本学科として組織された。部門の活動が医
学教育センターの組織下にあって機能的機動的な側面が主であるのに対して、医学部内における人事的側面、日常居住−
研究施設面、経費面での運営は基本学科が対応する。
この項では主に研究活動を報告し、教育活動に関しては「教養教育部門」の項で扱う。

３．研究
3-1．目的・目標
＜物理学＞
1) 医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査
2) 物理学史（明治期・大正期における物理学受容過程）：わが国が西洋型自然科学（物理学）を建設時（明治期）及び
発展期（大正期）における物理学受容過程を明らかにする。
3) 孤立系における熱力学第二法則について研究を進める。
4) レプリカ対称性の破れと有効ポテンシャルの非解析性について研究を進める。
5）磁気秩序を有する強誘電体の相転移に関する研究を進める。
6) 量子アニーリングの性質を解明する。
7) 孤立した量子多体系および開放量子多体系の時間発展に関する理論を作る。
8) 複合体の競合選択による自然情報の自己集積について、研究を進める。
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以下、3-2～3-4の1)～8)は本節の1)～8)の研究に対応する。
＜化学＞
・森口武史：無機物質（ヒドロキシアパタイト）を利用した水処理剤の開発
・土田敦子：量子化学計算による生体に関連する有機分子の化学変化の追跡と分子設計
・村上

元：母体免疫活性化による ドーパミンシステムへの影響の解析

＜生物学＞
生物学では、各教員が独自にテーマを設定しながら、共同研究も行っている。 これにより生物学の広い領域をカバーす
ることができている。以下 3-2～3-4 に、教員個々について記載する。
＜英語＞
ESP（English for Specific Purposes）の考え方に基づき、医学英語カリキュラムの開発と実践、その成果に関する共
同研究を行っている。 研究成果に関しては、教材作成に反映させ、更なる授業改善に繋げるとともに、国内外の学会や研
究会での発表、紀要や学会誌への投稿、及び図書出版などで広く普及に努めている。また、４名いる英語教員のそれぞれ
の専門や関心領域に応じて、各自、課題を追究するとともに情報交換を行い、互いに研鑚を積んでいる。
＜総合教育＞
・中平健祐：K チャネルの局在と機能の解明、効果的な初年時教育・基礎医学教育の方法検討
・米岡裕美：専門職連携教育及び専門職連携実践の方法論的検討、専門職教育政策の研究
・林禅之：意識の道徳的重要性の検討、情動および合理性と道徳エンハンスメントの関係の検討、脳オルガノイド研究の
倫理的問題の整理検討、生殖細胞系列の遺伝子編集の是非の検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜物理学＞
1) 医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査：赤羽明、渡辺修一、森茂久、柴崎智美、鈴木健之、荒木信夫(埼
玉医大)、飯塚裕幸（東京大学）
2) 物理学史（明治期における物理学受容過程）
：赤羽明 (埼玉医大)、玉置豊美（㈱数理設計研）
、高橋浩（群馬大院理工）
、
所澤潤(東京未来大こども心理学部)
3) 孤立系の熱力学第二法則：鈴木

正（埼玉医大）
、糸井千岳（日本大学）

4) レプリカ対称性の自発的破れと有効ポテンシャルの非解析性：向田寿光、鈴木

正(埼玉医大)

5）磁気秩序を有する強誘電体：西脇洋一(埼玉医大)
6) 量子アニーリング：鈴木 正（埼玉医大）
、須佐友紀（NEC）、坂東優樹、西森秀稔（東京工業大）
、大関真之（東北大学）
、
F. J. Gomez-Ruiz、A. del Campo（Basque Foundation for Science）
、D. Lidar（University of Southern California）
7) 量子多体系の時間発展：鈴木

正（埼玉医大）
、押山広樹，柴田尚和（東北大学）

8) 複合体の競合選択による自然情報の自己集積について：赤間啓一（埼玉医大）
＜化学＞
・森口武史：太平化学産業（株）との共同研究
・土田敦子：お茶の水女子大学、中央大学、東京理科大学、近畿大学、 奈良教育大学との共同研究
・村上

元：東京大学、帝京大学、浜松医科大学、宮崎大学との共同研究

＜生物学＞
1)山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学
2)川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学

筋細胞に存在する巨大タンパク質コネクチンの多様性についての探索

3)大間陽子：ポリアラニン伸長疾患の研究（医学部生化学で研究を行っている。また、産業技術総合研究所との共同研究
である。 ）
＜総合教育＞
・林禅之：Ethics of Human Brain Organoid Research、意識の道徳的重要性の学際的研究、The Predictive Mind 翻訳
3-3. 研究内容と達成度
＜物理学＞
1) 医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査：赤羽明、渡辺修一、森茂久、柴崎智美、鈴木健之、荒木信夫(埼
玉医大)、飯塚裕幸（東京大学）
2) 物理学史（明治期における物理学受容過程）
：赤羽明 (埼玉医大)、玉置豊美（㈱数理設計研）
、高橋浩（群馬大院理工）
、
所澤潤(東京未来大こども心理学部)
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3) 孤立系の熱力学第二法則：鈴木

正（埼玉医大）
、糸井千岳（日本大学）

4) レプリカ対称性の自発的破れと有効ポテンシャルの非解析性：向田寿光、鈴木

正(埼玉医大)

5）磁気秩序を有する強誘電体：西脇洋一(埼玉医大)
6) 量子アニーリング：鈴木 正（埼玉医大）
、須佐友紀（NEC）、坂東優樹、西森秀稔（東京工業大）
、大関真之（東北大学）
、
F. J. Gomez-Ruiz、A. del Campo（Basque Foundation for Science）
、D. Lidar（University of Southern California）
7) 量子多体系の時間発展：鈴木

正（埼玉医大）
、押山広樹、柴田尚和（東北大学）

8) 複合体の競合選択による自然情報の自己集積について：赤間啓一（埼玉医大）
＜化学＞
・森口武史：太平化学産業（株）との共同研究
・土田敦子：お茶の水女子大学、中央大学、東京理科大学、近畿大学、奈良教育大学との共同研究
・村上

元：東京大学、帝京大学、浜松医科大学、宮崎大学との共同研究

＜生物学＞
1)山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学
2)川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学 筋細胞に存在する巨大タンパク質コネクチンの多様性についての探索
3)大間陽子：ポリアラニン伸長疾患の研究（医学部生化学で研究を行っている。また、産業技術総合研究所との共同研究
である。
）
＜総合教育＞
・林禅之：Ethics of Human Brain Organoid Research、意識の道徳的重要性の学際的研究、The Predictive Mind 翻訳
3-3．研究内容と達成度
＜物理学＞
1)医学系学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査を本学保健医療学部臨床検査学科 1 年で実施した。また、調査
結果の分析等を継続実施した。
2) 1882(明治 15)年頃に後藤牧太とその弟子たちにより推進された簡易物理器械（実験具）の普及活動は、大正新教育時代
にも継続して全国規模で行われ、生徒・児童実験書が多数出版された。 群馬県師範学校女子及び師範学の研究会（大正
3 年 5 月）資料から、大正新教育の先駆けを示す実態が見出され、現在内容分析中である。
3) 孤立系において一般の静的状態が熱力学第二法則を満たすための十分条件を、量子力学に基づいて見出した。
4) 一般化されたランダムエネルギー模型の有効ポテンシャルの非解析性の原因を精査した。
5) 磁気秩序を持つ強誘電体における光複屈折の測定を行った。
6) 量子アニーリング実験結果を理論的に研究した。
7) 環境と結合した量子スピン系の時間発展を数値的に調べ、結果の一部を論文として発表した。
8) 自然界の情報とその集積の起源を調べるため、量子色力学と適切な近似を用いて、最も原初的な複合体、核子が自己保
持のために持つ情報の量と、さらに原初的と思われる仮想的複合体、クォークグルオン-クラスターの情報量を評価した。
＜化学＞
・森口武史： ヒドロキシアパタイトの金属交換能と分子吸着および触媒への応用についての研究（太平化学産業（株）と
の共同研究）
。
・土田敦子：第 9 族遷移金属錯体による C—C 活性化機構の解明と新規触媒の構築 (お茶の水女子大学、中央大学および東
京理科大学との共同研究)。 アレン型ゼルンボンの多様な反応性の解明（近畿大学との共同研究）
、生体内有機分子の化
学変化の追跡と解明（奈良教育大学）
・村上

元：胎児期の母親の免疫活性化と発達障がいの関係を明らかにするために、母体免疫活性化した母獣から生まれ

た胎児が成熟した後、発達障がい様行動を含む様々な行動を評価している。
＜生物学＞
1)山崎芳仁、川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学：日本固有種であるアカハライモリを材料として、脳内のグリア線維性酸
性タンパク質（GFAP）について研究している。 GFAP 様遺伝子の全配列を得るために、RACE 法を用いた実験を継続して
いる。 それと同時に、遺伝情報より推側されるアミノ酸配列の情報をもとに抗体を作成し、この抗体が標識するタンパ
ク質についての解析を進めている。
2)川村勇樹：動物界の筋細胞に広く存在する巨大タンパク質コネクチンに注目し、それが微細形態において、どのように
組込まれて機能しているか、透過型電子顕微鏡を使って研究を進めている。平成 22 年からクラゲ筋組織コネクチン様タ
ンパク質に注目し、その存在を追求している。本研究は山形大学、理学部、生物学科および、山形県、鶴岡市立加茂水
族館との共同研究である。また、医学教育の立場から、学生の心肺蘇生法、一次救命処置（BLS）の効果的な習得とその
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評価法に関する研究も進めている。
3)大間陽子：ゲノム中の繰り返し配列が伸長して起こる遺伝性疾患の研究をしている。 一連のポリアラニン伸長疾患の原
因タンパク質を哺乳類培養細胞およびアフリカツメガエル初期胚で発現させ、疾患機構の解明を目指している。
＜英語＞
・藤森千尋：第二言語習得研究から得られる知見を、外国語としての英語教育という日本の英語学習の文脈に応用し、教
育心理学的アプローチで分析する研究を行っている。様々な学習条件下での学習者の英語４技能の向上とその測定方法、
及びカリキュラム開発と成果に関する分析を行なっている。
・Chad Godfrey：実践的な指導に関心があり、CLIL（Content and Language Integrated Learning）の効果的な指導法の
研究、CLIL に対する研修の実施や教材開発と調査研究に取り組んでいる。 また国際交流センターの留学生プログラム
の企画・運営などにおいて中心的な役割を果たしている。
・種田佳紀：2019 年度には、意識と道徳的地位の関係についての研究が科学研究費（基盤研究 C）に採択された。教育活
動については、行動科学と医療倫理ユニットでのこれまでの実践について、日本医学教育学会にて発表を行った。また、
国際交流センターでの活動について、国内における国際交流活動についての共著本の出版企画に参加し、共著書を出版
した。
・伊澤宜仁：言語表現のデータベースを使って、書きことばや話しことばなど、言語が主体や主題によってどのように変
化するかを研究している。また、本学の医学英単語データベースにも活用されているように、接辞や論文での使用頻度
といったメタ情報を提示して、学生の学習効率化を図っている。また、カリキュラム実施委員会の委員としてカリキュ
ラム実施運営の仕事にも携わっている。
＜総合教育＞
・中平健祐：e-ラーニングシステムを用いて、生理学実習の事前演習−レポート提出・添削・返却の効率化と質の向上を図
った。
・米岡裕美：専門職連携教育に関して、 認知カップリングという概念を用いて教育デザインを分析するモデルを検証し、
IPW 実習における葛藤の内実についてデータマイニングの手法を用いて分析を試みた。また、専門職教育政策としてモ
デル・コア・カリキュラムに着目し、その成立と定着の政策過程を分析した。他に、総合病院の中間管理職向けの専門
職連携に関する研修の講師や専門職連携に関するワークショップの進行など、実務者向けの専門職連携教育を実施した。
・林禅之：意識の道徳的重要性についての論文の執筆作業を進め、成果の一部を口頭発表した。情動と合理性の関係に着
目しながら、合理性の増大による道徳エンハンスメントの可能性を探りつつある。脳オルガノイドの引き起こしうる倫
理的・哲学的問題について、それを整理検討し、今後の科学研究の方針を提案する共著論文の執筆作業を進めた。生殖
細胞系列の遺伝子編集にまつわる倫理的問題を調査した上で、とりうる立場を整理検討し、成果をポスター発表した。
Jakob Hohwy 著の The Predictive Mind の翻訳作業を進めた（共訳）
。
3-4．自己評価と次年度計画
＜物理学＞
1) 継続調査から医学系学生に対する放射線に対する意識・理解度の年次変化を確認した。 次年度において継続調査を実
施すると共に、これまでの調査結果を分析・総括の予定。
2) 物理学史：簡易物理器械（実験具）の普及活動について、昨年度見出した群馬県女子及び師範学校研究会の報告書を調
査中である。調査で得られた内容の分析を行う予定である。
3) 孤立した系の時間発展から熱力学の法則を理論的に導出する。
4) 一般化されたランダムエネルギー模型について、あるクラスの物理量の一般公式を導いた。これを含めいままでに得ら
れた結果を論文にまとめる。
5) 対象物質で良好な実験結果が得られた。 これまでの結果をまとめて、論文として発表する。
6) 量子アニーリング専用の量子計算機（D-Wave マシン）の登場により、量子アニーリングの研究は活況を帯びている。
D-Wave マシンは現在でも実際に量子アニーリングを行っているか不明であり、今後基礎研究によりそれを明らかにする
必要がある。単純な模型を使った研究により、D-Wave マシンが行っていると考えられる有限温度の量子アニーリングの
性質を明らかにする。
7) 環境と相互作用する系の時間発展について、明らかにした普遍的性質を論文にまとめる。
8) 量子色力学の閉じ込めに起因する自然界の原初的複合体、クォークグルオン-クラスターの統計物理的性質を導出し、
これが初期宇宙に存在したことを論証し、また、高エネルギー重イオン衝突実験におけるクォークグルオン-プラズマの
特徴の説明を試みる。
＜化学＞
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・森口武史：昨年度と同様、いくらかの進展がみられた。次年度も改良を加えてさらに充実した内容にして行きたい。
・土田敦子: いずれの研究も滞りなく進展している。次年度も継続して実施する。
・村上

元：現在進行中の研究にいくらか進展が見られた。

＜生物学＞
山崎と川村は、継続したテーマで研究を続けている。
大間：予定通りに進行している。次年度も、研究計画に従って進めていく予定である。
＜英語＞
・藤森千尋： 基礎科学系、基礎医学系、臨床医学系教員との連携による医学専門書読解力養成のために開発したカリキュ
ラムについて成果を検証し、国内外の学会や紀要などにおいて発表した内容を科研費報告書として冊子にまとめた。 ま
たカリキュラム開発の実践の成果を医学英語テキストとしてまとめた。
・Chad

Godfrey：内容と言語スキルの統合による言語学習である CLIL に関して、国内外のワークショップに参加し、そ

こで得た知見をもとに、Presentation の授業改善と評価基準の作成を行った。また、7 名かかえている外国人非常勤講
師を統括し、それらの情報を共有した。 更に、上級学年の医学英語カリキュラムも整備した。
・種田佳紀：2018 年度では Reading サブユニットでのこれまでの実践について、日本医学教育学会にて発表を行った。ま
た、国際交流センターでの活動について、国内における国際交流活動についての共著本の出版企画に参加し、国際交流
センター講演会でのポスター発表も発表共著者となった。
・伊澤宜仁：研究論文などのフォーマルな英文における論理構成や頻出表現をふまえて、Writing の授業研究に取り組ん
だ。また、症例報告（NEJM）のデータベース化、および特徴表現の分析も行った。今後は、授業設計の妥当性や教育効
果について検討すると同時に、医学論文の構造や特徴語をさらに分析することで、医学英語全般の授業に活用したい。
＜総合教育＞
・中平健祐： 実習・演習プログラムに e-ラーニングシステムを組み合わせることで質の向上と効率化を図りたい。
・米岡裕美： いずれの研究にもいくらか進展が見られた。次年度も改良を加えてさらに充実した内容にして行きたい。
・林禅之：来年度は、現在の研究課題を継続・発展させながら、成果として結実させることを目標とする。

４．診療
「該当なし」

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
「該当なし」
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
＜物理学＞
Journal of Physical Society of Japan、査読（鈴木正）
European Physical Journal B、査読（鈴木正）
Physical Review E，査読（鈴木正）
＜化学＞
・森口武史：Phosphorus Letter（日本無機リン化学会）編集委員 Journal of Colloid and Interface Science（Elsevier）
2 件査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
＜物理学＞
学習院大学非常勤講師（数学）
（向田寿光）
日本大学理工学部非常勤講師（統計物理学演習）
（鈴木正）
東洋大学理工学部非常勤講師（物理学実験）
（鈴木正）
成蹊大学非常勤講師（物理学）
（赤間啓一）
＜化学＞
・森口武史：日本無機リン化学会評議員
・お茶の水女子大学・理学部非常勤講師（物理化学）
（土田敦子）
＜英語＞
明治大学・総合数理学部非常勤講師

(英語) （Chad Godfrey）

中央教育研究所（鳥飼玖美子研究主任）言語教育研究グループ
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研究員

（英語）
（藤森千尋）

＜総合教育＞
日本生理学会評議員（中平健祐）
早稲田大学・教育学部非常勤講師（教職課程）
（米岡裕美）
高崎経済大学・非常勤講師（ファシリテーション演習）
（米岡裕美）
彩の国連携力育成プロジェクト（大学間連携事業）埼玉医科大学サブリーダー（米岡裕美）
京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点・研修講師（ファシリテーションの理論と技法）
（米岡裕美）
秋田国際教養大学“Philosophy through Science Fiction”ゲスト講師（林禅之）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
＜物理学＞
①

鈴木正、環境と結合した 1 次元開放量子スピン系の量子アニーリングと熱化、埼玉医科大学雑誌 46 137-139 (2020)
（学内グラント報告書）

② 押山広樹、鈴木正、柴田尚和、iTEBD によるボソン環境と結合した１次元横磁場イジング模型の熱力学的性質、日本
物理学会 2019 年秋季大会、2019 年 9 月 13 日、岐阜大学
③

Sei Suzuki, Quantum annealing of an Ising model coupled to a bath，STATPHYS KOLKATA X，26 Nov. 2019，Presidency
University, Kolkata, India

④

Toyomi Tamaki, Jun Shozawa, Hiroshi Takahashi, Akira Akabane ：Seeking Originality: An Analysis of Physics
Elementary School Textbook Shōugakō Seitoyo Butsurisho by Makita Gotō et al.未来の保育と教育 ー東京未来大
学保健・教職センター紀要ー(6) 83 - 88 2019 年 9 月

⑤ 小林 昭三、伊藤 稔明、高橋 浩、赤羽 明、所澤 潤、玉置 豊美、興治 文子、生源寺 孝浩、大石 和江、興治 文子、
北林 雅洋 ：シンポジウム 150 年を迎えた科学・理科・実業教育の史的新実相を求めて : 「理科」誕生期前後の新
知見とその現代的再構成

『科学史研究』 [第Ⅲ期] = Journal of history of science, Japan. 日本科学史学会 編

(292), 383-392, 2020-01
⑥ 赤羽明、所澤潤、玉置豊美、高橋浩：18pK28-10:大正新教育改革における理科教育－理科児童実験の動向－、日本物
理学会第 75 回年会、2020 年 3 月 18 日、名古屋大学東山キャンパス
⑦ 赤間啓一、quark gluon cluster − QCD の色閉込め効果による複合体、日本物理学第 75 回年次大会 (2019 年)、2019
年 3 月 16 日、名古屋大学 (愛知)
⑧ 西脇洋一、加藤徹也、高重正明、グラファイトの磁気浮上を利用した回転運動実験、応用物理教育、43 (2019) 39
⑨ 高重正明、加藤徹也、西脇洋一、グラファイトの磁気浮上を活用した力学実験、大学の物理教育、26 (2020) 12
【総数：論文 5 件、学会発表 4 件】
＜化学＞
① 森口武史、中川草平
学討論会

Bi 処理型フルオロアパタイトの光フェントン様反応触媒としての可能性

第 28 日本無機リン化

2019 年 9 月 20 日、山梨大学（甲府）

② 森口武史、中川草平 Bi 処理型フルオロアパタイトを触媒とした色素化合物の光フェントン様反応
春季年会

日本化学会第 100

2020 年 3 月 23 日、東京理科大学（野田）

③ T. Moriguchi, S. Nakagawa, Boosting Activity of Iron-apatite Hybridized Catalyst for Photo-Fenton Reaction
by Surface Modification with Humic Substance as a Sacrifice Reagent, Phosphorus Res. Bull. 35, p.23-37 (2019).
④ S.Yamabe, N. Tsuchida, and S. Yamazaki, A DFT study of the hydrolysis of hydantoin, Int.J. Chemical kinetics.,
51, 831-839, 2019
⑤ S.Yamabe, N. Tsuchida, and S. Yamazaki, Keto-Enol Tautomerization Controls the Acid-Catalyzed Robinson
Annulation – A DFT Study, Chem. Select, 4, 4962-4966, 2019
⑥ A. Suzuki, Y. Mutoh, N. Tsuchida, C-W. Fung, S. Kikkawa, I. Azumaya, S. Saito, Synthesis and Systematic
Structural Analysis of Cationic Half-Sandwich Ruthenium Chalcogenocarbonyl Complexes, Chem.Europ.J., 26,
3795-3802, 2020
⑦ 宇高芳美、柏崎玄伍、土田敦子、河合靖、北山隆、ゼルンボンを利用した新規環状化合物の構築とそれらのがん細胞増
殖抑制効果、日本薬学会第 140 年会、2020 年 3 月 27 日、国立京都国際会館（京都）
⑧ 渡辺陵、吉川和美、宇高芳美、土田敦子、河合靖、柏崎玄伍、北山隆、反応多様天然物・ゼルンボンの多環式化合物へ
の変換とその反応機構の解明 日本薬学会第 140 年会、2020 年 3 月 27 日、国立京都国際会館（京都）
⑨ M Murakami G, Murakoshi T. “Comprehensive analysis of gene expression in the dopamine system and behaviors
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in a maternal immune activation”
⑩ 村上元、中原大一郎

第 42 回日本神経科学会

ポスター発表

新潟

2019 年 7 月

"MHCI 機能欠損マウスの側坐核ドーパミン D1 受容体の発現量増加が ADHD 様行動を引き起こす"

第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム

埼玉医科大学

2019 年 9 月

【総数：論文 5 件、学会発表 6 件】
＜生物学＞
原著論文
① 川村勇樹、辻

美隆、高平修二、岸田全人、安斎勝人、作山洋貴、大西京子、佐藤義文、山田泰子、森
®

報告）医学部学生の BLS 演習における QCPR システムの有効性

茂久 （実践

日本シミュレーション医療教育学会雑誌 第 7 巻

P.31-36,2019 学会発表
② 川村勇樹、辻 美隆、高平修二、岸田全人、安斎勝人、作山洋貴、大西京子、佐藤義文、山田泰子、森 茂久 医学部２年生
の学生を対象としたチームで行う BLS の QCPR 評価

第 7 回日本シミュレーション医療教育学会学術大会、
2019 年 9 月、

東京（日本医科大学）
③ 川村勇樹、辻 美隆、高平修二、岸田全人、安斎勝人、作山洋貴、大西京子、佐藤義文、山田泰子、森 茂久 埼玉医科大学
医学部の BLS 演習における 4 年次の QCPR 評価

第 51 回日本医学教育学会大会、2018 年７月、京都（京都府立医科大学）

【総数：論文 1 件、学会発表 2 件】
＜英語＞
① 藤森千尋「高大接続に関する英語入試改革の問題点と具体的な検証の必要性」『自律した学習者を育てる言語教育の探
究』 No.94 中央教育研究所
② 藤森千尋「第 6 章

(pp. 56-67）

メタ文法能力の育成を目指した英語授業の分析」
『メタ言語能力を育てる文法授業：英語科と国語

科の連携』秋田喜代美・斎藤兆史・藤江康彦（編）ひつじ書房

(pp. 187-223)

③ Godfrey, C. (2020). Self-evaluation Strategies and Medical Students: Opportunities for Critical Thinking in a CLIL-based
Classroom. International Conference on TESOL, SEAMEO RETRAC. http://www.vnseameo.org/TESOLConference2019/
④ Oida,Y., Saito, M., Godfrey, C., Fujimaki, T. & Kumakawa, T. (2020). Practices and Issues of Short-term In-country
International Courses. Sophia Press pp.169-188.
⑤ Godfrey, C. (2019). Self-evaluation Strategies and Medical Students: Opportunities for Critical Thinking in a
CLIL-based

Classroom. Presentation

at

International

Conference

on

TESOL,

SEAMEO

RETRAC. http://www.vnseameo.org/TESOLConference2019
⑥種田佳紀、魚住尚紀、橋本正良、茅野秀一、GODFREY Chad、斉藤雅子、藤巻高光
Purposes)プログラムの現状と課題」第 10 回

「EHSP (English for Health Science

全国医科大学国際医学交流センター連絡協議会、大阪、2019、7 月

⑦種田佳紀、菅理江「ワークショップ形式による生命倫理教育の効果に修学年次が与える影響の質的検討」第 51 回日本医
学教育学会、京都、2019、7 月
⑧ 林禅之、種田佳紀「ヒト生殖細胞系列のゲノム編集にまつわる倫理的問題の検討」第 17 回 RCGM フロンティアシンポ
ジウム、埼玉、2019、9 月
⑨ 種田 佳紀、斉藤 雅子、チャド ルイス ゴッドフリー、 藤巻 高光「埼玉医科大学の取り組み：包括的な国際プログラ
ムの国内国際研修」
『日本で出会う世界』 櫻井勇介、文景楠、佐藤亮司、杉村美紀（編） 上智大学出版（p.169-185）
⑩ Yoshihito Izawa. (2019). Metadiscourse in Medical Case Reports. International Pragmatics Association, Hong Kong Polytechnic
University. https://pragmatics.international/page/HongKong
【総数：著書 2 件、論文 3 件、学会発表 5 件】
＜総合教育＞
①米岡裕美 、 柴﨑智美、田口孝行、新井利民、細谷治、勝木祐仁 「知カップリング」概念を援用した教育デザイン分析
モデル」第 51 回日本医学教育学会大会、口演、2019 年 7 月、京都
②米岡裕美 、 柴﨑智美、金田光平、本橋千恵美、高橋幸子、田口孝行、新井利民、細谷治、勝木祐仁 「大学連携による
IPW 実習における葛藤に影響を与える要素」第 51 回日本医学教育学会大会、口演、2019 年 7 月、京都
③米岡裕美「専門的人材養成の質保証の在り方－モデル・コア・カリキュラムを中心に－」第 54 回日本教育行政学会、 口
演、2019 年 10 月、埼玉
④林禅之 、種田佳紀「ヒト生殖細胞系列のゲノム編集にまつわる倫理的問題の検討」第 17 回 RCGM フロンティアシンポジ
ウム、ポスター発表、2019 年 9 月、埼玉
⑤林禅之「現象的意識の不可逆的喪失は人格の死を含意するのか」第 38 回医学哲学・倫理学会大会、口頭発表、2019 年
11 月、奈良
【総数:学会発表 5 件】
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6-2．獲得研究費
＜化学＞
・村上元

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究(C)）
「母体免疫活性化による薬物依存への影響」
，課題番号 17K08960，

(研究分担者)156 万円
＜生物学＞
・大間陽子

学内グラント（一般）
（令和 1～2 年度）
「神経堤細胞に着目したポリアラニン病の共通分子機構の探索」

700,000 円
＜英語＞
・藤森千尋

文部科学省科学術研究助成金

基盤研究（C）
（平成 26 年度～平成 31 年度）
「医学部におけるリベラルアーツ

としての言語教育カリキュラム研究：自律的学習者の育成」
（課題番号：26381283）研究代表者
平成 31 年度分 100,000 円
・種田佳紀

文部科学省科学研究費助成金

究」
（課題番号 19K00016）研究代表者

基盤研究（C）
（平成 31 年度～令和 3 年度）
「意識の道徳的重要性の学際的研

平成 31 年度分

1,200,000 円

＜総合教育＞
・林禅之

文部科学省科学技術研究費補助金（研究活動スタート支援）、「現代の情動の哲学の知見を踏まえた、合理性の

向上による道徳エンハンスメントの可能性」
（課題番号：19K23017）研究代表者
・林禅之

文部科学省科学技術研究費補助金（基盤研究(C)）「意識の道徳的重要性の学際的研究」
（課題番号：19K00016）

研究分担者
・林禅之

ASHBi Fusion Research Grant for Young Scientists，“Ethics of Human Brain Organoid Research，”研究

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

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
＜物理学＞
例年、教育と研究のバランスのとれた業務を目指しているが、今年度もその目標は達せられたと考える。
＜化学＞
教育面では、新カリキュラム体制３年目となり、Web Class を活用した講義、実習内容の充実化、プレゼンテーション
に更に力を入れた。研究面においては、各人が日々努力を続けている。
＜生物学＞
生物学は主に１年生を対象として、授業および様々な学習・生活支援を担当しており、学生の成長を促していると自己
評価している。 また、研究面でも努力を続けている。
＜英語＞
専任４名がそれぞれの研究上の専門分野や教育上の経験を生かし、安定して、スムーズな運営がなされた。 授業の枠組
み、指導内容の共有化、評価の一元化と標準化を行った。１年から４年までの専門内容と英語運用スキルとを連動させた
内容・言語統合型の英語教育カリキュラムである医学英語カリキュラムを完成させた。各サブユニットリーダーが密に連
絡を取り合って協力し、成果は着実に上がっている。 加えて選択科目や課外学習プログラムなど各学習者の英語学習目的
に応じて自律的学習を推進した。
英語授業のみならず、言語系教員として日本語における思考力や表現力を涵養するユニットにも参画したり、行動科学
と医療倫理ユニットでの倫理系の科目を担当したりするなど、全体として学生の言語能力及び医学関連知識の学力向上に
貢献した。
＜総合教育＞
今年度は中平、米岡、林がそれぞれの担当領域について活動をおこなったほか、「科学的思考と表現」では UD 及び UD
補佐である総合教育の教員及び英語の教員に加えて、 物理や基礎系の教員とも協働してコース運営を行い、来年度に向け
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た改善点の検討を行った。
7－2．次年度の改善計画
＜物理学＞
教育と研究のバランスのとれた業務が遂行できるよう、続けて努力する。
＜化学＞
教育面では、Web Class の活用および実習内容の見直しにより講義内容の充実をはかる。また、学年全体の学力の底上
げのために成績不良者の別途対応を検討する。研究面においては、研究目標を達成できるよう各人が努力を重ねていく。
＜生物学＞
授業内容の改善、学生の成績向上のための新しい仕組みを計画している。研究においては、各人が努力を重ねていく。
＜英語＞
教育面では、今後、必要とされるオンライン授業の開発や WebClass といったオンライン教育システムの効果的活用につい
て考えたい。研究面では、各自で研究目標を設定し、教育活動と結びつけながら、目標を達成すべく努力する。
＜総合教育＞
専門性の異なるメンバーの意見を合わせて新しいものをつくりだす活動を、今後も積極的に続けたいと考えている。次年
度は、
「科学的思考と表現」ユニットにおける試みをさらに発展させることを計画している。
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2．解剖学
１．構成員
永島雅文（NAGASHIMA、Masabumi）
：教授：運営責任者：教育主任、研究主任：代表指導教員（大学院）
：臨床解剖学、伝導
路の発生：博士
藤田恵子 (FUJITA、Keiko)：准教授：教育員、研究員：指導教員（大学院）
：細胞生物学、血管新生：博士
髙野和敬（TAKANO、Kazuhiro）
：講師：教育副主任、研究員：指導教員（大学院）
：発生生物学：博士
栗﨑知浩（KURISAKI、Tomohiro）
：講師：教育員、研究副主任、
：指導教員（大学院）
：細胞生物学：博士
矢部勝弘（YABE、Katsuhiro）
：助教：教育員、研究員：大学院教員（大学院）
：博士
松本英子 (MATSUMOTO、Hideko)：助教：教育員、研究員：大学院教員（大学院）
：博士
青地英和（AOCHI、Hidekazu）
：助教：教育員、研究員：修士
助手：猪股玲子（INOMATA、Reiko）
、藤田一正 (FUJITA、Kazumasa)、亀澤一（KAMEZAWA、Hajime）
客員教授：松村讓兒（MATSUMURA、George）
、寺島俊雄（TERASHIMA、Toshio）
非常勤講師：佐藤智美（SATO、Tomomi）
大学院博士課程研究生：市ヶ谷武生（ICHIGAYA、 Takeo）
、霞孝行（KASUMI、 Takayuki）

２．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育】
「人体の構造と機能 1、2」コース、
「細胞生物学」コース、
「良医への道 1、2」コース（臨床推論・医学英語・キャリア
デザイン）
、
「医科学への道すじ」コースおよび 6 年生の講義を担当した。コースの概要はシラバスの記載に譲る。
【卒後教育】

該当なし

【大学院教育】
大学院医学研究科博士課程の共通科目（実用実験医学特別講義と実用実験医学特別実習）の授業担当。各科目の概要は
シラバスの記載に譲る。
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
1 年生の「人体の構造と機能１」では、永島がコースディレクター、栗﨑がコースディレクター補佐を務め、３ユニッ
トのディレクターは栗﨑、藤田、髙野が務めた。本コースの一般目標は、
「人体の構造と機能を学習する上で基幹となる概
念を理解する」、「ヒトの体の全体像とそのなりたち（発生と進化）に基づいて把握する」の２点である。特に体験学習と
して組織学標本および動物発生学標本の顕微鏡観察、骨標本の観察、プラスティネーション標本の観察、身体診察の体験
などを実施した。
「細胞生物学」コースでは、栗﨑が「細胞生物学 3」のユニットディレクターを務めたほか、 20 章「細
胞のつくる社会：組織、幹細胞」を担当した。「医科学への道すじ」コースでは、「医科学入門」ユニットで栗﨑がユニッ
トディレクター補佐を務めた。
「医科学の探索」ユニットでは、青地・松本がテュータを担当した。
２年生の「人体の構造と機能２」では、
「構造系実習」のユニットディレクターを永島、ユニットディレクター補佐を藤
田・高野、「調節系」のユニットディレクターを栗﨑、ユニットディレクター補佐を高野、「情報系」のユニットディレク
ター補佐を永島が務めた。各教員が「エネルギー系」、「調節系」、「情報系」
、「構造系実習」、「機能系実習１」の講義・演
習・実習を担当した。
「良医への道 1、2」コースでは、
「キャリアデザイン」、
「臨床推論」
、
「医学英語」の各ユニットを担当した。
「キャリア
デザイン」ユニットのユニットディレクター、
「医学英語」のユニットディレクター補佐を永島が務め、講義は１年生を藤
田、2 年生を永島が担当した。1・2 年生の「臨床推論」ユニットでは、
「人体の構造と機能」で複数のユニットに関わる臨
床症例について、小グループ学習（small group discussion）とチーム基盤学習（team-based learning）を組み合わせて、
病態生理を理解する学習機会とした。
「臨床推論」ユニットでは、永島・高野がユニットディレクター補佐を務め、青地・
松本がテュータを担当した。
６年生では「内科総論」の１限を永島が担当した。
課外学習プログラムとして、8 月に第 17 回臨床解剖セミナーを開催した。解剖学教員のほか、臨床系教員 21 名が指導
に当たり、学部学生 17 名が参加した。
【卒後教育】

該当なし

【大学院教育】
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永島が大学院委員会、博士課程運営委員会、大学院研究科委員会の委員を務めた。教育実務では博士課程「実用実験医
学特別講義」および「実用実験医学特別実験」の科目責任者を永島が務め、
「実用実験医学特別講義」の授業を担当した（永
島、栗﨑、佐藤）
。
2-3．達成度
【卒前教育】
担当のコース、ユニットは円滑に運営された。
教育用研究用遺体収集：令和元年度収集遺体数 54 体(通算収集遺体数 2,311 体)、医学部構造系実習での使用遺体数 34
体、保健医療学部の実習（見学を含む）での使用遺体数 9 体、課外学習プログラム（臨床解剖セミナー）での使用遺体数
6 体、臨床解剖学の共同研究用遺体数 4 体。埼玉医科大学篤志献体登録者(令和 2 年 3 月末の登録者総数 3,164 名)。
【卒後教育】

該当なし

【大学院教育】
博士課程と修士課程のシラバスに記載した各科目の教育目標を達成した。
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
「人体の構造と機能１」コースおよび「人体の構造と機能２」コースの「調節系」と「構造系実習」の各ユニットを円滑
に運営した。引き続き、教育成果と問題点について担当者間で相互評価しつつ、改善を図る。
【卒後教育】

該当なし

【大学院教育】
入学試験など大学院制度の整備に関与し、共通科目の運営と授業担当を通じて、大学院教育に貢献できた。

３．研究
3-1．目的・目標
主要な研究課題は、１）臨床解剖学、２）血管新生、３）大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス、４）骨格筋形成、５）
胚形成における形態形成機構、６）脳の発生・発達、７）組織学・発生学の電子教材の開発である。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．臨床解剖学：模擬手術と適合試験の展開、手術に関連した局所解剖学
2．肝芽腫幹細胞と腫瘍血管新生との関係
3．大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス：軸索側枝発芽と軸索伸長の関係
4．骨格筋形成：筋融合を制御する分子機構の解明
5．胚形成における形態形成機構の分子細胞生物学的研究
6．ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達の研究
7．組織学・発生学の電子教材の開発：バーチャルスライドおよび 3 次元モデルの作成と医学教育への応用
3-3．研究内容と達成度
。発生・細胞生物学
臨床解剖学では、内頚動脈や側頭骨周囲の局所解剖等、脳神経外科との共同研究を継続した（永島）
では、培養技術を用いた血管新生機序の解明（藤田）
、胚形成における形態形成機構の分子細胞生物学的研究（髙野：帝京
大学・北里大学との共同研究）、骨格筋形成過程で起きる細胞融合を制御する分子機構の解明（栗﨑）、神経軸索の側枝形
成と伸長の分子機構（松本）
、ゼブラフィッシュを用いた脳の発生・発達の研究（佐藤：東京医科大学ケミカルバイオロジ
ー講座との共同研究）などのテーマで研究を進め、それぞれ一定の成果を得た。さらに、生化学との共同研究（青地、亀
澤）、総合医療センター・脳神経科学との共同研究（青地：髄膜腫脳浸潤における組織学的研究）、産婦人科との共同研究
（佐藤：ヒト胎盤における薬剤の作用解析）を継続している。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床解剖学に関する共同研究を継続した。今後も臨床現場から発想される検討課題をめぐり、対話の機会を重視する。
発生・細胞生物学研究は本学臨床および学外研究施設との協力のもと、成果を上げている。
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４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無：該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
○コメディカル非常勤講師：埼玉医療福祉会看護専門学校・埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校（矢部、青
地）
○学会役員：日本解剖学会代議員（永島、藤田）
、臨床解剖研究会世話人（永島）
、日本臨床分子形態学会評議員（藤田）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Asatsuma-Okumura T, Ando H, Simone MD, Yamamoto J, Sato T, Shimizu N, Asakawa K, Yamaguchi Y, Ito T, Guerrini
L, Handa H. p63 is a cereblon substrate involved in thalidomide teratogenicity. Nature Chem biol 2019.
15: 1077-1084.
② Ando H, Sato T, Ito T, Yamamoto J, Sakamoto S, Nitta N, Asatsuma-Okumura T, Shimizu N, Mizushima R, Aoki
I, Imai T, Yamaguchi Y, Berk AJ, Handa H. Cereblon Control of Zebrafish Brain Size by Regulation of Neural
Stem Cell Proliferation. iScience 2019. 15: 95-108.
③ 清住かやの、相羽弘貴、齋藤一基、栗崎知浩、青地英和、髙野和敬、藤田恵子、永島雅文．腸骨静脈変異の 1 例．
第 125 回日本解剖学会総会・全国学術集会．2020 年 3 月．誌上開催．
④ 藤田恵子、松本幸子、藤田一正、穐田真澄、永島雅文．肝芽腫細胞間を連結する細胞膜ナノチューブの構造と機能．
第 125 回日本解剖学会総会・全国学術集会．2020 年 3 月．誌上開催．
⑤ 髙野和敬、小畑秀一、増本美香、浅島誠、永島雅文． 原腸胚形成における細胞骨格の再構築による胚細胞運動の
制御．第 125 回日本解剖学会総会・全国学術集会．2020 年 3 月．誌上開催．
⑥ 松本英子、永島雅文．ネトリン-1 に反応する大脳皮質ニューロンのサブポピュレーションの探索．第 125 回日本
解剖学会総会・全国学術集会．2020 年 3 月．誌上開催．
⑦ 猪股玲子

非特異的部位に発現しているインスリン抗体陽性細胞は何をしているのか：膵管上皮と実質におけるイ

ンスリン含有細胞．第 125 回日本解剖学会総会・全国学術集会．2020 年 3 月．誌上開催．
⑧ 中野貴成、青地英和、平崎正孝、竹中康浩、藤田浩司、田村勝、相馬廣明、小泉宇弘、亀澤一、佐藤さわ子、中野
由佳、永島雅文、奥田晶彦、村越隆之、島田朗、井上郁夫．PPARγ1 によるゲノム核内倍加制御と巨細胞および巨核
球の分化．第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム．2019 年 9 月．埼玉．
⑨ 佐藤智美, 梶原健, 半田宏, 永島雅文. 発生初期の抗うつ剤 SSRI 処理によるゼブラフィッシュ脳における作用解
析. 第 42 回日本神経科学大会・第 62 回日本神経化学会大会 合同年会 NEURO2019. 2019 年 7 月. 新潟.
【総数：論文 2 件、学会発表 7 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1．永島雅文（分担者）
：日本学術振興会･科学研究費助成事業 (学術研究助成基金助成金 基盤研究 C)「医学部におけ
るリベラルアーツとしての言語教育カリキュラム研究：自律的学習者の育成」課題番号 26381283（期間延長）
。
2．藤田恵子（代表）
：日本学術振興会･科学研究費助成事業 (学術研究助成基金助成金 基盤研究 C) 「肝芽腫幹細胞
による腫瘍血管の構築と微小環境の役割」課題番号 16K11353（期間延長）
。
3．松本英子（代表）
：日本学術振興会･科学研究費助成事業 (学術研究助成基金助成金 基盤研究 C)「大脳皮質ニュー
ロンのネトリン-1 に対する反応が発生段階に依存する機構の解明」課題番号 18K06839、 130 万円。
4．佐藤智美（代表）
：日本学術振興会･科学研究費助成事業 （学術研究助成基金助成金 基盤研究 C）
「妊娠時抗うつ
剤服用における胎児脳発生のリスク評価のための研究基盤の確立」課題番号 18K09271、 104 万円。
6-3．受賞
医学部ベストティーチャー賞：藤田恵子(2 年)、高野和敬(1 年)、栗﨑知浩(1 年)
医学部ベストエフォート賞：栗﨑知浩(1 年)
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6-4．特許、実用新案：該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし

７．自己点検・評価
7－1．今年度の点検・評価結果
永島（教授）が基本学科の運営責任者、教育主任、研究主任、高野（講師）が教育副主任、栗﨑（講師）が研究副主任
を務めた。基本学科として教育の目標はおおむね達成された。研究については、学内外との共同研究を進めた。新型コロ
ナウィルス感染症(COVID-19)拡大の影響を受け、第125回 日本解剖学会総会・全国学術集会（山口）は地上開催が中止と
なり、学生による症例報告を含めて、基本学科から公表する予定の5つの演題が誌上発表となった。
担当教員の努力により、献体関連の業務とコメディカル教育が例年通り円滑に遂行された。そのほか、学生支援室の活
動、入学試験や学位審査に関わる業務など、学内運営に丁寧に対応したと評価している。
7－2．次年度の改善計画
献体関連業務の継続性の観点から、次年度より助手の新規採用が認められた。解剖学教育を支える重要な業務であり、
技術の継承を含めて、安定的な運用を図りたい。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)拡大の影響により、教育・研究活動に大きな変更が余儀なくされる。講義・実習・
演習の工夫を通して、学習目標の達成を担保できるように、教員間の情報共有と意思疎通に一層努めることが求められる。
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3．生理学
１．構成員
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
渡辺修一（WATANABE，Shu-Ichi）：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：代表指導教員(大学院)：視覚神経生理学：博
士
三輪尚史(MIWA, Naofumi) ：教授：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：生殖生理学、癌生物学、感覚生理学：博士
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：神経科学：博士
菅

理江（SUGE，Rie）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：行動神経科学：博士

田丸文信（TAMALU，Fuminobu）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：神経生理学：博士
佐藤寛栄（SATOH, Hiromasa）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：神経科学：博士
平沢

統（HIRASAWA，Hajime）
：助教：教育員：研究員：大学院教員：博士

青葉香代（AOBA，Kayo）
：助手
吉川郁子（YOSHIKAWA，Ikuko）
：事務員
坂本

安（SAKAMOTO，Yasushi）：教授（中央研究施設・機能部門教授，兼担）：教育員：化学物質が内分泌へ与える影響：
博士

椎橋実智男（SHIIBASHI，Michio）
：教授（情報技術支援推進センター教授，兼担）
：教育員：指導教員（大学院）
：医学教育：
博士
中平健祐（NAKAHIRA，Kensuke）
：准教授（教養教育准教授,兼担）
：教育員：研究員：指導教員(大学院)：分子神経生物学：
博士
金子優子（KANEKO，Yuko）
：准教授（保健医療学部看護学科，兼担）
：教育員：研究員：指導教員(大学院)：神経生理学：博
士
吉村和法（YOSHIMURA，Kazunori）
：非常勤講師
長根光男（NAGANE，Mitsuo）
：非常勤講師
小泉周（KOIZUMI, Amane)：非常勤講師
＜神経科学グループ＞
池田正明（IKEDA, Masaaki）：教授（国立精神神経医療研究センター客員研究員、福島県立医科大学医学部非常勤講師、日
本医療科学大学非常勤講師）
：指導教員（大学院）
：生体リズムの分子生物学：博士
中尾啓子（NAKAO, Keiko）：講師（埼玉大学非常勤講師）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：発生遺伝学・再生医学：
博士
熊谷

恵（KUMAGAI, Megumi）
：助手

：非常勤講師
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
糸川昌成（ITOKAWA, Masanari）：非常勤講師
岡野栄之（OKANO, Hideyuki）
：非常勤講師
小川哲郎（OGAWA, Tetsuo）
：非常勤講師
内匠

透（TAKUMI, Toru）
：非常勤講師

服部信孝（HATTORI, Nobutaka）：非常勤講師
原(大石) 朱美（HARA, Akemi）：非常勤講師
福田公子（FUKUTA, Kimiko）
：非常勤講師
藤谷与士夫 (FUJITANI, Yoshio）
：非常勤講師
藤田健一（FUJITA, Ken-Ichi）
：非常勤講師
吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）
：非常勤講師
渡辺

守（WATANABE, Mamoru）
：非常勤講師

Benjamin Joseph Edward Raveney：非常勤講師
Pavel Prosselkov：非常勤講師
北澤

潤（KITAZAWA, Jun）
：非常勤講師

徳田雅明（TOKUDA, Masaaki）
：非常勤講師
西村

渉（NISHIMURA, Wataru）：非常勤講師
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大山彦光（OYAMA, Genko）
：非常勤講師
小泉恵太（KOIZUMI, Keita）
：特別協力研究員
東

美樹（HIGASHI, Miki）
：大学院博士課程研究生

２．教育
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
2-1．目的･目標
【卒前教育】
人体の構造と機能２コースの機能系の内容をおもに担当している。機能系の内容は基本的に生理学であり、学習すべき
点は、各臓器・機能系の機能の各論のみならず、機能の「調節」の土台である「統合」が大切である。統合は、臓器相
互、内分泌系・神経系によるものが大切である。また、学習は、暗記のみではなく、物理学、化学、細胞生物学、生化
学、分子生物学、遺伝学の基礎の上に臓器別の多面的機能を統合的に理解することが求められる。さらに、機能・調節
の異常としての「病態生理学」という統合も大切である。このような「統合」を学生自身が築けるような講義、演習、
実習を目標とした。
【大学院教育】
講義においては、研究における論理、実験の計画・手技の実際が分かり、興味が一層湧くようになることを目標とした。
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
以下の内容についておこなった。人体の構造と機能 2（2 年）の講義は以下の内容についておこなった。エネルギー系
（渡辺、三輪、坂本、中平、伊丹、佐藤、青葉）
、 調節系（三輪、中平、伊丹）
、情報系（渡辺、三輪、池田、中平、伊
丹、菅、青葉）
。機能系実習 2（渡辺、三輪）は以下の４項目について、1 グループ約 20 名でおこなった。1）生殖（ラ
ットの性周期）（坂本、伊丹、青葉）、2）神経（神経の興奮伝導）（椎橋、佐藤）、3）骨格筋（骨格筋の収縮、筋電図）
（中平、菅）、4）心電図（心臓の電気的興奮、心電図）（田丸、平沢、日詰）。以上の他に、1 年生では、医科学への道
すじコース・医科学入門（中平、佐藤、平沢、青葉、熊谷）、同・医科学の探索（池田、中平、中尾、佐藤）、同・科学
的思考と表現（中平）、細胞生物学コース・細胞生物学 2（三輪、佐藤）。人体の基礎 科学コース・人体の基礎科学 1
（中平）
。 （物理: 電磁気学）フォローアップ講義(平沢)。人体の基礎科学 2（中平、渡辺）
。
良医への道 1 コース・行動科学と医療倫理（菅）
、良医への道 1 コース・臨床推論（渡辺、中平、伊丹、佐藤）
、良医へ
の道 1 コース・臨床入門（佐藤）
、良医への道 1 コース・選択必修（科学で考える体のはたらき：渡辺）
、人体の基礎科
学コース・人体の基礎科学１統計学、２統計学（椎橋）を担当した。2 年生では、良医への道 2 コース・行動科学と医
療倫理（菅）
、良医への道 2 コース・臨床推論（渡辺、中平、伊丹、田丸）
、良医への道 2 コース・臨床入門（佐藤）
、良
医への道 2 コース・医学英語（渡辺、中平、三輪）
、選択必修（perl プログラミング入門：椎橋、正しいピペットの扱
い方～分析データの解析の基礎：坂本）を担当した。3 年生では、良医への道 3 コース・行動科学と医療倫理（菅）
、臨
床実習コース・導入クリニカル・クラークシップ１-2（佐藤）を担当した。 4 年生では、ヒトの病気 2 コース・感覚器
（渡辺）
、良医への道 4 コース・行動科学と医療倫理（菅）を担当した。
【大学院教育】
大学院教育については、統計情報解析特論（椎橋）、実用実験医学特別講義（渡辺、坂本、伊丹、田丸）、研究方法特論
（坂本、伊丹）を担当した。
医学部以外では、以下の科目を担当した。
【卒前教育】
保健医療学部 臨床検査学科（統計学：椎橋、人体の構造と機能Ⅰ（解剖学・生理学）
、人体の構造と機能Ⅰ（機能系実
習）
：金子）、卒業研究指導（菅）
、保健医療学部 看護学科（医療情報学：椎橋、人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、看護学
生のためのリテラシー：金子）
、保健医療学部 理学療法学科（人体の構造と機能Ⅰ演習・Ⅱ演習、人体の構造と機能実
習（機能系）
：金子）
、総合医療センター看護専門学校（生理学：渡辺）
、埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科（解剖生
理学Ⅲ-Ⅳ：渡辺、伊丹、田丸、佐藤、平沢）
、慶應義塾大学看護医療学部（生化学・生理学の看護への応用：渡辺）
、日
本医療科学大学保健医療学部（生理学実習：田丸）
、川越市医師会川越看護専門学校（機能形態学 I および II：田丸）
【大学院教育】
医学研究科医科学専攻（生体機能科学特論：金子、行動科学概論：椎橋、菅、統計情報解析特論：椎橋）
、大学院看護学
研究科（看護情報処理論：椎橋）
2-3．達成度
【卒前教育】
目標に向かって進んだが、意欲の高い学生達の意欲・好奇心を一層刺激することと、受動的な学生の意欲を刺激するこ
と、については引き続きの課題である。
【大学院教育】

0278

講義において、学生の意欲・好奇心をもっと刺激することが今後の課題と言える。
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
一層の改善に向けて授業内容等を関係教員と連携して改革していく。全体として各教員の努力は十分であったと考える。
より一層の成果を上げることは、一基本学科だけで達成できるものではなく、医学教育センター・他の基本学科と連携
を図りつつ改善に努めたい。 また、課外学習プログラムの学生受入れにおいても、プログラムの充実を図り、研究マイ
ンドの涵養に貢献していきたい。
【大学院教育】
ある程目標は達成されたが、一層の充実を図り研究の発展につなげたい。
＜神経科学グループ＞
2-1.目的･目標
【卒前教育】生理学では、人体の正常機能とそれを維持するメカニズムを理解しすることで、それが損なわれたときの
原因究明および対処法（病態解析および治療法）を開拓する研究テーマに取り組んでもらい、臨床にとっても重要な研
究マインドを育成する。
【大学院教育】最新の解析手法を駆使して、最先端の生命科学のテーマに取り組み解明する。
2-2.教育内容（担当者）
【卒前教育】
人体の構造と機能２コース（2 年生）
池田は、情報系ユニットの神経系の機能に関する講義を担当し、中尾は、エネルギー系ユニットの消化器の機能に関す
る講義を担当した。また、池田、中尾、熊谷、赤塚、井上、大島、西本、横尾、菅野、亀澤、猪股、小川は、機能系実
習１をエネルギー系ユニットの中で担当した。機能系実習１は主に血液を材料として血球成分及び血清成分の細胞生物
学、生化学的性質を実際に観察または計測してもらうことで、人体の生理機能がどのように調節されているか、また維
持されているか(ホメオスタシス)そのメカニズムを直に学ばせる事を目的としている。血算、白血球像（塗抹標本）、
溶血、凝固、血液型に関する実習と、フローサイトメーター、生化学分析器、pH メーターを用いた末梢血解析等実施
した。実習は、24 グループ、5-6 人のグループ編成で行い、グループ毎の実験結果に基づき、各自レポートを提出して
成績評価を行った。
中尾は、1～2 年生の選択必修『（科学英語）Science English を使いこなす！（基礎編）
』
『
（科学英語）Science English
を使いこなす！（実践編）』の講義を担当し、最新の医科学研究論文についての英語動画を視聴させたり、国立精神神
経センターから自己免疫疾患特に多発性硬化症の研究者 Benjamin Raveney 先生を、理化学研究所 BSI から認知脳科学
研究者 Pavel Prosselkov 先生、ミネソタ大学医学部 肝細胞研究所 の朝倉淳先生を招き英語で講義をしてもらった
り、国立遺伝学研究所の広海健先生による遺伝研メソッドを用いた英語による科学プレゼンテーション法についての講
義などを通して、医学部生として非常に実践的な英語教育を行った。
課外プログラム（医学部）
池田は「体内時計は糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わっているのか？概日リズムと生活習慣病との関
係を分子レベルで探る。」という課外プログラムを実施し、糖代謝と糖尿病発症に関連する分子と概日リズムとの関係
を遺伝子の発現調節レベルで探索・解析した。また、「日本最古の横浜検疫所を訪れ検疫所の役割を学ぼう」という課
外プログラムを実施し、野口英世が検疫医官補として勤めた旧横浜検疫所（長濱検疫所）細菌検査室（復元）、旧長濱
検疫所一号停留所(横浜検疫所検疫資料館)、輸入食品検疫検査センター等の長浜地区、本所の施設を見学し、検疫所の
業務、厚生労働省医系技官の役割とキャリアパスについて、北澤潤検疫所所長（非常勤講師）及び係官の講義を受講し
た。
中尾は、
「Science English を使いこなす！」と言う課外プログラムを実施し、２年生から６年生の学生 11 名及び大学
院生、若手研究者を対象として遺伝研メソッドと言う英語による科学プレゼンテーション法の集中講義を国立遺伝学研
究所から講師 Dr.Todd Gorman を招いて実施した。さらに最近の科学・医学研究の発展を英語のサイエンスニュースを
フォローしながら学びつつ、学生どうしで discussion や発表会を行うことで英語でのコミュニケーション能力を高め
ると同時に論理的な問題解決思考の養成に務めた。こうした経験を通して、医学部学生に研究マインドを養成し、基礎
医学の分野で行われている研究が臨床医学的に応用可能な治療法の開発につながる事を理解させるよう努めた。また、
「糖尿病の新規治療法の開発に挑む！」というタイトルの課外プログラムには医学部２年生が一年を通して参加し、部
域特異的な遺伝子導入法と組織培養法及びタイムラプス顕微鏡による細胞系譜解析など方法の開発から参加してもら
い学部生として主著者の論文発表することを目指してプロジェクトを進めてもらった。9 月に本学ゲノム研究センター
のシンポジウムにおいて医学部 2 年生（井上勇）が「膵頭β細胞への電気穿孔遺伝子導入法の開発と糖尿病発症機構の
解明」と題して口頭発表を行った。
池田と中尾は、1 年生の医科学の探索と言うユニットのチューターとして学生 7 名ずつを担当し、それぞれテーマは「依
存性薬物」「ヒトの発生の分子メカニズムと再生医療」と言う学生の興味の中から発掘した Question について、
evidence-base に Answer を見つけると言う問題解決型の少人数教育で研究マインドの涵養につながるトレーニングを
行った。
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【大学院教育】
大学院医学研究科博士課程研究生の指導（池田）を担当した。さらに、大学院生を対象とした学術集会として、服部
信孝教授・医学部長（順天堂大学医学部脳神経内科）、内匠 透チームリーダー/教授（理化学研究所・脳神経科学研究
センター/神戸大学大学院医学研究科）
、糸川昌成副所長（東京都医学総合研究所）の学術講演会を企画し、司会を勤め
た（池田）。また、西村 渉教授（国際医療福祉大学医学部分子生物学）および北澤 潤所長（横浜検疫所）の講演は、
それぞれ卒後教育委員会の後援・主催の学術講演会として企画・申請（池田）したものが承認され開催された。
中尾は、
9 月の二日間で医学部生・大学院生を対象とした英語による科学プレゼンテーション法の講習会を開催した。
中尾は 2012 年度から小泉恵太博士（上尾病院）を特別協力研究員として指導している。
医学部以外では、以下の科目を担当した。
【卒前教育】
埼玉医療福祉会看護専門学校（生理学：池田）
埼玉県立大学保健医療福祉学部（生理学特論「概日リズムと時計遺伝子」
：池田）
日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション科（内科学：池田）
2-3.達成度
【卒前教育】
機能系実習 1 は 4 日間行われ、実習項目や内容を一層充実させ、学内外の教員のご協力により計画通り実施すること
ができた。実習では、血液に関する基本的な項目を、実験を通して理解することを目標とし、達成度についてはレポー
トにより評価した。レポートの内容が基準に達していない学生には、再レポートを課した。実習の設計通りに運用する
ことができたと考えている。
選択必修の｢Science English を使いこなす！(基礎編)｣｢Science English を使いこなす！(実践編)｣では、従来まで
の勉強としての文系英語ではなく、医学部生、将来の医師として使うための英語を様々な方向から学んでもらうことを
目標にし、国立精神神経センター、理化学研究所 BSI から脳科学研究者を招き、ヒト特異的な認知特性などについて英
語で講義をして頂き、学生と一緒に discussion を行うという挑戦的な試みを実施したが、学生からの講義後アンケー
トで、生きた英語を学び、しかも、それ自体非常に楽しく感じられ、今後もより一層英語に接したいと英語に対する意
欲をかき立てられたと言うことであるので概ね成功したと言えるのではないか。
選択必修「最先端医学研究の成果を医療に生かすには-研究の現場から未来の医療を探る-」を昨年度より開講してい
る。これは本学の医学研究者 2 名、学外 6 名からなる講師陣が、専門領域の研究や最先端研究分野に関して、細胞生物
の基礎から疾患への応用、将来の研究への発展について紹介するもので、1 年生時に細胞生物で学んだ内容が、どのよ
うな形で病因や診断・検査、治療法に関連しているのかを具体的な例を通じて学習する機会となった。
選択必修「一生の研究テーマを如何に決めるか–医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」では、学外から 2
名、学内から 2 名の講師によって、研究者が研究テーマを選択した経緯・背景について紹介した。特に学外の 1 名の講
師には、研究者自身がなぜ現在のテーマを選んだのかについて実体験に基づいた講義をしていただく機会を設けた。
課外プログラムにおいて、基礎医学部門で行っている研究を見学・体験あるいは実際にプロジェクトを担当すること
により、学生は現在進行形で進歩している医学の流れを実際に見ることができ、また、問題意識を持つこと、及びその
問題を解決していくための研究手法を学ぶことができた。
【大学院教育】
講義では、担当者が上記目標に向かって十分努力をしたと考える。
研究指導においても、大学院博士課程研究生自身が困難な課題に自ら取り組み、解決手段としての実験手法も改良を
加えた結果、成果を上げさせることができたと考える。
（池田）
科学英語プレゼンテーション講習会は、医学部の学生、大学院生だけでなく、基礎と臨床から教員が参加し学生と共
に講師から出題される課題に取り組んで単なるプレゼンテーション法と言うだけでなく､論理的なまとめ方の勉強をす
る好機となった。
2-4.自己評価と次年度計画
【卒前教育】
講義の内容や配布資料を、学生からの質問、試験の結果からの学生の理解度の分析を元に、枠組みから細部にわたる
まで改良を加えたことにより、履修者の達成度・満足度が上がったと考えている。学生からの質問や意見の内容を分析
し一層の改良をはかりたい。
機能系実習 1 は開始 3 年度目であったが、学内の教員、非常勤講師の協力により、小グループによる実習を実施する
事ができた。昨年度から実習期間が 2 日から 4 日に拡大されたことにより、血液の酸塩基調節機構や生化学的性質など
を加え包括的な実習内容の充実を行っているが、さらに一層の改良をはかりたい。
【大学院教育】
当初の目標は達成されたが、一層の充実を図り研究の発展につなげたい。

３．研究
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
3-1．目的・目標
感覚（網膜）
、イオンチャネル、学習について、以下の研究グループに分かれて、基礎メカニズム解明のための研究を行
う。特に情報処理等の機能に直結するメカニズムの解明に重点を置く。また、臨床応用を念頭においた研究も進める。
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1. 網膜の視覚情報処理（渡辺、田丸、金子、菅、平沢、青葉）
(ア) 網膜杆体経路の解析（田丸、渡辺）
(イ) 哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子、渡辺、青葉）
(ウ) 網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明(平沢)
2.

受精成立の分子機構の解析（三輪、佐藤）

3.

上皮の形態と機能分化の機構（菅、金子、青葉）
(ア)上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル(ENaC)の発現、局在調節

4.

K チャネルの局在と機能の解明（中平）
(ア) 小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御

5.

学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
(ア) ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
(イ) 脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明

6.
7.

大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）

3-3．研究内容と達成度
1. 網膜の視覚情報処理
1) 網膜杆体経路の解析（田丸、渡辺）
杆体入力型双極細胞からのグルタミン酸放出が温度依存的に増加するメカニズムを薬理学的手法と組み合わせて電
気生理学的に解析している。
2) 哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子、渡辺、青葉）
ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞（DA 細胞）に発現する電位依存性 Na チャネル α-subunit（Na v α）サ
ブタイプの多様性を調べるため、
単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法の条件を検討した。
また、
DA 細胞における Na v α タンパクの発現を調べた。
3) 網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明(平沢)
研究内容：抑制性の網膜抑制回路が網膜電図の明暗光応答を制御するしくみを近年の研究報告に基づいて再考察す
る。達成度：網膜におけるシナプス伝達を薬物で選択的に抑制し、その効果を網膜電図上で評価する実験を行った。
その結果、 GABA 作動性およびグリシン作動性アマクリン細胞からなる抑制性回路が共同的に興奮性双極細胞経路を
修飾することにより、網膜電図の明暗光応答が制御されるということを示唆する実験結果を得た。
2. 受精成立の分子機構の解析（三輪、佐藤）
受精における精子と卵の相互作用は種特異的で、非常に巧妙に調節されている。精子－卵保護膜の相互作用を明ら
かにするために、アフリカツメガエルから見出した新規受精調節因子ダイカルシンの機能解析を進めている。 平成
30 年度においては、ダイカルシンによる卵保護膜フィラメント微細構造に及ぼす影響を定量的に解析した。その結
果、卵保護膜フィラメントの受精能を担保する超微細構造基盤の一端を解明した。
3. 上皮の形態と機能分化の機構（菅、金子、青葉）
1)上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル(ENaC)の発現、局在調節
成体誘導条件での両生類皮膚のプロテオーム解析を行ったところ、複数の発現差異のある蛋白質スポットを特定し、
発現差異のある蛋白質を質量分析装置で同定した。 これらの蛋白質について幼生と成体における発現を検討した。
また、アフリカツメガエル(Xenopus)に続いて、ウシガエル(Rana)の胚/幼生を用いた行動実験を行い、ENaC の活性
と機能を検討した。
4. K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1)小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
Kv4.2 を株化細胞に強制発現させた場合、ER にスタックしてしまい細胞表面への移行がほとんどみられないが、結
合たんぱく質である KChIP-1 を強制発現させるとゴルジ体への移行がみられる。これを解析するための系として、
改変型 Kv4.2 チャネルと蛍光タンパクとの融合タンパクの組み合わせを EGFP から他のものにかえることで検出感度
上を向上できないか検討した。
5. 学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1)ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
刻印付けに必須な脳部位である intermediateand medial mesopallium (IMM)は固定化にも関わっている。即初期遺
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伝子の発現と刻印付け訓練後の時間との関わりを左右差を中心に解析した。また、行動実験から訓練時間と固定化
後の学習強度との関係を検討した。
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
妊娠前の餌によって酸化ストレスの程度をかえ、周産期にリポ多糖の膣内投与を行う事で脳室周囲白質軟化症のマ
ウスモデルを検討した。母マウスへの特殊餌（低タンパク餌）給餌による血中の白血球数の変化と酸化ストレスの
検討を行い、低タンパク餌群は統制群と体重に変化は見られないが白血球数が増加すること、リポ多糖の投与が血
中酸化ストレスに上昇させることが分かった。
6. 大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
カンナビノイド(CB)は従来、その精神的作用にのみ注目されてきたが、近年、大脳皮質や海馬、小脳において短期
的可塑性や長期抑圧を引き起こす伝達物質として、新たな注目を受けてきた。ほ乳類の大脳皮質では、発達の一時
期に、入力に依存してシナプスの伝達効率を変化させる可塑性を示し、これは学習や記憶とそのメカニズムを共有
していると考えられ、その詳細を解明することは社会的にも強く要請されている。齧歯類の体性感覚野バレル皮質
を実験モデルとし、入力依存性の発達期可塑性(臨界期)のメカニズムを明らかにすることを目的としている。これ
まで明らかにした研究経過は、J.Neuroscience に review article として掲載された。
7. 多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）
埼玉医科大学薬理学との共同研究。精子に発現している脂質センサーGPR120 が精子機能に及ぼす影響について解析
している。
3-4．自己評価と次年度計画
1. 網膜の視覚情報処理
1) 網膜杆体経路の解析（田丸、渡辺）
網膜 AII アマクリン細胞において、EPSC の振幅は温度を上げることで有意に増大し、TRP チャネルのブロッカーで
ある ruthenium red を細胞外液に加えると増大分は完全に抑制された。同様に、EPSC の頻度も温度で増加したが、
ruthenium red では部分的にしか抑制されなかった。TRPM1 欠損マウスの AII アマクリン細胞においても、温度上昇
により EPSC の振幅は有意に増大したが、頻度には有意差は見られなかった。これらの結果から、体温付近では、TRPM1
チャネルは杆体双極細胞からのグルタミン酸放出頻度に関連しているのではないかと考えられた。
2) 哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子、渡辺、青葉）
単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法を用いてラット網膜の DA 細胞に発現する Navα サブタイ
プの多様性を検討したい。
3) 網膜組織の明暗光応答に対する網膜抑制性経路の役割の解明（平沢）
自己評価：今年度までの研究結果を学術論文としてまとめて投稿するめどがたった。
次年度計画：上記の論文が受理され、当研究が終了した後は、新たに「消化器系癌細胞の機能変化に関する電気生理
学的研究」を開始すべく、情報収集・実験の準備にとりかかる予定である。
2. 受精成立の分子機構の解析（三輪、佐藤）
精子－卵保護膜の相互作用を明らかにするために、アフリカツメガエルから見出した新規受精調節因子ダイカルシ
ンの機能解析を進めている。平成 30 年度における成果は、卵保護膜フィラメントの超微細構造と受精能を関連づけ
る上で重要な知見と考えられる。令和元年度では、引き続き卵保護膜の受精能を解析するために、卵保護膜の物性
解析を進める。
3. 上皮の形態と機能分化の機構（菅、金子、青葉）
1)上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル(ENaC)の発現、局在調節
アフリカツメガエルの幼生による吸着行動の実験をウシガエルを使って行なったが、ツメガエルと結果が異なり明
確なアミロライドによる行動の変化は見られなかった。上皮の成体誘導条件での両生類皮膚のプロテオーム解析に
より、複数のタンパク質が同定されたので、上皮 Na チャネル(ENaC)の機能分化と発現との関連についての検討を引
き続き行いたい。
4. K チャネルの局在と機能の解明（中平）
1) 小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
引き続き改変タンパクの検出感度をあげることで、局在制御に応答するチャネル分子の分子メカニズムを明らかに
していきたい。
5.学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
1）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
実験装置の改造、3DCG 刺激をもちいた実験を行った。引き続き、行動データの集積と記憶固定期の即初期遺伝子に
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よる活性部位の検討を進めていく。
2）脳性麻痺関連疾患群の脳細胞・環境連関の解明
特殊餌と周産期にリポ多糖の膣内投与を組み合わせた４つの実験群のマウスの仔の脳サンプルで脳内血管の発達を
検討していきたい。
6. 大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
本年度は、発達期の入力依存的軸索収縮にカンナビノイドが関与することを明らかにした。ほぼ予定通り実験は進行
し、データが揃いつつある。次年度は論文を投稿する。
7. 脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明（田丸）
昨年に引き続き、GPR120 の遺伝子欠損マウスを作製し、その精子からパッチクランプ法を使って電流測定が可能かど
うか検討中であるが、技術的な問題でまだ記録できていない。
＜神経科学グループ＞
3-1.目的・目標
臨床の教室（内分泌・糖尿病内科、泌尿器腫瘍科等）と共同でクリニカルリサーチを展開し、医学部学生に対する課外
研究プログラムを通してリサーチマインドを育成する。
3-2.研究グループ(研究プロジェクト)
Ⅰ 分子時計（池田、熊谷、藤田）
1) 時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子
2）マルチカラールシフェラーゼの概日リズム研究への応用
3）代謝機構における時計遺伝子の役割
4）腫瘍増殖の概日リズム調節機構の解明と腫瘍の時間治療に向けた分子基盤の確立
Ⅱ β細胞の成熟とその維持メカニズムの解明～糖尿病新たな治療戦略（中尾、熊谷、井上勇（医学部2年生）
、原朱美
（順天堂大医学部糖尿病内科）
、藤谷与士夫（群馬大学生体調節研究所）
Ⅲ 自閉症、精神遅滞などの発達障害に関わることが期待される新規遺伝子の機能解析（中尾、小泉）
3-3.研究内容と達成度
Ⅰ 分子時計プロジェクト（池田、熊谷、藤田）
分子時計プロジェクトとして「概日リズムの分子機構の解明と病気との関連について」の研究を展開している。
Ⅱ β細胞の成熟とその維持メカニズムの解明～糖尿病新たな治療戦略（中尾、熊谷、井上 勇（医学部 2 年生）原朱美
（順天堂大医学部糖尿病内科）
、藤谷与士夫（群馬大学生体調節研究所）
(特許申請準備中のため一部省略)
糖尿病研究のゴールはインスリンを産生する機能的 β 細胞を補填する方法を開発することにある。そのため β 細胞が
どのようなメカニズムで産生され、その分化形質を維持できるかを解明することが重要である
細胞系譜解析によって生理的条件下の β 細胞の再生に関しては、既存の成熟した β 細胞の複製によるという説が 2004
年に Melton らにより提唱されて以来主流となっているが、β 細胞を多量に失うようなストレス状況下で、膵導管に出現
する Neurogenin3 (ngn3)陽性の内分泌前駆細胞から、あるいは膵島内の非 β 細胞等から分化転換してβ細胞の産生が起
こることも報告されており、成体の膵島における β 細胞の数を維持するメカニズムが１）既存の β 細胞の複製によるの
か、２）成体膵に存在する前駆細胞からの分化によるのか未だ結論が出ていない。
我々は、この二つの説を両方とも矛盾なく説明できる可能性はないか？を模索し、その理由を膵島細胞のヘテロジェナ
イティ(heterogeneity)に求めた。なぜなら 1) が正しいとする根拠は一部のインスリン産生β細胞のみを標識し、それ
が時間を経ても標識されていない前駆細胞由来の新生β細胞によって薄まらないことだったが、β細胞の遺伝子発現が均
一でないだけでなく、少なくとも未分化なものと成熟したものが存在することが単一細胞の RNAseq 解析で明らかになって
きており、そうすると標識された一部のβ細胞にも標識されていないβ細胞にも前駆細胞がある可能性を否定できず、単
に薄まらないことが前駆細胞の存在を否定しないと考えたからである。
辺縁部のβ細胞はインスリンは産生しているが成熟したβ細胞に見られる Glut2 などを発現せず血液中のグルコース濃
度感受性をまだ確立していない未熟な β 細胞である。しかし辺縁部のβ細胞のみで発現する遺伝子が同定されていないた
め細胞系譜解析ができないことから辺縁部のβ細胞が成熟した β 細胞に分化するかどうかについては証明されていない。
そこで我々は、辺縁部の細胞選択的に遺伝子導入可能な方法を開発することにした。しかもラットインスリンプロモータ
ー(Rip)-Cre プラスミッドベクターを Rosa26R-YFP マウスの膵臓に導入することにより辺縁部のβ細胞を選択的に標識し
て系譜を追跡することができる。
我々は辺縁部のβ細胞が、時間経過と共に膵島中核部を構成する成熟したβ細胞に分化することを示唆する結果を得て
いる。
また、
Rosa26R-YFP と Pdx1-flox を両方導入されたマウス膵臓に同じ Rip-Cre プラスミッドを電気穿孔法で導入して Pdx1
の発現を低下または欠失させると β 細胞の減少と同時に α 細胞（膵尾部の場合）または PP 細胞（膵頭部の場合）の増
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加が見られ、辺縁部のβ細胞から α 細胞（膵尾部の場合）または PP 細胞（膵頭部の場合）への分化が示唆された。Pdx1
は糖尿病モデルマウスの膵臓でも発現が低下することが我々の研究でも明らかになっており、高血糖 And/Or Pdx1 の発
現低下が辺縁部のβ細胞から α 細胞または PP 細胞へ分化させる可能性が示唆された。
Ⅲ ハイパーサーミアは、化学療法や放射線療法との併用で、抗腫瘍効果を増強させると期待されている。しかし、熱
刺激によって誘導されるhsp70、hsp90などのheat shock protein（hsp）は、がん増殖や細胞遊走促進などのがん進展
作用があり（Cancers 3: 1158-81, 2011）
、ハイパーサーミアの作用機序には未だ不明な点が多い。
我々は、hspの一種、Fam107B（HITS）の研究を進めている。この分子は、多くのhspと異なりがん進展に伴い発現減少し、
がん進展に抑制的に働くユニークなhspと考えられる（Int J Oncol 37: 583-93, 2010、Int J Oncol 4: 1347-57, 2014）
。
これまでの研究から、ハイパーサーミアを想定した大腸がん細胞HCT-116へのヒートショック刺激では、Fam107Bの発現上
昇によりGSK3β、S9残基のリン酸化上昇が起こり、これが細胞遊走を抑制していることが示唆された。Fam107Bは、ハイパ
ーサーミアの際のhspによるがん進展作用を、GSK3βリン酸化を介して抑制していると考えられる。HCT-116へのヒートシ
ョックでは熱刺激後（HS）24h-30hにGSK3β、Ser９のリン酸化が観察された。B. Fam107Bに対するstealth RNAを導入後、
熱刺激を与えたHCT-116へのScratch AssayではRNAiによる細胞遊走促進が観察された。GSK3βのリン酸化によるがん抑制
作用には未だ不明な点が多く（Clin Cancer Res 23: 1891–97, 2017）
、本研究により詳細な解析が必要である。我々はFam107B
はGSK3βのS9リン酸化を促進させるが、Y216には影響しない点に着目している。最近の研究によれば、kenpaullone（GSK3
β、CDKs阻害剤）はglioblastoma幹細胞において、GSK３βのY216リン酸化を抑制し、これがtemozolomide（膠芽腫の標準
的抗がん剤）との併用によりglioblastoma進展を効果的に阻止することが示された（Sci Rep 9: 100492019）
。この結果を
勘案すると、GSK３βのY216リン酸化に影響を与えないFam107Bによるがん進展抑制にkenpaullone（単独あるいは
temozolomideとの併用）の効果を加えれば、より効果的ながん抑制が期待できる。我々は、この点に着目し、大腸がんと
glioblastomaの双方で、ハイパーサーミアと上記阻害剤併用によるがん抑制作用について今後は研究を進めたい。
glioblastoma解析の際は、神経系組織で高発現するFam107Aについても今後は研究対象とする（中尾、小泉）
。
3-4.自己評価と次年度計画
Ⅰ～Ⅲは、埼玉医大発の非常に有望なプロジェクトであり、今年度の研究により今後の方向性が見えてきたと言う点
で非常に成果があり、成果の一部は論文として公表することができた。次年度は、新規研究法の開発に関する特許申
請手続きを完了し、医学部 3 年生井上 勇（医学部 2 年生）を主著者とする論文を含めた二つの論文を発表するべく
全力を挙げる。

４．診療
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
該当なし
＜神経科学グループ＞
該当なし

５．その他
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本医学教育学会編集委員会委員（椎橋）
、動物心理学研究編集委員（菅）
、
Reviewer editor for Frontier in Behavioral Neuroscience（菅）
、
Frontier in Behavioral Neuroscience 1 件（菅）
、Ornithological Science 1 件(菅)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本生理学会評議員（渡辺、椎橋、中平、伊丹、田丸、菅、金子、三輪）、日本生理学会理事（渡辺）、日本生理学会教
育委員会委員（椎橋）、日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員（椎橋）、日本医学教育学会評議員（椎
橋）
、日本医学教育学会理事（椎橋）
、日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会委員長（椎橋）
、日本医学教育学会医
学教育専門家認定制度委員会委員（椎橋）、日本医学教育学会学習者評価委員会委員（椎橋）、日本医学教育評価機構調
査・解析委員会委員長（椎橋）
、日本医学教育評価機構企画運営部会部会員（椎橋）
、日本医学教育評価機構評価委員（椎
橋）
、医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 事後評価解析小委員会委員（椎橋）
、医療系大学間共用試験実施評
価機構医学系 CBT 機構派遣監督者（椎橋）
、 群馬大学医学部カリキュラム評価委員会外部委員（椎橋）
、 東京大学客員
研究員(伊丹) 、日本動物心理学会理事（菅）
＜神経科学グループ＞
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5-1.自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2.学術誌、編集委員、査読委員の有無
frontiers in Physiology (Chronobiology)、Review Editor (池田)
5-3.その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本生理学会評議員（池田）
、日本神経化学会評議員（池田）
、日本時間生物学会評議員（池田）

６．業績
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書 ※10 件以内
論文
①Nagashima M, Miwa N, Hirasawa H, Katagiri Y, Takamatsu K, Morita M. Genome-wide DNA methylation analysis
in obese women predicts an epigenetic signature for future endometrial cancer. Sci Rep (2019).
②Kimura F, Itami C. A hypothetical model concerning how spike timing-dependent plasticity contributes to
the neural circuit formation and the initiation of critical period in barrel cortex. Journal of Neuroscience
39, 3784-3791, Viewpoints (2019).
学会発表
③橋爪 幹、伊藤 吏那、菅 理江 、北條 泰嗣、村越 隆之。実行順序を考慮した、恐怖条件付け記憶に対する急性断
眠ストレスの影響。第 42 回日本神経科学大会、新潟、2019、7 月
④種田佳紀、 菅理江 。ワークショップ形式による生命倫理教育の効果に修学年次が与える影響の質的検討。第 51 回
日本医学教育学会大会、京都、2019、7 月
⑤佐藤寛栄 、花上まゆ、高松研、三輪尚史 。卵丘細胞を介するダイカルシンの妊孕能調節作用 第 97 回日本生理学
会大会 ポスター発表 別府市（誌上開催）
、2020、3 月
⑥三輪尚史 、佐藤寛栄 、齋藤良平、花上まゆ。新規マウス卵巣癌転移抑制因子の機能解析 第 97 回日本生理学会大
会 ポスター発表 別府市（誌上開催）
、2020、3 月
【総数：論文 2 件、学会発表 7 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
三輪尚史（研究代表者）
：科学研究費補助金基盤研究(C)「卵周囲構造制御を介する受精調節機構の分子解析」
伊丹千晶（分担研究者）
：科学研究費補助金基盤研究(C)「スパイクタイミング依存性可塑性が発達期神経回路形成に果
たす役割の解明」
伊丹千晶（研究代表者）: 小児医学研究助成(公益財団法人母子健康協会)「発達期の可塑性と臨界期メカニズムの解明」
伊丹千晶（研究代表者)：埼玉医科大学 2019 年度学内グラント「発達期経験依存的受容野可塑性におけるカンナビノイ
ドの役割」
菅理江（研究代表者）
：科学研究費補助金基盤研究(C)「初期学習における記憶の固定化と並行処理メカニズムの解明」
菅理江（研究代表者）
：科学研究費補助金基盤研究(C)「初期学習における記憶の固定化のトリガーを探る」
田丸文信(研究代表者)：埼玉医科大学 2019 年度学内グラント「正常シナプスの構築と TRPM1/RGS/GPR173 カスケード
との関連」
田丸文信（研究分担者）
：科学研究費補助金基盤研究(C)「多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を回する精子機能の解明」
青葉香代（研究代表者）2019 年度埼玉医科大学研究マインド支援グラント「上皮の分化を規定する因子の探索」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
＜神経科学グループ＞
6-1．論文・学会発表・著書 ※10 件以内
論文・紀要・著著：
⑦ Higashi M,Yoneda M,Nakagawa T,Ikeda M,Ito T:
miR-222 regulates proliferation of primary mouse hepatocytes in vitro
Biochem Biophys Res Commun,511 (3),644-649,2019
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学会発表
⑧ Megumi KUMAGAI,Ken-ichi FUJITA,Yoshihiro NAKAJIMA,Masaaki IKEDA:
The use of molecularly targeted drugs in cancer chronotherapy
EBRS (XVI EUROPEAN BIOLOGICAL RHYTHMS SOCIETY CONGRESS) 2019,25–29,August 2019,Lyon,France
⑨ 井上勇 :
膵島β細胞への電気裂孔遺伝子導入法の開発と糖尿病発症機構の解明
第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム、2019 年 9 月 14 日、口頭発表、埼玉医科大学
著書
⑩ 塩尻信義、弥益恭、加藤容子、中尾啓子 （共編・共著）
発生生物学〜基礎から応用への展開〜、培風館、2019 年 4 月
【総数：論文 2 件、総論

0 件、学会発表 6 件、著書・翻訳

1 件、 講演 0 件】

6-2.獲得研究費
① 池田正明（研究分担者）
平成 31 年度

科学研究費

基盤研究（B）
「ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制御メカニズム」

② 中尾啓子（研究分担者）
平成 31 年度 科学研究費 基盤研究（C）
「新規 β 細胞起源の探索ーPPY 細胞の細胞系譜制御機構の解明」
③ 中尾啓子（研究代表者）
平成 31 年度 群馬大学生体調節研究所 共同拠点研究
膵臓 β 細胞への電気穿孔遺伝子導入法の開発と糖尿病発症機構の解明
④ 中尾啓子（研究分担者）
平成 31 年度 金沢大学がん進展制御研究所 共同拠点研究
抑制分子 Fam107B による、新たな GSK3β 機能調節系路の探求
⑤ 中尾啓子（研究代表者）
平成 31 年度 研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金
糖尿病の新規治療法の開発に挑む！
⑥ 中尾啓子（研究代表者）
平成 31 年度 研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金
ネイティブスピーカーの研究者と一緒に「Science English（科学英語）
」を学ぼう！
6-3.受賞
該当なし
6-4.特許、実用新案
該当なし
6-5.学会、研究会、セミナー等の開催実績
① 糸川昌成副所長（東京都医学総合研究所）神経科学セミナー「臨床家が研究をする理由－ 分子生物学者がみた心
の医学 －」企画・司会（池田）、2019.5.20
② 西村 渉教授（国際医療福祉大学医学部分子生物学） 卒後教育委員会 後援学術集会 「膵 β 細胞特異的に抑
制されている遺伝⼦の解析から糖尿病発症のメカニズムに迫る」 企画・司会（池田）
、2019.6.17
③Todd Gorman 博士（国立遺伝学研究所）
「遺伝研メソッドによる科学プレゼンテーション講習会」 企画・司会（中
尾）
、2019.7 月 18-19 日
④ 服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）神経科学セミナー「パーキンソン病発症メカニズム」 企画・司会
（池田）
、2019.9.30
⑤ 内匠 透チームリーダー/教授（理化学研究所神経科学研究センター・精神生物学研究チーム/神戸大学大学院医
学研究科）神経科学セミナー「リズム・スリープ・レジリエンス」 企画・司会（池田）
、2019.11.25
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⑥ 朝倉淳准教授（ミネソタ大学医学部 幹細胞研究所 筋ジストロフィーセンター 神経科学セミナー｢幹細胞ニ
ッチとリプログラミングとサーカディアンリズムによる筋再生の調節｣）企画・司会(中尾)、2019.12.2
⑦ 北澤 潤所長（厚生労働省横浜検疫所）卒後教育委員会主催 学術集会「今後の診療報酬制度について」 企画（池
田）
・司会（織田病院長）
、2019.12.23

７．自己点検・評価
＜感覚・神経・行動生理学グループ＞
7－1. 今年度の点検・評価結果
【卒前教育】
講義・実習において、各教員の努力はみられ、その結果アンケート調査においても良好な結果を得た。また、課外プロに
おける補修プログラムにおいても学生を受け入れ、当該学生の修得向上に一定程度の効果をあげた。以上より、学部生の
履修内容の到達において、一定程度の効果を上げられたと考えられる。
【大学院教育】
大学院生１名の研究において、堅実に成果を得られている。今後も期待できることから、着実に効果を上げていると考え
られる。
7－2．次年度の改善計画
【卒前教育】
目標に向かって進んだが、意欲の高い学生達の意欲・好奇心を一層刺激することと、受動的な学生の意欲を刺激すること、
については引き続きの課題である。
【大学院教育】
大学院生の研究進行過程において、適宜適切な研究指導をすることにより、更なる研究スキル・研究マインド向上に資す
ることを狙う。また、大学院講義において、学生の意欲・好奇心をもっと刺激することが今後の課題と言える。
＜神経科学グループ＞
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育においては、3 年生以降で学ぶ臨床医学の基盤となる生理学教育に加えて、研究マインドの涵養にも重点を置い
て課外プログラム、医科学の探索、などに積極的に取り組んだ。
中尾が担当した課外学習プロに参加した学生の中から二名が研究医養成プログラムを履修することになったことは、
我々の研究マインド涵養の方針が正しい方向を向いていることの表れであるので､今後もさらに発展させていきたい。
7－2．次年度の改善計画
研究成果に関しては研究方法を特許申請準備中のため、学会発表を控えている状況であるが、論文投稿と合わせて次
年度中に実現するべく最善を尽くす。
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4．生化学
１.構成員
村越 隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：教授：運営責任者：教育副主任：研究副主任：代表指導教員 (大学院)：中枢神経の生理生化学：
博士
小谷 典弘（KOTANI, Norihiro）
：准教授：研究主任：指導教員 (大学院)：生化学・分子生物学・細胞生物学：博士
河井 信一郎（KAWAI, Shinichiro）: 准教授：兼担 (総合医療センター眼科): 代表指導教員 (大学院)：網膜神経細胞の老化とアポ
トーシス：博士
魚住 尚紀（UOZUMI, Naonori）
：准教授：教育主任：指導教員 (大学院)：生化学・分子免疫学：博士
荒木 智之（ARAKI, Tomoyuki）
：講師：研究員：指導教員 (大学院)：生化学・分子生物学：博士
中野 貴成（NAKANO, Takanari)：講師：研究員：指導教員 (大学院)：生化学・分子生物学：博士
北條 泰嗣（HOJO, Yasushi)：助教：研究員：大学院教員(大学院)：博士
橋爪 幹（HASHIZUME, Miki）：助教：研究員：大学院教員(大学院)：博士
伊藤 吏那（ITO, Rina） : 助手
平尾 鮎美（HIRAO, Ayumi）
：実験助手

２. 教育
2-1. 目的･目標
卒前教育
６年一貫教育を柱とする本学医学部の卒前教育において、生化学科は主として医学・生物学の基礎となる細胞生物学と、基礎医学の主
要分野の１つである代謝・消化器・血液系（エネルギー系ユニット）を受け持ち、基礎から臨床医学へと進む際の橋渡しとなるべき教育
を担っている。 学生が講義を通じて、生体の構造や生体分子機能、及びヒトがもつ正常な代謝機能・エネルギー産生機構についての正
確な知識を得る事、またその過程で自ら学習する態度を身につけるよう指導に努めている。 また、実習や演習を通じて観察力・科学的
思考能力を養い、考察力及び批判力を交えて成果を発表できることを目標としている。
卒後教育
担当なし
大学院教育
講義や実験指導、討論を通じて科学的思考能力を養い、考察力及び批判力を交えて研究成果を発表できることを目標としている。
2-2. 教育内容（担当者）
卒前教育
魚住が生理学渡辺教授より引き継いで、医学教育センター医学部領域卒前医学教育部門カリキュラム室室長を拝命した。
１年生の「医科学への道すじ」コースでは、
「医科学入門１」を荒木、橋爪、北條が、
「医科学入門 3」を魚住が担当し、また「医科学
の探索」では魚住がユニットディレクターを務め、テュータを小谷、魚住、北條が担当した。
「細胞生物学」コースでは、小谷がコース
ディレクターおよび第２ユニットのユニットディレクター、村越がコースディレクター補佐を務めた。第１ユニットでは、講義として小
谷が 1 コマ担当した。第２ユニットでは、講義として村越が 1 コマ、小谷が 10 コマ、魚住が 4 コマ、中野が 7 コマ、北條が 5 コマを担
当し、演習として村越、小谷、魚住、中野、北條が参加し 2 コマを担当した。ユニットの最初のコマには第１ユニットの学習内容を確認
することを目的とした確認テストを実施した。また、確認テストの点数を基に補習が必要な学生およびそれ以外の学生でクラス分けし、
一部の講義をそれぞれのクラス別に実施した。さらに、口頭試問を小谷、中野、荒木、北條で 1 日実施した。第３ユニットでは魚住が３
コマ、荒木が５コマの講義を担当した。さらに「細胞生物学実習」では、中野がユニットディレクターを務め、荒木がユニットディレク
ター補佐を担当した。実習５日分を村越、小谷、魚住、荒木、中野、北條、橋爪、伊藤、平尾の９名で受け持った。
「人体の基礎科学コ
ース」では、コースディレクターを村越、コースディレクター補佐を魚住が務め、第 1 ユニットで村越、中野が講義を 2 コマ、小谷が講
義を 1 コマ、第 2 ユニットで魚住が講義を 1 コマ担当した。
「臨床推論」ユニットでは、小谷がテュータを担当した。1、２年生共通の選
択必修ユニットでは、村越がユニットディレクターを務め、サブユニット「
（神経倫理）答えのない医学２」を村越が、サブユニット「進
化から読み解く病の起源」を中野が担当した。思考と表現ユニット、深遠な理解の１班を村越、中野が担当した。
２年生の「人体の構造と機能２」コースでは村越がコースディレクターを務めた。
「エネルギー系」ユニットでは、魚住がユニットデ
ィレクター、中野がユニットディレクター補佐を務め、村越が 4 コマの講義、小谷が 4 コマ、魚住が９コマと口頭試問２日、中野が２
コマと口頭試問２日、荒木が 3 コマの講義を担当した。村越、小谷、荒木、魚住、中野、北條、橋爪が「まとめと演習」を計 20 コマ担
当した。また、
「調節系」ユニットで村越が４コマ、小谷が１コマ、魚住が２コマ、荒木が４コマの講義を担当した。
「情報系」ユニット
で村越が５コマの講義を分担した。村越が調節系ユニットの口頭試問を２日間担当した。
「物質系実習」では、荒木がユニットディレク
ターを務め、５日間の実習を村越、小谷、魚住、荒木、中野、北條、橋爪、伊藤、平尾の９名で受け持った。
「医学英語２」では、村越、
中野がそれぞれ２コマずつ担当した。
その他、学生アドバイザーを村越、小谷、魚住、荒木、中野が担当した。夏期・通年プログラムにおいては、村越、橋爪、北條、伊藤
が 7 名、小谷が 1 名、荒木が３名、魚住が実習型プログラムで 1 名、補習プログラムで 9 名を指導した。村越、北條、橋爪、伊藤が保
健医療学部卒業研究生 2 名を指導した。
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卒後教育
担当なし
大学院教育
村越が大学院医学研究科博士課程学生、魚住、中野が医学研究科博士課程 実用実験医学特別講義、への講義を行った。毛呂病院看護
専門学校の第一学科は北條が８コマ、小谷が７コマ、第二学科の代謝栄養学 (生化学分野)については、橋爪が７コマの講義を担当した。
2-3. 達成度
卒前教育
教室全体の教育における卒前教育の達成度は、約 90％といったところであろう。
卒後教育
担当なし
大学院教育
教室全体の教育における大学院教育の達成度は、約 90％といったところであろう。
2-4. 自己評価と次年度計画
卒前教育
講義、実習ともに全教室員がそれぞれの役割を十分に認識し、相互に情報を交換・共有しながら教育にあたっている。実習に関しては、
教室会議において毎回議論を行い、効果の高い実習項目を優先して内容の変更等を実施した。また、従来どおり学生からの意見を取り入
れつつ評価の改善を目指している。これらの改善により、その効果は年々現れつつあり、学生の満足度などの手応えを感じている。 特
にレポートの指導には力を入れており、提出後に入念なチェックと返還、一定水準に達しないものには再提出を求めている。一方十分な
内容に達した者には賞を与え、学年全体に対してより高いレベルを目指すようにとのメッセージを与えている。
大学院教育
講義や特別演習においては、それぞれの役割を十分に認識し、相互に情報を交換・共有しながら教育にあたっている。本年度、助手の
平尾が医科学専攻（修士課程）に入学した。社会人大学院生としての研究課題を与え、研究指導をおこなう。

３. 研究
3-1. 目的・目標
基礎医学的および臨床応用可能な生化学研究として、中枢神経、脂質代謝、免疫応答機構、創薬研究など、様々な分野からのアプロー
チを行っている。
3-2. 研究グループ(研究プロジェクト)
1. ストレス応答時の大脳辺縁系のリモデリング機構（研究員：村越、北條、橋爪、伊藤）
2. 細胞膜上分子間相互作用の機能解析（研究員：小谷）
3. 自然免疫受容体 TLR の活性化機構の生化学・分子生物学的解明（研究員：魚住）
4. オミックス解析に基づくがん分子標的薬の開発（研究員：荒木）
5. 腸管脂質吸収機構の解明（研究員：中野）
3-3. 研究内容と達成度
上記の個々の研究グループにおける個別の研究テーマでの研究の進展は元より、互いの知識や技術を持ち寄って構成された共通の研
究テーマを遂行する段階にある。脂質代謝や免疫系、抗がん剤の薬理と中枢神経薬理、分子生物学を組み合わせた、本学科特有の研究を
実施していく。
1. 様々な心身精神疾患において辺縁系の神経回路-シナプスの可塑的変化が起こることが知られており、病態解明と予防治療戦略の策
定が期待されている。我々は種々精神疾患の病態モデルとしてストレス負荷後の動物行動やシナプス変化を解析している。具体的に
は拘束あるいは断眠ストレス処置後のマウスから前部帯状回および扁桃体を含む脳スライス標本を作成し神経回路が発生する律動
的（オシレーション）活動の変化を電気生理・薬理学的に解析している。中でも各種ストレス負荷の共通作用解析を目的として、グ
ルココルチコイドを投与したマウスを用い、in vitro 前部帯状回スライス標本でのカイニン酸誘発オシレーションのドーパミン調節
を解析し、行動学的異常との相関を求めたところ、興味深い新知見を見出しつつある。
2. 抗体医薬は次世代の医薬品として、特に悪性新生物に対する治療効果が期待されている。しかし、その標的抗原の探索は年々難しく
なっており、全く新しいコンセプトによる標的抗原探索が必要とされている。本研究では、がん細胞特異的な細胞膜上 2 分子会合体
を標的として抗体医薬を創薬するシステムの開発を目指している。また、この 2 分子会合体をがん診断（リキッドバイオプシー）に
使用するための研究も実施している。
3. Toll-like Receptor (TLR)は、病原体構成成分を感知して自然免疫系を活性化する生体防御の受容体であり、今日では生体恒常性にも重
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要であることが知られている。細胞内情報伝達経路や、生体での機能解析の研究は進展したが、受容体活性化機序には未解明課題が
いくつも残されている。現在、１）TLR が活性化型に変換される機序、２）活性化 TLR が細胞内情報伝達分子と複合体形成する機
序を、生化学・分子生物学的手法を駆使して解析・解明を進めている。こうした研究を通して、生体レベルでの TLR・自然免疫系の
活性化水準の検出や人為的介入調節が可能となると考えられる。
4. 遺伝子発現（トランスクリプトーム）
、タンパク質の構造機能解析（プロテオーム）
、遺伝子多型（SNP）
、代謝産物解析（メタボロー
ム）等の網羅的分子情報解析から新規がん分子標的薬の開発と遺伝子マーカーの探索を行う。
5. 腸上皮細胞における脂質の再構築と輸送機構の解明を、細胞ならびにマウスを用いて検討している。脂質吸収の効率は食後高脂血症
と直接関連し、脂質サージによる脂肪蓄積、血管損傷や二次的な動脈硬化の進展を促進する。近年はコレステロールの新規動態解明
を進めてきた(Nakano et al (2019) Nutrients 11(2): 310; Nakano et al (2018). Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 63(2): 102-105; Nakano
et al (2016) PLoS ONE 11(3): e0152207)。今後は脂質センサーと考えられる SR-BI タンパク質分子の伝達経路と細胞内脂質再構築との
関連性について研究を進める予定である。本研究はメカニズム解明を通して、これら疾患の改善を目的とする。
3-4. 自己評価と次年度計画
神経科学の研究や分子生物学的研究について、論文や学会発表が行われている。さらに細胞生物学や分子生物学的技術を脳科学のテー
マに導入している内容についても、学会発表を準備する段階に達しつつあり、今後も研究の幅が広がることが期待される。また、学生教
育に対する研究活動については、通年・課外プロなどを通じて研究への興味を持ってもらう試みを続けており、学生による発表もこれま
で行ってきた。今後は、これらの内容に新しい試みを導入することも念頭に入れ、研究を教育面へ発展させる努力をしていきたい。

４. 診療
該当なし

5. その他
5-1. 自治体，政府関連委員の有無
日本アンチドーピング機構（村越 隆之）
5-2. 学術誌，編集委員，査読委員
該当なし
5-3. その他
該当なし

6. 業績
6-1. 論文・学会発表
①Kotani N, Yamaguchi A, Ohnishi T, Kuwahara R, Nakano T, Nakano Y, Ida Y, Murakoshi T, Honke K.
Proximity proteomics identifies cancer cell membrane cis-molecular complex as a potential cancer target.
Cancer Sci. 110 (8): 2607-2619 (2019).
②Hirasaki M, Mizuno Y, Ida Y, Murakoshi T, Okuda A, Kotani N.
Identification and characterization of splenic adherent cells forming densely-packed colonies.
Dev Growth Differ. 61(4): 283-293 (2019).
③Honke K, Miyagawa-Yamaguchi A, Kotani N.
Proximity Labeling: The EMARS Reaction for Proximity Labeling.
Methods Mol Biol. 2008: 1-12 (2019).
④橋爪幹、伊藤吏那、菅理江、北條泰嗣、村越隆之
実行順序を考慮した、恐怖条件付け記憶に対する急性断眠ストレスの影
第 42 回日本神経科学大会, 新潟 (2019)
⑤北條泰嗣, 川田真衣, 伊藤吏那, 橋爪幹, 中野貴成, 村越隆之
マウス前部帯状回皮質におけるグルココルチコイド受容体発現細胞の特定
第 42 回日本神経科学大会, 新潟（2019）
⑥小谷 典弘, 平崎 正孝, 水野 洋, 井田 唯, 村越 隆之, 奥田 晶彦
脾臓組織培養により出現するコロニー形成接着細胞の解析
第 42 回 日本分子生物学会年会, 博多 (2019)
⑦位田詩歩，小谷典弘，石川智大，増田裕紀，磯﨑勇志，湊元幹太，冨田昌弘
複数膜タンパク質を同時発現する組換え細胞の作製
日本生化学会中部支部例会, 名古屋(2019)
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⑧中野貴成, 青地英和, 平崎正孝, 竹中康浩, 藤田浩司, 田村勝, 相馬廣明, 小泉宇弘, 亀澤ー, 佐藤さわ子, 中野由佳, 永島雅文,
奥田晶彦, 村越隆之, 島田朗, 井上郁夫
PPARγ1 によるゲノム核内倍加制御と巨細胞および巨核球の分化
第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム, 埼玉(2019)
【総数：論文 2 件、学会発表 5 件、著書 1 件】
6-2．獲得研究費
①北條泰嗣：文部科学省 科研費 基盤研究（C)
急性ストレスが引き起こす帯状回シナプス変化とその分子メカニズムの解明：1,000 千円(代表)
②小谷典弘：文部科学省 科研費 基盤研究（C)
がん診断法への応用を企図した細胞外小胞上に発現する分子会合体の解析：1,300 千円(代表)
③荒木智之：文部科学省 科研費 基盤研究（C)
分子標的薬の開発を目的とした Rho paradox の解明：2,730 千円(代表)
④中野貴成：文部科学省 科研費 基盤研究（C)
PPARγ1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウス胎性致死の原因究明：1,200 千円(分担)
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案

該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

該当なし
７. 自己点検・評価
7-1．今年度の点検･評価結果
学部
当年度は、前述したように講義に関しては村越以下、准教授、講師を中心に分担し、実習はさらに教室員全員の参加でこなしている。
また、医科学の探索、臨床推論等、少人数演習教育には助教も参加し、成果を挙げている。教育の他の運営に於いても教室員全員が一致
団結してあたり、大学内でも突出した貢献度を達成していると自負している。
大学全体の業務には村越だけでなく、実験助手の上に秘書業務をこなす伊藤に加え、さらに平尾が新規採用され力強い戦力となってい
る。一方、カリキュラム室長である魚住、研究センター副部門長である小谷、等はさらに仕事量が増している。それ以外のメンバーもほ
ぼ総員がなんらかの教室運営に関与することで大学全体への貢献をしている。
大学院
大学院教育は従来通りの講義に貢献している。教室内での研究面では論文抄読会、プログレスレポートを中心とするミーティングを定
期的に開催し、教室員の相互理解や業務の効率的な遂行に役立てている。
7-2. 次年度の改善計画
学部
教室員には CD、UD、それらの補佐にも多く関わっているので、来年度もさらに学生の学修成果を客観的に見直し、マイルストーン上
の不足部分にターゲットを絞りカリキュラムを修正し、同時に各自の講義、実習指導に工夫を加えるなどして改善を図りたい。教室員が
卒前教育の主要なメンバーになりつつある現状から、生化学の一教室を超えて大学全体に貢献するとの意識を共有したいと期待してい
る。
本年は村越の赴任 10 年目にあたり、教室の体制はもはや安定期を過ぎむしろマンネリに陥らないかを警戒すべき時期に来ているとも
言える。咋年度より医学部長として、医学教育分野別認証評価受審準備をはじめ、大学全体の運営について格段の努力を払わなくてはな
らず、教育研究との並立が難しい状況ではあるが、教室員スタッフの協力と、大学事務、基礎系関係教室の方々との連携をいただいてな
んとか機能させてきた。 引き続き、今後も生産性、効率に優れ、尚且つ、風通しと居心地の良い教育研究環境を維持発展させたい。
大学院
今後大学院生が入学することも期待して、教室の研究テーマを整備したい。
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5．薬理学
１．構成員
丸山 敬 （MARUYAMA, Kei）
：教授：運営責任者、教育主任、研究副主任：代表指導教員（大学院）
：分子神経薬理学：博士
鈴木 正彦 （SUZUKI, Masahiko）
：保健医療学部客員教授（薬理学兼担）
：循環呼吸薬理学：博士（平成 31 年 4 月より）
淡路 健雄 （AWAJI, Takeo）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）
：分子画像解析学：博士
周防 諭 （SUO, Satoshi）
：講師：学位論文審査教員（大学院）
：博士
吉川 圭介 （YOSIKAWA, Keisuke）
：講師：学位論文審査教員（大学院）
：博士
栁下-姜 楠 （YAGISHITA-KYO, Nan）
：助教：博士
岩佐 健介 （IWASA, Kensuke）
：助手
山本 梓司 （YAMAMOTO, Shinji）
：保健医療学部助教（薬理学兼担）
（平成 30 年 4 月より）
：博士

２．教育
2-1. 目的･目標
＜卒前教育＞臨床医に必須な薬物療法の基礎の修得
＜卒後教育＞研究能力の習得／評価
＜大学院教育＞研究（実験）指導と研究能力の習得／評価
2-2. 教育内容（全教室員）
＜卒前教育＞全教室員が教育に関与している。薬理学教室の担当する教育内容は、1 年次の｢細胞生物学｣の分担（16 章「細胞の情報
伝達」
）
、
「医科学入門」
、
「人体の基礎科学 2（化学）
」
、
「医科学の探索」
、2 年次の｢薬理学総論および実習｣、3 年次「医学英語」
、4 年次、
6 年次の幾つかのユニットでの薬物療法の分担講義である。丸山は 2018 年 10 月に刊行した単著の FLASH 薬理学を刊行し、講義で使用
した。藤巻教授（脳外科）は最新の脳腫瘍の抗癌薬治療、佐々木康綱先生（前昭和医大教授、現武蔵野徳洲会病院オンコロジーセンタ
ー）は抗癌薬一般、井出教授（麻酔科）は局所麻酔薬の講義を行い、薬理学総論と臨床医学の融合を目指した。実習は 2 年生を対象と
して 15 時間で 3 項目を行った。3 日という短い実習時間で、精細な観察、充分な考察の上で論理的思考を経て結論を導く訓練となるよ
う心掛けた。平成 26 年度から、大学当局のご尽力により、新型マグヌス管実習システムと循環器系実習 MacLab システムに更新された。
効率良く実習を行うことができるようになった。臨床に直結した実習となるように努力している。鈴木正彦教授（保健医療学部／薬理
学兼担）も実習を担当した。外部スタッフの協力により実習を遂行することができた。鈴木正彦教授が指導教員となっている保健医療
学部 3，4 年生数名を預かり、卒業論文研究・実験指導を行った。
＜卒後教育＞学位審査を行った。丸山（副査 1 件）
、淡路（副査 3 件）
、吉川（副査 1 件）
＜大学院教育＞保健医療学部（薬理学兼担）鈴木正彦客員教授が指導教員となっていた修士課程学生 1 名は薬理学教室で研究を行い、
平成 26 年に修士取得後に医学部博士課程（薬理学）に進学した。平成 28 年度の学術振興会特別研究員 DC2 に採用された。平成 29 年度
に医学博士を取得し、平成 30 年度 4 月より保健医療学部助教に採用され、兼担助教として、医学部の教育にも大いに貢献している。本
年度は大学院学生は不在であるが、講義などで貢献できたと自負している.。
＜他大学教育＞
薬理学教員の不足により他教育機関からしばしば講義の要請がある。医療人育成としての社会貢献として、他大学の講義を積極的に
行うこととしている。


埼玉医療福祉会看護専門学校（旧毛呂病院看護専門学校）
：薬理学講義（淡路，吉川，栁下-姜，周防，岩佐）



上福岡高等看護学院：薬理学講義（淡路，吉川，栁下-姜，周防）



熊谷市医師会看護専門学校：生化学講義（吉川）



飯能看護専門学校：薬理学，生化学講義（吉川）



東京医療学院大学：臨床薬理学講義（丸山，淡路，鈴木）



東京理科大学薬学部：先端薬化学特論（吉川）
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群馬大学医学部：生化学講義，薬理学講義（丸山）



北里大学理学部：生物学講義（丸山）
2-3．達成度
＜卒前教育＞限られた時間と人員の条件下で最低限必要な知識を習得させている．
＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
＜大学院教育＞神経薬理学の基本を修得させることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞講義については、教員が専門領域以外も十分な準備をして一定の成果を得ることが出来た。臨床関連型実習の充実を引

き続き模索する。
＜卒後教育＞適切な学位審査ができたが、さらなる厳正な評価を目指す。
＜大学院教育＞博士 4 年生大学院生は基本的な知識と実験手技を習得し、学位を授与されて卒業した。平成 30 年 4 月から保健医療学
部助教に採用された。今後とも共同研究を継続しており、十分な成果と言える。大学院生不在であっても、講義などを通じて貢献を目
指す。

３．研究
3-1．目的・目標
いわゆるゲノム情報に基づく網羅的研究ではなく、いままでの概念を超える新たな研究分野の開拓を目標とする。そのため、効率的
ではないとの批判を甘受して、個人がその興味のままに、ある意味では外界の動向から独立して研究を進めることを原則とする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．アルツハイマー病の分子病態

栁下，丸山

b．脂肪酸受容体の薬理学的研究

淡路

c．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療

吉川，岩佐，山本

d．線虫の神経薬理学

周防

3-3．研究内容と達成度
a．アルツハイマー病の分子病態
アルツハイマー病では、脳内に顕著な蓄積が認められる２種類のタンパク質、アミロイド β タンパク質（Aβ）とタウとが、その発症
に関与していると考えられている。当研究室では、2 つのタンパク質について基礎的な研究を実施している。特に、睡眠時無呼吸症候群
のモデルである間欠的低酸素負荷に着目し、このモデルが、加齢と共通性の高い遺伝子発現変化を起こすこと、タウのリン酸化を亢進
させることを明らかにした。この当研究室で開発したリン酸化タウ亢進モデルについては、昨年度に論文として発表し、注目を集めて
いる。また、本論文内で用いた網羅的遺伝子解析は共同研究者らの協力により、アルツハイマー病研究に限らず、スタンダードな解析
法になる可能性がある。データベース検索を併用することで、得られた解析結果を生物学的観点から解釈できるようなった。さらに、
ヒトに近い老化を示すと言われている齧歯類デグーO. degus の脳を入手し、Aβ やタウの検出を試みた。デグーへの間欠的低酸素負荷を
計画している。
b．脂肪酸受容体の薬理学的研究
京都大学と共同で新規クローニングした不飽和脂肪酸受容体の薬理学的特性の研究ならびに、メタボリック症候群を含む代謝疾患理
解のため、細胞レベルでの機能解析を行っている。この研究の延長として新規メタボリック症候群治療薬の新規開発を目指し、シード
化合物のスクリーニングを行っている。同時にメタボリック症候群・肥満の発症に関わる不飽和脂肪酸受容体の生理機能を明らかにす
るために京都大学と共同でノックアウトマウスおよびトランスジェニックマウスの解析を行っている。発現変化を客観的に評価するた
めに、新たな網羅的解析を開発している。また、生殖機能における不飽和脂肪酸受容体の機能の解明のため、本学産婦人科・生理学教
室と共同研究を遂行中である。
c．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療
脂質メディエーターはそれぞれが特異的な受容体に結合し生理活性を発揮し創薬の重要なターゲットである。脂質メディエーターの
神経変性疾患における詳細な生理活性を解明し、薬理学的治療に応用することを目的としている。また食餌性肥満と神経変性疾患に関
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する研究（京都大学薬学研究科との共同研究）
、多発性硬化症の脂質メディエーター生理活性制御による治療（お茶の水女子大学との共
同研究）
、天然生理活性成分を用いたアミロイドタンパク質クリアランス促進によるアルツハイマー病治療戦略（九州大学農学部との共
同研究）の研究を進めている。
d．線虫の神経薬理学
ドーパミンなどのアミンは運動や感情の制御に関わる重要な神経伝達物質である。研究上の様々な利点を持つモデル生物である線虫
C. elegans を用いて、アミンの働きを分子・細胞レベルで解析している。カルシウムイメージングなど可視化解析により、アミン受容体
が生体内でどのようなシグナル伝達を研究している。さらに、アミン神経伝達物質がどのように動物の行動を制御しているかを解明す
るために研究を進めている。

3-4．自己評価と次年度計画
ノックアウトマウスの解析という動物レベルでの生理機構から、アミロイド代謝やシグナル伝達という細胞レベルの観点と幅広い薬
理学の分野と対象として研究を行っている。残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成果は得られていないが、生物学的医
学を踏まえた幅広い観点から医学系授業を行うことができよう、今後とも各個人の興味を尊重した研究活動を遂行する。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読：
丸山 International Journal of Molecular Sciences（7 件）
、Scientific Reports（1 件）
、Journal of Alzheimer's Disease（1 件）
、iScience（1 件）
、
Brain Research Bulletin（1 件）
、Journal of Neuroinflammation（1 件）
、Clinical Immunology（1 件）
、Molecules（1 件）
、Ploymers（1
件）
、Cells（1 件）
吉川 Clinical immunology（1 件）
、Cells（1 件）
、Journal of Neuroscience method（1 件）
、International immunopharmacology（1 件）
、FASEB
journal（1 件）
、Endocrine, Metabolic & Immune Disorders（1 件）
、Life Sciences１（1 件）
周防

Neuroscience Research （1 件）
、Biophysics and Physicobiology（1 件）

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表
【総数：論文 1 編、学会発表 8 編、著作 2 編】
①

Suo, S., Harada, K., Matsuda, S., Kyo, K., Wang, M., Maruyama, K., Awaji, T., Tsuboi, T. Sexually Dimorphic Regulation of Behavioral States by
Dopamine in Caenorhabditis elegans. J. Neurosci. 39, 4668-4683. (2019)

②

Suo, S., Harada, K., Matsuda, S., Kyo, K., Wang, M., Maruyama, K., Awaji, T., Tsuboi, T. Sexually dimorphic dopaminergic signaling regulates
behavioral states of C. elegans. International C. elegans Meeting (Los Angeles, California, U.S.A.)（2019 年 6 月）

③

Yamamoto S, Iwasa K, Gotoh M, Maruyama K, Murofushi K, Yoshikawa K ．Cyclic phosphatidic acid derivative is a novel drug candidate for
multiple sclerosis，7th China-Japan joint meeting of basic and clinical pharmacology（Young Scientists Presentation）
（昆明、中華人民共和国）
（2019 年 8 月）
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④

遺伝子改変によらないアルツハイマー病モデル・デグー．柳下‐姜楠、蜜澤千春、小杉山捷、上北朋子、丸山敬、 伊海結貴、 篠
原明男、 越本知大、柳下聡介．第 92 回日本生化学会大会（横浜）
（2019 年 9 月）

⑤

柳下-姜楠、上北朋子、 伊海結貴、 篠原明男、 越本知大、 柳下聡介、 丸山敬．高度な社会性を有する齧歯類 O.degus の遺伝情
報を用いた新たな自閉症スペクトラム障害発症メカニズムの解明．第 42 回分子生物学会年会シンポジウム（福岡）
（2019 年 12 月）

⑥

周防 諭、原田 一貴、松田 翔吾、姜興起、王 旻、丸山 敬、淡路 健雄、坪井 貴司．ドーパミンは線虫 C. elegans の運動量の性差
を生み出す． Neuro2019 日本神経科学会大会（新潟）
（2019 年 7 月）

⑦

阿部琴絵、岩佐健介、浅井将、丸山敬、清水邦義、吉川圭介．記憶学習およびアミロイドβタンパク質に対する森林由来天然資源
の効果．第 29 回神経行動薬理若手の集い（横浜）
（2020 年 3 月）

⑧

酒本千誠、山本梓司、岩佐健介、丸山敬、清水邦義、吉川圭介．ウルソール酸の脱髄抑制効果．第 29 回神経行動薬理若手の集い
（横浜）
（2020 年 3 月）

⑨

武田乃ノ佳、山本梓司、岩佐健介、丸山敬、清水邦義、吉川圭介．脱髄モデルマウスにおける食用キノコの脱髄抑制効果．第 29
回神経行動薬理若手の集い（横浜）
（2020 年 3 月）

⑩

丸山敬．日経サイエンス Book Review 特集．日経サイエンス 2019 年 12 月号

6-2．獲得研究費
2019 年度丸木記念特別賞

I.

2019～2020 年度

多発性硬化症治療への生理活性脂質の応用（直接経費 2,000 千円）
（研

究代表者：吉川）
科研費 基盤研究（C）2018 年度～2020 年度 消化管の脂質センサーを起点とした腸脳相関と作用点とした神経疾患治療への応用

II.

（直接経費 3,400 千円、間接経費 900 千円）
（研究代表者：吉川）
III.

科研費 若手研究 2018 年度～2020 年度 認知症予防に向けた腸管脂質センサーと神経発達における腸脳相関解明（直接経費
3,300 千円、間接経費 990 千円）
（研究代表者：岩佐）

IV.

日本学術振興会 研究活動スタート支援（18H06111、 19K21229）2018 年度～2019 年度 環状ホスファチジン酸類縁体を用いた
多発性硬化症の新規治療薬開発（総研究費 1,560 千円、直接経費 1,200 千円）
（研究代表者：山本）

V.

科研費 基盤研究（C）行動制御の性差を生み出す神経メカニズムの解明 2019 年度 : 1,430 千円 （直接経費 : 1,100 千円、間接経
費 : 330 千円） （研究代表者：周防）

VI.

科研費 基盤研究（C） 社会的行動に障害をきたす認知症の発症メカニズムの解明 2018～2020 年度：4,420 千円（間接経費：
1,020 千円）
（研究代表者：丸山）

VII. 科研費 若手研究 テストステロンによるシナプス結合制御からみる自閉症の発症分子機序の探索 2018 年度：1,690 千円（直接
経費：1,300 千円、間接経費：390 千円）
（研究代表者：栁下-姜）
VIII. 科研費 基盤研究（C） 多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解明 2018 年度 : 3,250 千円 （直接経費 : 2,500 千
円、間接経費 : 750 千円） （研究代表者：淡路）

6-3．受賞
1.

吉川：優秀発表賞 7th China-Japan joint meeting of basic and clinical pharmacology（Young Scientists Presentation）2019 年 8 月 3～6 日（昆
明、中華人民共和国）

2.

吉川：2019 年度丸木記念特別賞

6-4．特許，実用新案
該当無し

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
開催せず
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７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
学部教育に関しては、単なる国家試験対策ではなく、疑問や問題に遭遇したときに、自分で調べて解決する能動的な能力を身につけ
ることを目標とした。ある程度は、活気ある講義や実習ができたと自負している。単に「楽しい」講義ではなく、卒業後も有用な講義
をさらに考えていきたい。実習項目のブラッシュアップを引き続き行っている。令和 2 年度はさらに積極的に課外教育に取り組む。ま
た、CBT や医師国家試験の出題傾向にも十分に配慮していく。丸山は FLASH 薬理学とイラストレイテッド生化学（監修・翻訳）を本学
および他学での講義で使用し、学生から評価を得ている。
大学院教育については大きな問題はなかったと考えられる。
研究に関しては、大規模研究のような画期的な進歩をもたらす成果は残念ながら得られていないが、それぞれ独創的なテーマで基礎
研究を行っている。
（1）神経変性疾患治療薬開発研究として AMED 創薬支援プログラムを遂行している。
（2）脂肪酸受容体や脂質性情
報伝達因子の研究に関しては、近年話題になっているメタボリックシンドローム関連治療薬につながる成果が出ており、京都大学、東
京大学、お茶の水大学、九州大学などとの共同研究が進展している。脂質受容体ノックアウトマウスを多面的に解析している。
（3）自
然老化動物として注目されているチリ原産齧歯類デグーの解析を行っている。本年度は論文発表は学会報告は例年よりもやや低調、獲
得研究費は平年並と反省している。
7-2．次年度の改善計画
2020 年度はさらに研究が発展するように努力する。競争的研究費についても、引き続き獲得の努力を継続する。
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6．病理学
１．構成員
佐々木 惇 (SASAKI，Atsushi):教授: 運営責任者：教育主任・研究副主任:代表指導教員（大学院）：神経病理学:
博士
山田 健人（YAMADA, Taketo）
：教授：研究主任：腫瘍病理学：博士
石澤 圭介 (ISHIZAWA，Keisuke):准教授(神経内科兼担):神経病理学:博士
市村 隆也 (ICHIMURA, Takaya):講師:外科病理学:博士
金 玲 (JIN, Ling):助教:外科病理学:博士
茅野 秀一(KAYANO, Hidekazu):教授(保健医療学部兼担):血液病理学:博士
小森 隆司 (KOMORI，Takashi):客員教授(東京都立神経病院):神経病理学:博士
塩田 敬 (SHIODA，Kei):非常勤講師:神経病理学:博士
渡辺 宏志 (WATANABE，Hiroshi):非常勤講師(保健医療学部):循環器病理学:博士
島田 哲也 (SHIMADA，Tetsuya):非常勤講師(国立埼玉病院科長):外科病理学
李 治平(JIHEI, Ri):非常勤講師(さいたま赤十字病院・病理診断科):博士
本間 琢 (HOMMA，Taku):客員講師(日本大学医学部):神経病理学:博士
本間 富夫 (HOMMA, Tomio):実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
永井 俊典 (NAGAI, Toshinori):実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
稲田 博輝 (INADA，Hiroki）:実験助手：臨床検査技師，病理学兼担，細胞検査士
須賀

晶子 (SUGA, Akiko):事務員

２．教育
2-1．目的･目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎.に、様々な疾病の原因、形成機序、形態学的特徴、転帰などについて教育
する。
病理学総論:臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ち・分類と病理形態学について教育する。
臓器別病理各論講義:それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する。
CPC 実習:病変の肉眼所見、組織所見の基礎を身に付け、疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める。
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 28 時間、実習 8 時間（担当：病理学、国際医療センター病理診断科及び総合医
療センター病理部教員）
〈3 年生〉
「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：神経 3 時間（佐々木、石澤）
、呼吸器 2 時間（清水禎）
、循環器 3 時間
（清水禎、百瀬、増田）
、消化器 6 時間（永田）
、血液 1 時間（田丸）
、腎・泌尿器 2 時間（増田）
、生殖器 2 時間（安
田）
、内分泌・代謝 1 時間（川崎）
、診療の基本 1 時間（茅野）
〈4 年生〉
「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：感覚器 2 時間（新井、茅野）
、皮膚・運動器 2 時間（藤野、新井）
、免
疫 1 時間（新井）
、医学英語 2 時間（佐々木）
、臨床推論実習 CPC 実習剖検例の症例解析 5 日間（教員全員）
、CCstep1
隔週(分担 教員全員 2020 年 1 月～3 月計 4 回)
〈5 年生〉BSL 隔週（分担、教員全員）計 16 回/年
〈6 年生〉医療総論 1 時間（茅野）
〈研修医〉Clinico Pathological Conference（CPC）年 11 回（分担、教員全員）

2-3．達成度
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して、病理学の講義・実習時間数は減少しているが、バーチャ
ルスライドを導入し，2 年生の病理総論は効率のよい講義と実習がほぼ実施できている。平成 22 年度からは従来のパ
ワーポイントから脱却し、平成 30 年度より｢標準病理学 第五版～六版・医学書院｣・｢法医学・福島弘文編・南山堂｣
を指定教科書とした。また、4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では、学生をスモールグループに分け、 各グループに対して
一人の教員がきめ細かく指導にあたった。 5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病理部で
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主に行い、毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり、各班あたり 1.5 日間と短いが、基礎医学的知識と臨床的知
識の統合的整理に有用と考えられ、満足度の高いものとなっている。研修医を主な対象とした学内 CPC も年 11 回行
われ、卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる。
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い、学生の理解の補助とした。実習では、終了時
に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い、学生の理解度の把握に努めた。4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では学
生をスモールグループに分け、各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたっている。また、研修医を主な対象と
する臨床病理検討会(学内 CPC)を年間 11 回開催し、卒後教育にも貢献している。次年度もより専門性が高く、充実度
の高いものとする予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床材料を用いて外科病理診断に役立つテーマを主体として取り組んでいる。
『神経病理学』
『腫瘍病理学』
『血液病理
学』が大きな柱となっている。神経病理では電顕検索と FISH 検索、血液病理では FISH 検索が頻回に行われている。
腫瘍病理では、がん細胞の増殖・浸潤・転移の分子基盤の解明からトランスレーショナル研究を経て、新規分子標的
療法の開発から臨床研究まで行っている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
神経・腫瘍・造血器の病理学的・分子生物学的研究
3-3．研究内容と達成度
各分野とも多方面にわたる病理学的研究を展開しており、業績にみる如く、成果をあげている。研究費補助金も取得
している。
3-4．自己評価と次年度計画
論文 13 件、学会発表 10 件、著書 2 冊の成果があり、活発な研究がなされたものと考えられる。次年度はさらなる
上積みを期している。

４．診療
約 8,600 件の外科病理診断、約 11,000 件の細胞診、40 例(院内 34 例：院外 6 例) の病理解剖を行い、臨床各科との
カンファレンスを行なっているなど、十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
【佐々木 惇】
Neuropathology : 編集委員 査読 2 件
Pathology International : 常任刊行委員 査読
BRAIN and NERVE : 論文審査委員
Brain Tumor Pathology ：編集委員 査読 3 件
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読委員

6件

【山田 健人】
Cancers：編集委員
Pathology International：編集委員
Bentham Science Publishers eBook：査読委員
International Journal of Molecular Science：査読委員
Cancers：査読委員 6 件
Cells：査読委員
Applied Science：査読委員
Frontiers in Cell and Developmental Biology：査読委員
【石澤 圭介】
Current Molecular Medicine：査読委員 1 件
International Journal of Ophthalmology & Vision Research：査読委員
Journal of International Medical Research：査読委員 1 件
Journal of Neuro-Oncology：査読委員 6 件
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1件

World Journal of Clinical Cases: 査読委員

2件

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
認定臨床研究審査委員会副委員長：山田 健人
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木

惇

日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木

惇

日本神経病理学会理事・将来計画委員会委員長：佐々木

惇

日本脳腫瘍病理学会常任理事・学術委員会委員長：佐々木

惇

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sasaki A, J Hirato, T Hirose, K Fukuoka, Y Kanemura, N Hashimoto, Y Kodama, K Ichimura, H Sakamoto, R
Nishikawa. Review of ependymomas: Assessment of consensus in pathological diagnosis and correlations with
genetic profiles and outcome. Brain Tumor Pathol 36:92-101, 2019
② Nishida H, Yamada T. Monoclonal antibody therapies in multiple myeloma: a challenge to develop novel targets.
Journal of Oncology 2019 Nov 3;2019:6084012. doi: 10.1155/2019/6084012.
③ Sasaki A, Hirato J, Inoue T, Kanemura Y, Kodama Y, Ichimura K, Sakamoto H, Nishikawa R. Review of
medulloblastomas for the assessment of genetic profiles and histology: Multicentric Japanese study. 95th
Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, INC (2019.6.8. Atlanta, USA) J Neuropathol
Exp Neurol 55:649, 2019 (abstracts)
④ Hatano R, Yamada T, Madokoro H, Otsuka H, Komiya E, Itoh T, Narita Y, Iwata S, Yamazaki H, Matsuoka S,
Dang NH, Morimoto C. evelopment of novel monoclonal antibodies with specific binding affinity for denatured
human CD26 in formalin-fixed paraffin-embedded and decalcified specimens.

PLoS ONE 06/2019;

14(6):e0218330. doi: 10.1371/journal.pone.0218330.
⑤ 政岡秀彦,稲田博輝,細沼沙紀,土居美枝子,金野美年子,金玲,市村隆也,石澤圭介,川崎朋範,長谷部孝裕,山田健人,
佐々木惇 悪性葉状腫瘍に発生した扁平上皮癌（いわゆる癌肉腫）の一例 日本臨床細胞学会 2019 年 11 月 17
日 岡山県
⑥ Hayashi M, Madokoro H, Yamada K, Nishida H, Morimoto C, Sakamoto M, Yanagawa H, Yamada T. Novel
antibody-drug conjugate with anti-CD26 humanized monoclonal antibody and transcription factor IIH (TFIIH)
inhibitor, triptolide, inhibits tumor rrowth via impairing mRNA synthesis. Cancers 2019, 11, 1138;
doi:10.3390/cancers11081138
山田 健人、坂元 亨宇、森本 幾夫、林 睦 Anti-CD26 humanized antibody-triptolide conjugate trasnports into
nucleus and inhibits RNA polymerase II activity
第 78 回日本癌学会総会 2019 年 9 月 26-28 日 京都
⑧ 石澤圭介、鈴木智成、川崎朋範、安達淳一、西川亮、佐々木惇 多彩な組織像を示した ependymoma, RELA
fusion-positive（11 歳、男児）の１例 第 37 回日本脳腫瘍病理学会学術集会、2019 年 5 月 31 日～2019 年 6 月
1 日 名古屋(ウインクあいち)
⑨ 佐々木 惇：中枢神経系原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(p325-327) 木崎昌弘、田丸淳一編 WHO 分類改
訂第 4 版による白血病・リンパ系腫瘍の病態学 中外医学社 2019 年
⑩ Okamoto T, Hatano R, Nakano K, Yamada T, Yamazaki H, Kaneko Y, Dan NH, Morimoto C, Ohnuma K. Regulation
of proliferation of malignant mesothelioma cells by CD26-cyclophilin A molecular complex. Advances in
Medicine and Biology Vol. 156. Leon V. Berhardt Ed. Nova Science Publishers. 2019 ISBN 978-1-53616-691-0
(ebook)
【総数：論文 13 件、学会発表 10 件、著書 2 冊】
⑦

6-2．獲得研究費
【山田 健人】
① 基盤研究（Ｂ）
（一般）核内移行するヒト化抗 CD26 抗体によるスーパーエンハンサー標的抗がん療法の開発(課
題番号 19H03519) 研究代表者 550 万円
②

挑戦的研究（萌芽）病理検体を用いた ChIPseq 法の開発と疾患特異的スーパーエンハンサーの同定(課題番号
19K22542) 研究代表者 325 万円

③

基盤研究（Ｃ）
（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発(課
題番号 16K07180)
研究分担者 25 万円

④

基盤研究（Ｃ）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究(課題番
号 17K09940) 研究分担者 13 万円

0299

⑤

厚生労働省・労災疾病臨床研究事業 悪性胸膜中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法確立のための予後・治療効果 予
測バイオマーカーの開発(課題番号 18065135) 研究分担者 225 万円

⑥

共同研究 ニチレイバイオサイエンス株式会社 悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント
ロールスライドの開発に関する基礎的な検討 研究代表者 1250 万円

6-3．受賞
【石澤 圭介】
ポスター賞（第３７回日本脳腫瘍病理学会学術集会）
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
第一の目標である、
「臨床医とコミュニケーションをとり、正しい病理診断を行う」については充分に達成された。
「臨
床病理カンファレンスの定期的開催」も予定通り達成された。
「細胞診と生検診断の迅速性向上」に関しては従来よりも若干改善されたが、未だ不充分な結果であった。研究に関
しては、学会発表は日本病理学会などの全国学会で発表できたが、論文発表が不足の結果に終わった。
「病理のわかる良き臨床医育成」に関しては、初期研修医への教育でかなり達成できた。
7－2．次年度の改善計画
「細胞診と組織診の結果報告までの時間短縮」
、
「英文論文を含む論文発表の増加」
、
「病理医のマンパワーの充実」
、
「医
療安全に向けた病理結果報告の確認」
。
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7．微生物学
１．構成員
村上 孝（MURAKAMI, Takashi）：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）
：微生物学、免疫学、腫瘍学：博士
松井 政則（MATSUI, Masanori）：准教授：研究主任：指導教員（大学院）
：微生物学、免疫学：博士
前田 卓哉（MAEDA, Takuya）: 准教授：研究副主任：指導教員（大学院）
：微生物学：博士（2019 年 9 月１日大学病院・臨床
検査医学・教授として異動）
小林 信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：教育副主任：大学院教員（大学院）
：微生物学：博士
堀内 大（HORIUCHI, Yutaka）
：講師：教育主任：指導教員（大学院）
：微生物学、免疫学、腫瘍学：博士
中村 彰宏（NAKAMURA, Akihiro）:助教：研究員：博士（2020 年 2 月１日着任）
高木 徹（TAKAGI, Akira）
：助手：研究員：博士（2019 年 11 月 1 日保健医療学部・臨床検査学科・助教として異動）

２．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育】
疾病としての感染症を理解するため、その基礎となる病原微生物の分類、感染・増殖様式、発症の仕方、診断・予防・治
療の原理を教育する。実習においては微生物の取り扱いとともに、その形態学的な特徴と機能を理解し、感染症対策の基礎
を習得する。
【大学院教育】
病原微生物と宿主の相互作用による病態形成の仕組みから診断・予防・治療についての問題点を抽出し、演習・実習を通
してそれらを解決する能力を習得する。
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
医学部 1 年生「医科学への道すじ」コース「医科学の探索」ユニット・テュータ(22 コマ)を堀内が担当した。小林と高木
は同学年「良医の道 1」コース選択必修「ヒトの生活に親しい微生物」
（18 コマ）を担当した。医学部 2 年生「病気の基礎 1」
コース「生体防御総論」ユニット（3 コマ）を松井が担当した。医学部 3 年生「病気の基礎 2」コースでは、村上が同コー
スディレクターとして「免疫」
・
「疫学」
・
「感染」ユニットを統括し、併せて「感染」ユニットのディレクターとして同ユニ
ットを統括した。
「感染」ユニットは当基本学科が主体となり講義 30 コマ（村上 9、松井 4、前田 5、小林 7、堀内 5）およ
び「感染」実習 3 日間（15 コマ：村上、松井、前田、小林、堀内、高木)を担当した。医学部 4 年生 「良医の道 4」コース
「臨床入門」では村上と前田が各々2 コマ担当し、両名が臨床実習前 OSCE 評価者を担当した。
学生支援においては、学生アドバイザー（1 学年：小林、堀内、3 学年：村上）
、医学教育センター医学部領域卒前医学教
、同センター・学生支援室員（3 年生：村上）を担当した。課外学習プログラム（医
育部門・研究マインド育成室長（村上）
学部：村上、松井、前田、堀内；保健医療学部：村上、前田）を担当・実施した。また研究医養成プログラム学生 2 名（前
田１名、堀内１名）を受け入れ・研究指導に当たった。前田は保健医療学部（臨床検査学科）の卒業研究生（１名）の受け
入れ・指導に当たった。
他大学（医学部）では、村上が群馬大学医学部「ウイルス学」
（12 時間）
、前田が慶應義塾大学医学部「寄生虫学」 (3 時
間) を担当した。また、医療系教育として、小林が埼玉医療福祉会看護専門学校「微生物学」(36 時間)、飯能看護専門学校
「微生物学」
（23 時間）
、東京医療学院大学看護学部「感染免疫学」
（35 時間）を担当した。
【大学院教育】
大学院共通科目の「実用実験医学特別講義」3 コマ(松井 1、小林 1、堀内 1)を担当した。
2-3．達成度
教育は概ね目標通り達成されている（80%程度）
。
2-4．自己評価と次年度計画
平成 31 年（令和１年）度は予定した水準の教育は達成できた。当基本学科が主体の「感染」ユニットでは、復習用教材と
して「自己学習課題」を配布している。この配布課題は学習ポイントの明瞭化と知識運用に役立ててもらうことを狙ったも
ので、当該年度も課題のアップデートを行った。また講義内容や自己学習課題に対する質問も随時（電子メールを含む）対
応できるように配慮し、補習希望者（課外学習プログラム含む）には個別対応を行った。昨年と同様、再試験該当者の殆ど
が「自己学習課題」に取り組みが不十分であり、その多くは試験前にまとめて取り組む者であった（時間不足による習熟不
足）。授業後すぐに取り組むように指導を行なったが、取り組まない学生への対応が課題となっている。当該年度では、教
員異動（前田・高木）による講義担当者の再編が行われた。学内異動であるため大きな改編には至っていないが、担当教員
の専門性や人数配置に配慮した結果、次年度の医学部１年「選択必修」は実施しないこととした。
当該年度から学生が卒業時までに身につけるべき能力（コンピテンシー）とコンピテンシーを段階ごとに達成評価できる
ようにした指標（マイルストーン）が強調され、次年度以降からはシラバス内容の更なる充実化とマイルストーン評価が加
わることになった。3 学年「病気の基礎 2」コースとして研究マインドに関する「コンピテンス 5-(2)」を担当し、
「感染」・
「免疫」
・
「疫学」ユニットと協力して評価を行う計画にある。
当該年度末より新興感染症として新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の世界的大流行がはじまり、その対応策の検討が開
始された（オンライン講義）。次年度では授業計画通りに進められない可能性を踏まえ、柔軟に対応する方針で授業・実習
を調整することとした。

0301

３．研究
3-1．目的・目標
感染病態で問題となる慢性炎症とそれに類似するがん病態について、「宿主-微生物間相互作用」の研究と臨床微生物
学的な側面で重要となる迅速な感染症診断の研究を中心に進めている。慢性感染巣における特殊な微小環境は、病原
微生物がもつ固有の病原因子による組織障害や宿主免疫を回避する免疫制御の「場」となっている。この微小環境の
性質は、悪性腫瘍（がん）の発生やその進展（転移）とも深く関連することから、
「感染—炎症(免疫)—がん」における
微小環境の理解からがんの予防や治療に結びつけることを目指している（村上、小林、堀内、中村）
。また感染防御の
視点では、免疫学に立脚した MHC-I 分子に関する抗原提示機構の解明（松井）とともに、サイトメーターを駆使した
新しい細胞傷害試験方法の確立（高木）に取り組んでいる。一方、当基本学科では様々な病原体に対する新規網羅的
同定法の開発と薬剤耐性菌の疫学や感受性変化の仕組みの解明に取り組んでいる（前田）
。後者では、多様な感染症に
対して柔軟に対応できるようゲノム科学的アプローチで問題の解決を図り、国内外の研究施設と協力しながら新たな
研究シーズ発掘を目指している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① 担がん宿主における腫瘍内微小環境とその修飾因子の研究（村上）
② 新しい抗原提示関連分子の同定・機能解析（松井）
③ 分子生物学的手法による感染症診断技術の開発と薬剤耐性菌の分子疫学解析（前田）
④ 細菌を用いたがん微小環境標治療の分子基盤研究（小林）
⑤ 腫瘍の微生物感染が抗腫瘍免疫応答に及ぼす影響についての研究（堀内）
⑥ 細菌を介した消化器がん進展の研究（中村）
⑦ FACS による新規細胞傷害試験方法の確立と応用（高木）
3-3．研究内容と達成度
① タモキシフェン誘導によるメラノーマ発生モデルを確立した。また腫瘍内微小環境修飾を可能にするベクターを見
出し、宿主免疫応答と免疫逃避の分岐点を見極める解析に着手した。(村上：達成度 40％)
② 新しい抗原提示分子、TAPBPR に関して詳細に解析した。解析には、TAPBRP をゲノム編集でノックアウトした細胞
株を使用した（松井：達成度 40%）
。
③ 分子生物学的手法による感染症診断技術の開発と薬剤耐性菌の分子疫学解析を行った（前田: 達成度 80%）
。
④ 培養細胞株を用いた細菌感染の効率と抗腫瘍免疫誘導の性質についての情報収集を行った（小林：達成度 20 %）
⑤ ある感染性微生物が、腫瘍細胞に特異な細胞死を誘導する条件を同定した。その細胞死に陥りつつある腫瘍細胞は
抗原提示細胞に効率良く貪食され、抗原提示細胞の活性化を促すことを見出した（堀内：達成度 30％）
。
⑥ 消化器がんの進展にかかわる細菌種と動物モデルについて情報収集を行った（中村：達成度 50 %）
⑦ マルチパラメータで測定できる項目の組み合わせを検討した。
（高木: 達成度 50 %）
3-4．自己評価と次年度計画
① 自然発生メラノーマモデルが確立できた一方で、飼育条件の問題から個体解析が制限されている。当該年度から開
始した腫瘍内微小環境改変ベクター開発が奏功し、次年度以降からはこちらを中心に腫瘍免疫の調節機構を解析す
る（村上）
。
② 令和 1 年度は研究に集中することができ、一定の基礎データを得る事ができた。この基礎データを基に、次年度で
はさらに研究を進めたい（松井）
。
③ 前年度に引き続き臨床各科・中央検査部と協力し、感染症患者の医療と若手医療者育成に貢献できるトランスレー
ショナル・リサーチが進展している。様々な分子生物学的手法を導入し感染症診断の技術開発を進めている（前田）
。
④ 培養細胞の性質によって細菌感染の効率が異なることを見いだすことができた。次年度は常在細菌叢と抗腫瘍免疫
の役割について情報収集したい（小林）
。
⑤ 微生物感染を起点として抗腫瘍免疫応答が誘導されうることを示唆する重要な知見を得た。次年度は、腫瘍の微生
物感染が、腫瘍細胞特異的な獲得免疫応答を惹起するか否かを明らかにしたい（堀内）
。
⑥ FACS のマルチパラメータで測定できる項目の組み合わせを検討した。次年度は WT1 を発現する組み換えウイルスを
用いて細胞傷害活性を調べる予定である（高木）
。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
（独）日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(村上)
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Cancer Science 査読（村上：2 件）
、Acta Cirurgica Brasileira 査読（村上：1 件）
、Experimental and Therapeutic
Medicine 査読（村上：1 件）
、International Journal of Oncology 査読（村上：1 件）
、Optics and Laser Technology
査読（村上：1 件）
、 Molecular Medicine Reports 査読（村上：1 件）
、Oncology Letters 査読（村上：1 件）
、Oncology
Reports 査読（村上：1 件）
、Viral Immunology 査読（松井：1 件）
、日本感染症学会雑誌編集委員（前田）
、Clinical
Parasitology 編集委員（前田）、Biomedical Reports 査読（堀内：１件）
、Oncology Reports 査読（堀内：１件）
、
International Journal of Oncology 査読（堀内：１件）
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5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
群馬大学医学部客員教授（村上）
、北関東医学会評議員（村上）
、明治大学農学部「人を対象とする生命科学系および
医学系研究・実験に関する倫理委員会」医学担当委員（村上）
、日本臨床寄生虫学会理事（前田）
、日本感染症学会評
議員（前田）
、日本寄生虫学会評議員（前田）
、日本熱帯医学会評議員（前田）、院内感染対策チーム(ICT)での活動（小
林）
、中央手術部の落下菌等の検査 589 件（小林）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Imai K, Tarumoto N, Nemoto R, Kodana M, Sakai J, Kawamura T, Ikebuchi K, Mitsutake K, Murakami T, Hayakawa
S, Maesaki S, Fujiwara T, Hayakawa S, Hoshino T, Seki M, Maeda T. Rapid and Accurate Species Identification
of Mitis Group Streptococci Using the MinION Nanopore Sequencer. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Jan
30;10:11. doi: 10.3389/fcimb.2020.00011. eCollection 2020.
②Quilbe A, Moralès O, Baydoun M, Kumar A, Mustapha R, Murakami T, Leroux B, de Schutter C, Thecua E, Ziane
L, Colombeau L, Frochot C, Mordon S, Delhem N. An Efficient Photodynamic Therapy Treatment for Human
Pancreatic Adenocarcinoma. J Clin Med. 2020 Jan 10;9(1). pii: E192 (1-13). doi: 10.3390/jcm9010192.
③Yamamoto M, Masubuchi S, Taniguchi K, Tominaga T, Inomata Y, Miyamoto A, Ishizuka T-A, Murakami T, Osumi
W, Hamamoto H, Tanaka K, Okuda J, Uchiyama K. An In Vivo Mouse Model of Pelvic Recurrence of Human Colorectal
Cancer. Sci Rep. 2019 Dec 23;9(1):19630. doi: 10.1038/s41598-019-56152-0.
④Shinji S, Sasaki N, Yamada T, Koizumi M, Matsuda A, Ohta R, Yokoyama Y, Takahashi G, Hotta M, Hara K, Takeda
K, Ueda K, Kuriyama S, Ishiwata T, Murakami T, Ueda Y, Kanazawa Y, Yoshida H. Establishment and
characterization of a novel neuroendocrine carcinoma cell line derived from a human ascending colon tumor.
Cancer Sci. 2019 Dec;110(12):3708-3717. doi: 10.1111/cas.14221. Epub 2019 Nov 17.
⑤Imai K, Ishibashi N, Kodana M, Tarumoto N, Sakai J, Kawamura T, Takeuchi S, Taji T, Ebihara Y, Ikebuchi
K, Murakami T, Maeda T, Mitsutake K, Maesaki S. Clinical characteristics in blood stream infections caused
by Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, and Klebsiella quasipneumoniae: a comparative study, Japan,
2014 - 2017. BMC Infect Dis. 2019 Nov 8;19(1):946. doi: 10.1186/s12879-019-4498-x.
⑥Iwano J, Shinmi D, Masuda K, Murakami T, Enokizono J. Impact of Different Selectivity between Soluble and
Membrane-bound Forms of Carcinoembryonic Antigen (CEA) on the Target-mediated Disposition of Anti-CEA
Monoclonal
Antibodies.
Drug
Metab
Dispos.
2019
Nov.
1;
47 (11) 1240-1246.
doi:
https://doi.org/10.1124/dmd.119.088179
⑦Sakai J, Tarumoto N, Kodana M, Ashikawa S, Imai K, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake K, Maeda
T, Maesaki S. An identification protocol for ESBL-producing Gram-negative bacteria bloodstream infections
using a MinION nanopore sequencer. J Med Microbiol. 2019 Aug; 68(8): 1219-1226. doi: 10.1099/jmm.0.001024.
⑧Imai K, Misawa K, Osa M, Tarumoto N, Sakai J, Mikita K, Sayama Y, Fujikura Y, Kawana A, Murakami T, Maesaki
S, Miura S, Maeda T. Chagas disease: a report of 17 suspected cases in Japan, 2012-2017. Trop. Med. Health.
2019 Jun 13; 47: 38. doi: 10.1186/s41182-019-0168-3.
⑨Chen Y, Sumardika IW, Tomonobu N, Kinoshita R, Inoue Y, Iioka H, Mitsui Y, Saito K, Ruma IMW, Sato H, Yamauchi
A, Murata H, Yamamoto KI, Tomida S, Shien K, Yamamoto H, Soh J, Futami J, Kubo M, Putranto EW, Murakami
T, Liu M, Hibino T, Nishibori M, Kondo E, Toyooka S, Sakaguchi M. Critical role of the MCAM-ETV4 axis triggered
by extracellular S100A8/A9 in breast cancer aggressiveness. Neoplasia. 2019 May 14;21(7):627-640. doi:
10.1016/j.neo.2019.04.006.
⑩Okuda T, Toyoda Y, Murakami T, Okamoto H. Biodistribution/Biostability Assessment of siRNA after Intravenous
and Intratracheal Administration to Mice, Based on Comprehensive Analysis of In Vivo/Ex Vivo/Polyacrylamide
Gel Electrophoresis Fluorescence Imaging. Int J Pharm. 2019 May 10; 565: 294-305. pii: S0378-5173(19)30369-2.
doi: 10.1016/j.ijpharm.2019.05.016.
【総数：論文 12 件、学会発表 8 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「悪性黒色腫における免疫編集の役割とその治療標的化の研
究」研究代表者（村上）
、研究分担者（堀内）
2. 日本医療研究開発機構 (AMED) 創薬基盤推進事業「ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開発と供給体制整備」
研究分担者（村上）
3. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C) 「細胞傷害性 T 細胞への抗原提示を決定する新たな小胞体
分子シャペロンの同定」研究代表者（松井）
4. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生物叢の解
析-NTM 感染症の病態解明-」研究代表者（前田）
5. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応抗
原の解明」研究分担者（前田）
6. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「新規免疫チェックポイント分子 DC-HIL を標的としたがん
治療の研究」研究代表者（堀内）
、研究分担者（村上、松井、高木）
7. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「大腸癌の高度危険度群マウスにおける Fusobacterium の役
割」研究分担者（堀内）
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8. （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 若手研究「テーラーメイドのがん免疫治療に向けた新しい細胞傷害性 T 細
胞測定法の確立」研究代表者（高木）
6-3．受賞
Spandidos Publications Reviewer Reward（堀内 1 件）
、Excellence in Reviewing (awarded by Spandidos Publications:
村上 2 件）
6-4．特許、実用新案
1. 特願 2019-175273「淋菌の DNA ジャイレースのサブユニット A の 83 番目のアミノ酸をコードする塩基配列にお
ける変異の有無を検出するためのプライマーセット、淋菌のフルオロキノロンに対する感受性を評価するための
プライマーセット、及びそれらの使用」発明代表者（前田）
、共同出願者（村上）
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 30 回日本臨床寄生虫学会開催（前田）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
学部教育については、当基本学科の中心的な役割を担う 3 年生「感染」ユニットを中心に計画に基づいて実施するこ
とができた。
「感染」実習は、本学病原微生物管理規則にしたがいバイオセーフティーレベル 2(BSL2)として実施するこ
とができた。大学院教育では共通科目の「実用実験医学特別講義」を担当するのみに留まっている。感染症科・感染制
御科との緊密な研究連携から、同所属の大学院生への助言・支援を行い、実質的な研究成果（学会発表・論文発表）が
得られた。
研究については、上記の研究連携体制を堅持し、引き続き実質的な成果を挙げていきたい。また教員それぞれの研究
内容を重視しながら堅実な成果を挙げており、現在のところ公的研究費も獲得できている。更なる発展に向けて、学内
外との研究協力体制の強化、研究資源の充実と保管体制と技術協力によって組織的な公的研究費獲得を図る必要がある。
当基本学科では教育・研究上の性質から BSL2 以上の病原微生物を取り扱う機会が多いが、微生物等細胞資源の維持・
管理は適切に行われている。しかし、老朽化した研究室（内装）や耐用年数を過ぎた（共通機器にない）研究機器類の
リニューアルが必要なことから、昨年度計画に基づき継続的にリニューアルを実施している。また（BSL3 病原微生物を
取り扱う）P3 施設が設備不備のため稼働できない状態であることも判明し、その施設運用の課題が浮き彫りになり検討
が必要である。
7－2．次年度の改善計画
当該年度では 2 名の人事異動があったことや、次年度には定年退職者（1 名）が控えているため、例年通りの教育・研
究水準を確保・維持するためには計画的な人的資源の補充を要望したい。また年度末より新型コロナウイルス感染症（パ
ンデミック）に対する緊急対策が開始され、当該年度収録済講義のオンライン配信が検討された。新興感染症のパンデ
ミック化への対応となるため、見通しの利かない部分が多くなることが想定される。当基本学科の姿勢として柔軟な教
育体制で臨む方針で調整し、すでに計画されていた案件（マイルストーン評価など）についても可能な限り配慮したい。
研究についても教育と同様に新型コロナウイルス対策を行いながら計画通り進めたい。特に細菌を介したがんの進展
と抑制については、実質的な成果が期待できるところまで進んでいるため、独創性や質的な面でも評価されるよう磨き
上げたい。このような新しい研究成果や研究協力を通して学生の研究マインド醸成に向けた啓発にもつなげていきたい。
当基本学科の教育や研究面での特徴や役割が活かせるように施設面でのリニューアルを継続し、基本学科ホームペー
ジをアップデートしながら透明性のある教育・研究の運営を目指す。
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8．免疫学
１．構成員
松下 祥(MATSUSHITA, Sho):教授:運営責任者:教育副主任:代表指導教員(大学院):抗原/抗原提示分子/抗原提示環境の研
究：博士
川野

雅章(KAWANO, Masaaki): 准教授：研究主任, 大学院教員（大学院）
：細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発、潰瘍性大腸

炎の解析：博士
曽根 敏雄(SONE, Toshio) :講師:研究副主任,教育主任: 大学院教員（大学院）:原虫類の系統的多型性の解析：博士
三輪

裕幸(MIWA, Hiroyuki):講師：大学院教員（大学院）: 遺伝子改変マウスを用いた間葉系幹細胞の免疫調節機能の解

析：博士：7 月 1 日着任
高木 理英(TAKAGI, Rie):助手
齋賀 菊江(SAIKA, Kikue):助手

２．教育
2-1．目的･目標
生物学、免疫学、医動物学の充実した教育を行う。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」１年生：細胞生物学Ⅰ,２時間（曽根・町田(医学研究センター)）、臨床推論, ６時間（曽根・三輪）医科
学入門:１２時間（川野）、人体の科学入門２（医科学探索）,２１時間（曽根・三輪・町田(医学研究センター)）、２年
生：生体防御総論, １０時間（松下・曽根・川野）３年生：病気の基礎２：免疫, ３１時間(松下・曽根・川野)、感染，
４時間（曽根）免疫学実習, １０時間(松下・曽根・川野・高木・齋賀)病気の基礎２：感染学実習，１２時間（曽根・
仁科(中央研究施設実験動物部門)・町田(医学研究センター)）４年生：ヒトの病気２：救急・中毒，１時間（曽根）
「卒後教育」該当なし
「大学院教育」大学院生指導
2-3．達成度
おおむね達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
現活動レベルを維持したい。

３．研究
3-1．目的・目標
新世代のワクチンとその投与法／投与対象の選択法の開拓を目標とし、3-3 に記した柱を建てて進めた。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
免疫学研究：松下・川野・三輪・高木・齊賀
医動物学研究：曽根
3-3．研究内容と達成度
抗原提示環境の研究：樹状細胞に影響を与える物質としての Th2/Th17 アジュバントの研究開発にも力を入れている。
また、環境要因の中から免疫応答を修飾する化合物（特にアレルギー誘導能）を同定するシステムを樹立した。成果は
学術講演および論文として報告した。
（達成度：70％）
「大学院生」
：上記システムを用いて研究進行中である。
（達成度：30％）
潰瘍性大腸炎の解析：硫酸デキストランの飲水によって潰瘍性大腸炎をモデルマウスに誘導するための条件を確立し、
リンパ球から Th1/Th2Th17 反応を解析するための系を作製した。この実験系を用いて、潰瘍性大腸炎に対する種々の薬
剤の効能を解析し、結果を論文にまとめた。（達成度：70％）
細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発：ウイルス粒子を構成しているタンパク質のみで作られた非感染性のウイルス様粒子
(VLP)を用いて、目的の細胞傷害性 T 細胞エピトープに対して強力に細胞傷害性 T 細胞を誘導することのできる誘導剤を
構築した。さらに、この誘導剤による免疫活性化機構を解析し、結果を論文にまとめる予定である。（達成度：80％）
クルーズトリパノソーマの遺伝的多型性の解析：シャーガス病の原因原虫であるクルーズトリパノソーマには遺伝的に
多型性がある。タンパク質中に見出される変異をプロテオーム解析により網羅的に同定することを試み、検出できた
タンパク質の中で３０％を越えるタンパク質に変異を検出した。本年度はアミノ酸置換を伴うペプチドを対象として、
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質量分析の１測定手法である Post Source Decay 法を試み、 de novo sequencing を試みた。３５種類のペプチドにお
いてペプチド内の置換アミノ酸を同定する ことに成功した。これらの成果により、クルーズトリパノソーマの株間で見
出されたアミノ酸置換の割合が高く、クルーズトリパノソーマは種として高度に分化している（系統樹では広範囲に分
岐している）ことが示唆された。研究成果の一部は学会で発表した。
（達成度 95％）
遺伝子改変マウスを用いた間葉系幹細胞の免疫調節機能の解析：間葉系幹細胞の免疫調節機能や抗炎症作用の機序とそ
れらにおける発現遺伝子の役割を明らかにすることは臨床応用を目指す上で非常に重要であると考え、研究を行うこと
にした。現在までに実験に必要な遺伝子改変マウスを揃えることができた。
（達成度：80％）
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は特許出願を優先して研究活動を進めた。来年度は論文投稿・学会発表を中心に進めて行きたい。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
松下

祥：埼玉医科大学雑誌編集委員

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
松下

祥：副学長(研究・産学連携等担当)

松下

祥：リサーチアドミニストレーション(RA)センター センター長

松下

祥：特許等委員会委員長

松下

祥：研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会委員長

松下

祥：埼玉医科大学医学会幹事長

松下

祥：アレルギーセンター研究部門長

松下

祥：環境安全委員会副委員長

松下

祥：大学院委員会

松下

祥：大学院医学研究科委員会

松下

祥：医学研究科博士課程運営委員会

松下

祥：教員代表者会議

松下

祥：教員組織運営会議

松下

祥：医学部自己点検評価委員会

松下

祥：全学自己点検評価委員会

松下

祥：医学部運営会議

松下

祥：FD・SD 統括委員会

松下

祥：寄付研究部門設置委員会

松下

祥：埼玉医科大学雑誌編集委員会 ・研究医養成プログラム運営委員会

松下

祥：ポリシー等策定委員会

川野

雅章：毛呂山キャンパス中央研究施設運営委員会

川野

雅章：図書館委員会

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
該当なし【総数：論文 0 件、学会発表 0 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
松下

祥: 文部科学省研究費基盤研究(C)―代表

「好中球性炎症におけるドーパミンシグナルの解析とその応⽤」課題番号 19K08887
川野 雅章: 文部科学省研究費基盤研究(C)―代表
「SV40 VLP免疫活性化剤による免疫活性化と獲得免疫誘導機構の解明」課題番号 19K07201
川野 雅章: 日本私立学校振興・共済事業団学術研究振興資金
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「ドーパミン受容体シグナルを介した好中球性炎症の制御」
高木

理英: 文部科学省研究費基盤研究

若手研究―代表

「隠蔽自己抗原を用いた新規がん免疫療法の開発」課題番号 18K15327
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許、実用新案
「活性化 T 細胞からの IL-8 産生を抑制するための組成物」 特許証（特許第 6562332 号）２０１９年８月
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育：医学部、免疫学にとどまらず、さまざまな教育領域を担当している。教員数が維持できる限りはこの体制を続け
ていきたい。
研究：RA センターと協力して知財の実施を進めて行きたい。
7－2．次年度の改善計画
2019 年度は特許出願を優先して研究活動を進めたため、来年度は論文投稿・学会発表を中心に進めて行きたい。
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9．社会医学
１．構成員
亀井
太田
大野
本橋
高橋
荒木
宮﨑
冨永
植村
桑原
仁科

美登里（KAMEI, Midori）:教授、運営責任者：教育主任、研究主任:代表指導教員(大学院):社会医学全般:博士
晶子(OHTA, Akiko):准教授:教育副主任、研究副主任:指導教員（大学院）
：疫学、公衆衛生学：博士
洋一（OHNO, Yoichi）
：准教授：教育員、研究員：指導教員(大学院)：地域医療、高血圧：博士
千恵美（MOTOHASHI, Chiemi）
：特任准教授：公衆衛生行政、 母子保健、 地域連携
美保子(TAKAHASHI, Mihoko):講師:教育員、研究員：指導教員（大学院）
：疫学、公衆衛生学：博士
隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：講師：教育員、研究員：指導教員(大学院)：生物統計学,疫学,衛生公衆衛生学:博士
孝（MIYAZAKI, Takashi）
：講師：教育員、研究員：大学院教員(大学院)：博士
信子（TOMINAGA, Nobuko)：助教(兼担)：修士
真喜子（UEMURA, Makiko）：助手:
孝子（KUWAHARA, Takako):実験助手
基子（NISHINA, Motoko）:実験助手

平子 哲夫(HIRAKO, Tetsuo)：客員教授：公衆衛生学：博士
小田 清一(ODA, Seiichi)：客員教授：公衆衛生学：博士
渕上 博司（FUCHIGAMI, Hiroshi）
：非常勤講師：成人保健、職域保健：博士
武田 光史（TAKEDA, Mitsushi）：非常勤講師
安達 修一（ADACHI, Shuichi）
：非常勤講師：博士
丸木 憲雄（MARUKI, Norio）
：非常勤講師
柴田 亜希子(SHIBATA, Akiko)：非常勤講師：博士
望月 徹（MOCHIZUKI, Toru）
：非常勤講師：博士
井上 直子（INOUE, Naoko）
：非常勤講師：博士
井熊 絵美（IKUMA, Emi）
：非常勤講師
田中 政任(TANAKA, Masanori)：非常勤講師：修士
川南 勝彦(KAWAMINAMI, Katuhiko)：非常勤講師：博士
林 剛司(HAYASHI, Takeshi)：非常勤講師：博士
角田 正史(TUNODA, Masashi)：非常勤講師：博士
中川 徹(NAKAGAWA, Tooru)：非常勤講師

２．教育
2-1．目的･目標
公衆衛生学、衛生学および地域医学/医療学が一緒になり、 2016（平成 28）年度新たに船出した.我が国の社会経済
的状況を踏まえて、時代のニーズに即した社会医学教育を行い、課題解決力および実践力を伴った人材の育成に努める
ことを目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
1 年生の「医科学への道すじ」コースでは、
「医科学入門」で高橋が 20 コマ担当した。
「良医への道 1」コースでは
「臨床推論」高橋が 6 コマを担当した。
「臨床入門」で荒木が 54 コマを担当した。
2 年生の「良医への道 2」コースでは、
「
1、2 年生「選択必修」荒木、本橋が 18 コマ、
「選択必修」
（医学研究）基礎医学研究室紹介で 1 コマを担当した。
3 年生の「病気の基礎 2」コ－スでは、
「疫学」で太田が 10 コマを担当した。
「ヒトの病気 1」コースでは、
「循環器」
で太田が 1 コマを担当した。
「良医への道 3」コースでは、
「地域医療とチーム医療」で大野 2 コマ、本橋 3 コマ、宮﨑 3
コマを担当した。
「臨床実習 1」導入クリニカルクラークシップ 1-1 荒木が 57 コマを担当した。
4 年生の「ヒトの病気 2」コースでは、
「救急・麻酔」で荒木が 1 コマ、
「社会と医学」コースでは、
「疾病の予防と対
策」で、亀井 3 コマ、太田 7 コマ、高橋 2 コマ、三浦 1 コマ、平子 1 コマ、小田 3 コマ、渕上 2 コマ、丸木 2 コマ、土
屋 2 コマ、柴田 2 コマの計 25 コマの講義を担当した。
「社会医学実習」では、亀井、太田、大野、本橋、高橋、荒木、
宮﨑で 16 コマを担当した。
「良医への道 4」コースでは、大野 2 コマ、
「臨床推論」実践的ケーススタディ実習で大野が
32 コマ、
「臨床入門」
（地域医療体験実習）で大野、本橋が 31 コマ担当した。
6 年生の「医療総論」で亀井 4 コマ、高橋 2 コマ、
「内科総論」で大野 3 コマ、荒木 1 コマ、
「社会医学」で亀井 4 コ
マ、大野 2 コマ、高橋 3 コマ、荒木 2 コマ、宮﨑 1 コマ、
「総合学習 C」
「医師国家試験に向けての臨床推論」で亀井 1
コマ、大野 2 コマ、高橋 1 コマ、荒木 2 コマの講義を担当した。
「課外学習プログラム」では、 「疫学」国家試験過去問題に取り組もう！（高橋美、亀井：研究マインド育成のための
教育プログラム採択）
、埼玉県衛生研究所見学（高橋、亀井）;育心会障害者支援施設見学（高橋、亀井）を担当した。
医学部以外では、保健医療学部看護学科で 2 年生「疫学」で高橋が 15 コマを担当し、
「疾病の成り立ちⅢ」で大野が
2 コマ、
「疫学（補講）
」で高橋が 8 コマを担当した。臨床検査学科では、 2 年生「疫学」で高橋 6 コマ「ヒトの病気Ⅳ」
で大野が 2 コマ、3 年生の「公衆衛生学実習」で宮﨑が 20 コマを担当した。臨床工学科では、1 年生の「公衆衛生学」
で宮﨑が 5 コマを担当し、理学療法学科の 3 年生「ヒトの病気Ⅶ」で大野が 2 コマを担当した。短期大学看護学科では、
2 年生「公衆衛生学」で高橋が 8 コマ、荒木が 7 コマ、
「関係法規」で本橋が 10 コマを担当した。専攻科母子看護学専
攻では、
「地域母子保健学」で本橋が 8 コマを担当した。埼玉医療福祉会看護専門学校では、第一学科「公衆衛生学」15
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コマ、第二学科「公衆衛生学」15 コマを高橋が担当し講義を行った。
2-3．達成度
達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
多くの課題に取り組み、成果を上げた。今後も引き続き課題に取り組んでいく。

３．研究
3-1．目的・目標
我が国の社会経済的状況を踏まえて、時代のニーズに即した社会医学研究を行い、予防医学の発展に寄与することを
目的とする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① 平成 31 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)「自己免疫疾患に関
する調査研究」
（太田）
② 平成 31 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)「特発性造血障害に
関する調査研究」
（太田）
③ 平成 31 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）
「マスギャザリ
ング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイランスの強化とリスクアセスメントに関する研究」
（太田）
④ 平成 31 年度 AMED 難治性疾患等実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断
と治療に関する研究」
（太田）
⑤ 亜鉛と生活習慣病の研究（宮﨑、大野、植村、亀井）
⑥ 亜鉛転写因子 Fox01 と発癌の研究（宮﨑、大野、植村、亀井）
⑦ 高気圧環境下の労働者の疲労の研究（宮﨑、望月、亀井）
⑧ 毛呂山町生活習慣病予防に関する検討（大野、宮﨑、植村、本橋、柴﨑、亀井）
⑨ 予防医学領域におけるシミュレーション研究（大野）
⑩ 高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究（大野）
⑪ 地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究（亀井、本橋、大野、太田、高橋、荒木、宮﨑、
植村、仁科、井上）
⑫ 我が国におけるインフルエンザ流行による超過死亡の推定に関する研究（高橋、亀井、桑原）
⑬ 我が国の自殺統計にみられる異常変動の原因追究に関する研究（高橋、亀井）
3-3．研究内容と達成度
① 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業の自己免疫疾患に関する調査研究班に参加し、皮膚筋炎・多発
性筋炎の国際診断基準の我が国における妥当性を評価した。皮膚筋炎・多発性筋炎、シェーグレン症候群、成人スチ
ル病等の診療ガイドラインの作成に参画した。
② 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業の特発性造血障害に関する調査研究班に参加し、再生不良性貧
血の臨床疫学特性を解析し、医療受給者データベースの利用可能性について検討した。
③ 厚生労働科学研究費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の「新興・再興感染症の発生に備えた感
染症サ－ベイランスの強化とリスクアセスメント」に関する研究班に参加し、感染症発生動向調査における警報・注
意報発生システムについての検討を行った。
④ AMED 難治性疾患実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療に関する
研究」に関する研究班に参加し、後天性赤芽球癆の病態診断と治療方針の決定に資するバイオマーカーの同定のため
の検討を行った。
⑤ 亜鉛と生活習慣で、亜鉛欠乏ラット肝臓での細胞内グリコーゲン合成酵素の遺伝子およびタンパク発現は低下するこ
とで、血糖値を上昇させる可能性があることが明らかとなった。
⑥ 亜鉛転写因子 Fox01 とその下流のがん抑制タンパク質の p53 の研究で、亜鉛欠乏状態で p53 のタンパク発現が亢進す
る可能性が明らかになった。
⑦ 高気圧環境下の労働者の健康管理について実践現場に参加して知見を深めた。
⑧ 対象地域を毛呂山町、越生町、飯能市、日高市の 2 市 2 町に拡大し、特定保健指導積極的支援、動機付け支援、およ
び情報提供対象者に対して、指導前後に内臓脂肪、動脈硬化度、および酸化ストレスのマーカーを、指導後に活動量
計による日常生活動作を含めた運動量を測定し、指導の効果を調査中である。積極的支援対象者と動機づけ支援対象
者の特定保健指導による体重、内臓脂肪面積および動脈硬化度の改善に性差があることを検討した。
⑨ 予防医学領域におけるシミュレーション研究：高血圧をはじめとした予防医学領域では大規模臨床試験に基づく
Evidence-Based Medicine の成果が積み上げられている。しかし、大規模臨床試験でも十分な Evidence がない予防
医学領域も依然として多い。心血管病の危険因子のなかで血圧に代表される変動性の高い要因を時系列データから発
症予測する場合の差について仮想日本人集団で日内変動、日間変動、および診察毎変動の差に関するシミュレーショ
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ン研究を行った。
⑩ 高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究：慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で、引き続き高血圧
に合併する代謝要因の遺伝的な関与についての研究を継続している。
⑪ 地域包括ケアシステムの構築のための社会資本の活用に関する研究：名栗地区の 30 歳以上の住民を対象に地域支援
活動への関心やニーズ等について研究を進めている。
⑫ 既に提案したインフルエンザ流行による超過死亡の推定方法を用いて、最近 11 年間の超過死亡を死因別に推定した。
吸器系の疾患等の死因別死亡に、依然、大きな影響がみられることを示した。
⑬ 我が国の自殺統計にみられる異常変動の要因を記述疫学的手法により検討した。東日本大震災の影響とする仮説を支
持する結果を得た。
3-4．自己評価と次年度計画
多くの課題を取り上げ、成果を上げた。今後も引き続き諸課題に取り組む。

４．診療 ：該当なし
５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
亀井美登里：厚生労働科学特別研究事前評価委員会、厚生労働省薬事・食品衛生審議会、厚生労働省政策科学総合研
究事業事前企画評価委員、厚生労働省政策科学総合研究事業中間・事後企画評価委員
東京都健康安全研究センタ－研究評価会議
埼玉県地域医療構想推進会議、埼玉県医師会産業保健委員会、埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進
協議会、埼玉県感染症発生動向調査検討委員会、埼玉県健康長寿プロジェクト評価委員会
台東区台東病院等運営協議会、台東区中核病院運営協議会
毛呂山町健康づくり推進協議会
大野 洋一 ：毛呂山町健康づくりアドバイザー
太田 晶子 ：厚生労働省医師試験委員、埼玉労働局労働衛生指導医
本橋千恵美：埼玉県公務災害補償等審査会委員、飯能市地域福祉計画策定委員、
飯能市介護予防・生活支援サービスの充実に関する協議体アドバイザー
飯能市精明地区ひとり歩きやさしい声かけ訓練実行委員会アドバイザー
飯能市自殺対策協議会委員、飯能市地域ケア会議アドバイザー
髙橋美保子：埼玉県製菓衛生師試験委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
高橋美保子：The EPMA Journal、 Editorial Board Member
Environmental Health and Preventive Medicine、 Editorial Board Member
日本衛生学雑誌編集委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
亀井美登里：日本公衆衛生学会（代議員）
、日本衛生学会（理事・代議員）
、日本産業衛生学会（代議員）
太田晶子：日本公衆衛生学会（代議員）
大野洋一：埼玉プライマリ・ケア連合研究会事務局
本橋千恵美：「支え合い飯能」活動支援
高橋美保子：日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会「疫学グル－プ」メンバー

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Jinnin M, Ohta A, Ishihara S, Amano H, Atsumi T, Fujimoto M, Kanda T, Kawaguchi Y, Kawakami A, Mimori A,
Mimori T, Mimura T, Muro Y, Sano H, Shimizu J, Takeuchi T, Tanaka Y, Yamamoto K, Sumida T, Kohsaka H; Research
Team for Autoimmune Diseases, The Research Program for Intractable Disease of the Ministry of Health, Labor
and Welfare. First external validation of sensitivity and specificity of the European League Against
Rheumatism(EULAR)/American College of Rheumatology (ACR) classification criteria for idiopathic
inflammatory myopathies with a Japanese cohort．Ann Rheum Dis. 79: 387-392, 2020.
② Kawado M, Hashimoto S, Ohta A, Oba MS, Uehara R, Taniguchi K, Sunagawa T, Nagai M, Murakami Y. Estimating
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nationwide cases of sexually transmitted diseases in 2015 from sentinel surveillance data in Japan. BMC
Infect Dis. 2020 Jan 28;20(1):77. doi: 10.1186/s12879-020-4801-x.
③ Amano H, Ohno Y, Inoue T, Tomori K, Ohama K, Okada H． Regional prescription surveillance of phosphate
binders in the western Saitama area: the substantial role of ferric citrate hydrate in improving serum
phosphorus levels and erythropoiesis． Clin Exp Nephrol． 23(6):841-851, 2019．
④ Tanisaka Y, Ryozawa S, Mizuide M, Harada M, Fujita A, Ogawa T, Nonaka K, Tashima T, Araki R． Analysis
of the factors of procedural failure: ERCP using a short-type single-balloon enteroscope for patients with
surgically altered gastrointestinal anatomy． Dig Endosc 2019;31(6):682-9．
後藤あや、尾崎米厚、伊藤慎也、郡山千早、坂野晶司、鈴木貞夫、鈴木友理子、髙橋美保子、 田中耕、 横川博
英、 吉田都美、 吉村 健清、 弓屋 結． 賛否の分かれる公衆衛生対策に関するディベート：日本公衆衛生学会モ
ニタリング・レポート委員会による聴衆参加型シンポジウム． 日本公衛誌 2019; 66(8): 391-396．
⑥ Takenaka T, Kobori H, Inoue T, Miyazaki T, Suzuki H, Nishiyama A, Ishii N, Hayashi M. klotho supplementation
⑤

ameliorates blood pressure and renal function in DBA/2-pcy mice, a model of polycystic kidney disease. Am
J Physiol Renal Physiol. 2020 Mar 1;318(3):557-564.
⑦ 亀井美登里、本橋千恵美.地域包括ケアシステム構築のための社会資本の活用、埼玉医科大学雑誌 第46巻
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⑧ 亀井美登里、植村真喜子、宮﨑孝、望月徹、高橋美保子、大野洋一、太田晶子、柴﨑智美、野寺誠、柳澤裕之 小
規模塗料製造事業場の作業方法の工夫による有機溶剤曝露濃度の低減策第９２回日本産業衛生学会総会 2019.05;
名古屋市
⑨ 武田光史、亀井美登里、柴﨑智美、大野洋一、太田晶子、宮﨑孝、荒木隆一郎、植村真喜子、望月徹、金田光平
東日本大震災における災害医療活動の経験を生かした今後の災害医療体制の構築第７８回日本公衆衛生学会総会
2019.10; 高知市
⑩ 宮崎孝、植村真喜子、望月徹、宮嶋由佳、野寺誠、荒木隆一郎、大野洋一、太田晶子、亀井美登里 亜鉛欠乏ラッ
ト肝臓でのインスリンシグナルについて第 90 回日本衛生学会学術総会 2020.03; 岩手
【総数：論文 20 件、学会発表 33 件、著書 0 件】
6-2．獲得研究費
亀井美登里：平成 31 年度厚生労働統計協会委託金「高齢者の社会参加に関する研究（地域包括ケアシステム構築の観点
から）200 万円
太田晶子：平成 31 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)）
「自己免疫
疾患に関する調査研究」50 万円
太田晶子：平成 31 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)）
「特発性造
血障害に関する調査研究」30 万円
太田晶子：AMED 難治性疾患実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療に
関する研究」20 万円
荒木隆一郎：科学研究費基盤研究(C)「ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロン症の新規治療戦略(研究分担
者)」20 万円
荒木隆一郎：科学研究費基盤研究(C)「高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組織内照射に関する前向き研究(研
究分担者)」10 万円
6-3．受賞
2019 年度日本皮膚科学会・雑誌論文賞
皮膚科医による基底細胞癌の側方マージン設定の正確性に関する検討。 齋藤晋太郎、中村泰大、寺本由紀子、浅見友
梨、松谷泰祐、安田正人、石川治、山本明史、荒木隆一郎． 日本皮膚科学会雑誌 2019;129(10):2157-64
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究共に順調に成果を上げ、適切に職責を果たせたと評価する。
7－2．次年度の改善計画
今年度の評価結果を踏まえて、教育、研究共に更に尽力する。
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10．法医学
１．構成員
髙田 綾（TAKADA, Aya）：教授：運営責任者：教育主任，研究主任：代表指導教員（大学院）：突然死の病理,創傷の法
医診断：医学博士
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）：客員教授（順天堂大学教授，法医）：指導教員（大学院）：突然死の病理，交通外傷：医
学博士
原 正昭（HARA, Masaaki）
：客員准教授：指導教員（大学院）
：遺伝標識の法医学的応用：医学博士
中西宏明（NAKANISHI, Hiroaki）
：客員講師（順天堂大学准教授，法医）
非常勤講師：舟山眞人（東北大教授，法医）
，村井達哉（榊原記念病院，病理）
，宮坂祥夫（科学警察研究所）
助手・実験助手：米山克美（YONEYAMA, Katsumi）
，新井正明（ARAI, Masaaki）
，冨山紀子（TOMIYAMA, Noriko）

２．教育
2-1．目的･目標：法医学に関する講義・実習は、４年後半の「異状死の診断」として行われた。その教育目標は、1．法
医学的視点を備えた臨床医となるために、その基盤となる知識・方法論を理解する、2．典型的な症例について、異状死
の診断と法的処理が適切にできるようになる、の２点に集約される。
2-2．教育内容（担当者）
異状死の診断：４年生，UD：髙田，講義・実習担当：髙田，齋藤，原，中西，米山
救急・麻酔：４年生，UD 補佐：髙田，講義担当：齋藤，髙田
小児：４年生，小児の虐待，担当：齋藤
病理総論：２年生，死後変化，担当：髙田
臨床入門・CPC 実習（４年生）
：髙田，齋藤
そのほか、学業・生活面で課題のある学生への指導、支援にも積極的に関与した。
「異状死の診断」については、講義後に実施された学生による講義評価も高く、試験等においても十分に
2-3．達成度：
理解が得られており、全体として良好な教育効果が得られているものと判定された。
2-4．自己評価と次年度計画：おおむね所期の目標は達成されたものと考えているが、教育に万全ということはない。次
年度はさらに教育手法の点検と改善を図りたい。

３．研究
3-1．目的・目標：鑑定に根づいた臨床的研究を行うこと。法医学は applied medicine であり、死因究明を柱とした法
医実務の質を高めることが学問の社会的使命である。このため法医学領域の研究は、鑑定を出発点とし、つねに鑑定へ
の還元を念頭において行われる。
：法医病理学：髙田，齋藤，法医免疫遺伝学：原，中西
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
共同研究は、順天堂大学、山梨大学、東北大学、東京都監察医務院、警察庁科学警察研究所などと行った。
3-3．研究内容と達成度：１）〜４）は法医病理、５）は法医免疫遺伝
１）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物、頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した。
２）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析：冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学的解
析を行った。症例数が限られているので症例の集積には時間を要する。
３）動脈解離の病理学的解析：くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた。頭蓋内
内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した。また、脳動脈外傷の病理について検討した。
４）乳幼児突然死の病態解明：先天性代謝異常症、RS ウイルスなど感染症の関与、無呼吸、不整脈性心疾患などの関与
について検討を行い、発表した。いまだ十分な結論には到達しておらず、引き続き検討していきたい。
５）DNA 多型の法医学的応用：DNA 多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した。
3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく、しかも少人数であり、研究のための
時間的、精神的余裕に乏しい。そのような環境ではあるが、着実にデータを蓄積し、発表した。今後も同様の方向性で
進むものと考えられる。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県解剖嘱託医（髙田，齋藤）
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山梨県解剖嘱託医（髙田，齋藤）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Legal Medicine 誌の editorial board（齋藤）
Legal Medicine 誌の査読委員（髙田）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
法医鑑定実務：当教室の主要業務である。令和元年度に当教室で行った解剖は 152 体（司法 140 例・行政 0 例・調査
12 例）であった。従来の司法解剖、行政解剖に加えて、新法（警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する
法律）に基づく解剖（通称「調査解剖」
）を行っている。また、埼玉県警のみでなく、山梨県警の司法・調査解剖につい
ても嘱託されている（全体の１割程度を占める）
。
司法関係者に対する教育活動：検察・警察関係者の法医学的教養を高め、科学捜査の質的向上に資することは法医学
者の重要な社会的責務である。令和元年度も、髙田、齋藤が、警察庁検視官講習（法医専科）や同交通検視官講習など
に出講し、現場での司法関係者への啓蒙にも努め、多くの効果を挙げた。なお、当教室は，警察庁検視官講習の解剖研
修機関であり、全国の検視官予定者（幹部警察官）が春秋通算２ヶ月にわたり多数解剖研修を行った。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①髙田 綾，齋藤一之，米山克美，原 正昭，中西宏明．乳児症例における下大静脈－右心房の接続形態と心房中核
瘤・卵円孔開存について．法医学の実際と研究．2019; 62: 119-124.
②Nakanishi H, Yoneyama K, Hayashizaki Y, Hara M, Takada A, Saito K. Establishment of widely applicable DNA
extraction methods to identify the origins of crude drugs derived from animals using molecular techniques.
J Nat Med 2019; 73: 173-178.
③Inokuchi S, Nakanishi H, Nishimura K, Saito K. Allele frequencies and forensic genetic parameters of 10
supplementary and two CODIS loci in a Japanese population genotyped using an Investigator HDplex Kit. Int
J Legal Med 2019; 133:89-90.
④Nakanishi H, Fujii K, Nakahara H, Mizuno N, Sekiguchi K, Otani M, Takada A, Saito K. Estimation of the number
of contributors in mixture samples by mitochondrial DNA analysis using massively parallel sequencing. 28th
Congress of the International Society for Forensic Genetics, Prague, 2019.
⑤Inokuchi S, Fujii K, Nakanishi H, Takada A, Saito K, Mizuno N. Relation between stutter ratio and the DNA
sequence: Further improvement of explaining distribution of stutter ratio at complex repeat loci. 28th Congress
of the International Society for Forensic Genetics, Prague, 2019.
⑥髙田 綾，齋藤一之，朝倉久美子，木村聡子，氣賀澤秀明，菊地洋介，村井達哉．心房中隔瘤と下大静脈高位接続の
みられた乳児突然死例．第 108 回日本病理学会総会．日本病理学会誌．2019，東京．
⑦髙田 綾，齋藤一之，村井達哉，米山克美，新井正明，冨山紀子，原 正昭，中西宏明．頚部圧迫の諸問題（２）
扼痕の形態について．第 103 次日本法医学会学術全国集会．日本法医学雑誌．2019；73：p83，宮城．
⑧中西宏明，藤井宏治，中原弘明，水野なつ子，関口和正，米山克美，原 正昭，髙田 綾，齋藤一之．次世代シー
クエンサーを用いたミトコンドリア DNA 解析による混合関与人数の推定（第２報）
．第 103 次日本法医学会学術全国集
会．日本法医学雑誌．2019；73：p91，宮城．
⑨髙田 綾，齋藤一之，鈴木秀人，朝倉久美子，木村聡子，米山克美，原 正昭，中西宏明．剖検により診断された
ACTH 単独欠損症の１例．第 88 次日本法医学会学術関東地方集会．2019；p9，東京．
⑩中西宏明，米山克美，原 正昭，髙田 綾，齋藤一之．複数の基原動物が混合した生薬における個々の基原動物推
定法．日本薬学会第 140 年会．2020；日本薬学会第 140 年会要旨集，京都．
【総数：論文 3 件、学会発表 9 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
中西宏明（代表）
：文部科学省・科学研究助成金，基盤研究（C）
；
「次世代シークエンサーを用いた生薬の DNA 鑑定法の
構築」課題番号 19K07151. 234 万円．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許、実用新案：該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
実務：解剖鑑定は教室の中心業務であるが、鑑定件数の増大と事件の複雑化がさらに進み、医師２名、コメディカル４
名の体制では限界を超えている。人的・物的体制の整備が急務だが、解剖医は極端に少ない。コメディカルの補充も緊
急の課題である。
教育：「異状死の診断」については良好な結果が得られている。学業・生活面で課題のある学生への指導、支援にも積
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極的に関与したほか、東医体などを通じて学生の課外活動の振興に積極的に関与するよう努力した。
研究：ひきつづき実務に直結する研究を地道におこなった。寡産ではあるが密度の高い研究を指向した。突然死領域の
研究については、臨床領域にも還元されつつある。
7－2．次年度の改善計画
実務：医師スタッフ（解剖医）の確保のための努力を継続する。法医解剖医は全国で 150 名（教授を含む）程度で、若
手はとくに少ない。次世代を担える実務肌の医師はさらに稀少であり、当教室の伝統である質の高い法医業務を通じた
社会貢献を継続するために、数年計画で人材をもとめていく。
教育：よき臨床医にとって不可欠な法医学的な考え方を効率よく学修できるよう、講義・実習内容の継続的な見直しを
行う。法医学的には重要であっても、臨床医にとって不可欠とは言い難い内容の整理を行い、今後の臨床医にとって有
用な知見については積極的に取り入る。一方で、試験、CBT、国試といった近視眼的・実利的視点を超えた興味を誘発す
るためには何ができるのかについても考えていきたい。
研究：蓄積されつつあるデータの整理、公表の努力をさらに続けていく。
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11．医療政策学
１．構成員
宮山徳司（MIYAYAMA.Tokushi）
：医療政策学特任教授：運営責任者：大学院教員（大学院）
：保健医療行政

２．教育
2-1．目的･目標
日本の人口構成の変化や社会保障財源の枯渇といった社会環境の変化への対応に向けて、医療を地域の生活の問題と
して捉え、医療のあるべき姿を一人称で考え、実践することができる医療人材の養成を図る。また、医療法の成り立ち
や身分法、医療資源の配置状況、医療保険者の役割などを検証し、地域医療の再構築に向けた取り組みを進める。
2-2．教育内容（担当者：宮山特任教授）
医学部
：良医への道 2・地域医療とチーム医療―「地域医療ビジョン」
：良医への道 2・地域医療とチーム医療―「地域健康危機管理―」
：良医への道 2・地域医療とチーム医療―「医療と経済 1」
（経済の捉え方）
：良医への道 2・地域医療とチーム医療―「医療と経済 2」
（マクロ的視点から見た医療経済）
大学院修士課程 ：医学研究科―「医療政策学概論」
：看護研究科―「地域保健医療福祉の現状」
保健医療学部
：看護学科 ―「医療経済学」
埼玉医療福祉会看護専門学校
：第一学科 ―「医療概論」
：第二学科 ―「総合医療論」
2-3．達成度
医療における 2025 年問題を見据え、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律が成立し、それに伴って医療法、介護保険法、健康保険法の改正が続いた。これらは、社会保障制度成立の
背景が激変する中で、新たな仕組みを生み出していこうとするものである。そこで、社会保障制度改革と時代背景との
関連を具体的に伝えるとともに、数次にわたる医療制度改革が目指す日本の医療の姿を共に考え、少産多死から人口減
へと移行する社会の姿に対応できる姿勢を持つように働きかけた。学生は、社会における出来事と制度の関連、そして
自らが中核となって社会を担う時代に強い興味を持っており、関心を高める上で効果があった。また、看護学科等の学
生に対する授業では、医療現場への行政支援や地域活動の実際を具体的に示すとともに、実際に起こった事件などを演
習のテーマとして提示し、それぞれが考えることで理解の促進が図られた。2025 年問題の課題となった「需要と供給の
マッチング」から「医療人材の確保」が課題となる「2024 年問題」の解決に向けて、その主役となる学生達により幅広
い視点を持ってもらえるよう努める。
2-4．自己評価と次年度計画
「医療制度改革」、「社会保障と税の一体改革」、「地域福祉の実態」、「病床機能報告制度の開始」、「新たな病床整備に
関する公募と評価結果」、「経済財政運営と改革の基本方針 2019（骨太の方針）」など、実際に進められている事柄に沿
って、行政レベル、地域レベルで展開されている、あるいは今後展開しようとしている事例を具体的に伝えることで、
今後の医療のあり方と医療者の役割の変化に関する理解を促進させ、一人称で語ることのできる人材の育成に関われた
と感じている。

３．研究
3-1．目的・目標
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
3-3．研究内容と達成度
3-4．自己評価と次年度計画

「該当なし」
「該当なし」
「該当なし」
「該当なし」

４．診療
「該当なし」

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
①「毛呂山町総合振興計画審議会委員」
（毛呂山町）
②「毛呂山町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員」
（毛呂山町）
③「毛呂山越生在宅医療介護連携推進会議委員」
（毛呂山町・越生町・埼玉医療福祉会）
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④「東松山市立市民病院改革プラン評価委員（委員長代行）
」（東松山市）
⑤「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」
（埼玉県・埼玉医大）
⑥「埼玉医科大学キャリアアップセンター教育運営委員」
（埼玉医大）
⑦「NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部副支部長」
（日本マネジメント学会）
⑧「川越市介護保険事業推進協議会委員」
（川越市）
⑨「川越市健康づくり推進協議会委員」
（川越市）
⑩「埼玉県地域医療構想推進会議委員」
（埼玉県）
⑫「埼玉県地域医療構想調整会議アドバイザー」
（厚生労働省）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無

「該当なし」

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
① 埼玉県看護協会所属の看護師（本学関連病院看護師約 20 名含む）に対し、認定看護管理者教育課程のファースト
レベル、セカンドレベル、サードレベルごとに「保健・医療・福祉サービスの提供の仕組み」や「保健医療福祉の
現況と課題」
、
「社会保障の概念」
・
「パブリックコメント」を担当し、職務改善や医療改革の動機づけを行った。
（埼
玉県看護協会）
② NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部主催による第 8 回学会学術集会を所属の医療者及び県内の医療者を対象
に開催した。
（NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部）
③ 埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する認定看護管理者教育課程ファーストレベル及びセカンドレベル
において「保健医療福祉の動向」及び「我が国におけるヘルスケアシステムの構造」をテーマに講義した。
④ 埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する看護学生実習指導者講習会において、
「医療政策：日本の医療は
どこへ向かう」をテーマに、看護人材の育成に関する基本的姿勢について講義した。

６．業績
6-1．論文・学会発表
6-2．獲得研究費
6-3．受賞
6-4．特許、実用新案
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

「該当なし」
「該当なし」
「該当なし」
「該当なし」
「該当なし」

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
医学部、保健医療学部、埼玉医療福祉会看護専門学校及び大学院において授業を担当したが、変革期にある医療の
現状を踏まえ、既成概念にとらわれることなく、柔軟な思考ができるように働きかけることで、学生自身が一人称で
考え、語れるようになった。
自治体関連委員については、埼玉県や近隣市町村との緊密な関係を構築することが学生教育や基幹的医療機能の充
実強化などにおいて有効であることから、積極的に参加し、緊密な連携の構築に努めている。
また、本学キャリアアップセンターが行う現任看護師教育や事務職及び医療者に対するリーダーズセミナーを担当
することで、教職員のレベルアップに関わり、意識変革に貢献できたと考える。
7－2．次年度の改善計画
社会保障に関する制度改革と制度改革が及ぼす医療への影響を踏まえ、地域の医療現場で発生している現象につい
て、より具体的に語れるよう、情報、資料の在り方について工夫したい。
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12．1）中央研究施設機能部門
１．構成員
坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）：教授：運営責任者：施設長：指導教員（大学院）
：機能生物化学：博士
廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）
：助教：研究員 教育員：大学院教員：機能生物化学：博士
鈴木悠子（SUZUKI, Yuko）
： 実験助手

２．教育
2-1．目的･目標
主要な血液疾患の症候や病態生理を学習するための基盤として、赤血球、血漿の機能及び血液凝固系の基礎的な知識を
修得させ、体液のホメオスターシスに関する血液の多様な役割を理解させることを目的とする。
基礎的な実験操作に用いられる器具、機器に関する正しい知識と操作方法を身につける。環境問題をテーマとした実験
を行い、その結果は Excel を用いて処理し、データ解析の基礎を学ぶ。解析結果は Word によりレポートを作成し考察す
る。
2-2．教育内容（担当者）
；生殖（坂本・
2 年生エネルギー系（坂本）
、塗抹標本作成実習（坂本・廣澤・鈴木）ならびに機能系実習（2 年生）
廣澤）
、1 年生人体の基礎科学 1、2（化学実験 1、2）
（坂本・廣澤）を分担した。選択必修ユニット；（基礎医学実験）
正しいピペットの扱い方～分析データの解析の基礎（2 年生）（坂本・廣澤）。医学部大学院・医学研究基礎コース・実
用実験医学入門(実習編)を分担した（坂本・廣澤）
。臨床推論 1、2（1 年生）テューターを分担した（廣澤）
。
2-3．達成度
国家試験、医療環境の動向をとらえて講義内容をより実践的に改良した。学生からの質問量に関して、例年よりも増加
した。そのため、放課後に指導時間を設けることも多くなった。選択必修ユニットでは、２コマ続きの授業を行い、１
コマ目に実験、２コマ目に Excel を用いて実験結果の表計算及び図・表の作成を行った。最初は Excel に不慣れな学生
も最終講義時には習熟し、学生からも役に立ったとの意見も多かった。医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験
医学入門に関しては施設の特性を生かし設置されている機器を用いて講義を行い、座学よりは興味を引くことができた
と思われる。
2-4．自己評価と次年度計画
血液の役割、血液凝固に関してスライドを重要な部分に絞って強調・簡素化したり、動画を交えたりした講義を試みた
が、これらの筆記試験等を検討した結果、効果は大きかったと思われた。選択必修ユニットでは、もっと実験を行いた
いとの希望があり、新たに「唾液によるデンプン消化物の定量解析」を高校化学の知識を活用、応用する実験を導入し
たが、科学的にも医学的にも興味を引かれたとの回答を得た。今年度よりカタロスタワーの実習室にて研究用小動物を
用いた実験を行った。飼育室を使用し円滑に実習を遂行することができた。

３．研究
3-1．目的・目標
研究内容は、ナノ粒子を用いたマウス乳ガンへのドラッグデリバリーに移行しつつあり、抗ガン作用に関して良好な実
験結果が得られたため、治療のターゲットをマウス脳腫瘍に変更し、同様の実験を遂行し、局所的ドラッグデリバリー
の有効性を確かめる。また、同様の研究手法を脳虚血マウスに対して応用すべく、神経内科等の研究者との検討を進め
ている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
ナノ粒子を用いたドラッグデリバリーに関して、東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの研究者と研究契約を
結び、本学中央研究施設実験動物部門、機能部門と東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンターの各設備を相方向に
活用し研究を遂行する。
「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとしたプロテオーム解析の検討」につ
いて城西大学薬学部と共同研究を論文投稿し Rapid Communications in Mass Spectrometry に受理された。
3-3．研究内容と達成度
東洋大学バイオナノエレクトロニクス研究センター教授 Dr. Kumar 研究チーム（インド共和国）との共同研究では、
乳ガンに対する抗ガン剤を内包するナノ粒子のドラッグデリバリーに関して、1/20 程度の抗ガン剤で高い効果が得られ
る等の良好な結果が得られ、既に論文化した。次のターゲットを脳腫瘍に定め、実験が開始され極めて高い抗ガン作用
を有することが明になった。
昨年から進めている「フェルラ酸誘導体を MALDI-TOF-MS 解析用マトリックスとプロテオーム解析の検討」について城
西大学薬学部と共同研究の論文を Rapid Communications in Mass Spectrometry に投稿し、2019 年 10 月に受理され、
2020 年 4 月発行の雑誌に掲載が決まった。
3-4．自己評価と次年度計画
昨年度に引き続き、東洋大学、城西大学、との共同研究を推進し、論文・国際学会等で成果を発表する。大学間の連携
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を重視し次年度も継続してこれまでの研究を進める。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無「該当なし」
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無「該当なし」
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
東洋大学バイオナノエレクトロニクスセンター、中央研究施設機能部門、国際感染症センター、他 2 社と共にマラリア
の代謝産物であるヘモゾインに着目して診断機器プロジェクトを立ち上げ、検討を続けている。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① MALDI-TOF-MS 用新規マトリックスの 6-臭化フェルラ酸の特徴とプロテオーム解析への応用 坂本 安、廣澤 成美
森口 武史、鈴木 悠子、玄 美燕、高山 淳、 岡崎 真理、坂本 武史 日本プロテオーム学会 2019 年大会・第 70 回日
本電気泳動学会総会合同大会 2019 年 7 月 25 日 宮崎市
② Nano Drug Delivery M. Sheik Mohamed, Srivanni Veeranarayanan, Yasushi Sakamoto, Rie Suge, D. Sakthi Kumar,
Toru Maekawa, BNERC：The 17th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology,2019 Dec. 5-6, Toyo
university in Kawagoe City.
③ Nanoparticles for Bio-Imaging Srivanni Veeranarayanan, M. Sheik Mohamed, Aby Cherubathoor Poulose,
Yasushi Sakamoto, D. Sakthi Kumar, Toru Maekawa, BNERC：The 17th International Symposium on Bioscience and
Nanotechnology,2019 Dec. 5-6, Toyo university in Kawagoe City.
【総数：論文 0 件、学会発表 １件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費「該当なし」
6-3．受賞
① 令和元年度
② 令和元年度

埼玉医科大学 医学部 ベストエフォート賞 坂本 安
埼玉医科大学大学院 医学研究科 ベストティーチャー賞

廣澤成美

6-4．特許、実用新案「該当なし」
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
島津製作所 全自動前処理装置付き LC-MS/MS セミナー 基礎医学棟 3Ｆカンファレンスルーム 2019(R1)年 7 月 31 日
和光純薬 自動転写式電気泳動装置「DIRECT BLOT」基礎医学棟 3Ｆカンファレンスルーム 2019(R1)年 8 月 28 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
中央研究施設機能部門整備されている大型機器の多くが老朽化しているが、近年の助成金申請額が小さく申請に値し
ないことから更新できていない。今後中央研究施設における最大の課題となる可能性が高いが現時点では、解消に繋
がるアイデアが無く本年度も問題点として残留した。
7－2．次年度の改善計画
本年度からの中央研究施設日高ブランチ機能部門の本格的活動に伴い、研究機器、設備の運営、管理体制に関して歩
調を合わせるための課題が見えてきている。次年度は、ホームページからの利用者登録、研究機器利用予約方法の調
製と統一が急務であるためプログラムの改良、再構築作業を開始した。次年度の初期には全学研究者による利用を可
能とする。また、研究機器の新規購入と更新に関して毛呂、日高の両機能部門で検討を進める。
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12．2）中央研究施設 形態部門
1. 構成員
大島晋(OHSHIMA，Susumu)：准教授：教育主任：大学院教員（大学院）
：細胞老化・発癌・
染色体異常：博士
実験助手：小松久美子，松本幸子，成塚裕亮
協力研究員：岩下直樹

2. 教育
2-1. 目的・目標
卒前教育目標；医学・生物学分野の実験・研究における基本的技術を習得すること，および老化を基礎医学的に理解すること．
大学院教育目標；医学研究に必要とされる基本技術と研究機器の使用法を理解すること．
2-2. 教育内容
卒前教育；人体の基礎科学の化学実験（１年生）
，機能系実習Ⅰのフローサイトメーター実習（2 年生）
，臨床推論（１年生）
，臨床推
論 CPC（４年生）
，選択必修「老化について考える」
（2 年生）および「光学顕微鏡を使いこなす」
（１・2 年生）
．
大学院教育；研究方法特論（光学顕微鏡使用法とフローサイトメーター使用法について）
．
2-3. 達成度
卒前教育および大学院教育の両者とも，ほぼ予定通りの内容を実施することができた．
2-4. 自己評価と次年次計画
卒前教育では概ね目標は達成されたが一部積極性に欠ける学生もおり，より多くの学生の積極的な参加を引き出す工夫が必要と感じ
られた．大学院教育では少人数での講義となり，教育効果は高いと感じられた反面，出席率が低く，講義の実施方法に改善の必要性
が感じられた．

3. 研究
3-1. 目的・目標
多倍体細胞の染色体不安定性の解析．ヒト免疫記憶細胞の作製方法に関する研究．セルソーターによるアダルト型オリゴデンドロサ
イト前駆細胞の分離とマーカー分子の探索．
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）
ヒト免疫記憶細胞の作製方法の開発およびアダルト型オリゴデンドロサイト前駆細胞に特異的に発現するマーカー分子の探索（本
学アドミッションセンター）
，肝芽腫細胞によるナノチューブ形成機序の解析（本学解剖学）
3-3. 研究内容と達成度
多倍体細胞の染色体不安定性については，ヒト線維芽細胞より樹立した４倍体細胞を用いた解析を継続した．ヒト免疫記憶細胞の
作製方法に関する研究では，将来がんの免疫療法に応用可能なメモリーT 細胞の分化誘導に成功した．アダルト型オリゴデンドロサ
イト前駆細胞におけるマーカー分子の探索については，現在本実験に向けての準備を行なっている．
3-4. 自己評価と次年度計画
本年度は多倍体細胞の染色体不安定性について論文を 1 報出すことができた．他の部署との共同研究では着実に成果が得られてお
り，今後の展開が期待される．

4. 診療
該当なし

5. その他
5-1. 自治体，政府関連の委員の有無； 該当なし
5-2. 学術誌，編集委員，査読委員の有無； 大島；Human Cell 査読委員（1 件）
5-3. その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務； 該当なし

6．業績
6-1. 論文・学会発表
①論文； Susumu Ohshima，Chromosomal instability of tetraploid cells established from telomerase-immortalized normal human fibroblasts.
Chromosome Science, 22:19-22 (2019).
②学会発表； 藤田恵子，松本幸子，藤田一正，穐田真澄，永島雅文，肝芽腫細胞間を連結する細胞膜ナノチューブの構造と機能．第 125 回
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日本解剖学会総会，2020 年 3 月，山口
【総数：論文 1 件、学会発表 1 件】
6-2. 獲得研究費； 該当なし
6-3. 受賞； 該当なし
6-4. 特許，実用新案； 該当なし
6-5. 学会，研究会，セミナー等の開催実績； 該当なし

7. 自己点検，自己評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
2019 年度の形態部門への登録者数は 202 名であった．年度により多少の増減はあるが，毎年 200 名前後が登録し，種々の研究器機
を利用している．形態部門で管理している機器の 2019 年度における延べ利用回数は 2535 件（電子顕微鏡関連；262 件，光学顕微鏡
関連；594 件，レーザー機器；720 件, 培養設備関連；959 件）であった．これは形態部門全体では1 日当たり平均 6.9 件（休日を
含む）の機器利用があり，機器１台当たりでは１年間に平均約 110 回の利用があったことになる．延べ利用回数は昨年度よりも 500
件以上増えており（2018 年度の総利用回数は 2019 回）
，形態部門の機器はますます学内で有効活用されていると評価できる．
7-2. 次年度の改善計画
中央研究施設は共同利用機器・設備を維持管理するとともに,利用者に対する技術指導や研究方法についての助言を行うことが重要
な任務であるが,今後もより積極的にその役割を果たして行きたい.また他の部門との共同研究等も必要に応じて行っており,学内に
おける研究活動の推進により一層寄与していきたいと考えている.
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12．3）中央研究施設 実験動物部門
１．構成員
仁科 正実 （NISHINA, Masami）
：部門長：准教授：研究主任、教育員、大学院教員（大学院）
：実験動物学、医動物学
（寄生虫学）
、NMR 分光法、脳エネルギー代謝：博士
冨永 信子 （TOMINAGA Nobuko）:助教：研究員、教育員
石原 由夏 （ISHIHARA Yuka）
：助手：研究員、教育員
萩原 克美（飼育業務係長：保健医療学部実験動物施設担当）、堀切一美（飼育業務係長）、大久保、池田、塩野、臺場、
黒須、庄司（飼育業務）
、鈴木(文)、
（飼育業務・非常勤）
、秋田、
（業務員・非常勤）

２．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育・卒後教育・大学院教育】
動物実験は、今日の医学・医療技術を支え、人類の健康に貢献し、現代の医学研究に必要不可欠であり、適正な動
物実験の実施が求められている。適正な動物実験とは、①社会的適正：動物福祉に配慮し倫理的な動物実験を行うこ
と、②科学的適正：質の高い実験動物を良好な環境で飼育し、再現性の高い実験結果を得ることである。
平成 18 年『動物の愛護及び管理に関する法律』の法改正において「3R」が盛り込まれ、各省庁より飼養保管基準お
よび基本指針が告示、日本学術会議においてガイドラインが作成された。実験動物部門では、これらの法令等に基づ
く実験動物の日常の飼育管理を実施すると共に、動物実験実施者および飼養者（飼育技術者）へは動物福祉の理念を
理解・徹底し、実験動物の正しい取り扱いを習得して動物実験を遂行する。
【大学間包括的協力】
女子栄養大学の学生へ卒業研究の実験および発表・論文作成の指導を行う。
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
・医学部 1 年：選択必修 実験動物学入門の講義（仁科、冨永、石原）
・医学部 1 年：臨床推論（冨永）
・医学部 2 年：機能系実習 動物福祉と実験動物施設の利用方法（冨永）
・医学部 3 年：感染講義、感染実習（医動物学講義：仁科、実習：仁科、石原）
【卒後教育】
・動物実験実施者のための教育訓練・新規利用者のための講習会（冨永、石原）
【大学院教育】
・大学院博士課程：研究方法論：NMR 分光法の基礎・生物、医学への応用（仁科）
・大学院博士課程：実用実験医学特別講義：実験動物学入門（仁科）
・大学院博士課程：〈課外プログラム〉動物実験手技を学ぶ（冨永）
【保健医療学部教育】
・看護学科 1 年：環境論（冨永）
・臨床検査学科 3 年：保健医療福祉総論（冨永）
【他大学および専門学校教育】
・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学講義（仁科）
・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学実習（仁科、冨永）
・共立女子大学家政学部 微生物学免疫学講義（仁科）
・飯能高等看護専門学校 公衆衛生学（冨永）
・所沢准看護専門学校 薬理学（冨永）
【大学間包括的協力】
・卒業研究：女子栄養大学栄養学部（仁科、冨永、石原）
2-3．達成度
実験動物に関する「卒前教育」、「卒後教育」、「大学院教育」においては、教育目的の動物福祉の理念などを理解・
習得できたと考えられるため達成度は約 85％である。その他の「卒前教育」、
「保健医療学部教育」
、
「他大学・専門学
校教育」は、資料配布を行い、パワーポイントなどを用いてわかりやすい講義を行うように努めた。また、講義ごと
に小テストを行うことで 1 コマの講義の振り返りと理解を深めることができたことから達成度は 75％である。
【卒前教育】
・医学部 1 年生 13 名の学生が選択した。
（実験動物学入門）
・医学部 1 年生 4 コマを担当した（臨床推論）
・医学部 2 年生 141 名の学生が受講した（機能系実習）
・感染講義 6 コマ、医動物学実習 10 コマを担当した
【卒後教育】
・動物実験実施者のための教育訓練を 10 回実施し、計 166 名（医学部 2 年生 141 名含）が受講した。
【保健医療学部教育】
・看護学科 1 年：環境論 8 コマを担当した
・臨床検査学科 3 年：保健医療福祉総論 15 コマを担当した

0321

【他大学および専門学校教育】
・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学講義 15 コマを担当した
・女子栄養大学保健栄養学科 医動物学実習 12 コマを担当した
・共立女子大学家政学部 微生物学免疫学講義 15 コマを担当した
・飯能高等看護専門学校 公衆衛生学 8 コマを担当した
・所沢准看護専門学校 薬理学 18 コマを担当した
【大学間包括的協力】
・女子栄養大学栄養学部卒業研究の学生は無し
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育・卒後教育・大学院教育】
実験動物に関連する教育および教育訓練については、① 動物実験に関わる法令・指針・規程、② 動
物福祉の理念、③ 実験動物の飼養保管、④ 安全確保、⑤ 動物実験の方法、⑥ 適切な動物実験の説
明を行い、受講者の理解が得られたと考えられる。
次年度は今年度の教育内容を見直し、持続的に教育および教育訓練を実施する。
【大学間包括的協力】
今年度の女子栄養大学卒業研究の学生は無し

３．研究
3-1．目的・目標
① フィコシアニンを特異的に認識するモノクローナル抗体の作製
② 薬剤耐性のがん細胞株の樹立
③ ヘスペレチンの細胞周期調節および抗増殖効果調節機構について検討する
④ イコデキストリンの pH が腹膜の炎症、線維化に及ぼす影響の検証
⑤ マウスにおけるアスタキサンチンの血中移行時間の測定
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の検討（女子栄養大学・日本医療科学大学共同研究）
② ヘスペリチンの細胞周期調節機構の検討（日本医療科学大学共同実験）
③ イコデキストリンの腹膜炎症、線維化に及ぼす影響の検証(総合診療内科共同研究)
④ マウスにおけるアスタキサンチンの血中移行時間の測定（女子栄養大学・東洋酵素化学株式会社共同実験）
3-3．研究内容と達成度
① フィコシアニンのモノクローナル抗体 2 株のアイソタイプは IgM であり、現在は抗原決定基および特徴などを調べ
ているところである。研究達成度 60％
② 抗がん剤を添加した培養液でがん細胞を培養し、抗がん剤の濃度を徐々に上げて作製した。研究達成度 30%
③ ヘスペレチンは癌細胞の細胞周期調節に影響を及ぼす、正常細胞の細胞周期調節への影響は見られなかった。研究
の達成度は 60％であり、
④ イコデキストリンをマウスへ連日腹腔内投与し、腹膜および腹水、血液などを採取した。研究達成度 50％
⑤ 予備実験としてアスタキサンチン製剤 3 種を経口投与し、投与 3 時間後の血液中のアスタキサンチン濃度を測定
た。研究達成度 15％
3-4．自己評価と次年度計画
① 昨年度作製したモノクローナル抗体は IgM であったため、再度モノクローナル抗体作製おこない、モノクローナル
IgG 産生細胞株を樹立した。今後はその抗体の特徴や抗原決定基を決定し、スピルリナの癌細胞増殖抑制効果の作
用機序を解明する予定である。
② 薬剤耐性がん細胞株を作製した。その細胞の対するフィコシアニンの相互作用を検討中である。
③ ヘスペリチンを認識するモノクローナル抗体を作製し、細胞周期およびがん細胞の増殖抑制効果について検討する
予定である。
④ マウスにおけるイコデキストリンの pH 変化による腹膜の炎症や線維化への影響を採取した腹膜の病理学的検査や
血液と腹水の免疫学的検査を行う予定である。
⑤ アスタキサンチン製剤 3 種およびコントロール製剤の経口投与後のアスタキサンチンの継時的血中濃度を測定す
る予定である。

４．診療
該当無し

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
埼玉医学大学雑誌：編集委員(仁科正実)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①フィコシアニンを認識するモノクローナル抗体の作製-Ag8 細胞-：冨永信子, 石原由夏, 仁科正実：
第 29 回体力・栄養・免疫学会：愛知県（2019）
②フィコシアニンにおける薬剤耐性がん細胞株の増殖抑制効果の検討：石原由夏, 冨永信子, 仁科正実：
第 29 回体力・栄養・免疫学会：愛知県（2019）
【総数：論文 0 件、学会発表 2 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当無し
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当無し

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
【飼育管理作業】
毎日の飼育環境の点検、個々の動物の観察、ケージ・給水瓶交換、給餌・給水、室内清掃、飼育器材の洗浄・消毒・滅
菌、安全衛生管理を実施し、実験動物部門においては、概ねの目的は達成された。技術職員は実験動物の基準に基づ
いた日常の飼育管理業務を心がけ、研究者から飼育依頼を受けた実験動物を良好な状態で飼育し、研究者へ提供する
ことができた。
【実験動物飼養状況】
毛呂山キャンパスの動物実験計画書は、133 件（継続 123 件、新規 10 件）が承認され、組換え DNA 承認実験は 49
件、感染実験などは 9 件であり全体の約 45％を占めた。動物実験計画書に基づき、一年間の延べ飼養匹数は、947,274
匹であり、一日平均 2,595 匹を飼養した。マウスが約 96％、ラット約 3％を占めた。飼養するマウスおよびラットの
約 90％は遺伝子組換え動物である。
【実験動物施設利用状況】
利用登録者数は 257 名、年間の施設利用者数は 3,264 人（入退館記録集計）である。
【慰霊祭】
令和元年 11 月 2 日（土）に実験動物慰霊祭を主催および執り行い、49 名が参列した。
【モニタリング検査・落下細菌検査】
年 4 回の微生物モニタリング検査および年 4 回の落下細菌検査を実施し、良好な動物を提供するよう心がけた。
【飼育棚の耐震補強工事】
大規模地震が発生した際に飼育技術者および研究者の命を守るため、飼育棚の転倒防止として壁への設置および飼
育ケージの落下防止として飼育棚へのゴムバンドの取付、実験室内の棚の固定を行い、耐震補強工事が完了した。し
かし、この耐震補強工事内容のみでは 100％ 安全を保障することが出来ないことから、飼育技術者および研究者が飼
育室内で大きな地震に遭遇した際には飼育室内にとどまらずに廊下などの棚の無い安全な場所へ出ることことが必要
である。
7-2. 次年度の改善計画
【飼育管理作業】
次年度においては、今年度の飼育管理と同様に実施すると共に、飼育環境を整え、より良好な実験動物の提供がで
きるよう努力することを目標とする。
【遺伝子組み換え動物への対応】
現在、本施設において飼育管理するマウスやラットの約 90％は遺伝子改変動物であり、研究の主流を占めているこ
とから、飼育技術者の毎日の飼育管理において拡散防止措置に努めた飼育管理を実施している。今後は飼育技術者も
研究者と同様に組換え実験従事者として教育訓練を受講するよう努めたい。
【災害時の対策】
我が国において震災の予測は不可能であり、自然災害の発生による実験動物に対する対策が求められ、緊急時の長
期停電時の対応や飲料水、飼料などの確保、飼育管理に関する対応や対策を定めなければならない。同時に災害が発
生した際の飼育技術職員や研究者の命を守ることなどの対策に努める必要があると考える。
【職員の作業環境】
近年問題視され『特定化学物質等障害予防規則』において特定第二類物質(慢性障害、発癌の危険性のある物質)及
び特別管理物質(有害性、作業者の健康管理記録の 30 年保存等の義務がある物質)として規制されているエチレンオキ
シドガス(EOG)の安全な取り扱いや職員教育の実施を行うとともに、EOG 滅菌からより安全性の高い滅菌方法に換え、
職員の作業環境を安全な快適な場所へと変えることを今後の課題とする。
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12．4）中央研究施設

ＲＩ部門

１．構成員
一色 政志（ISSHIKI,Masashi）:准教授：部門長：指導教員(大学院)：内分泌・糖尿病内科兼担：内分泌・糖尿病：博士
日詰 光治 (HIZUME,Kohji)：講師：教育員・研究員：指導教員(大学院)：分子生物学：博士
宮下 由美（MIYASHITA,Yumi）
：助手：教育員・研究員

２．教育
2-1．目的･目標
法律上の規制に基づき、RI 研究施設の管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱業務に従事する者に対して、
放射線障害予防規程の周知等を図り、放射線障害の発生を防止するために必要な教育と訓練を実施する。
また、本務の RI 研究施設の管理・運営の他にも、主として内分泌を主題とした内容において、医学教育に貢献する。さ
らに、生物学や化学の実習および講義に携わることで、適切な科学的見地に基づく思考力の育成を目指す。
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
医学部１年生：自然科学の基礎 化学実習を分担（日詰）
医学部１年生：細胞生物学 体験学習１～４を分担（日詰）
医学部１・２年生：良医への道１・２ 選択必修 Ａ－１０ 「放射線と生命科学研究」を担当（日詰）
医学部２年生：人体の構造と機能２ 機能系実習２を分担（日詰）
医学部２年生：臨床推論２ チューター（日詰）
医学部３年生：循環器ユニット“高血圧症：本態性高血圧・二次性高血圧”を担当（一色）
医学部３年生：内分泌・代謝ユニット“下垂体後葉”、
“副腎構造 副腎(1)”、“副腎(2)”、“内分泌・代謝領域の検
査”を担当（一色）
医学部６年生：内分泌・代謝・乳腺疾患ユニット“副腎疾患”
、
“下垂体疾患(1)：尿崩症・SIADH”を担当（一色）
医学部６年生：心臓・脈管疾患ユニット“高血圧症”を担当（一色）
ＢＳＬにおけるクルズス（二次性高血圧）
（月一コマ程度）を担当（一色）
ＣＣにおけるクルズス（臨床と研究）
（年２－３コマ程度）を担当（一色）
【卒後教育】
研修医に対する臨床実務および論文抄読に対する批評。研修医に対する月 1 回のクルズス。
（一色）
【大学院教育】
大学院講義：研究方法特論を分担（日詰）
【その他】
RI 研究施設利用者向け：再教育訓練（一色、日詰、宮下）
課外プログラム：「放射線の性質とその検出方法についての入門」を分担（日詰）
2-3．達成度
卒前教育、卒後教育、および大学院教育それぞれにおいて、おおむね目的を達成できた。医学生命科学教育に資するた
め、放射線に関する講義を１・２年生向けの選択必修科目として今年度から開講した。また、放射線に関するテーマが課
題の講義にチューターとして参加する、あるいは、課外プログラムを日高 RI の西本講師と共同で担当するなど、前年度ま
ではおこなっていなかった放射線関連教育を実施した。大学院の講義においても、生化学実験のテーマについて特に RI
を応用した事例を紹介することで、RI 研究施設の利用を大学院生に提案する場として活用した。
2-4．自己評価と次年度計画
目標・目的に記した医学教育の貢献や、実習指導において、一定の貢献を果たしたと考える。また、RI 研究施設の管理
に従事する立場から、放射線をテーマとした実習や講義を実施した。次年度以降も、このような教育活動を継続する。

３．研究
3-1．目的・目標
RI 部門の業務である RI 施設の管理・運営と並行し、先端医学研究においても役割を果たすため、高血圧・糖尿病治療
に関する研究を推進する。また、放射線障害における主因子である染色体の不安定性への理解を深めるため、染色体の安
定維持に寄与する DNA 複製の調節機構についての研究を推進する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
レニン-アンジオテンシン-アルドステロン・システムに対するダパグリフロジンの影響の検討（一色）
生化学的解析および分子可視化解析から明らかにする DNA 複製調節の分子機構（日詰）
3-3．研究内容と達成度
原発性アルドステロン症とクッシング症の双方を発症した症例における副腎腫瘍に着目した報告など４件の研究テーマ
について研究を推進し、それぞれの成果を英語原著論文として発表した。また、DNA 複製における複製障害部位でのフォ
ーク停止についての英語総説論文を一件発表した。
3-4．自己評価と次年度計画
これまでの研究成果を、順調に論文発表に帰結させることが出来た。次年度以降は、上記臨床研究を推進・患者登録を
すすめ、論文にまとめることをめざす。
また、昨年度に引き続き、DNA 複製に伴うクロマチン構造の調節機構についての研究をおこなう。
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４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
査読：journal of American Heart Association (一色)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
＊ RI 研究施設の管理内容
令和元年度のアイソト-プ(RI)利用状況は以下のとおりである。
1) 利用登録講座：13 講座（基礎系 7、臨床系 6）
2) 実験計画：13
3) 実験者数：24 名（基礎系 19 名、臨床系 5 名）
4) 延べ RI 実験施設立入回数：2086 回
5) 放射線教育訓練:22 名/3 回（再教育含む）
3
6) RI 入庫量(MBｑ)：
H
(37.0)
35
S
(111)
7) RI 廃棄量(MBｑ)：
可燃物
(15.72)
難燃物
(24.71)
不燃物
(15.72)
動物
(0.00)
無機液体 (28.20)
有機廃液 (29.21)
排気
(1.15)
排水
(0.00)

６．業績
6-1．
論文
① Nishimoto, M., Ohtsu, H., Marumo, T., Kawarazaki, W., Ayuzawa, N., Ueda, K., Hirohama, D., Kawakami-Mori,
F., Shibata, S., Nagase, M., Isshiki, M., Oba, S., Shimosawa, T., and Fujita, T. (2019). Mineralocorticoid receptor
blockade suppresses dietary salt-induced ACEI/ARB-resistant albuminuria in non-diabetic hypertension: a
sub-analysis of evaluate study. Hypertens Res 42, 514-521.
② Saito, D., Oikawa, Y., Yano, Y., Ikegami, Y., Satomura, A., Isshiki, M., Kurihara, S., Inoue, I., Noda,
M., and Shimada, A. (2019). Detailed Time Course of Decline in Serum C-Peptide Levels in Anti-Programmed Cell
Death-1 Therapy-Induced Fulminant Type 1 Diabetes. Diabetes Care 42, e40-e41.
③ Yasuda, S., Iuchi, T., Goto, A., Katanoda, K., Iida, S., Oikawa, Y., Namba, A., Isshiki, M., Inoue, I.,
Kamei, Y., Shimada, A., and Noda, M. (2019). Weight control before and during pregnancy for patients with
gestational diabetes mellitus. J Diabetes Investig 10, 1075-1082.
④ Hizume, K., and Araki, H. (2019). Replication fork pausing at protein barriers on chromosomes. FEBS Lett
593, 1449-1458.
⑤ Yasuda, S., Hikima, Y., Kabeya, Y., Iida, S., Oikawa, Y., Isshiki, M., Inoue, I., Shimada, A., and Noda,
M. (2020). Clinical characterization of patients with primary aldosteronism plus subclinical Cushing's syndrome.
BMC Endocr Disord 20, 9.
学会発表
⑥ 一色政志、佐久間一朗、

塩島一、浅原哲子、

野田光彦. レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

に対するダパグリフロジンの影響. 第42回日本高血圧学会総会(東京)

2019.10.27
【総数：論文 ５件、学会発表 １件、講演 ０件】

6-2．獲得研究費
①「複製新生鎖へのクロマチン形成機構の探索：AFM による新生鎖クロマチンの可視化解析」
、文部科学省科学研究費
基盤研究（C）
、2019（令和元）－2021（令和 3）年度 （340 万円）
②「DNA 複製に伴うクロマチン構造継承機構の原子間力顕微鏡解析」、武田科学振興財団 医学系研究助成（基礎）、
2019（令和元）年 9 月－2022 年 8 月 （200 万円）
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
【学部】昨年度までに実施していた、内分泌・糖尿病に関する医学教育、化学・生物学における基礎科学教育に加えて、
放射線に関する講義や課外プロを実施した。継続して実施している医学教育・基礎科学教育については、効果的に実施を
続けている。放射線に関する教育については、学生からのフィードバックにおいて、概ね一定の満足度が得られた一方で、
難易度が高いなどの意見も見られた。
【大学院】研究手法についての講義を行うなど、問題なく実施している。実施した課外プロについては、学部生の受講
はなかったものの、大学院生が一名受講し、放射線の測定法について講義と実演を行った。
【施設運営】RI 研究施設の運営は、適正に行われている。新規に実験の開始を計画する学内利用者の申し出も受けてお
り、実験スペースの確保のため、施設内の実験器具の整理を進めた。
7－2．次年度の改善計画
【学部】これまでの教育を継続して実施することに加え、放射線教育については内容の難易度に留意したうえで実施す
ることとする。また、課外プロについて次年度も実施を計画しているが、学部生の受講者も受け入れられるよう実施内容
の精査と周知を図る。
【大学院】これまでの教育を継続して行う。
【施設運営】利用者の利便性向上のため、施設内の機器の配置などの効率化を図る。また、経年劣化のため使用が困難
となっている機器が複数あるため、機器の更新あるいは代替実験手法の利用者への提案をおこない、効率的な施設利用を
促進する。
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実験動物部門

１．構成員
横尾 友隆（YOKOO, Tomotaka）
：准教授：部門長：研究員、教育員：指導教員（大学院）
：分子生物学：博士
村松 大介（MURAMATSU, Daisuke）
：主任：動物飼育員（実験動物技術者 1 級、実験動物技術指導員）
伊藤 順子（ITO, Junko）
：動物飼育員（実験動物技術者１級）
林 明子 （HAYASHI, Akiko）
：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）
繁田 紘輝（SHIGETA, Hiroki）
：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）
立石 康太（TATEISHI, Kota）
：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」医学部学生のアドバイザー、実習やテュータでは実験を通して研究の意義、奥深さを体験してもらい説明
できるように探究心、問題解決能力を養うことを目標に指導する。
「卒後教育」生命科学の研究において動物実験は必要不可欠であり、人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場から
ルールに基づいた実験を行うことが求められる。そのため、動物の愛護及び管理に関する法律、なかでも
3R の原則に基づいた実験を行えるように、当部門利用希望者に習得してもらう。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」医学部 1 年 細胞生物学 1 実習（横尾）
医学部 1 年 臨床推論テュータ（横尾）
医学部 2 年 物質系実習（横尾）
医学部 2 年 機能系実習１（横尾）
医学部 2 年 アドバイザー（横尾）
課外プログラム「ゲノム編集技術を用いたモデル動物の作製」
（横尾）
「卒後教育」利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教育訓
練）
（横尾、村松、伊藤、林）
2-3．達成度
「卒前教育」おおむね目的を達成できた。
「卒後教育」基本技術・感染防止・関連法規及び機関内規程・動物福祉に関する教育を問題無く実施できた。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」学生教育は十分目標を達成したが、課外プログラムは更に充実させる必要がある。次年度も積極的に関わ
り、また魅力ある課外プログラムを提供することを目指す。
「卒後教育」施設利用者 2 名の利用者説明会を行い、動物実験を利用した医学研究への貢献や指導において一定の貢献
を果たしたと考える。次年度も持続的に教育訓練を実施するとともに適切な施設管理を継続する。

３．研究
3-1．目的・目標
日高ブランチ実験動物部門部門では、共同利用施設として実験動物施設の管理・運営が本務であるが、同時に実験動
物を用いた研究を推進し、成果を上げることも目標としている。具体的には、糖尿病、脂質代謝を制御する創薬ターゲ
ットを同定しその機能解析を通して、疾患の診断や治療、創薬に結びつけていけるような研究展開を目指す。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) 消化管由来分泌因子 Betagenin の機能解析(横尾)
2) AAV を用いた高効率ゲノム編集法の開発（横尾、村松、伊藤）
3) 遺伝子改変マウスの作製、凍結保存法の確立(横尾、村松、伊藤)
3-3．研究内容と達成度
1) 消化管特異的分泌タンパク Betagenin の解析を引き続き進めた。今回、Betagenin 合成ペプチドがヒト膵島にお
いて膵 β 細胞のアポトーシスを抑制し、増殖およびインスリン分泌を促進することを証明した。また、Betagenin
合成ペプチドに対する膵 β 細胞上の受容体について候補遺伝子を同定し、解析を進めつつある。
2) CRISPR-Cas9 系を用いて gRNA や Cas9 を発現する AAV を作製し受精卵のゲノム編集を行った。今回 NHEJ によるゲ
ノム編集が可能であることを確認した。さらなる効率化および HDR についても確認を進めている。
3) 2)の方法によりマウス胚操作を行い、実際に遺伝子改変マウスを作製した。また、野生型マウスから精子凍結、
受精卵凍結を行い、さらにそこからの個体化も行った。
3-4．自己評価と次年度計画
上記のように、研究プロジェクトが軌道に乗り始め、個別の実験データを集めることが出来たことから当初の目的は
達成できていると考える。次年度計画として、Betagenin に関しては受容体のシグナル伝達の解析および毒性試験が創
薬に重要と考えられるので引き続き進める。マウス胚操作関連に関しても継続して研究を進めて技術を確立させ、共同
研究施設として学内研究者の遺伝子改変マウス作製に貢献することを目標とする。同時に、これらのプロジェクトで成
果を論文あるいは知的財産として世の中に発表することを目指し研究を継続する。
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４．診療
該当無し

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当無し
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 高橋直之、落合祥啓、仲地ゆたか、横尾友隆、市原隆弘、Tore Eriksson、米元裕貴、加藤武彦、小縣旬、藤本奈
津子、小林泰浩、宇田川信之、加來伸介、植木智一、岡﨑康司、須田立雄：破骨細胞は OPG 分解酵素 HtrA1 を分
泌し骨吸収に適した微小環境を作る：第 88 回松本歯科大学学会(総会)（2019/7/4、長野県松本市）
② 横尾友隆、島野仁、岡﨑康司、豊島秀男：消化管由来分泌タンパク Betagenin による糖尿病治療効果の解析：第 17
回 RCGM フロンティアシンポジウム（2019/9/14、埼玉県毛呂山町）
【総数：論文 0 件、学会発表 2 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
横尾友隆（分担、代表：豊島秀男）
科学研究費補助金 基盤研究（C）
「消化管ペプチド Betagenin 受容体の解明と糖尿病治療への応用」
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当無し

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
当部門は、共同利用研究施設として感染事故に対し最も注意を払って施設運営を行い、今年度は特に問題も無く維持
管理することができた。微生物モニタリング（内部検査 4 回，外部検査 2 回［実験動物中央研究所：ICLAS］
）の結果か
ら本施設で定義された微生物・ウイルス等は検出されず、基準以上の安全な管理環境が維持され目標は達成された。
また、令和元年度における実験計画書の遂行実験数は、マウス 29 件（左記の実験のうち組換え DNA 実験該当数 27 件）
。
そのうち当施設との共同研究として、4 件が遂行中で概ね順調に計画通り遂行されている。また、共同利用研究施設と
して令和元年度の利用実績は、動物使用数 5,858 匹、維持管理数 1 日平均 737 ケージ、年間延べ飼育数 853,981 匹であ
った。搬入・搬出実績に関しては、大阪大学、理化学研究所、英国よりマウスの搬入出を実施し、動物飼養保管施設と
しての役割を果たすことができた。
教育面では医学部生に実習、レポート評価、テュータを通して問題を自ら調べ、考え、解決する力を持つように指導
できたと考える。
7－2．次年度の改善計画
本施設利用者およびスタッフの衛生管理に関する指導及び教育は徹底されており、次年度も現状に慢心することなく、
共同利用研究施設として適正な動物実験の実施、関連法規および各指針・機関内規程を遵守した動物実験計画の立案・
実施支援、実験環境の更なる整備などを通して医学の発展に貢献したい。さらに、研究支援も充実させることで学内に
おける研究活動の推進にも寄与することを目指す。また、教育にも、特に大学院教育にも力を入れ積極的に関与してい
きたいと考えている。

0328

12．6）中央研究施設日高ブランチ

ＲＩ部門

１．構成員
西本 正純 (NISHIMOTO Masazumi)：准教授：教育員：大学院教員（大学院）
：研究員：幹細胞：博士（放射線取扱主任者）
平﨑 由利絵 (HIRASAKI, Yurie)：RI 管理員

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」放射線を扱う共同実験施設であり、部門員は利用者の安全な部門利用を図るべく、専門の資格をあるいは
知識を保持している。したがって、卒前教育においても、放射線の人体に与える影響・放射線の性質に基づくその防御方
法について、知識を持ってもらうことを目標においている。さらに研究の項で述べるように、専門は細胞生物学であり、
この専門性を生かし、学生実習などへ貢献することを目標としている。
「卒後教育」卒後、研究活動を行う人のために、ＲＩ実験を実施する共同利用施設として、法的に義務付けられた、教
育訓練を行っている。
「大学院教育」研究者として知っておくべき内容として、また、臨床の現場でも将来出会うであろう再生医療の最先端
の動向として、専門である幹細胞特にＥＳ細胞について学んでいただくことを目標としている。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」放射線の安全な利用のために、課外プログラムを毛呂ＲＩ部門と共同で立ち上げている（西本、日詰（毛
呂ＲＩ部門）
）医学部実習担当 １年 医科学の探索チューター（西本）
、1 年 臨床推論チューター（西本）
、２年 機能
系実習１（西本）
「卒後教育」新規教育訓練・再教育訓練の実施（西本）
「大学院教育」博士課程 実用実験医学特別講義 分担（西本）修士課程 細胞生物学概論（西本）
2-3．達成度
「卒前教育」課外プログラムは学生の応募もあり目標は達成できたと考えている。医学部での実習なども目標は達成で
きたと考えている。
「卒後教育」日高ブランチＲＩ部門は、法人により閉鎖する旨の決定がなされ、来年度より閉鎖に関わる手続きに入る
ことを予定している。したがって、今年度は新規利用登録者の募集・利用登録継続希望者のための再教育訓練ともに実施
しなかった。
「大学院教育」博士課程は、目標は達成できたと考えている。修士課程は受講希望者がおらず、目標は達成できなかっ
た。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」今年度より、ゲノム医学研究センターから中央研究施設へ、組織移行がなされ、これまでの研究中心の体
制から教育への積極的な関与が求められることとなった。その点で言えば、結果として昨年度までに比べ教育への寄与は
高くなっていると考えている。しかしこれまであまり教育に関与していなかったことにより、人脈づくりを欠いているこ
とは否めず、来年度以降は中央研究施設の他の教員のお力を借りながら、さらなる教育への関与を目指していきたい。
「卒後教育」来年度は通年閉鎖に関わる手続き・作業により、実施できないと考えている。
「大学院教育」博士課程講義は、問題なく達成できたと考えており、来年度以降も継続していきたい。修士課程は受講
希望者がおらず、シラバスでの記載において興味を引くことができなかったと考えており、この面で修正を行うつもりで
ある。

３．研究
3-1．目的・目標
研究は、幹細胞特にＥＳ細胞のもつ腫瘍性を規定する分子機構解明を目指している。ＥＳ細胞は再生医療の重要なツー
ルとして期待されているが、固有の性質として腫瘍性があり、このことが臨床での利用の一つの障害となっている。した
がって、この分子機構を解明することで、臨床応用の安全性向上に寄与できるものと考えている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門（奥田晶彦部門長・西本兼担）において、ＥＳ細胞の腫瘍性を規定する
分子機構の中で、コア転写因子である Oct4, Nanog, Sox2 に依存しないものについての解析（西本）
。
3-3．研究内容と達成度
ＥＳ細胞の腫瘍性のうちコア転写因子に依存しない分子機構として、Akt に依存するもの、Yap に依存するものの２つを
候補として考えている。そのなかでこれまで Yap に依存するものについて解析を進めてきた。この内容については、今年
度論文として発表することができた（業績①）
。したがって十分な達成度にあると考えている。
3-4．自己評価と次年度計画
これまで Yap に関わる分子機構を中心に進めてきた結果、論文として発表することができた。したがって、次なるステ
ップとして、Akt に依存するものについて解析に入ることを計画している。
またここで述べたこととは別に、ＥＳ細胞で高い発現を UTF1 について解析を進めてきた結果、UTF1 は eutheria にのみ
存在する遺伝子であり、胚胎外組織で重要な働きをしていることを、以前マウスで示した。このことについて埼玉医科大
学病院産婦人科梶原健教授が興味を示してくださり、梶原教授のご提案・ご協力により、
“ＦＧＲ胎児について原因遺伝子
を探る”というプロジェクトがスタートした。この研究により、今後は臨床研究にも寄与していきたいと考えている。
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４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉医科大学日高キャンパス衛生管理者（西本）
埼玉医科大学日高キャンパス労働安全衛生委員会委員（西本）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Nishimoto M, Uranishi K, Asaka M, Suzuki S, Mizuno Y, Hirasaki M, and Okuda A. Sci. Rep. 9,pp.10933
Transformation of normal cells by aberrant activation of YAP via cMyc with TEAD.
② 北村友佳、浦西洸介、鈴木歩、平崎正孝、西本正純、奥田晶彦 幹細胞シンポジウム(兵庫県淡路市) 令和元年
５月 Germ cell specific generation of Mga variant that may facilitate meiotic process.
③ 鈴木歩、浦西洸介、北村友佳、平崎正孝、西本正純、奥田晶彦 第４２回日本分子生物学会年会(福岡)令和元年
１２月 Max ノックアウト ES 細胞は哺乳類で減数分裂の開始機構を研究する有用なツールである
④ 西本正純、浦西洸介、浅賀正充、鈴木歩、水野洋介、平﨑正孝、奥田晶彦 第４２回日本分子生物学会年会(福岡)
令和元年１２月 Yap の異常な活性化による形質転換は Yap/TEAD 複合体による cMyc 遺伝子の転写亢進による
【総数：論文 １ 件、学会発表 ３ 件、講演 ０ 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育・研究については、十分に目標を達成できたと考えている。一方、共同利用施設であるＲＩ部門としては、分子生
物学の分野ではＲＩを使用しない実験が主流となってきたことにより、本部門の利用頻度の減少が近年激しかった。その
点に関し、利用者増加につながる方策とることができず、結果法人より部門閉鎖の指示が出ることとなり、管理者として
深く反省している。
7－2．次年度の改善計画
次年度は、法人からの指示に従い、閉鎖における法的手続きおよび作業に携わることとなる。教育・研究については、
ゲノム医学研究センター以外の教員との交流を積極的に図ることで、ゲノム医学研究センター時代とは異なった立場で、
教育・研究を遂行していきたい。
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12．7）中央研究施設日高ブランチ

機能部門

１．構成員
部門長 水野 洋介(MIZUNO, Yosuke)：准教授：分子生物学：教育員：研究員：指導教員(大学院)：博士
石田 道子(ISHIDA, Michiko)：研究補助員
津田 弘美(TSUDA, Hiromi)：研究補助員

２．教育
2-1．目的･目標
当部門の学生指導では、ゲノム全体の構造や変異と、関連する疾患についての最新情報を盛り込んだ医学・生物
学の基礎知識を学生に習得させることを目標として指導にあたっている。学生教育では自らが積極的に生命機能や
各種の遺伝子疾患について興味をもち、自主的に調査・研究を行い、成果に結びつけられるようになることを目指
して指導している。分子生物学・生化学・細胞生物学等の最新の基本技術や考え方を実際に習得させながら、細胞
の分化・増殖といった機能や細胞内小器官等の機能をはじめ、遺伝子と各種臨床疾患との関連性を明らかにするこ
とを目標としている。また、個々の細胞機能や疾患に対して、その原因となる遺伝子をどのように探求していくか、
また疾患と原因遺伝子にはどのような機能的リンクがあるかを自ら考える力を養い、学術論文を構成するために必
要な論理的思考を身につけさせることを常に意識して指導を行っている。学内各科の大学院生を積極的に受け入れ
て実験指導を行い、研究マインドをもつ医療人や基礎研究者を育てることを意識すると共に、課外プログラムや卒
業研究、医学部実習など様々な機会を通じて学部学生の指導を積極的に行い、医学・医療に還元できる優れた人材
を育成することを目標として教育活動を行っている。
2-2．教育内容
課外学習プログラムでは、夏期プログラムとして（１）
「一人一人の遺伝子型の違いを体感して、ゲノム医療に
、
（２）
「法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」
、
（３）
「自分の細胞の遺伝子発
ついて考えてみよう」
現量を調べてみよう」という３つのテーマを提示した。その結果、(1)のプログラムについて医学部から 1 名、(2)
のプログラムについて保健医療学部臨床検査学科から 1 名の参加希望があり、受け入れた。さらに今年度は初めて
女子栄養大学からも参加者希望者が 3 名（(1)のプログラム 2 名、(2)のプログラム 1 名）あり、全員を受け入れた。
両テーマ実施のため、国際医療センター中央検査部にご協力を依頼し、参加学生の採血をして頂いた。実習では各
自の血液からゲノムＤＮＡを抽出し、十分量の検体から糸状に目視できる DNA が採取できることを体感させた。そ
の上で、
（１）のテーマでは、アルデヒドデヒドロゲナーゼ遺伝子とβ３アドレナリン受容体遺伝子の特定の一塩基
多型を含む領域を PCR 法にて増幅し、ダイレクトシークエンス法にて塩基配列解析を行い、遺伝子型の違いによっ
て表現型に個人差が現れることを実際に体感してもらい、遺伝子の個人差が様々な疾患や薬剤応答などの医療にど
のように影響が及ぶかを学んでもらった。
（２）のテーマでは、法医学や親子鑑定で実際に使用されているマイクロ
サテライトマーカーによる個人識別の手法を学び、自身で血液と爪、毛根、頬粘膜から微量の DNA を抽出し、PCR
法を用いて実際に個人識別が出来ることを体験してもらった。
大学院教育では、国際医療センターおよび大学病院の複数の診療科からの大学院生の来訪を受け、研究テーマに
基づいた研究指導等を行った。また大学院講義の研究方法特論として、PCR・リアルタイム PCR と基礎医学というタ
イトルで１コマの講義を担当した。
学部生の指導としては、保健医療学部臨床検査学科３年生５名に対して、卒業研究としての実験の指導を行った。
「転写因子 Dlx5 と Smad4 が制御するマイクロ RNA の探索」
というテーマのもと、
間葉系幹細胞において転写因子 Dlx5
と Smad4 を発現抑制させて脂肪細胞分化・骨芽細胞分化を誘導し、RNA サンプルを回収する実験を行った。次年度に
マイクロ RNA 発現アレイ解析を行って、発現が変動するマイクロ RNA を解析する予定である。また医学部１年生の
授業に関して、人体の基礎科学１の物理学実習に担当教員の一人として水野が参加し、学生実験及びレポート作成
の指導を行った。さらに医学部１年生の臨床推論においてはテュータを担当した。
2-3．達成度
課外プログラムは多くの参加希望者を受け入れ、当初の予定通り実施することができ、参加学生は２つのプログ
ラムを通して自分と他者の DNA の個人差を実際に体感することができた。また今年度は初めて女子栄養大学からも
参加者があり、いずれのプログラムにおいても、実習後のアンケートにおいて、参加者全員から大変有意義な実習
であったとの高い評価を頂いた。大学院生の研究指導と学部生の卒業研究については、今年度も効果的な指導を行
うことができたと考えている。これらのことから、当初の教育活動目標を十分達成できたと考えている。
2-4．自己評価と次年度計画
課外プログラムでは今年度は合計５名の学生が実際に参加し、遺伝子型や DNA 配列の個人差を実際に体感して、
その重要性や医学的、社会的影響などを考えてもらうことができた。来年度も引き続きプログラム内容の検討を重
ねて、医学部生や大学院生にも様々な機会を捉えてさらなる受講を促し、さらに満足度の高いプログラムにしてい
きたいと考えている。
保健医療学部卒業研究生については、卒業研究論文の作成に向けて、要となるデータを取得するための実験サン
プルを調整するところまでを行うことができた。次年度には卒業論文に掲載するための最終的なデータを取得する
実験を行い、卒業論文としてまとめて提出するところまでを指導していきたい。また次年度は引き続き学内から大
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学院生を受け入れて研究指導を行っていきたいと考えている。

３．研究
3-1．目的・目標
当部門では、ゲノム情報から得られる大量のデータを活用した大規模解析と、実験医学によるその検証という両
方の手法を駆使することにより、遺伝子制御ネットワークの解明と病態メカニズムに迫る事、さらに疾患遺伝子を
同定する事を目標としている。その一つとして、ミトコンドリア病の原因遺伝子とその機能の解明を行う。また、
糖尿病、生活習慣病、メタボリック症候群、骨粗鬆症等に関連する遺伝子機能調節ネットワークを解明し、マイク
ロ RNA や長鎖非コード RNA などの非コード RNA に着目して、脂質代謝及び骨代謝を制御する創薬ターゲットを発見
することを目標とする。これらの遺伝子や非コード RNA の機能の解明から疾患の病態との関連性を見出し、診断や
治療、創薬標的に結びつけていけるような研究展開を目指す。学内各部署との共同研究を通じて、学内の研究活動
の発展と研究成果の創出に寄与する。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1） ミトコンドリア病の原因となる非コード RNA の解析
2） 脂肪、骨芽細胞分化を制御する非コード RNA 探索
3-3．研究内容と達成度
ミトコンドリア機能を制御する機能性転写物を探索するため、いくつかの既知のミトコンドリア関連遺伝子を抑
制させた細胞を作製し、その転写物を網羅的にプロファイリングした。その結果、マイクロ RNA を含む多くの非コ
ード RNA がミトコンドリア内外に存在し、ミトコンドリア異常に応じてその量が変化していることが分かった。こ
れらの非コード RNA の中に、ミトコンドリア機能に関連する転写物が存在すると考えられるため、これらの非コー
ド RNA の情報検索等を行った。
骨芽細胞・脂肪細胞分化に関与するマイクロ RNA などの非コード RNA や転写物バリアントを探索するため、マウ
ス間葉系幹細胞を骨芽細胞・脂肪細胞分化誘導刺激を行い、経時的に採取した細胞を用いて、エクソン発現アレイ、
マイクロ RNA 発現アレイ、RNA シーケンス等を用いた網羅的発現解析実験により得られたデータの解析を継続し、こ
れまでにまとめた原著論文の投稿準備を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
ミトコンドリア病態モデルや分化細胞系を用いたトランスクリプトーム解析や分子生物学、生化学的解析を行い、
これまでのデータも活用して、論文化し得る有益な知見を得ることができた。今後実際の論文化のための検証実験
を行っていく。
令和元年度は旧ゲノム医学研究センターゲノム科学部門の研究室と居室、6 階共同利用実験室の全体を整理し、新
たに中央研究施設日高ブランチ機能部門としてスタートした。オンライン利用予約システムや部門ホームページも
整備し、利用希望者がアクセスしやすい体制を整えた。さらに、同様に新規にオープンしたリサーチパークの環境
整備にも貢献し、リサーチパーク利用者が中央研究施設を利用しやすい環境の構築に努めた。
実際に学内より当部門利用者を受け入れ、学内の医学・生物学研究が発展するように学内研究者をサポートして
いくことに努めた。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
水野洋介：Cellular Signalling 査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① （英文原著） Hirasaki M, Mizuno Y, Ida Y, Murakoshi T, Okuda A, Kotani N. Identification and characterization
of splenic adherent cells forming densely – packed colonies. Development, Growth & Differentiation
61(4):283-293, 2019
② （英文原著） Kumamoto K, Nakachi Y, Mizuno Y, Yokoyama M, Ishibashi K, Kosugi C, Koda K, Kobayashi M, Tanakaya
K, Matsunami T, Eguchi H, Okazaki Y, Ishida H. Expressions of 10 genes as candidate predictors of recurrence
in stage Ⅲ colon cancer patients receiving adjuvant oxaliplatin – based chemotherapy. Oncology Letters
18(2):1388-1394, 2019
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③ （英文原著） Nishimoto M, Uranishi K, Asaka M, Suzuki A, Mizuno Y, Hirasaki M, Okuda A. Transformation of
normal cells by aberrant activation of YAP via cMyc with TEAD. Scientific Reports 9:10933, 2019
④ （論文） 水野 由美, 梶原 健, 水野 洋介, 石原 理. 精子形成におけるペルオキシソームの役割. Journal of
Mammarian Ova Research 36(2):79-83, 2019
⑤ （学会発表） 鈴木 歩, 浦西 洸介, 北村 友佳, 水野 洋介, 平崎 正孝, 西本 正純, 奥田 晶彦. Max ノックアウト
ES 細胞は哺乳類で減数分裂の開始機構を研究する有用なツールである. 第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム.
埼玉県日高市, 2019
⑥ （学会発表） 水野 由美, 水野 洋介, 梶原 健, 石原 理. ペルオキシソーム機能の低下を示す Tysnd1 欠損マウス
は細胞質残余を伴う奇形精子を呈する. 第 51 回日本臨床分子形態学会. 福岡県久留米市, 2019
⑦ （学会発表） Imai-Okazaki A, Kishita Y, Kohda M, Mizuno Y, Matsunaga A, Yatsuka Y, Takeda A, Ohtake A, Murayama
K, Okazaki Y. Cardiomyopathy in 137 children with mitochondrial disease:Prognosis and genetic background.
Asian Society for Mitochondrial Research and Medicine. Busan, Korea, 2019
⑧ （学会発表） 西本 正純, 浦西 洸介, 浅賀 正充, 鈴木 歩, 水野 洋介, 平崎 正孝, 奥田 晶彦. Yap の異常な活性
化による形質転換は Yap/TEAD 複合体による cMyc 遺伝子の転写亢進による. 第 42 回日本分子生物学会年会. 福岡市,
日本, 2019
⑨ （学会発表） 小谷 典弘, 平崎 正孝, 水野 洋介, 井田 唯, 村越 隆之, 奥田 晶彦. 脾臓組織培養により出現する
コロニー形成接着細胞の解析. 第 42 回日本分子生物学会年会. 福岡市,日本, 2019
⑩ （学会発表） 水野 洋介, 木下 善仁, 神田 将和, 岡崎 康司. 非コード RNA によるミトコンドリア機能の制御. 第
42 回日本分子生物学会年会. 福岡市,日本, 2019
【総数: 論文 4 件、学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
水野洋介（代表）
科学研究費補助金 基盤研究(C)「非コード RNA を分子基盤とするミトコンドリア病の新規発症機構の解明」
配分額：70 万円
水野洋介（分担）
科学研究費補助金 基盤研究(C)「ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質代謝機能の解析と臨床応用への展
開」
配分額：120 万円
水野洋介（分担）
科学研究費補助金 基盤研究(C)「SGLT2 阻害薬の腎心連関因子を介した心保護作用の解明」
配分額：110 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育面では、医学部、保健医療学部、女子栄養大学の学部学生に対して課外プログラムや卒業研究等の指導を行
い、ゲノムに存在する様々な個人差や変異があることをはじめ、遺伝子や転写物と細胞機能や病態との関連性に関
する知識を中心とした基礎医学を学んでもらった。分子遺伝学、分子生物学、生化学に興味を持ってもらうことが
できた。大学院教育としては、原著論文作成のための実験や論文作成、発表等の指導を行った。また今年度は医学
部生の実験実習に参加して学生の実験指導、レポート指導を新たに行った他、臨床推論のテュータも担当した。今
年度は様々な観点から学生教育にこれまで以上に貢献できたと考えている。
研究面では、ミトコンドリア病原因遺伝子探索を鋭意行った。細胞分化における転写物の解析においても、当研
究部門でこれまでに蓄積してきた大量のゲノム情報・発現データ等を統合的に活用して新知見を得ることができ、
糖尿病・生活習慣病・骨粗鬆症などの疾患病態また細胞内小器官・幹細胞・癌細胞の機能の解析を進め、論文投稿
の準備を行うことができた。
ゲノム医学研究センター棟内の中央研究施設日高ブランチ機能部門エリアとリサーチパークエリアの環境整備を
進めた結果、部門利用者とリサーチパーク入居者の受け入れを４月より開始することができた。2019 年度の日高ブ
ランチ機能部門への利用登録者数は 99 名であった。日高ブランチ機能部門で管理している機器・設備の 2019 年度
における延べ利用回数は 1,519 件（実験機器；1,287 件, 実験ベンチ・フェローステーション机；89 件, 会議室；
143 件）であった。日高ブランチ機能部門の機器・設備は学内で有効活用されていると評価できる。
7-2．次年度の改善計画
次年度は当部門が主体となって進めている研究、学内各部署との共同研究を鋭意進めるとともに、部門利用者が
活発に研究活動を行えるよう、共同利用機器・設備を維持管理し、サポート体制を整え、利用者に対する技術指導
や研究方法についての助言を行い、大学全体の研究のボトムアップに貢献したいと考えている。
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13．川越キャンパス・研究部
１．構成員
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：研究部長（病理部教授兼務）
：運営責任者：教育主任・研究副主任：代表指導教員（大学院）：
病理学：博士
森

隆（MORI, Takashi）
：副研究部長：教授：研究主任・教育副主任：指導教員（大学院）
：神経病理学：博士

動物実験施設（第 1 研究棟 1-2F）
森

隆（MORI, Takashi）
：教授（施設管理責任者：獣医師）
：博士

小山直基（KOYAMA, Naoki）
：係長（一級実験動物技術者）
岡田祥子（OKADA, Sachiko）
：主任（一級実験動物技術者）
龍前真也（RYUMAE, Shinya）
：実験動物飼育員（一級実験動物技術者）
西勝

唯（SAIKATSU, Yui）
：実験動物飼育員（一級実験動物技術者）

黒須咲帆（KUROSU, Sakiho）
：実験動物飼育員（二級実験動物技術者）
RI 研究施設（第 1 研究棟 3F）
潮田陽一（USHIODA, Youichi）
：係長：放射線取扱主任者
電子顕微鏡施設（本館 5F）
青木志津子（AOKI, Shizuko）
：助手
共同利用研究施設（第 2 研究棟 1・3F）
松岡菊美（MATSUOKA，Kikumi）
：助手
瀬戸山由美子（SETOYAMA，Yumiko）
：助手

２．教育
2-1．目的・目標
動物実験施設は、SPF（指定された病原性微生物が存在しない）飼育施設・感染実験施設を含む特殊な施設であり，微生
物学的に制御された管理状況を維持することが目的である．RI 研究施設は、RI を使用した実験のための特殊な施設であり、
RI の取扱・管理や RI 管理区域内外での線量を法令の限度内に維持・管理することを目的とする．共同利用研究施設は、
基礎実験（分子生物学的実験を含む）に対応する分析測定機器を備えた施設であり、各種機器を円滑に作動させるために
維持・管理することを目的とする。
2-2．教育内容
動物実験施設では、文部科学省告示「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教育訓練」を行
い、基本技術・感染防止・動物福祉に関する教育を実施した。さらに、施設内部での微生物モニタリングに関連して、細
菌培養・分離・同定、PCR を利用した各種病原菌の検出法や安全管理に関する教育を実施した。RI 研究施設では、
「放射性
同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づき教育および訓練を行った。
2-3．達成度
動物実験施設では、教育訓練を利用者個別に行った(教育訓練・施設説明会の実施数：5 回、受講人数：5 人)。微生物モ
ニタリングを内部検査 4 回、外部検査 1 回行った。本施設で定義された微生物・ウイルス・外部寄生虫等は何れも検出さ
れず、基準以上の安全な管理環境が維持された。RI 研究施設では、3 回の新規教育および訓練(受講人数：3 人)・4 回の再
教育および訓練(受講人数：26 人)を行った。RI 管理区域内外での線量を日々法令の限度内に維持・管理した。共同利用研
究施設では、利用者個別に研究測定機器の使用説明を行い、円滑に機器を維持・管理した。
2-4．自己評価と次年度計画
各施設での教育・訓練は円滑に行われ、衛生管理および RI モニターを含めた環境管理が滞りなく行われた。今後も感染
防止・RI 汚染防止の観点から「研究部」が安全且つ効率よく利用できるよう指導・教育体制を整えたい。

３．研究
3-1．目的・目標
2001 年 1 月に埼玉医科大学総合医療センターの正式な組織として「研究部」が発足した。2015 年に第 2 研究棟の運用が
開始され、研究施設が充実した。
「研究部」の目的・目標は、学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよう日々努力す
ることであり、利用書類・手続きのペーパーレス化および情報活動推進の一環として学内向けにホームページを開示して
いる。
3-2．研究グループ

該当なし。
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3-3．研究内容と達成度
本項目では、共同利用研究施設として各施設の利用実績・遂行実験件数を記載する。
動物実験施設：マウス 8 科 24 件、ラット 5 科 14 件、ブタ 1 科 1 件の動物実験計画書の提出があった。RI 研究施設：7 科
7 件の RI 使用計画書の提出があった。電子顕微鏡施設：9 科 19 件の研究計画書の提出があった。共同利用研究施設：12
科 29 件の研究計画書の提出があった。動物実験施設で遂行される全ての動物実験計画書は、動物実験委員会審査・承認を
受けた。その内訳は、動物実験計画書 39 件 [注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：11 件、RI 実験：
1 件）]、中間報告書・自己点検表 33 件、動物実験結果報告書・自己点検票 6 件、動物実験（終了・中止）報告書 6 件、
動物実験計画書の追加変更承認申請書 10 件であった。動物実験施設：実験動物種毎の飼養保管数（年間飼養保管数）は、
マウス：296,524 匹、ラット：18,756 匹であった。飼育室稼働率は、年平均でマウス（81.2%）
、ラット（45.2%）で推移し
た。施設利用頻度は、日に平均 2-5 グループ（7-10 人）が利用した。各科利用頻度の高い順に、年間で小児科（含新生児
科）
（744 回）
、呼吸器内科（667 回）
、胆肝膵外科・小児外科（359 回）
、内分泌・糖尿病内科（295 回）
、消化器・肝臓内科
（241 回）
、病理部（207 回）
、歯科口腔外科（192 回）
、腎・高血圧内科（86 回）
、血液内科（78 回）、呼吸器外科（29 回）
、
リハビリテーション科（21 回）であった。研究部の研究支援も行なわれ、年間で（1,667 回）の支援を行った。利用時間
は利用回数に準じ、時間帯では 19 時以降の夜間そして日曜・祭日に使用するケースも多かった。その他の施設における利
用実績は、RI 研究施設：小児科（含新生児科）
（347 回）
、胆肝膵外科・小児外科（138 回）
、内分泌・糖尿病内科（106 回）、
呼吸器外科（62 回）
、呼吸器内科（35 回）
、感染症科（22 回）
、産婦人科（11 回）の利用であった。研究部の研究支援も行
なわれ、年間で（179 回）の支援を行った。電子顕微鏡施設：病理部（257 回：9 パラフィンブロック薄切支援）
、消化管
外科・一般外科（31 回：180 パラフィンブロック薄切支援）
、泌尿器科（18 回：102 パラフィンブロック薄切支援）
、呼吸
器外科（10 回：51 パラフィンブロック薄切支援）
、産婦人科（10 回：23 パラフィンブロック薄切支援）
、腎・高血圧内科
（4 回）
、脳神経外科（1 回：3 パラフィンブロック薄切支援）の利用で
、小児科（1 回：8 パラフィンブロック薄切支援）
あった。共同利用研究施設：産婦人科（141 回）
、胆肝膵外科・小児外科（121 回）
、呼吸器内科（114 回）
、病理部（81 回）
、
小児科（含新生児科）
（57 回）
、血液内科（50 回）
、脳神経外科（25 回）
、消化管外科・一般外科（10 回）
、呼吸器外科（4
回）
、リハビリテーション部（4 回）
、腎・高血圧内科（3 回）
、内分泌・糖尿病内科（1 回）の利用であった。研究部の研
究支援も行なわれ、年間で（71 回）の支援を行った。
3-4.自己評価と次年度計画
学位取得のための研究を含めた様々な成果が出始めている。動物実験施設における感染事故、RI 研究施設における RI
汚染事故もなく、各研究施設の利用が問題なく行われた。各研究施設スタッフによる様々な研究支援サービスを行えた。
設置機器等の利用説明会を定期的に行い、数多くの研究者の参加があった。次年度計画としては、第 2 研究棟に「P2 遺伝
子組換え DNA 実験対応培養室」を開設する予定でいる。第 1 研究棟 3F RI 研究施設の有効利用を行うために、非 RI 使用の
研究室スペースを確保する予定でいる。学内研究マインド支援グラント（共通部門）等に申請し、機器の追加配備を行う
予定でいる。

４．診療 該当なし。
該当なし。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無

該当なし。

5-2．学術誌、編集委員、査読委員

該当なし。

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし。

６．業績
6-1．論文･学会発表
①Takashi Mori, Naoki Koyama, Jun Tan, Tatsuya Segawa, Masahiro Maeda, Terrence Town. Combined treatment with
the phenolics (−)-epigallocatechin-3-gallate and ferulic acid improves cognition and reduces Alzheimer-like
pathology in mice.

J Biol Chem, 294: 2714-2731, 2019.

②Darrell Sawmiller, Ahsan Habib, Huayan Hou, Takashi Mori, Anran Fan, Jun Tian, Jin Zeng, Brian Giunta, Paul
R. Sanberg, Mark P. Mattson, Jun Tan.

A novel apolipoprotein E antagonist functionally blocks apolipoprotein

E interaction with N-terminal amyloid precursor protein, reduces β-amyloid-associated pathology, and improves
cognition. Biol Psychiatry, in press, 2019.
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6-2．獲得研究費

該当なし。

6-3．受賞 該当なし。
6-4．特許、実用新案

該当なし。

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

該当なし。

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価
「研究部」は、埼玉医科大学総合医療センターの研究部門として位置づけられている。本年も、学位取得の研究を含め
た様々な成果が出始めている。多くが学内各診療科に対する研究支援と共同研究の成果である。当研究施設の情報公開活
動推進の一環として開設している学内向けホームページ（http://smswww/dept/doc67/index.html）を随時更新し、研究部
の情報公開に努めた。さらに、各研究施設スタッフによる研究支援サービス、設置機器等の利用説明会を定期的に行った。
これからも現状に慢心することなく、常に質の高いそして利用しやすい研究施設の運営が行われるよう努力し、
「研究部」
が益々発展するよう皆で努力を重ねたい。
7-2．次年度の改善計画
研究マインドが高まりその需要に答えるため、第 2 研究棟に「P2 遺伝子組換え DNA 実験対応培養室」を開設し、培養室
を拡充する計画である。第 1 研究棟 3F RI 研究施設に、非 RI 使用の研究室スペースを確保して有効利用する計画である。
学内研究マインド支援グラント（共通部門）等に申請し、共同利用研究施設の機器を追加配備する計画である。
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14．医学教育学
１．構成員
森

茂久（MORI, Shigehisa ）
：教授：運営責任者、教育主任、研究主任：博士

松田

晃（MATSUDA, Akira）
：教授：博士

松下

毅彦（MATSUSHITA, Takehiko）
：准教授：博士

柴崎

智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：准教授：博士

荒関

かやの（ARASEKI, Kayano）
：講師：博士

共通部門である医学教育センターの専任教員が医学教育研究を推進するために、医学博士号を有する教員を中心に「医
学教育学」が令和元年に組織された。教育面は、医学教育センター兼担で、これまで通りの教育を継続し、医学教育セン
ター専任者と協力して授業を担当し、各部門、室、委員会活動を担当した。講座研究費配分の関係で、実質的に医学教育
学としての研究活動が開始したのは同年 10 月からとなった。

２．教育
2-1．目的･目標
森、松下、石橋、荒関：社会に貢献できる「すぐれた臨床医」となるために、卒業時に初期研修医として必要なアウトカ
ムが身につくように、6 年間の低学年から高学年の各授業、試験を担当している。
松田：医学教育学：Pre-CC で症候をより学び、BSL と CC に対応できる総合的な学力を形成する。
国際医療センター血液内科：3 年生血液ユニットでは、病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する。4
年生では内科的診療技能と臨床推論の基本を身につける。5、6 年生では、BSL と CC を通じて、Post-CC OSCE に対応でき
る基礎的知識や技能・態度血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する。6 年総合学習コースでは、医師国
家試験と初期臨床研修に対応できる総合的な学力を形成する。初期臨床研修では、内科診療の全般と代表的な血液疾患の
診断と治療の基本を身につける。後期研修では、医学博士の取得、日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門
医、日本血液学会認定血液専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医の資
格取得を目指す。学会の主導する血液専門医の養成企画にも積極的に協力する。
柴崎：地域包括ケアを推進する我が国の現状を鑑み、地域を理解し、地域住民の質の高い暮らしの実現のために患者や利
用者を含む他の職種と連携する（地域の課題を発見、解決する）力を身につけるための教育の実践を目標としている。そ
の中でも医師不足の埼玉県の地域枠奨学金受給学生が将来地域で活躍することができるようにするための素養を身につけ
るための教育の実践も目標としている。
2-2．教育内容（担当者）
森：
教育関係部門、会議：医学教育センター長、卒前医学教育部門長、教育主任部門長、FD部門長、臨床実習推進室長、学力
増進室長、卒前教育委員長、OSCE委員会委員長、OSCE実施委員
担当授業：1、2、3、4年良医への道コースCD、1、2年臨床入門UD、1、2年臨床推論UD、3、4年臨床実習1、2、3CD、3年導
入クリニカルクラークシップ（Pre-CC）1-1、1-2、1-3UD、4年Pre-CC2-1、2-3UD、5、6年生臨床実習1、2CD、5年特別演習
UD
松田：
教育関係部門、会議：医学教育センター長、卒前医学教育部門員、学力増進副室長、卒前教育委員、OSCE委員会、OSCE実
施委員会、カリキュラム委員会
担当授業：2年臨床入門、医師業務見学実習、3年Pre-CC1-1、1-3UD補佐、医療面接実習、臨床推論実習、4年Pre-CC2-1、
2-3UD補佐、医療面接実習、臨床推論実習、Pre-CC OSCE、Post-CC OSCE担当
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国際医療センター血液内科： CC、OSCE、臨床推論ユニット実習を実施した。OSCE評価者、卒業試験監督、入学試験監督を
務めた。3年生血液ユニットの講義、4年CC-Step1、4年生と6年生のOSCE評価者をつとめた。6年生には臨床科目の総仕上げ
と国家試験への対応を主眼に血液学の補習を実施した。造血器領域の代表教育主任を代行した。5年生学年小委員会委員、
学力増進室委員を努めた。研修医のためのセミナーの講師を担当した。
松下：
教育関係部門、会議：FD部門員、卒前医学教育部門員、カリキュラム室員、調査解析室員
柴崎：
教育関係部門、会議：卒前医学教育部門副部門長、カリキュラム室員、地域医学推進室長、臨床実習推進室副室長、学生
支援室員
担当授業：○医学部：地域医学・医療教育、専門職連携教育、1 年～4 年地域医療とチーム医療ユニット(柴﨑)地域医療、
地域包括ケアシステムの理解とヒューマンケア論、地域基盤型専門職連携教育を実施、1 年、2 年臨床入門ユニット、小中
学校教育体験実習、光の家療育センターヒューマンケア体験実習、光の家多職種協働実習、介護業務体験実習：地域で暮
らす子ども、高齢者、障害児者と関わり、その現状を把握すると共に、コミュニケーションをとりその人を理解する。ま
た関わる専門職についても理解を深める。1 年臨床推論、1，2 年選択必修、地域医学・医療学入門(柴﨑)：地域枠奨学金
受給学生は 1 年または 2 年生で必修。地域を理解するための方法を学び、さらに地域住民とのコミュニケーションを通し
て地域の課題を発見する。臨床実習コース 3 年 Pre-CC 1-1、1-2 チーム医療実習として看護業務、薬剤部、リハビリテー
ション業務見学実習、4 年 Pre-CC 2-1、地域医療実習として大学間連携 IPW 実習、地域医療機関における体験実習を体験
し、地域医療の現場での医師の役割を理解する。1～3 年キャリアデザインユニット、1 年～3 年まで段階的に継続して自
らのキャリアを考える演習を実施。1 年生病院医師のインタビュー、1，2 年生合同ワーク、2 年生将来設計図の作成、3
年生キャリアデザインカードゲームを用いたワークショップ、○保健医療学部臨床検査学科：1 年人体の科学入門、IPW
論、ヒューマンケアについての演習を実施。2 年疫学、臨床検査技師に必要な疫学的知識の教授
石橋：
教育関係部門、会議：FD 部門副部門長、卒前医学教育部門員、地域医学推進室長、臨床実習推進室員、学生支援室員、地
域医学推進室員、OSCE 委員会委員、OSCE 実施委員会委員
担当授業： 1、2年臨床入門UD補佐、3年Pre-CC1-1、1-2、1-3UD補佐、4年Pre-CC2-1、2-3UD補佐
荒関：
教育関係部門、会議：卒前医学教育部門員、試験管理室副室長、OSCE委員会委員、OSCE実施委員会委員
担当授業：3 年血液ユニット UD 補佐

2-3．達成度
森、松下、石橋、荒関：概ね達成できたと考えられる。
松田：血液内科領域：3 年生血液ユニット、Pre-CC と 4 年生 Pre-CC は学生より高い満足度が得られた。松田は 3 年生のベ
ストティーチャー賞に選出された。5 年生でも BSL は、学生より高い満足度が得られ不合格者はいなかった。6 年生の造血
器領域の講義も学生より高い満足度が得られた。特に、6 年生の造血器領域の講義の学生からの評価は、全領域の常に上
位である。研修医の指導に関しても、研修医から高い評価を得た。
柴崎：地域基盤型の教育方法を専門職連携や体験実習という形で新カリキュラムの学年進行に合わせて開発・整備してき
た。特に、1 年生から 4 年生の地域医療とチーム医療ユニットでは、他の実習、演習の内容と併行してリフレクションを
進級試験の問題として導入し、学生の振り返りをスキルとして評価することができた。4 年生までの教育としては概ね
（80％程度）目標を達成できた。

2-4．自己評価と次年度計画
森、松下、石橋、荒関：評価、ポストアンケートから今年度の問題点を洗い出し、早急に改善可能な問題点は来年度に向
けて改善する。改善に時間が必要な問題点は、改善に向けて長期計画を検討する。
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松田：血液内科領域：顕微鏡を用いた血液疾患の検鏡実習を行っていたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、2020
年度はバーチャルな実習に変更した。2021 度も、その方法を予定している。
柴崎：地域医療とチーム医療ユニットは 1 年～4 年生まで、新カリキュラムとして完結した。ヒューマンケアを学ぶこと
から始まり地域住民の質の高い暮らしの実現のための教育として段階的に地域医療とチーム医療についてを学ぶプログラ
ムとなったと評価している。専門職連携教育（IPE：InterPreodessional Education)は、3 年生、4 年生共に全学生が他の
領域の学生と共同学修することができておらず、引き続き全員参加を目指していく。選択必修「地域医学・医療学入門」
は来年度から地域枠奨学金受給学生の必修ユニットとし、地域の理解を深める教育を更に進めていく。

３．研究
3-1．目的・目標
森：
医学教育：臨床推論、シミュレーション、早期体験実習、臨床実習、課外学習プログラムにおける新しい教育技法、評価
法の開発をすること。
血液領域：研究に有用な新規細胞株の樹立する、また基礎的研究を通して新規分子標的療法の開発すること。
松田：
血液領域：再生不良性貧血、骨髄異形成症候群の血液疾患に関する多施設共同研究に参加し、これら疾患の病態を解明し、
基礎的研究を通して新規治療法を開発すること。
松下：ICTを活用した教育手法を研究し、教育の質的向上を図ることを目標としている。具体的には、ｅラーニングの効果
的な活用によって、従来型の対面式授業では実現が困難であった、個々の学生が必要とするものを特定し学生ごとに異な
る教育を提供する「テーラーメイド教育」を実現し、教育をより効果的に、効率的にすることを目指している。
柴崎：地域住民の質の高い暮らしの実現のために患者や利用者を含む他の職種と連携する（地域の課題を発見、解決する）
力を身につけるための教育手法の開発と効果的なカリキュラムの開発評価を目的としている。また、地域のニーズに応じ
た社会医学・社会科学的な手法を用いた研究を行い、地域の課題を明らかにするとともにその結果を非専門職に還元する
ことを通して地域住民の健康増進に寄与する。
石橋：医学部低学年における臨床入門でのバイタルサイン習得度を向上する方法を開発すること。
荒関：MCQ による試験をもとにして，卒前教育における学習者評価およびプログラム評価について調査し、新しい評価方
法を開発すること。

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
森：
医学教育学：
①

臨床推論グループ（医学教育学：森、柴崎、医学教育センター：杉山、斎藤、金田、大西）

②

シミュレーショングループ（医学教育学：森、石橋：医学教育センター：山田、辻、杉山、金田、大西、佐藤、教養

教育：川村）
③

早期体験実習グループ（医学教育学：森、石橋、柴崎、医学教育センター：杉山、金田、大西、教養教育：米岡）

テーマ：看護業務体験実習、チーム医療実習、心身障害者施設実習、病院見学実習、早期体験実習における学生の態度
④

臨床実習グループ（医学教育学：森、柴崎、石橋、医学教育センター山田、辻、杉山、鈴木、金田）

課外学習プログラム（医学教育学：森、石橋、柴崎、医学教育センター：高橋、斎藤）
血液領域：新規細胞株樹立、新規分子標的治療薬開発のための基礎研究（医学教育学：森、大学病院血液内科：中村）
松田：
血液領域：
特発性造血障害に関する調査研究（医学教育学：松田；他多数）
松下：

0339

ｅラーニング グループ（医学教育学：松下）
成績不良の学生に対する補完的教育へのｅラーニングの活用
柴崎：
① 専門職連携教育/評価・実践の質保証のための研究（医学教育学：柴﨑、森、医学教育センター：金田、高橋、教養教
育：米岡、埼玉県立大学、城西大学、日本工業大学との共同研究）
② 専門職連携教育の効果に関する検討（医学教育学：柴﨑、森、医学教育センター：金田、高橋、教養教育：米岡、社会
医学：植村、IT センター：椎橋）
③ 専門職連携達成度評価表の開発（医学教育学：柴崎、森、医学教育センター：金田、教養教育：米岡）
④ 地域感染症・学校感染症の時空間疫学（医学教育学：柴﨑、森、社会医学：荒木、植村）
⑤ 埼玉県がん検診の受診状況に関する研究（医学教育学：柴﨑）
⑥ 社会資源が限られた市町村が取り組む糖尿病管理予防プログラムの長期的効果の検討（医学教育学：柴﨑、医学教育セ
ンター：高橋、金田、大学病院 ER 科：松本、大学病院緩和医療科：岩瀬）
⑦ 地域における高齢者のフレイルに関する研究（医学教育学：柴﨑、森、大学病院 ER 科：松本）
石橋：医学教育学・医学教育センター（医学教育学：石橋敬一郎，森、医学教育センター：山田、辻、大西）
荒関：医学教育学・医学教育センター（医学教育学：荒関、医学教育センター：大西、斎藤、IT センター：椎橋）

3-3．研究内容と達成度
森：
臨床推論：1 年から 4 年まで実施されてきた臨床推論ユニットにおける学生の自己評価の解析、シミュレーション：Q-PCR
を用いた BLS の評価、バイタルサイン測定技術の習得度の経年的変化、早期体験実習：看護業務体験実習における自己評
価、臨床実習：学生による実習担当科の評価、など。それぞれ、日本医学教育学会学術大会で発表し、シミュレーション
に関しては日本シミュレーション医療教育学会で発表した。
松田：
特発性造血障害に関する調査研究：厚生労働省の研究班の一員として、主として骨髄異形成症候群を対象に研究を行った。
セントラルレビュ－システムを構築し、成果の一部は、昨年度に引き続き、2019 年度も英文学術誌(IJH 誌)へ掲載された。
再生不良性貧血に対するトロンボポエチン受容体作動薬の研究（松田主導）は 2019 年度に英文学術誌(IJH 誌)に掲載され
た。骨髄異形成症候群の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の作成に寄与し、2019 年度は診断基準改訂版の作成を
行った。赤芽球癆に関しては、Japan PRCA collaborative study group のメンバーとして活動し、赤芽球癆の本邦のガイ
ドラインである「参照ガイド」の 2019 年度改訂版作成に寄与した。次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽
球癆の診断と治療に関する研究の論文化を予定している。松田は 3 つの再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめて
いる。再生不良性貧血の研究成果は、2019 年の英文学術誌(IJH 誌)へ掲載され、2020 年にも論文化される(2020 年 8 月採
用)。
松田は骨髄異形成症候群の診断のための AI 作成の研究を行い、
その成果は 2020 年に論文化される(2020 年 8 月採用)。
松下：
これまでの研究で、ｅラーニング教材の構造化手法、教材作成支援ツールの開発、ｅラーニングと対面型授業を併用した
ブレンド型授業手法の開発・改善などを行ってきた。現在は、成績不良の学生に対する補完的教育にｅラーニングを活用
することで、授業の中での形成的評価をより実質的なものとし、学力の底上げを効果的に行う手法を研究している。ｅラ
ーニング教材のプロトタイプは既に完成しており、令和2年度には本学のいくつかの科目で、形成的評価に基づく補完教育
を松下の開発したｅラーニング教材を用いて実際に行う予定である。
柴崎：
① 専門職連携教育/評価・実践の質保証のための研究（金田、柴﨑、高橋、米岡、森、埼玉県立大学、城西大学、日本工
業大学との共同研究）
埼玉県内の 4 つの大学で共同開発共同開講している専門職連携教育の評価方法について、新たに開発したコンピテンシー
を用いた評価の有用性について、学生の学修成果、教員の評価をもとに明らかにする。調査が終了し、既存の評価尺度と
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の整合性を明らかにした。
② 専門職連携教育の効果に関する検討
卒業生を対象にアンケート調査を行い、専門職連携教育の成果を明らかにする。3 年目の調査を実施し、実習の種類別に
集計を実施した。
③ 専門職連携達成度評価表の開発
現場の専門職を対象に緩和ケア IPW 研修、IPW 総合課程を行い、各専門職の特色を明らかにする評価表の開発を開始した。
④ 地域感染症・学校感染症の時空間疫学
大学近隣の小中学校の学校感染症の発生状況について経時的に観察し、その結果を還元することを通して、小中学校の感
染症予防、ならびにその教育に貢献した。
⑤ 埼玉県がん検診の受診状況に関する研究
埼玉県の市町村が行うがん検診の結果を集計分析し、還元することを通して保健師のスキルの向上と住民の健康保持増進
に寄与している。
⑥ 社会資源が限られた市町村が取り組む糖尿病管理予防プログラムの長期的効果の検討
長崎県の離島における住民の健康状態を経年的に観察し、過去の糖尿病予防対策の成果を明らかにする。対象者のリスト
アップを行い、過去の保健指導受診状況を調査した。
⑦ 地域における高齢者のフレイルに関する研究
地域の健康課題であるフレイル高齢者の救急搬送の状況を把握し、その特徴と予防についての知見を得る。研究計画を立
案し、倫理申請を行った。
石橋:
同一学年について年次を追ってその習得度を検討した。低学年から習得度の低い学生は高学年でも習得度が悪いことが確
認できた。
荒関：
学習者評価に関しては，医学部の MCQ による試験の事後評価を通して，試験の妥当性に関する検討を継続して行っている．
プログラム評価に関しては，学生の自己学習の状況および学内の試験や授業に関する意見を明らかにし，本学医学部のカ
リキュラム，授業および試験を評価および改善する基礎資料とすることを目的として，学生を対象に本学独自の「共用試
験 CBT 実施後のアンケート」を実施している．旧カリキュラムから新カリキュラムへの移行期を含む，初回実施からの 3
年度分をまとめ，
「共用試験 CBT 実施後のアンケート(2017〜2019 年度)報告書」を作成した。
3-4．自己評価と次年度計画
森：それぞれのテーマについて基本的なデータの収集と分析を行い、学会で発表することができた。今後は、さらにテー
マを掘り下げて、また別の視点から見ることによってリサーチ・クエスチョンを立てて研究を推進する。
松田：特発性造血障害に関する調査研究では厚生労働省の研究班の一員として、松田は、わが国の再生不良性貧血と骨髄
異形成症候群のセントラルレビュ－システムの責任者として、研究班の重要な役割を果たしている。次年度も、このシス
テムによる前方視的な予後調査等、さらに充実をはかり、成果の一部を 2020 年度日本血液学会で発表し、その論文化を予
定している。松田は、骨髄異形成症候群の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の 2019 年度改訂版の作成を行った。
赤芽球癆に関しては、松田は Japan PRCA collaborative study group のメンバーとして活動し、赤芽球癆の本邦のガイド
ラインである「参照ガイド」の 2019 年度改訂版の作成を行った。次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球
癆の診断と治療に関する研究の論文化を予定している。松田は 3 つの再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめ、再
生不良性貧血に対するトロンボポエチン受容体作動薬の研究は 2019 年の英文学術誌(IJH 誌)へ掲載された。再生不良性貧
血の国内臨床試験の成果は 2020 年に論文化される(2020 年 8 月採用)。松田は骨髄異形成症候群の診断のための AI 開発の
研究を行い、その成果の一部は 2020 年に論文化される(2020 年 8 月採用)。
松下：現在のところ、開発は順調に進んでいる。令和 2 年度に実際に教材を利用した結果を解析し、効果の評価を行った
うえで、必要な改善を行っていく予定である。
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柴崎：他大学や地域と共同した研究が多いため、連絡調整をしながら研究を進めてきた。若干遅れがちの研究もあるが、
概ね順調に実施することができた。上記①、②については、大学院生の研究テーマであり、研究計画に則って論文作成を
進める計画である。
石橋：低学年で習得度が低い学生に対する介入を積極的に行いたいと考えている。
荒関：自己評価：MCQ による試験の妥当性に関しては，試験の作成・実施と事後評価とを継続的に繰り返すことによって
試験の妥当性担保に寄与していると考えられる。プログラム評価に関しては 3 年度分のデータをまとめたアンケート報告
書が作成されたことは成果であると考える。次年度も継続し，試験およびプログラムの評価に役立てたい。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
松田：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員、
柴崎：埼玉県がん対策推進協議会、埼玉県がん対策推進協議会がん教育部会、埼玉県がん検診精度管理研修会講師、埼玉
県肝疾患診療拠点病院等連携協議会委員、毛呂山町健康づくりアドバイザー、毛呂山町いじめ防止対策推進委員会委員長、
長崎県小値賀町健康おぢか 21 協議会委員

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
松田：International Journal of Hematology 編集委員、同 査読委員、Leukemia Research 査読委員
臨床血液査読委員
柴崎：日本衛生学会雑誌編集委員、日本公衆衛生学会雑誌査読委員
石橋

日本外科系連合学会雑誌

編集委員

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
森：日本高等教育評価機構評価員、JACME 評価員、医療系大学間共用試験実施評価機構共用試験医学系臨床実習前 OSCE 評
価者、川越市保健所がん検診担当、日本医学教育学会代議員、同 学習者評価委員会委員、日本血液学会

代議員

松田：特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：三谷絹子）研究協力者、日本血液学会代議員、日本血液学会関東
甲信越地方会幹事、東京骨髄病理研究会世話人
松下：日本医学教育学会代議員
柴崎：埼玉県医師会女性医師支援検討委員会委員、日本公衆衛生学会代議員、日本循環器疾患予防学会評議員、日本衛生
学会評議員、全国地域医療教育協議会代議員、日本プライマリ・ケア連合学会地域包括ケア・多職種連携委員会委員、日
本プリマリケア連合学会代議員、日本がん登録協議会外部監査委員会委員、彩の国連携力育成プロジェクト、埼玉東上地
域大学教育プラットフォーム、認知症サポート医
石橋：日本消化器外科学会評議員、日本大腸肛門病学会評議員、日本臨床外科学会評議員、日本外科連合学会評議員、日
本外科感染症学会評議員、利益相反策定委員会委員
荒関：医学系 CBT 実施小委員会委員、医学系 CBT 実施小委員会症候 EMI 問題作成専門部会委員、医学系 CBT 実施小委員会、
共用試験医学系 CBT 機構派遣監督者、日本医学教育学会

代議員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書

※10 件以内

① 医学部学生の BLS 演習における QCPRⓇシステムの有効性（査読付）
、川村勇樹, 辻 美隆, 高平修二, 岸田全人, 安斎
勝人, 作山洋貴, 大西京子, 佐藤義文, 山田泰子, 土田 哲也, 森 茂久、日本シミュレーション医療教育学会雑誌、vol
7,31-36 頁、令和元年 8 月
② 柴﨑智美、米岡裕美、古屋牧子編著、保健・医療・福祉のための専門職連携教育プログラム集～地域包括ケアを担うた
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めのヒント～ミネルヴァ書房、2019 年 6 月
③ 柴﨑智美、 高橋幸子、 田口孝行他、地域包括ケアシステムで働く未来の医療者育成としての多職種連携教育の現状、
第 10 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会、2019 年 5 月、京都
④ 米岡裕美、 柴﨑智美、 金田光平他、大学連携による IPW 実習における葛藤に影響を与える要素、第 51 回日本医学教
育学会、2019 年 5 月、京都
⑤ 米岡裕美、 柴﨑智美、 田口孝行他、
「認知カップリング」概念を援用した教育デザイン分析モデル－SAIPE における
IPW 実習を事例として、第 51 回日本医学教育学会、2019 年 5 月、京都
⑥ 杉山 智江,石橋 敬一郎,柴崎 智美, 森 茂久他、埼玉医科大学医学部における看護業務体験実習の評価（第 10 報）
、第
51 回日本医学教育学会、2019 年 5 月、京都
⑦ 石橋敬一郎, 大西京子, 山田泰子,森

茂久他、医学部 1、2、3 年生「バイタルサイン」実習における学習効果、第 51

回日本医学教育学会大会 2019.07; 京都市, 日本
⑧ Yamazaki H, Ohta K, Iida H, Imada K, Obara N, Tokumine Y, Tomiyama Y, Usuki K, Imajo K, Miyamura K, Sasaki
O, Fanghong Z, Hattori T, Tajima T, Matsuda A, Nakao S. Hematologic recovery induced by eltrombopag in Japanese
patients with aplastic anemia refractory or intolerant to immunosuppressive therapy. Int J Hematol. 2019
Aug;110(2):187-196. doi: 10.1007/s12185-019-02683-1.
⑨ 松田晃、波多智子

骨髄・末梢血スメア標本. 血液専門医テキスト（第 3 版）日本血液学会編集 . P523-570 南江堂 東

京 2019
⑩ 松田晃

骨髄検査. 内科学書.P48-51 中山書店 東京 2019
【総数：論文

15 件、著者

5 件、学会発表 約 70 件、講演 1 件】

6-2．獲得研究費
松田：AMED 難治性疾患等実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療に関
する研究」研究代表者：廣川 誠 研究分担者：松田 晃
柴﨑：
平成 31 年度科学研究費補助金基盤研究一般(c)「社会資源が限られた市町村が取り組む糖尿病管理予防プログラムの長
期的効果の検討」150 万円
埼玉県市町村がん検診データ分析事業 104 万円
平成 31 年度埼玉県がん検診統一集計結果報告事業 322 万円
6-3．受賞
6-4．特許、実用新案
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
松田：
「特発性造血障害に関する調査研究」令和元年度第一回検鏡会 2020 年 2 月 1 日東京
柴崎：
彩の国連携力育成プロジェクト緩和ケア多職種連携研修会 2019 年 9 月
彩の国連携力育成プロジェクト職能団体との意見交換会 2019 年 5 月、12 月
彩の国連携力育成プロジェクト職能団体とのワークショップ 2019 年 11 月
TJUP 公開講座「親子で学ぶ、いのちの教育～がんはどんな病気？赤ちゃんはどこから来るの？と聞かれたら～」2019
年 12 月

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
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教育については、以前より医学教育センター専任者が中心となり、実施する教育、医学教育センター各部門、各室の業
務を医学教育センター専任者と協力して、ほぼ計画通りに実施することができた。新カリキュラムの進行に合わせて、4
年生 Pre-CC 2 という新しい授業を実施した。Pre-CC 2-1 における医療現場での体験実習や臨床推論実習においては、学
生が自主的に学ぶための方法を検討し実施した。地域基盤型教育も順調に新カリキュラムに位置づけられた。
医学教育の研究については、学会発表は多いものの、論文化までは程遠い状況である。学会科学研究費補助金の獲得、埼
玉県からの委託事業が継続するなど、研究を通して地域社会への貢献も行った。専門職連携教育は、学部学生の連携教育
から、現場の専門職の教育まで広げており、その評価尺度の開発にも取り組んでいる。
学部学生の教育に時間を多く割かれてしまっているため、大学院生の教育が遅れている。
7－2．次年度の改善計画
教育については、新カリキュラムが 5 年生まで進むので、臨床実習 CC step1、step2 の実習内容、評価方法のチェックを
行う。1 年から 4 年までの授業については、問題点を把握、分析して、改善に取り組む。
研究については、これまで検討してきたテーマの中から、リサーチクエスチョンをもとに研究意義があり、実現可能性の
高いテーマについては研究計画を立て、倫理委員会で教育研究審査を受審後、研究を開始する。
大学院生の研究成果をまとめるために、定期的に研究成果の共有を行う。
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1．1）消化器内科・肝臓内科
1．構成員
持田

智（MOCHIDA，Satoshi）

教授：運営責任者：診療科長：教育員：研究主任：代表指導教員（大学院）
：消化器病学，肝臓病学，特
に急性・慢性肝不全，ウイルス性慢性肝炎・肝硬変・肝癌，難治性肝疾患，肝移植：医学博士

富谷 智明（TOMIYA，Tomoaki）

教授（教職員・学生健康推進センター兼担）
：肝臓病の診断と治療：医学博士

今井 幸紀（IMAI，Yukinori）

准教授：診療副部長：研修医長：教育員：副研究主任：指導教員（大学院）
：消化器病学，門脈圧亢進症
の内視鏡的治療と IVR 治療，肝癌の IVR 治療，消化器領域の核医学：博士

中山 伸朗（NAKAYAMA，Nobuaki）

准教授：医員：教育主任：研究員：指導教員（大学院）
：肝臓病学，劇症肝炎と肝移植：医学博士

中尾 将光（NAKAO，Masamitsu）

助教：医員：教育員：研究員

菅原 通子（SUGAWARA，Kayoko）

講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：肝臓病学，消化器病学：医学博士

安藤さつき（ANDOU，Satsuki）

助教：医員：教育員：研究員

中澤

学（NAKAZAWA，Manabu）

助教：外来医長：医員：教育員：研究員

打矢

紘（UCHIYA，Hiroshi）

助教：病棟医長：医員：教育員：研究員

内田 義人（UCHIDA，Yoshihito）
藤井 庸平（FUJII，Youhei）
浅見麻衣子（ASAMI，Maiko）

助教：医員：教育員：研究員：医学博士
助教：医局長：医員：教育員：研究員
助教：医員：教育員：研究員

齊藤 陽一（SAITOU，Youichi）

助教：医員：教育員：研究員

鷹野 雅史（TAKANO，Masashi）

助教：医員：教育員：研究員

渕上

彰（FUCHIGAMI，Akira）

助教：医員：教育員：研究員

鈴木 隆信（SUZUKI，Takanobu）

助教：医員：教育員：研究員

山羽 晋平（YAMABA, Shinpei）

助教：医員：教育員：研究員

植村 隼人（UEMURA，Hayato）

助教：医員：教育員：研究員：医学博士

相馬 直人（SOMA, Naoto）

助教：医員：教育員：研究員

友利 勇大（TOMORI, Yuuki）

助教：医員：教育員：研究員

辻

翔平（TSUJI, Shohei）

倉田 隼斗（KURATA, Hayato）
牛山

叡（USHIYAMA, Rui）

佐藤

彩（SATO, Aya）

山田 俊介（YAMADA, Shunsuke）

助教：医員：教育員：研究員
助教：医員：教育員：研究員
助教：医員：教育員：研究員
助教：医員：教育員：研究員
助教：医員：教育員：研究員

塩川 慶典（SHIOKAWA，Keisuke） 助教（消化管内科兼担）
：医員：教育員：研究員
濱田 大祐（HAMADA, Daisuke）

：医員：教育員：研究員
助教（消化管内科兼担）

本谷 大介（MOTOYA，Daisuke）

助教：医員：教育員：研究員

稲生 実枝（INAO, Mie）

客員准教授：専門委員：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：肝臓病学,消化器病学：医学博士

岡

教授：消化器病学，内視鏡的治療：医学博士

政志（OKA，Masashi）

森吉 美穂 （MORIYOSHI，Miho）

講師（中央検査部兼担）
：指導教員（大学院）
：肝臓病学：医学博士

藤盛 健二（FUJIMORI，Kenji）

非常勤医師

齋藤 詠子（SAITOU，Eiko）

非常勤医師

新井

晋（ARAI，Shin）

講師：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：医学博士

山岡

稔（YAMAOKA，Minoru）

助教（総合診療内科兼担）
：教育員：研究員：医員

松井

淳（MATUI，Atushi）

非常勤講師：医学博士

石川 恵子（ISHIKAWA，Keiko）

非常勤講師

藤田 尚巳（FUJITA，Naomi）

非常勤講師

吉野 廉子（YOSHINO，Kiyoko）

非常勤医師（研究医員）

大森 芳枝（OMORI，Yoshie）

非常勤医師（研究医員）

南

非常勤医師（研究医員）

佳織（MINAMI, Kaori）
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2．教 育
①「卒前教育」
2-1．目的・目標
3 年生の「ヒトの病気コース」と 6 年生の「総合学習コース」で消化器疾患（肝，胆，膵および消化管）の講義を担当した。3 年生では
「消化器ユニット」の約 60% を担当しており，5 年生以降の臨床実習に際して必要な基礎知識の習得，論理的な診療能力の背景となる病態
生理の理解に主眼をおいた講義を行った。講義には，当科で独自に作成した「消化器病学」テキストを中心に，各教員がスライド，プリン
トなどの配布資料も利用した。6 年生の総合学習では，3 年生の講義で扱った内容を医師国家試験に向けて切り口を変えて，症例を提示す
る演習を行った。なお，消化器病学，肝臓病学の領域は進歩が著しいため，3 年生の時点では講義の対象とならなかった up-to-date な事
項に関しても 6 年生の講義では言及するようにした。
5 年生の 4-12 月は各 2 週間の BSL を，1-3 月および 6 年生の 4~5 月は各 4 週間の CC を担当した。学生は消化器領域の「必修の疾患」の
患者を受け持ち，病歴の聴取，診察を行い，それを SOAP システムに従ってレポートないし電子カルテにまとめることで，論理的な考え方
を習得することを目指している。BSL ではこの間に約 10 回のクルズスを実施した。また，シミュレーターを用いた腹部超音波検査，上部
内視鏡検査の実習を前年度以上に積極的に利用するとともに，消化器疾患関連の検査見学，画像供覧の場を提供し，知識を整理できるよう
にした。更に，週 1 回の病棟回診と全症例を対象としたカンファレンスに参加することで，消化器内科の領域における必修の疾患と症候は
全てを経験出来るように配慮した。
2-2．教育内容（担当者）
消化器ユニット：ユニットディレクター（富谷智明）
，同補佐（中山伸朗）
消化管疾患総論，消化性潰瘍，大腸及び炎症性腸疾患（岡 政志）
消化管疾患総論，胃食道疾患，肝腫瘍，症候学（今井幸紀）
上部消化管疾患，症候学（真下由美，水出 雅文）
肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，肝腫瘍，肝移植（持田 智）
肝腫瘍（菅原通子）
胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
肝胆道疾患，症候学（稲生実枝）
2-3．達成度
3 年生の「消化器ユニット」では筆記試験，MCQ によって達成度を評価した。MCQ には CBT に準じて R ないし Q タイプの出題形式も採用
した。不合格者には再試験を 1 回実施した。5 年生の BSL では病歴をまとめたレポートを基に，口頭試問によって達成度を評価した。5 年
生および 6 年生の CC では，電子カルテへの記載内容を指導教員が毎日チェックし，情報聴取とプログレムリストの作成，病態の解析と鑑
別診断，初期診療計画などの達成度を評価した。
2-4．自己評価と次年度計画
3 年生の「ヒトの病気」コースで利用する「消化器病学」のテキストは，毎年改訂を行っているため up-to-date な内容をコンパクトに
まとめたものであり，市販の教科書にはない独創的なものである。消化器内科の領域は画像診断などの検査項目が多いため，このテキスト
を基盤としてスライド，プリントなどを適時追加し，学生が興味を抱く授業を行なうように各教員が努力した。5 年生の BSL および CC で
は，① 患者の病歴を適切に聴取できること，② 問題点をプログラムリストとしてまとめられること，③ 初期計画を設定できること，の
3 項目に重点をおき，論理的な考え方に習熟することを目指す指導を実施した。また，腹部超音波検査，上下部消化管内視鏡検査，血管造
影検査，肝癌の RFA 治療と IVR 治療など様々な検査と治療手技を見学することで，消化器疾患の最前線を全ての学生が経験できるようにし
た。なお，腹部超音波検査の実習とシミュレーターを用いた上部内視鏡検査は，特に学生から好評であった。また，6 年生では医師国家試
験に直結した講義を実施しており，講義内容ないしは卒業試験と類似した問題が医師国家試験には多数出題されている。
令和元年度も今年度と同様の方針で教育活動を行うが，卒前医学教育における臨床実習の重要性がさらに増していることに対応して，BSL，
CC の質を向上させる努力を継続する必要がある。主に臨床に携わる若手の教員が臨床実習に携わる機会をより多くするとともに，シミュ
レーターを用いた実習を更に拡充し，これを用いた卒前，卒後の一貫した教育を実施する予定である。
②「卒後教育」

2-1．目的・目標
当院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，研修医，医局員の消化器病領域における専門医を目指
した卒後教育を実施するとともに，埼玉県における消化器病，肝臓病に関する生涯教育の中枢として活動している。専門医
を目指した卒後教育としては，人口 120 万人を上まわる医療圏から集まる豊富な症例を対象に，プライマリケアから先進医
療まで広範な医療行為の研修が可能であり，上下部消化管内視鏡，腹部超音波，血管造影などの各種手技を獲得するととも
に，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的知識を習得し，消化器・肝臓疾患は
もとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している。また，生涯教育に関しては，埼玉県から委託さ
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れて，肝疾患の診療に関する医療研修会を開催し，肝炎治療特別促進事業および身体障害者福祉法に携わる県内の医師の教
育を担当している。また，多数の講演会に講師として参加し，県内の医師の消化器・肝臓病に関する生涯教育に協力してい
る。

2-2．教育内容（担当者）
病棟回診およびカンファランス指導（持田 智）
肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田 智）
ウイルス性肝疾患及び肝疾患全般，胆嚢胆道系及び膵疾患（富谷智明，中山伸朗，稲生実枝，菅原通子）
消化管出血や消化管疾患全般，炎症性腸疾患（藤盛健二）
食道胃静脈瘤や食道疾患，異所性静脈瘤（今井幸紀）
肝腫瘍，IVR 及び RFA 治療（今井幸紀，安藤さつき，中澤 学，菅原通子）
腹部超音波検査及び肝・腫瘍生検（中山伸朗，安藤さつき，中澤 学）
上下部消化管内視鏡検査及び治療（今井幸紀，中尾将光，本谷大介）
令和元年年度医療研修会（埼玉県）
「ウイルス性慢性肝疾患の病態と治療法の実際」
（持田 智，富谷智明，今井幸紀，中山伸朗，菅原通子，
中尾将光，中澤 学，内田義人）
2-3．達成度
医局員は基盤学会である日本内科学会の認定医を取得後，日本消化器病学会，日本肝臓学会，日本消化器内視鏡学会の会員として研
修を続け，全員が専門医取得を目指している。各種検査法，治療法の手技に関するトレーニングを積むともに，カンファランスや指
導医とのディスカッションにおいて，病態を整理し，各治療の適応，効果を評価する習慣をつけることで，専門医としての知識，判
断力，手技を育成した。令和元年における専門医数は，日本消化器病学会 13 名，日本肝臓学会 12 名，日本消化器内視鏡学会 10 名
である。また，医局員はそれぞれ基礎的，臨床的な課題を与えられて，研究活動も実施しており，当該学会の総会および合同学術集
会である JDDW および米国，欧州の肝臓病会議などで発表し，英文および邦文の学術論文を発表している（研究業績の項を参照）。
また，令和元年度は 11 月 3 日に肝疾患に関する医療研修会を開催し，全県下から新規受講 35 名，更新受講 122 名の計 157 名の医
師が参加した。また，同日には肝炎医療コーディネータを対象とした研修会を，11 月 26 日には肝炎地域コーディネータを対象とし
て研修会を実施し，それぞれ 187 人と 132 人のメディカルスタッフが参加した。医療研修会の受講者は，同年度までに延べ 1,811 名
であり，埼玉県では 798 名の認定医が，232 名の肝臓病専門医とともに肝疾患の診療にあたっている。また，肝炎医療コーディネー
タは 705 名，肝炎地域コーディネータは 132 名となっている。
2-4．自己評価と次年度計画
消化器および肝疾患に関して，プライマリケアから緊急性，重症度の高い症例および専門性の高い症例まで幅広く経験で
きる当院において卒後教育を実施することで，質の高いオールラウンドの消化器病専門医を育成している。今後は，より充
実した卒後教育に発展すべく，病棟回診およびカンファランスを中心に，各領域の専門医が効率的に指導できる環境を整え
ていきたい。また，卒後 10 年前後の医師による後期研修医に対する指導を強化し，消化器病専門医を目指す若き医師をさ
らに増加させることも課題となる。生涯教育に関しては，埼玉県および各種メーカーとの協力で研修会，講演会を継続して
実施し，県下の消化器・肝疾患に関する診療レベルを向上させることが求められている。
③「大学院教育」
2-1．目的・目標
大学院生の教育は消化器領域全般に精通した高度専門医の育成の一環と見なしている。専門医として必要な科学的，論理的考察方法を涵
養するために，大学院生には適正に応じて臨床的ないし基礎的なテーマを設定し，その研究の推進を指導している。このため基礎的なテー
マの研究でも，臨床的な背景に裏付けされたものを設定し，研究活動が専門医になるべく行う修練と密着するように配慮している。
大学院生の研究テーマの概要は以下の通りである。
1.

肝病態の成立におけるウイルス要因の解析

2.

肝・消化器疾患の成立における宿主要因の網羅的解析

3.

急性肝不全の治療法，予防法の確立を目指した疫学的，臨床的研究

4.

門脈圧亢進症の病態解明と新規治療法の開発を目指した臨床研究

5.

消化管内視鏡，腹部超音波および血管造影などの手技を利用した臨床研究

2-2．教育内容（担当者）
研究全体の統括，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田 智）
消化管疾患，門脈亢進症（今井幸紀）
急性肝不全，肝移植（中山伸朗）
肝炎ウイルス（内田義人）
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B 型肝炎再活性化（中尾将光）
肝硬変（内田義人，富谷智明）
分子生物学実技，動物実験（神山淳一，内木佳代子）

2-3．達成度
消化器内科・肝臓内科の豊富な症例から単離した B，C 型肝炎ウイルスの全塩基配列を解析し，また，塩基配列の異なる肝炎ウイルスを
培養細胞に感染させる実験を行うことで，肝病態の成立に関与するウイルス要因を検討した。C 型肝炎ウイルスに関しては，direct-acting
antiviral agent（DAA）による IFN を用いない治療が 2014 年以降は主流となったが，これを見据えて NS5A 阻害薬に対する耐性変異である
Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量する簡易迅速測定法を開発し（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1）
，これを利用した臨床研究を行
っている。
また，
NS5B ポリメラーゼに関しては，
bioinformatics，
molecular dynamics を応用した研究を開始した。
また，
第 3 世代の Nanopore
sequencer を用いた網羅的な遺伝子解析も開始した。また，HBV に関しては，HBs 抗原量を低下させる効率的な抗ウイルス療法の体系を検
討し，nucleotide analogues と nucleoside analogues の差異を明確にした。これら独自の研究を基に，ウイルス性肝疾患における個別化
医療の体系確立を目指している。
当教室は日本急性肝不全研究会の事務局を担当するとともに，診療科長である持田は厚労省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班」
の劇症肝炎分科会長，
「がん化学療法及び免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要
因の包括的研究班」の免疫抑制療法分科会長を務めている。このため「急性肝不全の全国調査」
，
「B 型肝炎再活性化に関する前向き研究」
を実施しており，全国の症例の臨床データが毎年集積されている。これを基にデータマイニングの手法を駆使して，様々な解析を実施して
いる。その成果は「急性肝不全の診断基準」
，
「B 型肝炎再活性化の予防ガイドライン」
，
「劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン」
，
「我が国に
おける acute-on-chronic liver failure（ACLF）の診断基準の確立」などの確立への行政的な仕事に繋がった。また，ACLF と小児の急性
肝不全に関しても，平成 30 年度から新たに全国調査を開始し，令和元年度もこれを継続した。
当診療科では食道胃静脈瘤などの消化管出血に対して内視鏡治療とともにバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BTRO）などの血管造影
を利用した治療を多数例実施した。また，さらに，肝癌症例に対してはラジオ波焼灼療法（RFA）
，肝動脈化学塞栓療法（TACE）および分子
標的薬を用いた化学療法を実施しており，その症例数は全国でも最上位に位置している。また，肝不全症候に対する治療を行っている非代
償性肝硬変の症例数も多い。これら豊富な症例を基に様々な臨床研究を実施している。最近では「肝癌に対するレンバチニブを用いた化学
療法の有用性」
，
「肝予備能の向上を目指した BRTO による静脈瘤治療法の開発」
，
「腹水と肝性脳症に対する効果的治療体系の確立」などの
成果が得られている。
2-4．自己評価と次年度計画
令和元年度の研究を継続するが，発表した成果を臨床にフィードバックし，新たな診断法，治療法をして位置付けを明確にしていくこと
が，次年度の課題である。また，令和 2 年度からは，前年度まではウイルスの遺伝子解析に利用していた Nanopore sequencer を，非代償
性肝硬変における細菌感染症の病態解析にも応用する予定である。

3．研 究
3-1．目的・目標
肝臓病学では，肝炎劇症化の機序やその成因を追究する細胞生物学的および分子生物学的な基礎研究と，ウイルス性慢性肝疾患の治療学
確立に向けた臨床研究を行っており，その結果は日常診療に生かされている。劇症肝炎などの急性肝不全に関しては，厚生労働科学研究費
補助金難治性疾患克服研究事業「難治性の肝･胆道疾患に関する調査研究」班において，持田が劇症肝炎分科会の分科会長を担当しており，
」を実施した。また，平成 29 年度に確立した「わが国に
中山がその事務局を担当して，
「わが国における急性肝不全の全国調査（2017 年）
おける acute-on-chronic liver failure（ACLF）の診断基準」に準拠して，ACLF の全国調査も実施し，小児の急性肝不全の全国調査も開
始した。平成 21 年度以降は持田が厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウ
イルス（HBV）再活性化の実態解明と対策法の確立」班の研究代表者を務めており，中山，中尾が事務局として HBV 再活性化に関する全国
調査を継続し，リツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法での再活性化の現況をまとめ，その対策法確立に向けた研究を行っている。ウイル
ス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関しては，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因に関する検討を行っており，特に肝病態の性
差を規定する要因に注目して，臨床的，基礎的研究を行っている。なお，同分野では，持田が厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対
策研究事業「HBV 感染の病態別における宿主遺伝因子の探索研究」班の研究分担者であり，同班との連携でも研究を推進した。また，ウイ
ルス性肝疾患の治療では，DAA である NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量する簡易迅速測定法の
開発し（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1）
，これを用いて効率的な治療体系の確立に向けた研究を進めている（平成 28~30 年度科学研究
費助成事業（科学研究費補助金）「基盤研究（C）」C 型肝炎の DAA 治療で高度耐性株出現に関わるオセロ仮説と 2-ヒット仮説の検証，研
究代表者：持田 智）
。また，NS5B ポリメラーゼに関しては，bioinformatics，molecular dynamics を応用した研究を開始した。B 型肝炎
ウイルスでは新規 genotype を発見した後，ウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の意義を解明，HBs 抗原量の低下に繋がる抗ウイ
ルス療法の確立などなど独創的な研究を展開中である。また，第 3 世代の Nanopore sequencer を用いた網羅的遺伝子解析も実施している。
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さらに，進行癌症例に対して IVR 手技を駆使した各種抗癌薬の使用基準を確立する目的での研究を継続しているが，平成 30 年度からは
分子標的薬の治療効果に関する検討も開始している。消化管疾患に関しては，食道胃静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法
確立を目指した臨床研究を進めている。これら疾患には内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に応じた個
別化治療に結びつけることを目指している。また，消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバルーン内視鏡検査と併用するこ
とで，従来は診断が不可能であった症例の病態を解析することも試みている。さらに，胃食道逆流症，NSAID 潰瘍，炎症性腸疾患などに関
しても，最新の検査，治療手技を導入し，その有用性を評価するとともに，症例に応じて治療法を個別化する試みを行っている。重症型ア
ルコール性肝炎に対する顆粒球除去と副腎皮質ステロイドの sequential 療法，門脈血栓症に対する抗凝固療法と BRTO の併用療法，肝再生
を目指した BRTO による血行改変術などの新規治療法も開発を進めており，消化器領域全般に多数の症例が集まる診療科の特徴を利用した
臨床研究が多数立ち上げられている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1） わが国における急性肝不全の実態解明を介して分類，劇症肝炎の診断基準を見直すための疫学的研究
（2） 劇症肝炎，遅発性肝不全における肝移植適応ガイドラインを修正するための臨床研究
（3）わが国における acute-on-chronic liver failure（ACLF）の実態に関する疫学・臨床研究
（4）急性肝不全の内科的集学的治療の標準化に関する臨床研究
（5） HBV の再活性化の実態と経済的観点でガイドラインを改訂するための臨床研究
（6） HBV の増殖能を規定する遺伝子要因の解析に関する基礎的研究
（7） 難治性 B 型，C 型慢性肝疾患の抗ウイルス療法確立に向けた臨床研究
（8） HCV の遺伝子変異と DAAs 耐性に関する研究
（9） 肝癌に対する分子標的薬の有用性を向上させるための基礎的，臨床的検討
（10） 進行肝癌に対する IVR 治療を中心とした診療体系の確立を目指した臨床研究
（11） 重症アルコール性肝炎に対する顆粒球除去を副腎ステロイドパルスの sequential 療法の確立を目指した臨床的研究
（12） 胃食道静脈瘤の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（13） 難治性の腹水および肝性脳症の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（14） 門脈血栓症における抗凝固療法の有用性に関する臨床研究
（15） 非アルコール性脂肪性肝疾患における線維化予防，肝機能悪化予防の為の治療法に関する研究
（16） 小腸疾患診断におけるダブルバルーン法小腸内視鏡の有用性に関する臨床研究
（18） 消化管出血に対する内視鏡的止血法の有用性に関する臨床研究
3-3．研究内容と達成度
1）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010~17 年に発症した急性肝不全，遅発性肝不全の全国
調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした。また，2009 年までの劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解
析を利用したスコアリングシステムによる予後予測法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial basis function（RBF）法，neural network
法に相当する back propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立したが，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリット型統合
モデルも開発し，平成 26 年度以降はその有用性の評価を続けている。また，平成 29 年度はわが国における acute-on-chronic liver failure
（ACLF）の診断基準を確立し，平成 30 年以降はその実態に関する全国調査を開始した。
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，厚生労働省研究班を組織し，免
疫抑制療法を実施するB型既往感染例の経過を前向きに観察して，血清HBV-DNA量が20 IU/mL以上になる累積頻度は治療開始6ヶ月後で3.2%であり，
その後の再活性化リスクは低下することを明らかにした。この成果に伴って，日本肝臓学会のB型肝炎診療ガイドラインにおけるHBV再活性化予防
の指針も改訂され，さらに経済的効率を考慮して高感度HBs抗原測定法でモニタリングを実施するシステムの確立を目指した検討が進められてい
る。
3）ウイルス性肝疾患の治療
C 型肝炎は Direct Acting Antivirals（DAAs）が登場し，経口剤のみによる IFN-free の治療が行われるようになった。この効果を規定する
のは，NS5A 領域のアミノ酸変異であるが，その簡易迅速測定法を開発した（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1）
。これを用いて，NS5A-RASs の成
立におけるオセロ現象，2-ヒット現象などを実証した。ダクラタスビル，アスナプレビルの併用療法の virologic failure 例におけるソフォス
ブビル/レジパスビル配合薬による再治療の有効性を最適化するためのウイルス学的研究を行い，全国平均を上回る高い SVR 率を達成すること
に聖子下。また，NS5B 領域のアミノ酸変異に関しても研究範囲を進めて，bioinformatics と molecular dynamics を応用することで DAA 治療の
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効果を規定する新たなウイルス学的要因を発見した。また，第 3 世代の Nanopore sequencer を用いた網羅的な解析も実施している。一方，B 型
肝炎では HBs 抗原量を低下させる効率的な抗ウイルス療法の確立を目指した研究を進めている。
4）HBV の遺伝子解析に関する検討
わが国固有の genotype B と中南米に多い genotype H の組替えが生じて，この株から進化することによって，新たな genotype に分類される
可能性がある HBV 株を発見した。この新たなウイルスの特性を明らかにするために in vitro の検討を進めている。また，核酸アナログ製剤投
与中止後に再燃する HBV の増殖速度の解析から，ポリメラーゼ領域に遺伝子複製の効率を規定する可能性がある変異領域を発見した。HBV 再活
性化を規定するウイルス要因でもある可能性があり，その臨床的意義を in vitro の実験で確認し，ターミナルドメインにウイルス増殖能を有
する事が確認された。現在はウイルス遺伝子の組み換え実験によって，HBV-DNA のポリメラーゼ領域 aa15-17 のアミノ酸に変異を加えたクロー
ンを作成し，in vitro 系にてこれら変異の意義を更に明らかにするための実験を進めている。
5）肝細胞癌の診断と治療
肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している。一方，治療法に関しては，進行肝癌に対しては，分子標的薬で
あるレンバチニブの有用性と安全性に関する臨床試験を進めている。
また，
平成 26 年以降に用いられるようになったビーズ製剤を用いた TACE，
バルーン閉塞下 TACE などに関しても検討を継続している。
6）重症型アルコール性肝炎の治療
重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法を併用する sequential 療法を考
案した。臨床研究としては一定の成果を得て終了し，現在は該当症例には，IRB 承認下に，保険外診療として実施している。
7）門脈圧亢進症とその治療
門脈圧亢進症に伴う合併症には食道胃静脈瘤，異所性静脈瘤，門脈圧亢進性胃腸症，腹水，肝性脳症などの治療体系を確立する臨床研究を行
っている。また，門脈・体循環シャントは肝予備能の低下にも繋がるため，BRTO を用いた血行改変術で肝血流量を増加させて，肝機能の向上，
肝再生を促す臨床研究を実施している。また，門脈宇血栓症に関しては，抗凝固療法と血行改変術を併用する新規治療法の開発を進めている。
9）炎症性腸疾患の病態生理とその治療
潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して血球成分吸着除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗 TNF-α）およびタクロリ
ムスの有用性と適応を明確にするための臨床研究も実施していたが，臨床研究法の施行に応じて中断した。
10）内視鏡と血管造影手技を用いた消化管疾患の治療
食道･胃･直腸静脈瘤，消化性潰瘍，vascular ectasia による消化管出血の治療として，シアノアクリレートを用いた硬化療法，アルゴンプラ
ズマ凝固法（APC）
，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を併用した止血術の体系を確立した。特に，難治性の vascular ectasia に
対しては APC が有用であり，止血効果を得ている。また，血行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に対しては micro-balloon カテーテルを用いた
B-RTO が有効であることを実証し，多数例での検証を進めている。また，胃瘻造設，癌性狭窄に対するステント留置，小腸出血の症例に対する
カプセル内視鏡，ダブルバルーン内視鏡の有用性，クローン病による小腸狭窄の症例に対するダブルバルーン内視鏡を用いた拡張術に関しても
検証を進めている。
3-4．自己評価と次年度計画
新たに作成した診断基準に準拠して，急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を進めている。成因の診断基準も新たに改変した。また，我が国
における ACLF の診断基準も確立し，全国調査も開始した。これら症例を基に，肝移植適応ガイドラインを検証し，また，内科的集学的治療の
体系を改訂することが，今後の課題になっている。特に予後予測に用いる統合ハイブリットモデルに関しては，ブラウザーサーバー・システム
を普及させることが課題である。
C 型慢性肝炎における抗ウイルス療法では，我々が開発した NS5A 領域のアミノ酸変異の測定法を，SRL に委託して全国で測定する体制が確立
し，すでに 5 万人が検査を受けている。これによって，DAA 治療の効率的な治療が全国で一律に可能になった。今後は我々の実証したオセロ現
象，2-ヒット現象などを基に，DAA 治療の failure 例の対策を確立することが課題である。また，NS5B ポリメラーゼに関しては，NS5B-A218S 変
異の重要性を bioinformatics と molecular dynamics の手法で実証したが，これを臨床検査に応用することが課題になっている。第 3 世代の
Nanopore sequencer を用いた検討を進めるとともに，特に肝硬変症例におけるウイルス排除後の肝予備能，門脈圧亢進症の変化を評価すること
も重要な課題である。
HBV の再活性化に関しては，その実態を解明するために全国組織を確立し，そのリツキシマブ以外の免疫抑制･化学療法でもその頻度は決して
低率でないことを明らかにし，また，免疫抑制療法に関しては，長期に及んだ場合のハイリスクの時期も明確になってきている。再活性化に関
わるウイルス側，宿主側の要因を明らかにするとともに，これを医療経済的な観点も考慮した HBV 再活性化の予防ガイドラインに繋げることが
問題点として残っている。
また，肝細胞癌，炎症性腸疾患，門脈圧亢進症に伴った消化管出血の治療法に関しては，様々な手法を導入してその有用性を検証してきた。
アルコール性肝炎，難治性炎症性腸疾患に対する新規治療のプロジェクトを推進するとともに，患者の QOL も考慮して，これら各種治療法の使
い分ける個別化医療の体系を確立していくことが，今後の課題である。
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3-5．上記 3-1～3-4 の要約（病院要覧用）
肝臓病学では，複数の厚生労働省研究班の責任者として疫学的研究を推進して，わが国における医療行政に貢献する研究を実施するとともに，
肝炎劇症化の機序やその成因を追究する細胞生物学的および分子生物学的な基礎研究と，ウイルス性慢性肝疾患の治療学確立に向けた臨床研究
を行っている。また，肝癌では分子標的薬や IVR の治療効果を高める工夫を行い，進行肝癌に対する治療確立を目指している。アルコール性肝
疾患では重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球除去と副腎皮質ステロイドの sequential 療法の有用性を更に検討していく。門脈圧亢進症で
は原因となる門脈血栓症に対する抗凝固療法と BRTO の併用，肝再生を目指した BRTO による血行改変術などの新規治療法も開発を進めている。
食道胃静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血や炎症性腸疾患などの消化管疾患に関しては，内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した
治療も実施し，また治療抵抗性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法を行い，新たな治療法の確立を目指してい
る。消化器領域全般に多数の症例が集まる診療科の特徴を利用した臨床研究が多数立ち上げられている。
1）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010~17 年に発症した急性肝不全，遅発性肝不全の全国
調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした。また，2009 年までの劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解
析を利用したスコアリングシステムによる予後予測法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial basis function（RBF）法，neural network
法に相当する back propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立したが，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリット型統合
モデルも開発し，平成 26 年度以降はその有用性の評価を続けている。また，平成 29 年度はわが国における acute-on-chronic liver failure
（ACLF）の診断基準を確立し，平成 30 年以降はその実態に関する全国調査を開始した。
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，厚生労働省研究班を組織し，免
疫抑制療法を実施するB型既往感染例の経過を前向きに観察して，血清HBV-DNA量が20 IU/mL以上になる累積頻度は治療開始6ヶ月後で3.2%であり，
その後の再活性化リスクは低下することを明らかにした。この成果に伴って，日本肝臓学会のB型肝炎診療ガイドラインにおけるHBV再活性化予防
の指針も改訂され，さらに経済的効率を考慮して高感度HBs抗原測定法でモニタリングを実施するシステムの確立を目指した検討が進められてい
る。
3）ウイルス性肝疾患の治療
C 型肝炎は Direct Acting Antivirals（DAAs）が登場し，経口剤のみによる IFN-free の治療が行われるようになった。この効果を規定する
のは，NS5A 領域のアミノ酸変異であるが，その簡易迅速測定法を開発した（埼医 25-012，WO 2015/087945 A1）
。これを用いて，NS5A-RASs の成
立におけるオセロ現象，2-ヒット現象などを実証した。ダクラタスビル，アスナプレビルの併用療法の virologic failure 例におけるソフォス
ブビル/レジパスビル配合薬による再治療の有効性を最適化するためのウイルス学的研究を行い，全国平均を上回る高い SVR 率を達成すること
に聖子下。また，NS5B 領域のアミノ酸変異に関しても研究範囲を進めて，bioinformatics と molecular dynamics を応用することで DAA 治療の
効果を規定する新たなウイルス学的要因を発見した。また，第 3 世代の Nanopore sequencer を用いた網羅的な解析も実施している。
。一方，B
型肝炎では HBs 抗原量を低下させる効率的な抗ウイルス療法の確立を目指した研究を進めている。
4）HBV の遺伝子解析に関する検討
わが国固有の genotype B と中南米に多い genotype H の組替えが生じて，この株から進化することによって，新たな genotype に分類される
可能性がある HBV 株を発見した。この新たなウイルスの特性を明らかにするために in vitro の検討を進めている。また，核酸アナログ製剤投
与中止後に再燃する HBV の増殖速度の解析から，ポリメラーゼ領域に遺伝子複製の効率を規定する可能性がある変異領域を発見した。HBV 再活
性化を規定するウイルス要因でもある可能性があり，その臨床的意義を in vitro の実験で確認し，ターミナルドメインにウイルス増殖能を有
する事が確認された。現在はウイルス遺伝子の組み換え実験によって，HBV-DNA のポリメラーゼ領域 aa15-17 のアミノ酸に変異を加えたクロー
ンを作成し，in vitro 系にてこれら変異の意義を更に明らかにするための実験を進めている。
5）肝細胞癌の診断と治療
肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している。一方，治療法に関しては，進行肝癌に対しては，分子標的薬で
あるレンバチニブの有用性と安全性に関する臨床試験を進めている。
また，
平成 26 年以降に用いられるようになったビーズ製剤を用いた TACE，
バルーン閉塞下 TACE などに関しても検討を継続している。
6）重症型アルコール性肝炎の治療
重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法を併用する sequential 療法を考
案した。臨床研究としては一定の成果を得て終了し，現在は該当症例には，IRB 承認下に，保険外診療として実施している。
7）門脈圧亢進症とその治療
門脈圧亢進症に伴う合併症には食道胃静脈瘤，異所性静脈瘤，門脈圧亢進性胃腸症，腹水，肝性脳症などの治療体系を確立する臨床研究を行
っている。また，門脈・体循環シャントは肝予備能の低下にも繋がるため，BRTO を用いた血行改変術で肝血流量を増加させて，肝機能の向上，
肝再生を促す臨床研究を実施している。また，門脈宇血栓症に関しては，抗凝固療法と血行改変術を併用する新規治療法の開発を進めている。
0351

9）炎症性腸疾患の病態生理とその治療
潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して血球成分吸着除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗 TNF-α）およびタクロリ
ムスの有用性と適応を明確にするための臨床研究も実施していたが，臨床研究法の施行に応じて中断した。
10）内視鏡と血管造影手技を用いた消化管疾患の治療
食道･胃･直腸静脈瘤，消化性潰瘍，vascular ectasia による消化管出血の治療として，シアノアクリレートを用いた硬化療法，アルゴンプラ
ズマ凝固法（APC）
，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を併用した止血術の体系を確立した。特に，難治性の vascular ectasia に
対しては APC が有用であり，止血効果を得ている。また，血行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に対しては micro-balloon カテーテルを用いた
B-RTO が有効であることを実証し，多数例での検証を進めている。また，胃瘻造設，癌性狭窄に対するステント留置，小腸出血の症例に対する
カプセル内視鏡，ダブルバルーン内視鏡の有用性，クローン病による小腸狭窄の症例に対するダブルバルーン内視鏡を用いた拡張術に関しても
検証を進めている。

4．診 療
当大学病院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，県下全域における肝疾患患者の診療連携を円滑にする事業の窓
口になるとともに，他の専門施設では診療が困難な難治例，重症例を受け入れている。肝疾患では急性肝不全，ウイルス性慢性肝疾患，肝
癌，自己免疫性肝疾患の治療に力を入れている。劇症肝炎に対しては基礎的検討の成果と厚生労働省研究班による全国調査の結果を基にし
て，血漿交換，血液濾過透析などの人工肝補助療法も併用した集学的治療を実施している。C 型肝疾患では DAA 治療における HCV の薬物耐
性変異を評価する簡易迅速定量法を開発し，これを用いた治療体系を確立し，これに基づいた診療と臨床研究を展開している。一方，B 型
肝疾患ではウイルスの全遺伝子配列を解析することで，そのウイルス学的特性に基づいた個別化医療を実施している。肝硬変症例に対して
は造影超音波検査も含む画像検査を駆使し，肝細胞癌の早期発見を目指している。さらに，肝動脈化学塞栓療法やラジオ波焼灼療法，リザ
ーバー挿入による肝動注療法など集学的な治療を実施し，優れた治療成績を得ている。また，症例毎の薬剤効果や QOL も考慮して治療方法
を選択するように心がけている。急性肝炎の劇症化阻止，また，劇症化した場合の急性肝不全に対する集学的治療に関しては，基礎的研究
データと厚生労働省研究班による全国調査の結果を基にして，最先端の治療を実施している。肝硬変症患者の門脈圧亢進症状は側副血行路
の発達とそれによる門脈血流減少が原因となっており，胃静脈瘤に対して施行されるバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）後に，
血流改善による肝予備能改善例を認め，それに伴い腹水や肝性脳症が改善する症例を経験し，今後より有効な治療になっていくものと思わ
れる。また，門脈血栓合併に伴う門脈圧亢進症状に対しても抗凝固療法と BRTO の血行改変術併用による血流改善にて肝予備能改善を認め，
これら門脈圧亢進症状を有する患者に実施し，効果を挙げている。自己免疫性肝疾患などの難病にも全国調査の結果を基に治療を積極的に
行っている。
胆道系疾患に関しては，消化器外科との密接な連携の基に，胆嚢結石および総胆管結石による閉塞性黄疸に対する内視鏡的治療を実施し
ている。膵疾患では重症急性膵炎の治療に血液濾過透析なども併用した集学的治療を実施し，良好な成績を得ている。
消化管疾患では消化管出血と炎症性腸疾患の治療に力を入れている。食道胃静脈瘤では硬化療法，結紮療法などの内視鏡を用いた治療の
みならず，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）も積極的に行っており，micro-balloon カテーテルを用いることで通常は治療が
困難な胃静脈瘤，ないしは十二指腸，直腸などの異所性の静脈瘤に関しても良好な治療成績が得られている。また，胃静脈瘤からの緊急止
血時にはシアノアクリレートの注入による硬化療法も実施している。出血性潰瘍，vascular ectasia に対しては，高濃度塩化ナトリウム
やエタノール注入，アルゴンプラズマ凝固（APC）
，クリップによる止血術などを駆使して，高率に止血に成功している。経口摂取不能症例
に対する内視鏡的胃瘻造設術などの対症療法も行っている。潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対しては，血球成分吸着除去
療法，生物学的製剤，5-ASA 製剤，副腎皮質ステロイド，免疫調整薬などと併用することで良好な成績を得ている。また，上部及び下部消
化管の良性腫瘍である腺腫病変に対しては内視鏡的粘膜切除術（EMR）
，内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を行っているが，悪性腫瘍の内視
鏡治療は国際医療センターの消化器内科とも連携して実施している。
また，消化器領域全般を担当する診療科の利点を生かして，重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と顆粒球
除去療法の sequential 療法， BRTO による血行改変術による肝再生医療など新規考案した治療法，C 型慢性肝炎に対する NS5A，NS5B 領域
のアミノ酸変異に基づいた個別化医療等，高度先進医療への移行を念頭に置いた治療を積極的に実施している。

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
持田 智：

埼玉県肝炎対策協議会（委員）
埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員長）
埼玉県肝炎治療審査委員会（委員長）
埼玉県肝がん集検委員会（委員）
全国医学部長病院長会議（国家試験改善検討ワーキンググループ：委員）
脳死肝移植適応評価委員会（委員）
日本臓器移植ネットワーク（あっせん事業評価委員会：副委員長）
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
持田 智：

日本門脈圧亢進症学会雑誌（日本門脈圧亢進症学会：編集委員）
消化器・肝臓内科（科学評論社：編集委員長）

5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務
持田 智

日本肝臓学会：常務理事，企画広報委員会（委員長）
，在り方検討委員会（委員）
，財務委員会（委員）
，学術集会審議委員会（委員）
，
肝移植委員会（委員）
，ガイドライン統括員会（委員）
，日本医学会用語委員会（委員）
，肝がん撲滅運動（埼玉県責任者）
，脳死肝
移植適応評価委員会（委員）
，第 55 回総会会長
日本消化器病学会：理事，財務委員会（担当理事）
，第 107 回総会会長
JDDW：理事，学術集会委員会（副委員長）
，統合プラグラム委員会（委員）
，将来構想委員会（委員）
，教育講演に関する連絡協議会
（委員）
日本内科学会：理事，財務・組織管理委員会（担当理事）
日本移植学会：幹事
日本門脈圧亢進症学会：評議員，編集委員会（委員）
日本急性肝不全研究会：代表世話人，日本肝移植研究会：常任世話人，日本肝癌研究会：幹事，肝類洞壁細胞研究会：世話人，肝
細胞研究会：世話人，犬山シンポジウム：世話人

富谷智明

日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：評議員，肝細胞研究会：世話人

今井幸紀

日本消化器病学会：関東支部評議員，門脈圧亢進症学会：評議員

中山伸朗

日本肝臓学会：評議員，日本消化器病学会：関東支部世話人，日本急性肝不全研究会：幹事

稲生実枝

日本肝臓学会：東部会評議員，日本消化器病学会：関東支部評議員

菅原通子

日本肝臓学会：東部会評議員，門脈圧亢進症学会：評議員

＜特別講演など＞
1.

Mochida S. Key Note Lecture: Acute Liver failure and Acute-on-Chronic Liver Failure in Japan. APASL Single Topic Conference in
Tokyo “Liver Immunology and Genetics” 2019 年 4 月 18 日, 東京.

2.

Mochida S. Special Event “Recent Advance in Research for Intractable Hepato-Biliary Diseases in Japan” Acute Liver failure
and Acute-on-Chronic Liver Failure in Japan. 第 55 回日本肝臓学会総会, 2019 年 5 月 30 日, 東京.
持田 智 . 『特別講演』肝不全の研究: わが国の歩みと海外での動向 Saga of Research for Liver Failure .日本消化器病学会関東

3.

支部 第 356 回例会 2019 年 9 月 21 日，東京.

6．業 績
6-1．
①

論文・学会発表
Umemura J, Uchida Y, Koutyama JI, Naiki K, Tsuji S, Sugawara K, Nakao M, Motoya D, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, Mochida S.
NS5A-P32 deletion as a factor involved in virologic failure in patients receiving glecaprevir and pibrentasvir. J Gastroenterol

2019 May; 54 (5): 459-470.doi: 10.1007/s00535-018-01543-9.
②

Suda G, Hasebe C, Abe M, Kurosaki M, Itakura J, Izumi N, Uchida Y, Mochida S, Haga H, Ueno Y, Abe K, Takahashi A, Ohira H,
Tsukuda Y, Furuya K, Baba M, Yamamoto Y, Kobayashi T, Inoue J, Terasita K, Ohara M, Kawagishi N, Izumi T, Nakai M, Sho T, Natsuizaka
M, Morikawa K, Ogawa K, Sakamoto N; NORTE Study Group. Safety and efficacy of glecaprevir and pibrentasvir in Japanese hemodialysis
patients with genotype 2 hepatitis C virus infection. J Gastroenterol 2019 Jul; 54 (7): 641-649. doi: 10.1007/s00535-019-01556-y.

③

Nakao M, Nakayama N, Uchida Y, Tomiya T, Oketani M, Ido A, Tsubouchi H, Takikawa H, Mochida S. Deteriorated outcome of recent
patients with acute liver failure and late-onset hepatic failure caused by infection with hepatitis A virus: A subanalysis
of patients seen between 1998 and 2015 and enrolled in nationwide surveys in Japan. Hepatol Res 2019 Aug; 49 (8): 844-853.

doi: 10.1111/hepr.13345.
④

Kim JD, Cho EJ, Ahn C, Park SK, Choi JY, Lee HC, Kim DY, Choi MS, Wang HJ, Kim IH, Yeon JE, Seo YS, Tak WY, Kim MY, Lee HJ,
Kim YS, Jun DW, Sohn JH, Kwon SY, Park SH, Heo J, Jeong SH, Lee JH, Nakayama N, Mochida S, Ido A, Tsubouchi H, Takikawa H,
Shalimar, Acharya SK, Bernal W, O'Grady J, Kim YJ. A novel model to predict 1-month risk of transplant or death in hepatitis
A-related acute liver failure. Hepatology 2019 Aug; 70 (2): 621-629. doi: 10.1002/hep.30262.
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⑤

Uchida Y, Kouyama JI, Naiki K, Uemura H, Tsuji S, Sugawara K, Nakao M, Motoya D, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, Mochida S. A
Case of genotype-3b HCV in which whole-genome was successfully analyzed using third-generation nanoopore sequencing. Hepatol

Res 2019 Sep; 49 (9): 1083-1087. doi: 10.1111/hepr.13339..
⑥

Honda A, Tanaka A, Kaneko T, Komori A, Abe M, Inao M, Namisaki T, Hashimoto N, Kawata K, Takahashi A, Ninomiya M, Kang JH,
Arakawa M, Yamagiwa S, Joshita S, Umemura T, Sato K, Kaneko A, Kikuchi K, Itakura J, Nomura T, Kakisaka K, Fujii H, Kawada
N, Takikawa Y, Masaki T, Ohira H, Mochida S, Yoshiji H, Iimuro S, Matsuzaki Y, Takikawa H; Japan PBC Study Group (JPBCSG).
Bezafibrate improves GLOBE and UK-PBC scores and long-term outcomes in patients with primary biliary cholangitis. Hepatology

2019 Dec; 70 (6): 2035-2046. doi: 10.1002/hep.30552..
Uchida Y, Nakao M, Tsuji S, Uemura H, Kouyama JI, Naiki K, Motoya D, Sugawara K, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, Mochida S.

⑦

Significance of switching of the nucleos(t)ide analog used to treat Japanese patients with chronic hepatitis B virus infection
from entecavir to tenofovir alafenamide fumarate. J Med Virol 2020 Mar; 92 (3): 329-338. doi: 10.1002/jmv.25644..
⑧

Tsuji S, Uchida Y, Uemura H, Kouyama JI, Naiki K, Nakao M, Motoya D, Sugawara K, Nakayama N, Imai Y, Tomiya T, Mochida S. Involvement
of portosystemic shunts in impaired improvement of liver function after direct-acting antivirals therapies in cirrhotic patients
with hepatitis C virus. Hepatol Res 2019 Dec 14. Doi: 10.1111/hepr.13471. [Epub ahead of print].
Fuchigami A, Imai Y, Uchida Y, Uchiya H, Fujii Y, Nakazawa M, Ando S, Sugawara K, Nakayama N, Tomiya T, Mochida S. Therapeutic

⑨

efficacy of lenvatinib for patients with unresectable hepatocellular carcinoma based on the middle-term outcome. Plos One 2020

Apr 10; 15 (4): e0231427. Doi: 10.1371/journal.pone.0231427. eCollection 2020.
⑩

Ando R, Asahina Y, Chayama K, Hiramatsu N, Ikegami T, Izumi N, Kikuchi K, Koike K, Kurosaki M, Mochida S, Suzuki F, Takehara
T, Takikawa H, Tanaka A, Tanaka E, Tanaka Y, Yotsuyanagi H. JSH Guidelines for the Management of Hepatitis C Virus Infection:
2019 Update Protective effect of antiviral therapy against hepatocarcinogenesis. Hepatol Res 2020 Apr 16. doi: 10.1111/hepr.13501.

[Epub ahead of print]
【総数：論文（総説，報告書を含む）32 件（国外 12 件，国内 20 件）
，学会発表 16 件（国外 3 件，
国内 13 件）
】
6-2.

獲得研究費

＜持田 智＞
(1) 厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患政策研究事業）
「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班：
「劇症肝炎分科会」分科会長（平成
23 年度から）
(2) 厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業）「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構築のための研究」
班，分担研究者（平成 26 年度から）
(3) AMED（肝炎等克服緊急対策研究事業）
「がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防対策法の確立を目指したウイ
ルス要因と宿主要因の包括的研究」班：
「免疫抑制療法分科会」分科会長（平成 24 年度から）
＜中山伸朗＞

1． AMED 肝炎等克服実用化研究事業｢経口感染によるウイルス性肝炎（A 型及びＥ型）の感染防止，病態解明｣（平成 26 年度から）
＜内田 義人＞
1. 厚生労働行政推進調査事業費補助金（肝炎等克服政策研究事業）
「肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至

る肝炎対策の効果検証

と拡充に関する研究」班,：分担研究者（平成 30 年度から）
2. AMED（肝炎等克服緊急対策研究事業）
「次世代シークエンス技術によるウイルス因子解析を基軸とした C 型肝炎新規治療の病態解明と臨床
応用」班：分担研究者（平成 28 年度から）
6-3.

受 賞
特記すべき事項なし

6-4．特許，実用新案
特記すべき事項なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務」を参照
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7．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
埼玉医科大学病院の消化器内科・肝臓内科は，埼玉県西北部地区（人口約 120 万人）の 2 次医療機関であるとともに，県下全体（人口約 740
万人）における 3 次医療機関として，肝・胆道，膵，消化管疾患の診療を担当している。このため，症例数が極めて多く，医員は一致団結して
多忙な中で最先端の医療を推進している。これら診療による成果は，卒前，卒後医学教育に反映させるとともに，基礎的，臨床的および疫学的
研究として，新たな知見を得ることを目指してきた。また，市民公開講座，医療従事者の研修会など社会的活動も積極的に行い，埼玉県全体で
の医療レベルの向上にも貢献している。更に，当科は厚生労働省の多数の研究班における研究代表者，研究分担者および研究協力者などを担当
しており，
「免疫抑制･化学療法による HBV 再活性化」
，
「急性肝不全の診断基準の確立」
，
「acute-on-chronic liver failure の診断基準確立」
，
「劇症肝炎の肝移植ガイドラインの改変」
，
「肝病態と治療効果の個体差を規定する宿主要因の検討」などの研究に関与して，社会的意義も大き
い多数の研究成果を発信してきた。
7-2. 次年度の改善計画
令和 2 年度もこれら診療，教育，研究，社会活動の activity を高く保ち，より発展した成果が得られるように努力していきたい。また，肝
炎検診の普及に関する社会事業の展開を埼玉県から求められており，この分野でも成果を挙げることが課題となる。
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1．2）消化管内科
１．構成員
今枝 博之 （IMAEDA, Hiroyuki）
：教授：運営責任者：診療部長・総合診療内科兼担、教育副主任、研究主任、代表指導教員（大学院）：
消化器病学・消化器内視鏡学：博士
都築 義和（TSUDUKI, Yoshikazu）
：准教授：副診療部長・総合診療内科兼担、研究副主任、代表指導教員（大学院）
：消化器病学・消化器
内視鏡学：博士
大庫 秀樹 （OHGO, Hideki）：講師：総合診療内科兼担：教育主任：指導教員（大学院）
：消化器病学・消化器内視鏡学：博士
塩川 慶典（SHIOKAWA, Yoshinori）：助教：外来医長：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・肝臓病学
濱田 大祐 （HAMADA, Daisuke）：：助教：消化器内科・肝臓内科兼担：消化器病学・消化器内視鏡学・肝臓病学

２．教育
2-1．目的･目標
消化管疾患に関わる専門的知識と診療技術、さらに消化器内視鏡による診断、治療の知識と技術を習得すること。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育では、3 年生の診療の基本（今枝 2 単位）
、4 年生の救急・麻酔の講義（今枝 3 単位）
、5 年特別演習（今枝 1 単位）を担当した。
大庫は OSCE を担当した。総合診療内科における消化器診療と消化器内視鏡診療において BSL およびクリニカルクラークシップを担当した
（今枝、都築、大庫）
。6 年生の担任を担当した（今枝）
。
卒後教育では、総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して、消化器診療と消化器内視鏡診療について教育・指導を行っ
た（今枝、都築、大庫）
。スタッフ間では内視鏡読影会、症例カンファレンスを定期的に開催した。
2-3．達成度
学生、研修医ともに病歴聴取、身体所見のとり方、診断・治療の進め方などの基本的事項を教育したが、まだ十分ではない。
2-4．自己評価と次年度計画
講義、BSL ともに少ないスタッフで努力はしたが、基本的知識と診療技術を繰り返し指導する余地がある。次年度は、①学生に対する講
義や実習ではよりいっそう臨床に即した内容とすることにより、国試対策にもつながるものと考える。②6 年生の担任として卒業試験、国
家試験合格に向けて勉学の面と心身の面でサポートする。③研修医教育として実際の患者さんに対する接遇から、消化器疾患の診断のプロ
セス、治療を指導する。④消化器内視鏡担当医には内視鏡検査や治療を直接指導するとともに、内視鏡カンファレンスおよびチームカンフ
ァレンスを定期的に開催することによりレベルアップに努める。

３．研究
3-1．目的･目標
日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし、得られた成果が日常臨床に貢献できること。
3-2． 研究グループ(研究プロジェクト)
① 消化器内視鏡を用いた診断、治療に関する臨床研究
a. Linked color imaging を用いた大腸内視鏡による大腸腺腫検出の無作為化比較検討
b. エンドウィング vs 透明フードを用いた大腸腺腫検出率の無作為化比較検討
c. 潰瘍性大腸炎患者の内視鏡的腸管粘膜炎症とバイオマーカーの相関に関する前向き研究
d. 潰瘍性大腸炎患者に対する栄養療法の標準治療への上乗せ効果に関するランダム化介入研究
e. 潰瘍性大腸炎患者に対する栄養療法の標準治療への上乗せ効果に関するランダム化介入研究
f. 大腸憩室出血に対するロングフード vs ショートフードを用いた内視鏡検出率の無作為化比較試験
g. 内視鏡下生検組織を用いたファブリ病患者における消化管病変の検討
② 多施設共同研究への参加
h.

高齢者中等症潰瘍性大腸炎における前向き観察型 PSL vs CAP 比較試験

i.

胃 ESD 後の人工潰瘍閉鎖におけるボノプラザンフマル酸塩 3 週間投与の 8 週間投与に対する非劣性を検証するランダム化比較試験

j.

ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査―全国除菌レジストリ―

k. AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実証実験
3-3．研究内容と達成度
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k の臨床研究は症例を収集中である。
3-4．自己評価と次年度計画
R1 年度、臨床研究の成果をもとに学会発表を行い、論文化を目指している。今年度も常に日常診療における疑問点を研究テーマとして
検討して、臨床研究として計画、実行する。その成果を学会発表、論文作成を行うとともに、臨床にフィードバックして診療に役立つよう
努める。また、炎症性腸疾患など多施設共同研究にも積極的に参加することにより最先端の診療に携わり、新たな知識を習得するとともに
日常診療にフィードバックする。
3-5．上記 3-1～3-4 の要約
日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし、得られた成果が日常臨床に貢献できることを目標としている。消化器内視鏡を用
いた診断・治療に関する臨床研究を行うとともに、多施設共同研究にも積極的に参加している。学会発表を行い、論文としても報告した。
今年度も常に日常診療における疑問点を研究テーマとして検討して、臨床研究として計画、実行する。その成果を学会発表、論文作成を行
うとともに、臨床にフィードバックして診療に役立つよう努める。また、炎症性腸疾患などの多施設共同研究にも積極的に参加することに
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より最先端の診療に携わり、新たな知識を習得する。

４．診療
消化管疾患を中心とした診療を行い、消化器内視鏡を用いた診断、治療を施行している。また、炎症性腸疾患診療に力をいれている。消
化管内科初診外来患者数は 942 人、外来患者数は 9,256 人、1 日平均外来患者数は 31.7 人であった。内視鏡検査は 2,937 件（全体の 26.7％）
であった。
今枝が内視鏡センター長を拝命しており、主に消化管内科医師が内視鏡センターをマネージメントしている。消化管内科の外来診療にお
いて内視鏡検査・治療を迅速に対応している。拡大内視鏡を用いた精密検査や経鼻内視鏡や大腸カプセル内視鏡などの低侵襲検査も積極的
に導入した。大腸ポリープ切除も小病変は外来で積極的に切除し、年間 1,002 件施行した（2015 年 651 件）
。さらに、内視鏡的止血や早期
消化管癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術にも対応し、胃瘻造設術、カプセル内視鏡、バルーン小腸鏡、消化管ステント留置術、ERCP に
よる胆道ドレナージ術や胆管結石除石術なども施行している。新しい内視鏡手技や高度な内視鏡手技も積極的に導入し、安全に施行されて
いる。また、炎症性腸疾患患者に対して新規薬剤を積極的に導入することにより、難治例にも対応している。
入院が必要な場合には、総合診療内科または消化器内科・肝臓内科に入院し、兼担としてそれぞれの科の主治医と一緒に診療を行ってい
る。総合診療内科では常時消化器疾患患者 15～20 名と消化器内科・肝臓内科では約 5 名の患者の診療にあたっている。
次年度は指導体制をさらに整備してより安全、確実な内視鏡診療とともに全体のレベルアップに努める。また、最新の医療情報を収集し
て難病疾患である炎症性腸疾患を含めた消化管疾患に対する最適な診療を提供できるように努める。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員：World Journal of Gastroenterology、日本腹部救急医学会、PEG・在宅医療学会
査読委員：Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy International Open, Journal of Gastroenterology, Digestive Endoscopy, Journal of Gastroenterology and
Hepatology, Digestive Disease and Science, Clinical Journal of Gastroenterology, Digestion、日本消化器内視鏡学会雑誌
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
今枝：日本消化器病学会財団評議員、日本消化器病学会関東支部評議員、日本消化器内視鏡学会社団評議員、日本消化器内視鏡学会関東支部評
議員、日本消化器内視鏡学会埼玉部会理事、日本腹部救急医学会・学会評議員、総務委員会委員・編集委員会委員、日本胃癌学会代議員、日本消
化管学会理事・規約委員会副委員長、日本カプセル内視鏡学会理事・広報委員会委員、PEG・在宅医療学会理事・編集委員、日本小腸学会理事
都築：日本消化器病学会評議員、日本消化器病学会関東支部評議員、日本消化器内視鏡学会関東支部評議員、日本微小循環学会理事
大庫：日本消化器病学会関東支部評議員、日本消化器内視鏡学会関東支部評議員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①

Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic Features and Diagnostic
Procedures of Eosinophilic Gastroenteritis. Intern Med. 2019 Aug 1;58(15):2167-2171

②

Nakamoto H, Kobayashi T, Noguchi T, Kusano T, Ashitani K, Imaeda H, Maezono M. Prevalence and Severity of Itching in Patients with End-Stage
Renal Disease: Treatment with Nalfurafine Hydrochloride. Blood Purif. 2019 Apr 3;47 Suppl 2:1-5

③

Imaeda H, Yamaoka M, Ohgo H, Soma H, Ashitani K, Miyaguchi K, Tsuzuki Y, Hosoe N, Nakamoto H. A randomized control trial of adenoma
detection rate in Endocuff-assisted colonoscopy versus transparent hood-assisted colonoscopy. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep;34(9):1492-1496

④

Nakamura S, Miyaguchi K, Tsuzuki Y, Nakamoto H, Imaeda H. Protruded-type mucosal prolapse syndrome in a young patient. Gastrointest Endosc.
2020 Jan;91(1):201-202

⑤

宮口和也、都築義和、芦谷啓吾、大庫秀樹、中元秀友、今枝博之. 治療に難渋した重症潰瘍性大腸炎の検討. Ulcer Research 46;36-40, 2019

学会発表
①

Tatsuhiro Masaoka, Hideki Mori, Hidekazu Suzuki, Tatsuto Mizuno, Yuta Yamamoto, Hisako Kameyama, Tsuyoshi Yamane, Hiroyuki Imaeda,
Masahiro Yoshioka, Atsushi Nakazawa, Akira Okazawa, Takanori Kanai. EFFICACY AND SAFETY OF VONOPRAZAN, SITAFLOXACIN AND
AMOXICILLIN CONTAINING REGIMEN AS A THIRD-LINE HELICOBACTER PYLORI ERADICATION THERAPY: A MULTICENTER
STUDY. DDW2019 2019.5. 19-21 San Diego

②

潰瘍性大腸炎患者における大腸内視鏡 LCI imaging による粘膜炎症評価ち血液・便中バイオマーカーの相関に関する検討. 都築義和、
宮口和也、芦谷啓吾、大庫秀樹、今枝博之. 第 109 回 日本消化器内視鏡学会関東支部例会 2019.12.15-16 東京

③

ロングフードの装着による大腸憩室出血の出血源の内視鏡的同定. 芦谷啓吾、宮口和也、大庫秀樹、都築義和、今枝博之. 第 109 回 日本消
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化器内視鏡学会関東支部例会 2019.12.15-16 東京
④

中元 秀友, 草野 武, 芦谷 啓吾, 中谷 宣章, 小林 威仁, 都築 義和, 今枝 博之. 第 25 回日本腹膜透析医学会 2019.11.23-24、広島

⑤

CS 都築義和、宮口和也、芦谷啓吾、大庫秀樹、花田 学、尾花和子、古村 眞、荒尾正人、徳山研一、山田健人、中元秀友、今枝博之.
小児（外）科－消化管内科連携によりシームレスな疾患管理をし得た EO-IBD の 8 例. 第 16 回日本消化管学会 2020.2.7-9 姫路
総数：論文 9 件、学会発表 26 件、著書 10 件、講演 1 件

6-2．獲得研究費
該当なし。
6-3．受賞
該当なし。
6-4．特許、実用新案
該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし。

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても概ね目標は達成され、前年度と比較してそれぞれの領域でより多くの成果が得られた。
7-2. 次年度の改善計画
次年度は今年度以上に教育体制を整備して卒前教育、卒後教育を実りある内容となるよう努める。次年度も常に日常診療における疑問点
を研究テーマとして検討して、臨床研究として計画、実行していくとともに、臨床にフィードバックして診療に役立つよう努める。また、
患者さんに安全、安心、確実な診療を提供できるように心がける。
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1．3）心臓内科
１．構成員
山本

啓二（YAMAMOTO, Keiji）
：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）
：循環器
病学、心不全、動脈硬化：博士
飯田 慎一郎（IIDA, Shinichiro）：准教授：総合診療内科・内分泌内科・糖尿病内科兼担：診療副部長、外来医長：
教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：循環器病学、心不全、高血圧、糖
尿病：博士
菅野 龍（KANNO, Ryu）：助教：総合診療内科兼担：医員：循環器病

２．教育
2-1．目的･目標
循環器病の基本的な知識と診療技術を習熟すること。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育では、4 年臨床入門（山本１日間）では胸部診察、3 年診療の基本（山本 1 単位：生体機能検査 2，飯田 1 単
位：呼吸困難・息切れ，菅野 1 単位：胸痛）
、3 年循環器の講義（山本 1 単位：心膜疾患・心臓腫瘍・外傷）、4 年救急・
麻酔の講義（山本 1 単位：急性冠症候群（不整脈を含む）
）
、6 年特別演習（飯田 1 単位：胸痛）
、6 年心臓・脈管疾患の
講義（山本１単位：感染性心内膜炎）
、6 年ナイトセッション（飯田 1 単位）を担当した。総合診療内科における循環器
外来・入院診療において BSL およびクリニカルクラークシップを行った（山本、飯田、菅野）
。山本は 2 学年小委員会委
員、3 年アドバイザーを務めた。
卒後教育では、総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して、循環器外来・入院診療について教育・
指導を行った（山本、飯田、菅野）
。山本は内科研修委員会委員長を務め、内科専攻医 23 名に対し全般的な教育・指導
を行い、心エコーの手技を指導した。
2-3．達成度
卒前・卒後教育では、学生、研修医ともに病歴聴取、身体所見のとり方、心電図所見、心エコー所見などの基本的事
項は、さらに習練する余地がある。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前・卒後教育では、講義、BSL、研修医指導ともに少ないスタッフ、不充分な環境のなかで、予想以上に努力したが、
基本的知識と診療技術を繰り返し指導する余地がある。次年度も引き続き、循環器病学の基本的知識・技術などの教育
を徹底するようにしたい。

３．研究
3-1．目的・目標
日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし、得られた成果が日常臨床に貢献できること。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
高齢者心不全、肺高血圧、心房細動、動脈硬化。
3-3．研究内容と達成度
高齢者心不全の特徴と治療法について解析を行い、在院日数を短縮できる最適な治療法を見出す。心不全における集
学的治療による症状改善度や入院日数短縮への影響を検討する。達成度 80％。
肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧への影響を右心カテーテル(スワン・ガンツカテーテル)検査や心エコー検査に
より解析する。達成度 90％。
心房細動に対する薬剤の影響を検討する。達成度 60％。
3-4．自己評価と次年度計画
高齢者心不全における貧血・腎機能と治療法や在院日数との関連の検討、および心不全における集学的治療による症
状改善度や入院日数短縮への影響の検討は不十分で、今後も検討する余地がある。また、次年度も心不全患者における
tolvaptan 導入やランジオロールの有効性・安全性を検討する。
右心カテーテル(スワン・ガンツカテーテル)検査や心エコー検査を行い、肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧への
影響を解析することができた。
次年度も心不全、肺高血圧、心房細動に関する研究を続ける。

４．診療
総合診療内科の一部として、循環器疾患に対して総合内科的な診かたを診療の基本とし、的確かつ迅速な治療を行い、
大学病院における循環器診療を充実させ、地域医療に貢献することを目標とした。心臓内科入院患者数は 175 例であっ
た。入院患者の基礎心疾患は虚血性心疾患、心不全、不整脈、静脈血栓塞栓症などで、Holter 心電図 872 件、経胸壁心
エコー6943 件、経食道心エコー24 件を施行・判読した。冠動脈 CT 検査は 123 件、薬物負荷心筋シンチ検査は 22 件行っ
た。肺循環を解析するための右心カテーテル検査は 22 例行った。大学病院において循環器疾患患者数の増加，循環器検
査・治療の充実などを今年度達成することが出来た。冠動脈 CT 検査数・負荷心筋シンチ検査数は昨年に比べやや減少し
た。次年度も、負荷心筋シンチ、冠動脈 CT 検査、右心カテーテル検査を増やし、循環器診療のさらなる充実を目指した
い。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本心臓病学会学術集会演題の査読。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本動脈硬化学会評議員、日本心不全学会評議員、日本心血管内分泌代謝学会評議員、日本循環器学会関東甲信越地
方会評議員、日本心臓病学会特別正会員。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①山本啓二。ECG の診方。総合診療内科マニュアル。247‐253、2019。監修：中元秀友。編集：小林威仁、廣岡伸隆、
飯田慎一郎，都築義和．東京医学社．
②山本啓二。心エコーのこつ。総合診療内科マニュアル。267、2019。監修：中元秀友。編集：小林威仁、廣岡伸隆、
飯田慎一郎，都築義和．東京医学社．
③飯田慎一郎。ショック。総合診療内科マニュアル。12‐18、2019。 監修：中元秀友。編集：小林威仁、廣岡伸隆、
飯田慎一郎、都築義和。東京医学社。
④飯田慎一郎。胸・背部痛。総合診療内科マニュアル。135‐140、2019。監修：中元秀友。編集：小林威仁、廣岡伸
隆、飯田慎一郎、都築義和。東京医学社。
⑤飯田慎一郎、波多野雅子、水谷元、井内卓次郎、山本啓二、中元秀友、井上郁夫、野田光彦、島田朗。当院におけ
る妊娠糖尿病・妊娠中の明らかな糖尿病・糖尿病合併妊娠の細小血管症の有無についての検討。糖尿病と妊娠。
19:S88-S90、2019.
⑥山本啓二。循環器疾患と血液凝固能。第 17 回毛呂山薬薬連携研究会、毛呂山町、福祉会館、2019 年 4 月 17 日。
⑦飯田慎一郎。埼玉医科大学病院における心不全治療。秩父郡市医師会学術講演会、秩父市、秩父郡市医師会、2019
年 6 月 27 日。
⑧飯田慎一郎。心不全を考慮した 2 型糖尿病治療戦略。第 24 回病診連携スキルアップセー、秩父市、農園ホテル、2019
年 9 月 14 日。
⑨白崎文隆 、中谷宣章、草野武、小林威仁、飯田慎一郎、廣岡伸隆、中元秀友。広範囲の脳幹梗塞であったが受診時
の MRI が陰性であった超急性期の 1 例。第 47 回日本救急医学会学術集会、東京、東京国際フォーラム、2019 年 10
月 4 日。
⑩中谷宣章、白崎文隆、松本悠、草野武、小林威仁、飯田慎一郎、廣岡伸隆、中元秀友。CPR 中の心損傷が原因と考
えられる心タンポナーデの一例。第 47 回日本救急医学会学術集会、東京、東京国際フォーラム、2019 年 10 月 4 日。
【総数：論文 5 件、学会発表 4 件、講演 6 件】
6-2．獲得研究費
該当なし。
6-3．受賞
該当なし。
6-4．特許、実用新案
該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 2 回毛呂山静脈血栓症セミナー、毛呂山町、2019 年 9 月 26 日。
血栓症 Forum、毛呂山町、2019 年 11 月 14 日。
第 26 回病診連携スキルアップセミナー、川越市，2020 年１月 10 日。

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
大学病院の循環器入院患者数は増加し、循環器系検査数も概ね順調に増加している。当科は少人数のため、徐々に診
療・教育・研究を充実させている。本学国際医療センター心臓センターとの病診連携は同センターのご配慮で、非常に
スムーズである。
7－2．次年度の改善計画
次年度も地域医療連携を重視し、大学病院の循環器診療・教育・研究をさらに充実させる。
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1．4）呼吸器内科
１．構成員
永田 真（Makoto Nagata）
：教授：運営責任者、診療部長、研究副主任、指導教員（大学院）
：気管支喘息、アレルギー学、臨床免疫
学、びまん性肺疾患：博士
仲村 秀俊（Hidetoshi Nakamura）
：教授、診療副部長、教育主任、指導教員（大学院）
：慢性閉塞性肺疾患、呼吸リハビリテーショ
ン、睡眠呼吸障害：博士
：准教授、外来医長、研究主任、指導教員（大学院）
：気管支喘息、アレルギー・免疫学：博士
杣 知行（Tomoyuki Soma）
中込 一之（Kazuyuki Nakagome）:准教授、研修担当医長、教育副主任、指導教員（大学院）
：気管支喘息、アレルギー・免疫学：
博士
；講師、慢性閉塞性肺疾患、呼吸リハビリテーション、睡眠呼吸障害：博士
白畑 亨（Toru Shirahata）
小宮山謙一郎（Kenichiro Komiyama）
：講師：病棟医長、肺癌、気管支内視鏡治療：博士
内田義孝（Yoshitaka Uchida）
：講師：医局長、気管支喘息、アレルギー学、肺癌：博士
山崎 進 (Susumu Yamazaki)：助教
宮内幸子 (Sachiko Miyauchi)：助教
内田貴裕 (Takahiro Uchida)：助教
家村秀俊（Hidetoshi Iemura）
：助教
相馬真智香（Machika Souma）
：助教
内藤恵理佳（Erika Naitou）
：助教
星野佑貴（Yuki Hoshino）
：助教
佐藤秀彰（Hideaki Sato）:：助教
片山和紀 (Kazuki Katayama)：助教
関谷 龍（Ryu Sekiya）
：助教
與儀 実大（Sanehiro Yogi）
：助教
小須田 彩 (Aya Kosuda)：助教
山口剛史（Takefumi Yamaguchi）
：講師：博士（丸木記念福祉メディカルセンター 出向中）
増本 愛（Ai Masumoto）
：助教（丸木記念福祉メディカルセンター 出向中）
四宮 俊（Shun Shinomiya）
；：助教（埼玉医科大学国際医療センター出向中）
赤上 巴（Tomoe Akagami）
：助教（埼玉医科大学国際医療センター出向中）
宮澤仁志（Hitoshi Miyazawa）：実験助手

２．教育
2-1．目的･目標
医学部3年から国家試験の合格ひいては実臨床でも役に立つことを目的に講義担当者と講義内容の一部見直しをおこなった。5年・6年の
臨床実習では初期研修で必要な基本知識の習得と技能の理解、そして特に6年特別演習（講義）では医師国家試験問題に対する充分な対策
を目標として取り組んだが、2月以降、Covid-19感染拡大に伴って中止を余儀なくされたことは、本疾患の主たる診療科のひとつである当
科としては貴重な教育機会を一部逃した感がある。
2-2．教育内容
卒前教育：
医学部3年ユニット講義、臨床総論、臨床実習とその間のクルズス等、また6年の特別演習（講義）は講師以上の教員を中心に担当した。
一方で助教は特に臨床実習において、実際的指導での中心的な役割を担うとともに、臨床入門、OSCEなどを担当し、また短期大学、毛
呂病院看護専門学校などでの講義等を担当した。
医学部3 年ユニット講義では、呼吸器領域の基本的医学知識と各疾患の知識、とくに診断・治療法を明確に教示することを目標に掲げ
た。なお免疫ユニットにおいてもアレルギー診療の講義を担当した。
5 ・6年生の臨床実習では、胸部の聴診、画像読影、気管支内視鏡検査や侵襲的治療における実技の見学、及び可能なものについては体
験、また受け持ち患者の問診・診察所見の記載、鑑別診断、初期検査計画の立案、外来実習、クルズスと多面的な実地教育を行った。
6 年特別演習（講義）では主として国家試験合格を主眼とした実践的な演習講義を行った。担当者は過去3年間以上の国家試験問題は詳
細に分析して積極的に講義に活用することとした。
卒後教育：
病棟診療において、初期研修医ならびに後期専修医に対して、チーム構成による診療方式をもちいて質と安全の両者を重視した卒後臨
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床医学教育につとめた。全体の診療カンファランス(火曜日)に加えて、教授職のサポートのもとに各診療チーム別での小規模カンファラン
スを毎週(金曜日)行って補足し、かつ新患・問題症例等については毎朝ミニ・カンファランスをおこなって臨床教育の補足に努めた。科内
での卒後教育プログラムとして、2週に1回のペースでアレルギー専門医取得のためのクルズスを定期的に行った。
学内あるいは近隣医療圏などで開催する卒後教育講演会には全国から講師を招聘した。各テーマについて専門医のみならず、研修医、
開業医、メディカルスタッフの積極的な参加をいただいており、呼吸器臨床の専門的知識についての講演がなされた。実施された卒後教
育講演会は、呼吸器セミナー、アレルギーフォーラム、埼玉喘息アレルギー研究会、埼玉呼吸療法研究会、埼玉膠原病肺研究会などであ
る。
大学院：
当科研究室において主として免疫・アレルギー学的実験手法を活用した研究指導を行った。好酸球等の免疫担当細胞の浸潤機構あるい
は活性化機序についての実験指導を行った。また重症喘息における気道炎症病態の臨床的研究と、アレルゲン免疫療法の基礎的研究等を
行い、大学院生たちには日本呼吸器学会あるいは日本アレルギー学会、また国際喘息学会等での発表機会を与えた。
2-3．達成度
3年生の呼吸ユニットならびに6年生国家試験対策講義でいずれもベストティーチャー賞受賞者を輩出できるなど、講義に関しては概し
て高評価であった。5年・6年の臨床実習においては、学生からは高評価のフィードバックを受けており、卒前医学教育での必要な目的は
達成できていたと考える。とくに3年生対象の講義内容について一部見直しを行い、必要部分についての強化と同時に不必要な部分を整理
し講義のバージョンアップを図ったことも功を奏したと考える。卒後教育も大学院教育で多くの発表業績をあげられたこと、また講演会
等で若手医師の関心が高いテーマを取り上げることなどで、一定水準以上の達成をはたしたものと認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前・卒後(大学院教育を含む)教育において当科はおおむね目的を達した年度であったと自己評価する。Covid-19パンデミックによる臨
床実習や一部卒後教育プログラムの中断は断腸の思いであり、次年度は我々のCovid-19 診療体験もおおいに活かして、教育内容に反映さ
せていきたいと考える。国家試験対策については近年の医師国家試験の傾向を充分に鑑みた試験問題作成について教員の間で情報を共有
し、より実践的な問題を作成すべく質的向上を図った。次年度はさらに万全の国家試験対策と、さらには個々の臨床活動の向上に貢献で
きる、最新の動向部分を強化し、より一層質の高い講義となるようさらに内容を改善させていきたいと考える。臨床実習では本院呼吸器
内科ならではのアレルギーセンター領域も含んだプログラムとして、外来実習、気管支内視鏡見学、カンファランスおよび教授回診での
プレゼンテーション体験、そして従来からの広範な領域でのクルズスなど、幅広く呼吸器内科の診療実態を経験し、効果的に知識を学習
できるように配慮したい。

３．研究
3-1．目的・目標
呼吸器の免疫・アレルギー領域、とくに重要なエフェクター細胞である好酸球、アレルギー疾患における唯一の原因療法であるアレル
ゲン免疫療法、また気管支喘息の基礎的・臨床研究、慢性閉塞性肺疾患（COPD）ならびに睡眠無呼吸症候群の臨床研究などを主要なテ
ーマとしてそれぞれの研究グループが活動した。教室構成員の大半が卒後 3～6 年目であるため、まずはアメリカ型で、彼らフェローが
学会総会で年 1 回以上は発表する体験をつくることを当面の目標とした
3-2．研究グループ
1．免疫・アレルギー（永田、杣、中込，内田(義孝)、宮内、家村、内藤、星野、片山、関谷）
2．COPD・感染症（仲村、白畑、佐藤、與儀）
3．睡眠時無呼吸症候群（仲村、宮下、白畑、佐藤、與儀）
4．間質性肺疾患（臼井客員教授、相馬）
5．肺癌（小宮山、内田（貴裕））
3-3．研究内容と達成度

in vitro
伝統的にアレルギー疾患における代表的なエフェクター細胞である好酸球の、
組織浸潤と活性化機序の新規メカニズムについて、
システムでの研究を継続的に行ってきており、我が国の好酸球研究会の代表・事務局も務めている。本年はダニ刺激によって誘導される
好酸球活性化について、β２刺激薬が治療活性を示すことを明らかにした。またアレルギー疾患の唯一の根本治療であるアレルゲン免疫療
法のメカニズムあるいは改良アプローチなどの基礎的・臨床的研究を行っている。本年度は、スギ舌下免疫療法のアドヒアランスが、若
年患者においては不良であることを明らかとした。そのほか重症喘息の病態解明についての呼気凝縮液および誘発喀痰などをもちいとく
にその炎症病態の解析を行い、本年度は重症喘息患者の下気道ではガイドライン治療にも関わらずマスト細胞の活性化が残存し、マスト
細胞由来の炎症分子が病態に寄与することを明らかとした。なお当科は昨年度に続き、日本アレルギー学会地方支部の、関東支部を担当
してその運営にあたった。
睡眠時無呼吸症候群と気管支喘息の発症、治療内容、重症度、合併症との連関性についての臨床研究を行った。COPD 患者の呼吸運
動、運動機能などの解析に関連する新規の研究アプローチとして、FG センサーあるいは Kinect センサーといった画像解析技術を応用
し、非侵襲的解析法の開発を行った。さらに、慶應義塾大学、国立健康・栄養研究所と共同で、COPD 患者におけるエネルギー摂取、
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消費量の解析を開始した。
各研究グループで自己研究資金の獲得もほぼ円滑に達成することができ、研究推進を図ることができ、新規研究の足掛かりとなるデー
タ等をえることには成功したとおもわれる。特に若手医師への研究指導では全員が日本呼吸器学会等で発表をさせることを目標とし、こ
れについては達成することができた。
3-4．自己評価と次年度計画
全体の目標達成度は 95％と判断する。英文論文も順調にパブリッシュできるようになってきており、この数年、若手育成に力点をお
いたことが開花し始めたと考える。次年度は英文論文のさらなる充分な数の投稿と掲載をめざすとともに、会長を担当する第 70 回日本
アレルギー学会学術大会の成功に向けて充分な準備を整えることを目標としたい。

４．診療
大学病院呼吸器内科は県内・外の広大な地域からの重症あるいは専門的診療を必要とする呼吸器疾患症例を中心に、紹介および救急患
者を順調に受け入れている。気管支喘息・COPD・各種呼吸器感染症・肺癌・各種間質性肺炎・睡眠時無呼吸症候群などの入院患者で、
病棟は Covid-19 パンデミック期を除けば高率の稼働状態を維持でき、また数字には表れにくい Covid-19 の大学病院入院症例について
併診・オンコール体制の構築による貢献を果たしたこともふくめて、充分な診療成績をあげたと考える。外来部門「アレルギーセンター」
では関連診療科との連携により、アレルギー疾患を患者中心主義に立ち、包括的かつ専門的なアレルギー診療の我が国におけるリーダー
的役割を果たしている。肺癌については国際医療センター呼吸器外科と連携しつつ、外来化学療法、また放射線療法は通常の大学病院と
同等以上の診療活動を行っている。全体に当院呼吸器内科の診療機能は充実し、そして地域の中心的存在としての役割を果たしたと考え
る。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
環境省中央環境審議会専門委員（石綿肺等審査分科会）
：仲村
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員
Allergy (日本語版)：永田
今日の治療指針（アレルギー疾患）
：永田
Asian Pacific Allergy: 永田
Allergies：中込
International Journal of Immunology and Immunotherapy：中込
International Journal of Molecular Sciences：中込
査読委員
Allergology International：永田、杣、中込
Asian Pacific Allergy；永田、中込
Internal Medicine：永田、中込
N Engl J Med,：仲村
Thorax：仲村
Biomarkers in Medicine：杣
BMC Pulmonary Medicine：杣
Frontiers in Immunology：中込
Journal of Medical Virology：中込
JMA Journal ：中込
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本アレルギー学会：常務理事(永田)、関東支部長(永田)、広報委員会委員長(永田)・委員(中込)、アレルゲン免疫療法委員会副委員長
(永田)、アナフィラキシー対策委員会委員(永田)、医療問題検討委員会委員長(永田)、代議員(永田、仲村、杣、中込)、資格審査委員
会委員(杣)
日本呼吸器学会：代議員(永田・仲村・中込)、アレルギー・免疫・炎症学術部会将来計画医院(永田)、形態機能学術部会副部会長(仲村)、
肺生理専門委員会委員(仲村)、国際委員会委員(中込)
日本職業環境アレルギー学会：理事(永田)
国際喘息学会日本北アジア部会：代議員(永田)
アレルギー・好酸球研究会：代表(永田)
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会：代議員（仲村）
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日本画像医学会：理事（仲村）

６．業績
6-1.論文・学会発表・著書
論文発表数：
英文原著

10 件

和文原著

1件

著書

14 件

総説

10 件

学会発表：
国内総会

25 件(うち招待演者11 件)

国際学会

8 件(うち招待演者 2 件)

国内地方会 5 件
主な原著論文：
１） Uchida Y, Nakagome K, Tazawa R, Akasaka K, Ito M, Haga Y, Komiyama KI, Soma T, Nakata K, Nagata M .Modified eosinophil
adhesion in pulmonary alveolar proteinosis caused by CSF2RA deletion .Allergol Int. 2019;68:14-16.
２） Uchida Y, Soma T, Nakagome K, Kobayashi T, Nagata M .Implications of prostaglandin D2 and leukotrienes in exhaled breath
condensates of asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019.07; 123:81-88.
３） Kikkawa S, Nakagome K, Kobayashi T, Soma T, Kamijo A, Nagata M. Sublingual Immunotherapy for Japanese Cedar Pollinosis
Attenuates Asthma Exacerbation. Allergy Asthma Immunol Res. 2019.05; 11:438-440.
４） Nakagome K, Nakamura Y, Kobayashi T, Ohta S, Ono J, Kobayashi K, Ikebuchi K, Noguchi T, Soma T, Yamauchi K, Izuhara K,
Nagata M Elevated Periostin Concentrations in the Bronchoalveolar Lavage Fluid of Patients with Eosinophilic Pneumonia
Int Arch Allergy Immunol. 2019; 178:264-271.
５） Ueda Y, Nakagome K, Kobayashi T, Noguchi T, Soma T, Ohashi-Doi K, Tokuyama K, Nagata M .Dermatophagoides farinae Upregulates
the Effector Functions of Eosinophils through αMβ2-Integrin and Protease-Activated Receptor-2. Int Arch Allergy Immunol.
2019; 178:295-306.
6-2．獲得研究費
科学研究費助成事業（科学研究助成基金助成金）基盤 C：2 件
日本医療研究開発機構研究費補助金 １件
6-3．受賞
第 2 回 日本アレルギー学会関東地方会 優秀賞： 関谷
第 3 回 日本アレルギー学会関東地方会 優秀賞： 石井(研修医)
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 234 回日本呼吸器学会関東地方会会長（2019 年 5 月 25 日、東京都）
：永田
第 2 回・3 回日本アレルギー学会関東地方会（関東支部として事務局担当）
他、各種セミナー 10 件 研究会 12 件

７．自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
医学教育面では医学部3年でのユニット講義と6年での特別演習（講義）は高評価であり、また5・6 年の臨床実習 でも多面的かつ実地
面を重視した臨床教育を行い、学生からの評価数値は高いものであった。医学部のみならず，短期大学，毛呂病院看護専門学校等での講
義，また臨床推論，臨床入門，OSCE の担当などについても活発に担当してきた。全体的には積極的にかつ十分な教育業務が実践できた
と判断している。診療面では県内外からの重症患者や専門的診療を必要とする症例を中心に、呼吸器疾患全分野の患者を広く受け入れ、
地域医療また高度専門的医療の上での大きな役割を果たしたと認識している。外来部門のアレルギーセンターは、紹介患者はアレルゲン
免疫療法の施行希望例あるいは各種生物学的製剤治療症例などを中心に日本の多彩な地域からもきており、本学の特色のひとつとして充
分機能したと考える。肺癌診療では外来化学療法が円滑に作動し、高水準での診療を維持することができていたと考える。リハビリテー
ション科などとの協力体制による包括的呼吸リハビリテーションを含む集学的治療での診療の質も維持できていたと考える。全体として
一定の病床稼動率を維持し、診療実績は前年度以上の数字の残して充分なものであったと考える。Covid-19パンデミック期を除けば高率
の稼働状態を維持でき、数字には表れにくいCovid-19入院症例についての併診・オンコール体制の構築による貢献も行った。研究面では
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免疫・アレルギー、COPD、睡眠時無呼吸症候群などの領域が中心となり、学会・論文発表等は一定の効果を得ることができたと考える。
国際学会を含めて招待演者としての貢献する機会も多かった。また日本アレルギー学会の初代関東支部に選出されていることも対外的に
評価されている傍証と考える。

7-2.次年度の改善計画
教育面では医学部講義は高評価で、臨床実習 でも学生からの評価数値は高いものであったが、さらにCovid-19についての啓発・教育を
含め最先端の医学知識を盛り込みつつ、特に医師国家試験の合格率高値に貢献できる内容と試験問題の質的向上を図りたい。診療面では
すでに常に満床に近く重症度、医療・看護必要度なども高水準にあるがこれらの指標が下降しないよう向上を図るとともに、とくに
Covid-19診療においては引き続き関連各診療科の架け橋的存在として機能を向上させたい。Covid-19診療については本邦における中心的
施設である国立国際医療研究センターとの交流を活発化させていく方針である。外来部門のアレルギーセンターも埼玉県で唯一のアレル
ギー疾患拠点医療機関となったこともあり、また次年度も日本アレルギー学会の関東支部をあずかる予定であり、本学の特色のひとつと
してさらに診療水準のみならず国内他施設にむけての学術的指導能力の向上を図りたい。研究面では学会・論文発表等は一定の水準に到
達しつつあるが原著中心であり、次年度は症例報告数の増加を図っていくこととしたい
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1．5）内分泌内科・糖尿病内科
１．構成員
島田
片山
野田
稲葉
井上

朗 (SHIMADA, Akira) :教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分泌代謝疾患）：博士
茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：名誉教授：かわごえクリニック顧問：内分泌代謝学（特に高血圧，糖尿病）：博士
光彦 (NODA, Mitsuhiko):客員教授(平成31年4月より)：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分泌代謝疾患）：博士
宗通（INABA, Munemichi）：客員教授：ハピネス会川角クリニック院長：内分泌代謝学（特に高血圧）：博士
郁夫（INOUE, Ikuo）：教授(教職員・学生健康推進センター教授、当科兼担)：診療副部長：教育副主任：指導教員（大学院）：内分泌
代謝学（特に高脂血症）：博士
及川 洋一 (OIKAWA，Yoichi) :准教授：研究主任：研修医長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（糖尿病，内分泌代謝疾患）：博士
栗原 進（KURIHARA, Susumu）：准教授(国際医療センター内分泌・糖尿病内科准教授、当科兼担)：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に
糖尿病）：博士
一色 政志（ISSHIKI, Masashi）：准教授(中央研究施設RI部門准教授、当科兼担)：研究副主任：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に内
分泌, 高血圧）：博士
飯田 慎一郎（IIDA, Shinichiro）：准教授(総合診療内科准教授、当科兼担)：指導教員（大学院）：博士
安田 重光（YASUDA, Shigemitsu）：講師：医局長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に甲状腺、副甲状腺）：博士
池上 裕一（IKEGAMI, Yuichi）：講師：教育主任：病棟医長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士
伊藤 大輔（ITO, Daisuke）：講師：指導教員（大学院）：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士 (丸木記念福祉メディカルセンターへ出向中）
波多野 雅子（HATANO, Masako）：助教：外来医長
中島 理津子（NAKAJIMA，Ritsuko）：助教
井上 和之（INOUE, Kazuyuki）：助教
里村 敦 (SATOMURA，Atsushi)：助教
齊藤 太吾（SAITO, Daigo）：助教
水谷 元（MIZUTANI, Gen）：助教
矢野 裕也 (YANO, Yuya) ：助教
佐藤 晴彦（SATO, Haruhiko）：助教
堀越 雄太（HORIKOSHI, Yuta）：助教
羽井佐 彬文（HAISA, Akifumi）:助教(シニアレジデント）
髙木 荘太郎（TAKAGI, Sotaro）:助教(専攻医）
鈴木 誠也（SUZUKI, Seiya）：助教(専攻医）、平成31年4月入局
柳澤 慎之介（YANAGISAWA, Shinnosuke）:助教(専攻医）、平成31年4月入局
横田 健介（YOKOTA, Kensuke）：非常勤講師：博士
野口 雄一（NOGUCHI, Yuichi）：非常勤講師：博士
新井 保久 (ARAI，Yasuhisa) :非常勤講師：理学療法士
相場 美穂 (AIBA, Miho) ：非常勤講師：臨床心理士
引間 雄介 (HIKIMA, Yusuke) ：非常勤医師
井内 卓次郎（IUCHI, Takujiro）：研究医員：博士
井熊 絵美（IKUMA, Emi）：研究医員

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」「卒後教育」「大学院教育」
臨床・研究に役立てるため、医学部全学年の卒前および卒後、大学院教育、以上すべてを通し、内分泌代謝学の病態、内分泌代謝疾患の症候・
診断・治療を理解させる。
2-2．教育内容
「卒前教育」
＜講義・実習＞ 基礎と臨床の授業内容をより一層連携させることを重視し、引き続き2 年生の「機能系実習」のオリエンテーション1時間、実
習12時間(項目：採血、凝固・血液型)を分担した。また、例年通り、3 年生の「ヒトの病気1」の循環器ユニットのうち、心血管系における加齢
と老化、血圧総論、二次性高血圧の以上3時間を担当した。また、「ヒトの病気1」の内分泌・代謝ユニットは昨年と同様38 時間を担当し、当科
は23時間担当した。「臨床推論、実践的ケーススタディー」として、合計32時間行った。6 年生の授業は、内分泌代謝学 10時間、心臓・脈管疾
患(高血圧)1時間、内科総論(栄養管理と輸液)1時間、医療総論(加齢・老化による構造変化)1時間、今年度から開始となった医師国家試験に向け
ての臨床推論として、甲状腺疾患1時間、および内分泌・代謝疾患の身体所見1時間、内分泌・代謝疾患の画像1時間、以上16時間を行った。その
他、課外学習プログラムに1型糖尿病研究をテーマとして参加した。
＜臨床実習＞ 1年生のキャリアデザインインタビュー、約7名に応じた。2年生の医師業務見学実習、2名を受け入れた。2日間で実施される3年
生Pre‐CC-1-1、9名、4年生Pre-CC-2-1、11名を受け入れた。5 年生のBSL（bed side learning）は、隔週5人の small group 分けにて実施し、
病棟実習外来見学に加え、1型糖尿病、2型糖尿病、低血糖、脂質代謝異常、高血圧、下垂体、甲状腺・副甲状腺についてクルズス、及び75gOGTT
の体験実習を行った。5年生CC（clinical clerkship）6人、6年生advanced CC 4人を受け入れ、新患外来見学、副腎静脈サンプリング見学、当
科疾患のクルズス、臨床研究に関する講義、英語論文の抄読会などを行った。引き続き今年度も学生専用の控室を設け、症例に関してすぐに学
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習できる環境にし、学生から好評を得ている。学内の4年生共用試験臨床実習前OSCE、6年生卒業時OSCEの認定評価者としても参加した。
当科の学生教育活動の年間推定所要時間は1784.4時間であり、教員一人当たり99.14時間であった。
「卒後教育」
当科へは毎月4～8名の研修医がローテートしている。教授回診により、病態把握、鑑別診断、治療法選択などについての考え方を学ばせ、週1
回の入院患者報告では、毎週水曜日朝8時から11時頃まで、1年を通じて実施し、研修医に症例プレゼンテーションの仕方、まとめ方などを学ば
せた。それ以外に毎週チームカンファレンスを行っており、受け持った個々の症例について指導医を交えて検討を重ねた。また、研修医のクル
ズスは、糖尿病の診断・分類・検査・合併症・治療、脂質代謝、内分泌疾患を、各々月1回ずつ実施した。加えて、毎週1回、水曜日17時から数
時間かけて、興味ある症例や診断・治療に苦渋した症例を検討し、最新の臨床を体得させ、病態、診断、治療に関する知識を深めさせた。さら
に、週1回の最新論文の抄読会により国内外の最新の臨床・研究面でのtopicsを学ばせた。また学会活動への参加を通じて世の中に向けた情報発
信の重要性を学ばせた。
2-3．達成度
「卒前教育」
3 年生の期末試験では受験者133人中50人が再試(うち1人追試扱い)で、8人(うち1人退学)が不合格であった。
「卒後教育」
ローテートしてきた研修医に対する上記の卒後教育を実施した。
「大学院教育」
上記の卒後教育を実施した。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
講義に関しては、すべての学生からの評価は良好であった。今後も分かりやすく、ポイントをついた授業を行うよう工夫し、更なる向上を図
りたい。特に以下を意識した講義を行う。①丸暗記ではなく、病態生理に基づいた学習を中心に置く。② 初期研修において想定外の問題に遭遇
した時の対応力をつけさせる。③ 現在、我々は世の中から何を求めてられているかを示唆する。教科書一辺倒の教育から生きた医学教育、実践
力をつける教育に変えていく必要があると感じている。
臨床実習については学生から「プレゼンテーションは初めての経験であり、勉強になった」「クルズスは知識の整理になった」「75gOGTTを通
して患者の気持ちが分かった」「糖尿病・内分泌疾患の全体像がつかめた」などの声が挙がっている。今後も多くの症例や手技を実際に経験さ
せ、学ばせることによって知識習得の効率化を図りたい。
「卒後教育」
当科の症例は豊富であり、内分泌代謝領域について充分な研修が行えると思われる。また、研修医へのクルズスについても好評を得ている。
教授回診は例年同様、毎週水曜日朝8時から開始し、年間を通じて実施する予定である。また、研修医のクルズスは、主に内分泌代謝疾患全般
について実施予定である。週1回の症例検討会および抄読会は、最新の臨床のみならず、研究面でのtopicsを含めた知識を深めさせ、特に、活発
な意見が飛び交うような会議となるよう努力したい。
専攻医制度がスタートしており、次年度からはローテートする専攻医に対しても経験症例のフィードバックを中心に教育を行う。
「大学院教育」
大学院に入る学生が激減している中、研究に興味のある若い学生達を啓発し、研究テクニックなど確かな技術を身につけさせたい。また、臨
床だけでなく、学問として医学をとらえることのできる学生を多く育てていきたい。特に、特任研究員による専門的指導も検討したい。

３．研究
3-1．目的・目標
内分泌代謝学の基礎的・臨床的研究を行い、国内外での学会発表と論文発表に努め、本分野における臨床と基礎研究に貢献する。糖尿病・
栄養分野の臨床研究・観察研究についても、積極的に行う。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1. 1 型糖尿病グループ
2. 2 型糖尿病グループ
3. 内分泌グループ
4. 脂質異常症グループ
3-3．研究内容と達成度
それぞれのグループの学会発表に関しては、引き続き活発に行われた。
1. 1 型糖尿病グループ：
昨年度に引き続き、1 型糖尿病ならびに Ketosis-prone diabetes（KPD）の発症に関する免疫学的機序の解明とその臨床応用を検討してい
る。及川洋一准教授はインスリン関連ペプチドに対する免疫応答と 1 型糖尿病の病態との関連性を明らかにし、英文にて誌上報告した。里
村敦助教はケトーシスを繰り返している KPD 症例の体重変化に着目し、ケトーシスを発症する体重の閾値が経時的に低下していることを見
いだし、英文にて誌上報告した。齊藤太吾助教は、抗 GAD 抗体陽性劇症 1 型糖尿病において抗 GAD 抗体価が糖尿病発症時の臨床的重症度と
関連することを見いだし、英文にて誌上報告した。栗原進准教授は抗 PD-1 抗体による 1 型糖尿病とバセドウ病の同時発症例を世界で初めて
英文誌に報告した。また、昨年度に続き、BCG ワクチン療法による 1 型糖尿病の完治の可能性を探るべく、糖尿病患者を対象とした BCG ワク
チンに関する免疫学的パイロット研究を進めている。
2. 2 型糖尿病グループ：
「糖尿病予防のための戦略研究」をはじめとする 2 型糖尿病治療に関するわが国の代表的な多施設共同臨床研究に参加し、2 型糖尿病治療
の開発に関する研究を進めている。また、患者データの集積による臨床研究や、ナショナルデータベースなどの大規模データベースを用い
た解析も進めている。また、国立がん研究センターが主導する多目的コホート研究（JPHC コホート研究）における糖尿病研究を推進し、主
に糖尿病の予防や合併症などに関する知見を累積し、あわせて、2 型糖尿病の原因遺伝子と糖尿病発症との関連についても解析している。さ
らに、健診コホート、職域コホート研究にも参加している。
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主な研究成果としては、波多野雅子助教がグリメピリド（SU 薬）とシタグリプチン（DPP4 阻害薬）の併用療法による長期的な臨床的有用
性と安全性に関する研究成果をまとめ上げ、英文にて誌上報告した。当科では妊娠糖尿病に関する臨床研究も盛んに行っており、安田重光
講師は妊娠糖尿病患者の妊娠前ならびに妊娠中の体重が出生児の体重と関連している可能性を見いだし、英文にて誌上報告した。
3. 内分泌グループ：
二次性高血圧として頻度の高い原発性アルドステロン症の機能と局在を確実に評価・診断する技術の向上に特に力を入れており、日本内
分泌学会等で発表を積極的に行っている。また、甲状腺がんの診断のための検査である甲状腺穿刺吸引細胞診などのデータをもとに、甲状
腺がんの臨床的特性についての調査もしている。
主な研究成果としては、安田重光講師がサブクリニカルクッシング症候群を合併した原発性アルドステロン症の症例に関する臨床像をま
とめ、英文にて誌上報告した。また、波多野雅子助教は副腎不全患者におけるコルチコステロイド治療が B 型肝炎ウイルスの活性化に及ぼ
す影響を調査し、英文にて誌上報告した。
4. 脂質異常症グループ：
井上郁夫教授が中心となって脂質代謝および関連分子の基礎的・臨的研究を進めており、スプラィシングバリアント
PPARgamma1(svPPARgamma1)のプロモータ（exon C と exon A）ノックアウトマウスの胎生における解析、PCSK9 阻害薬に関する臨床的・基礎
的検討、新標準化法を用いた LDL サイズ測定に関する検討などを行っている。当グループでは、これまでに PPARgamma の新たなスプライシ
ングバリアント（Pparg1sv）である ExonC を同定し、それが時計遺伝子の BMAL1/CLOCK とかかわり、さらには Pparg1sv が脂肪組織に特異的
に発現しており主に脂肪細胞分化誘導に関わることを in vitro で証明した。そして、ExonA あるいは ExonC の特異的プロモーターノックア
ウト（KO）マウスと脂肪組織特異的 ExonC 特異的プロモーター欠失マウス（adipocyte-specific conditional gene KO mouse）を樹立した。
ExonA KO マウスは胎生致死で胎生 11.5 週まで生存していることを証明し、その原因が胎盤機能不全にあることを解明した
(https://doi.org/10.1101/2020.05.28.120691)。また、ExonC KO マウスについては、日本医科大学生理学教室の竹中助教との共同研究で、
PPARgamma と免疫機能への関与について検討しその生理的意義を引き続き研究している。
臨床面では、井上郁夫教授が evolocumab（PCSK9 阻害剤 ）による重症血小板減少症の症例を経験し英文にて誌上報告した。
3-4．自己評価と次年度計画
本年度も、英文誌を主とした論文発表が数多く行われた。医局員の筆頭論文をより多く主要ジャーナルに公表し、オリジナルで意義のあ
る実績を来年度以降も積み上げたい。

４．診療
当科は、埼玉県西北部の基幹施設として、多くの生活習慣病および内分泌疾患患者に質の高い医療を提供することを目標としており、そ
のために糖尿病教育や専門的治療の実績を積み重ねている。外来および入院診療についても安定した実績を継続しており、専門性や合併症
を含めた診療を直ちには必要としない症例の逆紹介を積極的に行っている。今後も、近隣の医療機関との連携を推進し、さらに充実をはか
っていく。さらに、看護必要度の高い疾患、病態を多く入院で診る方向性で対応したい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
井上郁夫：公益財団法人埼玉県産業振興公社補助金、産学連携研究開発プロジェクトの推進、心筋梗塞の予防・治療に役立つ悪玉 LDL 自動
測定装置の開発と学会出展費用
稲葉宗通：埼玉県公安委員会指定医師、毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会委員、鳩山町介護保険運営委員会長、鳩山町地域包括支
援センター運営協議会長、地域密着型サービス運営委員会長
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
① 編集委員など：
島田 朗：Diabetology International （Editorial Board）、Review of Diabetic Studies （Editorial Board）、プラクティス編集委員、
科 学 的 根 拠 に 基 づ く 糖 尿 病 診 療 ガ イ ド ラ イ ン 2019 評 価 委 員
野田光彦：Endocrine Journal 編集委員、プラクティス編集委員長
井上郁夫：領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループに参加、スタチン不耐診療指針執筆、日本肥満症治療学会栄養部会
委員長、治療ガイドライン委員会執筆委員、Open Journal of Molecular and Integrative Physiology (Editorial Board)
②査読：
島田 朗： Journal of Diabetes Investigation, Diabetes Care など 10 編以上
井上郁夫：日本臨床栄養学会雑誌など 4 編
及川洋一：Journal of Diabetes Investigation, Endocrine Journal など 10 編以上
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
島田 朗：日本糖尿病学会(理事、学術評議員)、Diabetes International 編集委員、日本人 1 型糖尿病の成因、診断、病態、治療に関する
調査研究委員、膵臓移植地域適応検討委員（代表委員）、膵・膵島移植に関する常置委員、糖尿病学用語集編集委員、科 学 的 根 拠 に 基 づ
く 糖 尿 病 診 療 ガ イ ド ラ イ ン 2019 評 価 委 員 、埼玉県糖尿病協会（理事）
、日本糖尿病眼学会（理事）
、日本小児思春期糖尿病学会（理
事）
、日本内分泌学会（評議員）
、日本病態栄養学会（評議員）
、日本医学会 用語代委員
野田光彦：日本糖尿病学会（学術評議員）
、糖尿病と癌に関する合同委員会（日本癌学会との合同委員会）委員、糖尿病医療の情報化に関す
る合同委員会（日本医療情報学会との合同委員会）委員、糖尿病診療ガイドライン策定委員会評価委員長、日本糖尿病学会データベース構
築委員会委員、英語版「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」委員会委員、
「糖尿病治療のエッセンス」改訂ワーキンググループ委
員、日本内分泌学会（評議員）
、日本病態栄養学会（評議員）
、日本肥満学会（評議員）
、日本フットケア学会（評議員）
、独立行政法人国立
病院機構臨床研究推進委員会委員、HbA1c 適正運用機構サーベイ検討小委員会委員、国家公務員共済組合連合会虎の門病院モニター委員会外
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部委員
井上郁夫：日本糖尿病学会(学術評議員)、日本病態栄養学会（評議員）
、日本臨床栄養学会（評議員）
、日本肥満症治療学会（理事、評議員）
、
栄養部会委員長、学術集会プログラム委員会委員、教育委員会委員、メンタルヘルス部会委員、日本動脈硬化学会（評議員）
、肥満・糖代謝・
栄養部会委員、特定非営利活動法人（NPO）ヒューマンセンター21（理事）
、日本糖尿病・肥満動物学会（評議員）
一色政志：日本高血圧学会（評議員）、臨床研究に関わる提言への対応委員会委員、国際交流委員会委員、日本内分泌学会（代議員）、日
本心血管内分泌代謝学会（評議員）
及川洋一：日本糖尿病学会(学術評議員)、日本内分泌学会（評議員）

６．業績
6-1.論文・学会発表・著書
●論文
① Satomura A, Oikawa Y, Haisa A, Inoue I, Noda M, Shimada A. Bodyweight threshold for sudden onset of ketosis might exist in
ketosis-prone type 2 diabetes patients. J Diabetes Investig. 2020 Mar; 11(2): 499–501.
② Yasuda S, Hikima Y, Kabeya Y, Iida S, Oikawa Y, Isshiki M, Inoue I, Shimada A, Noda M. Clinical characterization of patients
with primary aldosteronism plus subclinical Cushing’s syndrome. BMC Endocr Disord. 2020 Jan 13;20(1):9
③ Hatano M, Inoue I, Kurihara S, Ono H, Matsuda M, Kakei M, Inukai T, Aso Y, Katayama S. Long-Term Efficacy and Safety of Add-On
Therapy of Sitagliptin to a Very Small Dose of Glimepiride Versus a Small Dose of Glimepiride Over Eighteen Months. J Endocrinol
Metab. 2019 Dec;9(6):171-179.
④ Oikawa Y, Sakamoto K, Satomura A, Haisa A, Katsuki T, Hattori Y, Inoue I, Noda M, Shimada A. Significance of peripheral mononuclear
cells producing interferon-γ in response to insulin B:9–23-related peptides in subtypes of type 1 diabetes. Clin Immunol. 2019
Nov;208:108260.
⑤ Hatano M, Mimura T, Shimada A, Noda M, Katayama S. Hepatitis B virus reactivation with corticosteroid therapy in patients with
adrenal insufficiency. Endocrinology, Diabetes & Metabolism. 2019 May 9;2(3):e00071.
⑥ Saito D, Oikawa Y, Yano Y, Ikegami Y, Satomura A, Isshiki M, Kurihara S, Inoue I, Noda M, Shimada A. Detailed Time Course of
Decline in Serum C-Peptide Levels in Anti-Programmed Cell Death-1 Therapy-Induced Fulminant Type 1 Diabetes. Diabetes Care.
2019 Mar;42(3):e40-e41.
⑦ Saito D, Oikawa Y, Mizutani G, Inoue K, Hatano M, Inoue I, Noda M, Shimada A. Clinical characteristics of anti-glutamic acid
decarboxylase antibody-positive fulminant type 1 diabetes. Endocr J. 2019 Apr 25;66(4):329-336.
⑧ Yasuda S, Iuchi T, Goto A, Katanoda K, Iida S, Oikawa Y, Namba A, Isshiki M, Inoue I, Kamei Y, Shimada A, Noda M. Weight control
before and during pregnancy for patients with gestational diabetes mellitus. J Diabetes Investig. 2019 Jul;10(4):1075-1082.
●学会発表
⑨ 一色 政志, 佐久間 一朗, 塩島 一朗, 浅原 哲子, 野田 光彦: レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系に対するダパグリフロジン
の影響. 第 42 回日本高血圧学会総会; 2019 年 10 月 25 日～27 日（東京）
⑩

引間 雄介, 高木 荘太郎, 井上 和之, 波多野 雅子, 飯田 慎一郎, 一色 政志, 野田 光彦, 島田 朗: 当院における副腎静脈サンプリン

グ結果と症例の検討. 第 92 回日本内分泌学会学術総会; 2019 年 5 月 9 日～11 日（仙台）
総数：論文 31 件、学会発表 56 件、総説 18 件、著書 7 件、講演 30 件以上
6-2．獲得研究費
島田朗：文部科学省科学研究費基盤研究 C「Ketosis-prone diabetes における細胞性免疫異常」 総額 429 万円（研究代表者）
、国際医療研究開
発費 日本人の１型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開（第 3 次）総額 770 万円（分担研究）
野田光彦：AMED 革新的がん医療実用化研究事業「がんと糖尿病：両者を繋ぐメカニズム、糖尿病併存がん患者の実態に関する包括的な疫学研究」
30 万円（分担研究）、国立がん研究センター研究開発費「多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデンスの構築に
関する研究」10 万円（分担研究）
井上郁夫：公益財団法人 埼玉県産業振興公社補助金、産学連携研究開発プロジェクトの推進、心筋梗塞の予防・治療に役立つ悪玉 LDL 自動測
定装置の開発(分担研究 20 万円)、平成 29-31 年度文部省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）PPARγ1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウ
ス胎生致死の原因究明 334 万円
6-3. 受賞
島田朗：日本糖尿病眼学会功労賞
片山茂裕：日本糖尿病学会坂口賞
6-4. 特許、実用新案
井上郁夫：粥状動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高いと判定する易酸化性ＶＬＤＬ（VLDL susceptibility to oxidation）および易
酸化性ＬＤＬ（LDL susceptibility to oxidation）の簡便な測定方法および測定装置(出願番号特願 2018-077994、特許第 6454950 号)
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
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７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育については、講義に関し、すべての学生からの評価は良好であった。臨床実習については学生から「プレゼンテーションは初めての経験
であり、勉強になった」「クルズスは知識の整理になった」「75gOGTTを通して患者の気持ちが分かった」「糖尿病・内分泌疾患の全体像がつか
めた」などの声が挙がっている。さらに、研修医へのクルズスについても好評を得ている。
診療に関しては、当科は、埼玉県西北部の基幹施設として、多くの生活習慣病および内分泌疾患患者に質の高い医療を提供することを目標と
しており、そのために糖尿病教育や専門的治療の実績を積み重ねている。外来および入院診療についても安定した実績を継続しており、専門性
や合併症を含めた診療を直ちには必要としない症例の逆紹介を積極的に行っている。
研究面では、本年度も英文誌を主とした論文発表が数多く行われた。医局員の筆頭論文をより多く主要ジャーナルに公表し、オリジナルで意
義のある実績を来年度以降も積み上げたい。
なお、令和元年度の当科におけるスタッフの入局、退職については次の通り。平成 31 年 4 月に、鈴木誠也、柳澤慎之介が入局した。また、令
和元年 4 月 1 日付けで、野田光彦が客員教授に就任した。
7-2.次年度の改善計画
教育については、3 年生の授業においては、生態学などの基礎的分野を学ばせることになるが、本学の学生の弱点でもある科学的な視野で医
学をとらえる力をレベルアップさせていきたい。当科においても学生の学習に取り組む姿勢と能力をよく把握し、モチベーションの上がる授業
となるよう、学生とのコミュニケーションを図っていきたい。特に断片的に知識を試すだけではなく、様々な知識をトータルに結び付け、答え
を導き出すという、従来にはなかったような「考えさせる」問題作成を心掛けたい。
診療に関しては、前年度と比べて、外来の医療収入（稼動）も増加した。今後は、新患を増やしつつ、さらなる地域医療への貢献を目指し、
病診連携を推進し、大学でなければ診ることが困難な病態の患者を中心に診療を進める必要がある。特に、入院においては、看護必要度の高い
病態を積極的に取り込み、専門性を持ちつつも、全身を管理できるような体制を進めていく。その上で、他の診療科との、また、メディカルス
タッフとのこれまで以上の協力体制を構築していきたい。患者中心の、より質の高い、安心、安全な医療を推進するために、より優れた臨床医
を育成していける体制を作っていく必要がある。今後も、埼玉西北部の糖尿病・生活習慣病・内分泌疾患の基幹病院として、これまで以上に質
の高い診療を目指したい。
研究面では、公的研究費も引き続き取れているが、必ずしも十分ではないため、さらなる獲得を目指したい。質の高い診療をする上で、研究
マインドが重要であることを若手医師を含め、医局員全体が認識することが重要と考える。臨床研究と基礎研究の双方をバランスよく推進し、
視点を世界に置き、積極的に学会発表や学術誌への発表を行い、情報発信に努める所存である。
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1．6）血液内科
１．構成員
別所

正美

（BESSHO, Masami）
：教授：学長：血液：博士

中村

裕一 （NAKAMURA, Yuichi）
：教授：運営責任者：教育員：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：血液：

博士
脇本

直樹

（WAKIMOTO, Naoki）
：准教授：教育主任：研究員：外来医長：指導教員（大学院）
：血液；博士

伊藤

善啓

（ITO, Yoshihiro）
：講師：教育員：研究員：病棟医長、副診療科長：指導教員（大学院）
：血液：博士

阿久澤

有

（AKUZAWA, Yuu）
：助教：教育員：研究員

奥田

糸子

（OKUDA, Itoko）
：助教：教育員：研究員

坂本

朋之

（SAKAMOTO. Tmoyuki）
：助教：教育員：研究員

室橋

郁生

（MUROHASHI, Ikuo）
：客員教授：博士

陣内

逸郎

（JINNAI, Itsuro）
：客員教授：博士

辻

守史

伊東

（TSUJI, Morifumi）
：非常勤講師：博士

克郎

（ITO, Katsuro）
：非常勤講師：博士

南久松

真子（MINAMIHISAMATSU, Masako）
：非常勤講師：博士

須賀原

裕一（SUGAHARA, Yuichi）
：非常勤講師：博士

島田

恒幸（SHIMADA, Tsuneyuki）
：非常勤医師：博士

桑山

善夫（KUWAYAMA, Yoshio）
：非常勤医師：博士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：3 年生では病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する。4 年生では内科的診療技能の基本
を身につける。5 年生では血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する。6 年生では医師国家試験に対応でき
る総合的な学力を形成する。
卒後教育：初期臨床研修では、内科診療の全般と代表的な血液疾患の診断と治療の基本を身につける。後期研修では、
血液専門医の資格取得を目指す。学会の主導する血液専門医の養成企画にも積極的に協力する。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：3 年生では、血液ユニット講義のうちの 4 コマ分を担当した（中村、脇本）
。4 年生では、臨床推論や臨床入
門の医療面接と頭頸部診察の実習を担当した（中村、脇本、島田）
。また、OSCE の実施にも協力した（中村、脇本）
。5 年
生の BSL ではグル－プにつき 1 週間のうちの 1 日を担当し、病棟実習および骨髄増殖性疾患、M 蛋白血症、出血・凝固系
疾患についての少人数教育を行った（中村、脇本、島田）
。6 年生では血液学の講義の 3 コマ分を担当した（中村、脇本）
。
卒後教育：ローテートする各研修医に対して診療業務についての指導を行うとともに、クルズスも併せて行った（脇本、
伊藤）
。
2-3．達成度
卒前教育：講義に関しては、学生からの評価は概ね良好であったが、当科実習については、1 週間のうちの 1 日のみで
不十分という声も聞かれ、今後の検討課題としたい。クリニカルクラークシップについては、概ね目標は達成されたもの
と思われる。
卒後教育：研修医の指導に関しても、診療上の問題は特に発生せず、研修医からは高い評価を得た。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：講義に関しては、学生からの評価は概ね良好であり、今後もさらなる向上に努めたい。一方、5 年生の臨床
実習は、昨年度までと同様、国際医療センター造血器腫瘍科と合わせて１週間のうちの 1 日のみの担当であったため、ク
ルズスと見学中心の実習となり、実際の診療に触れる機会が減っている。臨床実習の主旨を生かすためには、知識の伝授
ではなく、実地に即して自ら考え、体験する機会を十分に与えることが重要であるので、今後は BSL のあり方に工夫を加
えたい。
卒後教育：研修医の指導に関しては、指導医の負担が大きいので、指導医の数を増やし、負担の分散をはかる必要があ
る。学会等の企画にも引き続き積極的に協力したい。

３．研究
3-1．目的・目標
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の病態を解明し、新規治療法を開発するための基礎研究を行う
とともに、多施設共同研究にも積極的に参加する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1)

造血器腫瘍の病態解析

2)

多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究
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3-3．研究内容と達成度
1)

造血器腫瘍の病態解析：中村、伊藤、脇本が中心となり、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器
腫瘍の発症、病期進展や予後に関与する遺伝子変異の
解析を行った。

2)

多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究：移植適応症例については「お茶の水血液検討会」による多
発性骨髄腫の治療研究（未治療多発性骨髄腫に対する VRD（Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone）療
法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性の検討）に参加しており当科からあらたに 3 例が登録された。

3-4．自己評価と次年度計画
1)

造血器腫瘍の病態解析：まだデータ解析中や論文作成中のものもあり、早急にまとめ上げ正式報告としたい。
病態の解析とともに、臨床に還元できるようなものに発展させたい。

2)

多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究：現在参加中の臨床研究については、引き続き継続し、多数
例の登録を行いたい。また、他の多施設共同研究にも積極的に参加したい。

４．診療
当部門にて力を入れているのは、多発性骨髄腫・悪性リンパ腫などのリンパ系腫瘍、造血障害、血小板・凝固系疾患の
診療であり、新規薬剤を取り入れた先端医療をさらに積極的に行っていくとともに、血液疾患全般に柔軟に対応できる
体制を維持していきたい。今後は人的資源の確保に努めるとともに他施設との連携を強化していく必要がある。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
中村裕一：International Journal of Hematology, Cancer Genetics, Annuls of Pharmacotherapy 査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本内科学会評議員：別所正美
日本血液学会代議員：別所正美、中村裕一、脇本直樹
日本血液学会教育委員会委員：別所正美
日本骨髄腫学会代議員：中村裕一

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Nakamura Y, Okuda I, Uchida Y, Ito Y, Wakimoto N. Pancreatic hyperamylasemia and hyperlipasemia associated
with carfilzomib in multiple myeloma. Ann Pharmacother 53(10): 1067-1068, 2019
② Akuzawa Y, Tsukasaki K, Saeki D, Okamura D, Ishikawa M, Maeda T, Kohri M, Takahashi N, Matsuda A, Kawai
N, Asou N. A case series pf adult T-cell leukemia-lymphoma, associated with human T-cell leukemia virus
type-1, at a single center in a non-viral-endemic metropolitan area. J Clin Exp Hematol 59(3): 108-110,
2019
③ 中村裕一、坂本朋之、奥田糸子、阿久澤有、伊藤善啓、脇本直樹、掛川絵美、内田優美子、森茂久、別所正美. 治
療後に高アミラーゼ血症を呈した多発性骨髄腫の検討. 第 44 回日本骨髄腫学会、名古屋市、2019 年 5 月
④ 島田恒幸、中村裕一、山本晃士. 腎生検後に巨大血種を合併した IgA 腎症合併成人血友病 A の経過と定期補充療
の導入. 第 41 回日本血栓止血学会学術集会、津市、2019 年 6 月
⑤ 坂本朋之、脇本直樹、奥田糸子、阿久澤有、島田恒幸、伊藤善啓、森茂久、別所正美、中村裕一. 原発性皮膚未
分化大細胞リンパ腫との鑑別が困難であった菌状息肉症. 第 11 回日本血液学会関東甲信越地方会、日光市、2019
年7月
⑥ Okuda I, Wakimoto N, Akuzawa Y, Sakamoto T, Shimada T, Ito Y, Mori S, Bessho M, Nakamura Y. Immune
thrombocytopenia preceded diffuse large B-cell lymphoma accompanied by CNS invasion. 第 81 回日本血液
学会学術集会、東京都、2019 年 10 月
⑦ Nakamura Y, Sakamoto T, Okuda I, Ito Y, Wakimoto N, Kakegawa E, Uchida Y, Mori S, Bessho M. Changes ofcyclin
D expression in multiple myeloma during disease progression. 第 81 回日本血液学会学術集会、東京都、2019
年 10 月
⑧ Akuzawa Y, Sakamoto T, Okuda I, Wakimoto N, Ito Y, Mori S, Bessho M, Nakamura Y, Tanae K, Kohri M, Takahashi
N, Tsukasaki K, Asou N. R-ACES therapy for relapse and refractory B cell lymphomas: retrospevtie analysis
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⑨

in multi-centers. 第 81 回日本血液学会学術集会、東京都、2019 年 10 月
Sakamoto T, Okuda I, Akuzawa Y, Ito Y, Wakimoto N, Uchida Y, Mori S, Bessho M, Nakamura Y. Successful
treatment of threre cases of POEMS syndrome with bortezomib and dexamethasone. 第 81 回日本血液学会学
術集会、東京都、2019 年 10 月
【総数：論文 2 件、学会発表 7 件、講演 0 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育：卒前教育では、これまでと同様、臨床実習への関与が少なかった。人数不足ではあるが、学生が実際の血液診療
に触れる機会が減っているが、臨床実習の主旨を生かすためには、知識だけでなく、体験の機会を十分に与えることが重
要である。研修医に対する卒後教育は概ね目標は達成されているものと思われる。
診療：医師数を鑑みれば、症例数は充足しているが、個々の症例について、診療の質（サービスも含め）が十分ではな
い部分があることも否めない。
研究：やはり、人数不足で診療や教育が優先される場面も多く、研究実績については目標に達しておらず、今後改善し
ていかなければならない。
7－2．次年度の改善計画
教育：カリキュラムが改訂され、当科の臨床実習分担も増えたため、スタッフ間で協力して、BSL のあり方に工夫を加
えたい。また、研修医の指導、若手血液臨床医の養成にも積極的に関わっていきたい。
診療：多発性骨髄腫、悪性リンパ腫や出血・凝固系疾患に対しての専門的診療に力点を置きながらも、血液疾患全般に
柔軟に対応し、新規治療薬を用いた治療の導入も積極的に行いたい。スタッフ間や他職種・他部署との連携を密にして、
効率のよい診療体制を構築するように努めたい。また、近隣の病院との連携を深めて、それぞれの病院機能に応じた診療
体制を構築していきたい。
研究：臨床研究に引き続き取り組むとともに、基礎研究にも力を入れ、臨床へ還元できるような成果を出したい。その
ためにも、人的資源の確保に努めたい。
また、臨床研究に引き続き取り組むとともに、基礎研究にも力を入れ、臨床へ還元できるような成果を出したい。その
ためにも、人的資源の確保に努めるとともに近隣の病院との連携を深めて、それぞれの病院機能に応じた診療体制を構築
していきたい。スタッフ間や他職種・他部署との連携を密にして、
研究：やはり、人数不足で診療や教育が優先される場面も多く、研究実績については目標に達しておらず、今後改善して
いかなければならない。
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1．7）脳神経内科
１．構成員
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa)教授 :運営責任者 :診療部長：指導教員（大学院）
：自律神経学，パーキンソン病 .神経
変性疾患：博士
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko)教授：診療副部長：研究主任：指導教員（大学院）
：自律神経学， 発汗障害：博士
高橋一司 (TAKAHASHI, Kazushi)教授 :教育主任 :指導教員（大学院）
：パーキンソン病.運動障害疾患、神経変性疾患：博
士
溝井令一（MIZOI, Yoshikazu)講師：臨床神経学：博士
伊藤康男（ITO，Yasuo)講師：指導教員（大学院）
：脳循環代謝，頭痛:博士
福岡卓也 (FUKUOKA, Takuya)講師：脳卒中：博士
光藤

尚 (MITSUHUJI, Takashi)助教

池田

桂（IKEDA, Kei）助教

川崎一史（KAWASAKI, Hitoshi）助教
大田一路（OHTA, Kazumichi）助教
瀬尾和秀（SEO, Kazuhide）助教
奥田理沙（OKUDA, Risa）助教
戸叶美枝子（TOKANO, Mieko）助教
横山 立（YOKOYAMA, Ryu）助教
荒木信夫（ARAKI,Nobuo）名誉教授・客員教授
岩崎愼一（IWASAKI, Shinichi）客員教授
阿部達哉（ABE, Tatsuya）客員准教授
田村直俊（TAMURA,Naotoshi）非常勤講師

２．教育
2-1．目的･目標
当教室の目標は大学の理念でもある ”良き臨床医師の育成 ”であり、当教室の伝統を引き継ぎ、臨床、教育、研究活
動をパランスよくおこなってきた。昨今の医療情勢から、臨床と教育に多くの時間が費やされるようになり、研究活動を
維持するには一層の努力が必要になってきている。しかしこのような厳しい状況下にあっても研究を続けて行くことで、
医局員には研究マインド（科学者の目）を身につけることを念頭に教育活動を行っている。研究マインドは単に研究だけ
のためにあるのではない。日常臨床で患者の訴えや症状に耳を傾け、病態を考え、それらの解決法を探る中で研究マイン
ドが活き、新しい学術的発見に繫がるものと考える。教室員全員がベッドサイドでは真摯な態度で患者に接し，患者に満
足度の高い医療を提供できるように努力している。学生，研修医には問診の仕方、神経所見の取り方などの教育を通じて、
こうした態度を自然と身につけられるように常に指導して いる。特に学生に対する神経学的診察方法の教育は、PBLや臨
床入門などで学生全員が理解するまで時間をかけて教育している。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：平成 30 年度は卒然教育のカリキュラム変更により、3 年生と 4 年生で神経ユニットの講義を行ったが、令和
元年度は 3 年生の後期に神経ユニットの講義を行った。3 年生の神経ユニットにおいては、学生の理解を深めるべく神経
学の総論の講義を行い、各論にて、神経疾患の一つ一つについて細かく解説を行っている。臨床実習は令和元年度より BSL
が、4 年生の後期から開始となった。これまで同様に学生は患者さんを受け持ち、チームの一員として診療を行った。ク
ルズスに関しては、脳血管障害や頭痛、認知症などの多彩なテーマで講義を行ったほか、腰椎穿刺の実技指導も行った。6
年生には国家試験に向けて知識の整理や解説を行った。
卒後教育：週 1回の新入院 カンファレンス、症例 カンファレンスにおいては、学生，研修医を含めた医局員全員での検
討が行われている。また、週 1回の抄読会には初期臨床研修医も参加し，最新の海外文献の紹介が行われている。症例力
ンファレンスが若手医局員にとってはもっとも勉強となる機会である。医局員は、内科認定医はもちろんのこと、総合内
科専門医、神経専門医、脳卒中専門医、老年病専門医、頭痛専門医などの取得を目指しており、毎年合格者を出している。
大学院教育：脳循環代謝の動物実験に加えて、神経変性疾患の画像解析などの臨床研究の充実を図った。社会人大学院
生の戸叶は免疫学教室で研究を行うなど、学内の基礎医学系の研究室との連携を図った。
2-3．達成度
卒前教育：講義内容に関して学生からの評価は高く、臨床実習では学生と密接なコンタクトがとれた。BSL においては
若手医局員、研修医、医学生と屋根瓦式の指導ができた。
卒後教育：多数の症例を通して豊富な臨床経験が得られ、その成果を神経学会の地方会などの発表で還元した。今後は
症例報告の論文化などで更なる成果の還元を行いたい。
大学院教育：脳循環代謝の動物実験グループでは新たに助教の川崎が学位を取得するなど一定の成果を得た。今後は臨
床研究の充実を図りたい。
2-4．自己評価と次年度計画
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卒前教育はほぼ満足のいく成果が挙げられたと思われる。卒後教育については、多数の救急患者を扱うという特性から、日常臨床は非常
に多忙で、若手医局員の指導は必ずしも満足のいくものではなかった。若手医局員の意欲は明らかに向上している。教育スタッフはます
ます充実しており、次年度には組織的にも各専門医（内科専門医、神経専門医、脳卒中、老年医学、頭痛など）取得のための教育を行う
予定である。大学院教育に関してはこれまでの動物実験に加え、臨床研究の充実、基礎医学系研究室との更なる連携を図る予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
基礎研究と臨床研究を行っている。その成果を患者や社会に還元できるような研究課題を掲げて、日々研究活動を行っ
ている。特に臨床研究では患者を深く観察するという観点においても必要不可欠なものと考えて、若手医局員には研究課
題を与えて、個々の症例に対する深い洞察が出来るよう配慮している。動物実験ではグループ研究の基礎を学んでいる。
令和 2 年度より、基礎医学系研究室（免疫学）、中央部門（中央検査部）と連携した研究活動を開始するとともに、AMED
の委託研究として 3 か年計画で「脳脊髄液減少症の病態と治療法の開発」というテーマで学内外の基礎医学系、臨床医学
系の研究室との他施設共同研究を開始した。各研究グループとも年 1 回以上の国際学会での発表、年 2 回以上の国内学会
での発表を目標に研究を行うとともに、研究結果を論文にまとめ若手医局員の学位取得を目指している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
１）錐体外路系疾患に関する臨床研究
２）発汗障害に関する臨床研究
３）脳脊髄液減少症の病態と治療法に関する臨床研究
４）各種疾患における自律神経機能の検討
５）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究
3-3．研究内容と達成度
１）錐体外路系疾患に関する臨床研究
錐体外路系疾患の臨床的特徴について注目し、症例報告を中心に発表を行っている。国内の多施設の共同研究を行い、パ
ーキンソン病と疲労、睡眠障害、頭痛に関する研究結果を報告してきた。平成 30 年度より継続して、大田を中心にパー
キンソン病 の四肢随意運動に及ぼす dual taskの影響を解析している。社会人大学院生の瀬尾は パーキンソン病をはじ
めとする錐体外路症状を呈する変性疾患の脳機能 画像解析を行っている。新入医局員の横山が自律神経学会で座長推薦
２）発汗障害に関する臨床研究
特に特発性後天性全身性無汗症の病態解明に関する臨床研究を，中里を中心に行っている。特発性後天性全身性無汗症は
国の指定難病となり、全国から患者さんを紹介いただいており、ステロイドパルス療法を中心とする治療を行っている。
中里は令和元年 8 月より日本発汗学会の副理事長に就任するなど学会での評価も高い。
３）脳脊髄液減少症の病態と治療法に関する臨床研究
脳脊髄液減少症の病態解明に関しては、2016 年度より 3 ヵ年にわたり AMED の委託研究として脳脊髄液減少症における自
律神経機能の関与に関して検討を行い、体位性頻脈症候群の起立性頭痛を訴える患者群において低髄液圧の傾向があるこ
となどを明らかにした。令和元年度から新たに 3 か年計画で「脳脊髄液減少症の病態と治療法の開発」という AMED の新
たな委託研究が開始された。令和元年度は研究に先立ち倫理審査を受審し、臨床研究が開始された。
４）各種疾患における自律神経機能の検討
非観血的心拍・血圧連続測定装置、心拍変動のスペクトル解析、血漿カテコール測定、定量的軸索反射性発汗検査を用い
て各種疾患の自律神経機能検査を行ってきた。片頭痛患者における発作中の自律神経機能や起立性調節障害に対する漢方
薬の内服の前後での交感神経機能の変化などの検討を行っている。
５）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究
新たな脳保護作用のある薬の開発に向けて、伊藤，川崎を中心にマウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の脳内一酸化窒素
とヒドロキシラジカル代謝の検討を行っている。近年では田中、北林の 2 名が学位を取得した。田中はメマンチンに、北
林は漢方薬の抑肝散にそれぞれ脳保護作用が期待されることを見出した。令和元年度においては川崎がエダラボンの脳保
護作用について検討を行い、学位を取得した。
3-4．自己評価と次年度計画
若手医局員の増加に伴い、各研究課題においても活発に研究がなされている。しかし、近年の医療経済状況を鑑みると次年度には本学の
特性をいかした臨床研究のさらなる充実を図る必要があることを痛感している。各医局員においてはそれぞれのテーマで研究を行い、そ
の成果をもとに海外留学を経験してもらい、各研究分野の最前線にいる世界の研究者と親交を持ち、帰局後もこの経験を活かして世界的
に通用する研究者になってくれることを期待している。
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４．診療
年間 600 例弱の入院患者と 1 日あたり約 70 人の外来患者の診療にあたった。
脳卒中や変性疾患、頭痛疾患など当科の専門とする疾患のみならず地域の医療機関として神経免疫疾患や神経筋疾患に
対しても積極的に治療を行った。令和 2 年度は一人当たりの入院日数を短くすることで神経内科に対する需要に応えら
れるように取り組みたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
荒木信夫 頭痛学会誌 編集委員長
山元敏正 頭痛学会誌 編集委員
中里良彦 発汗学会 編集委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
中里良彦 日本発汗学会副理事長
伊藤康男 慢性頭痛の診療ガイドライン編集委員
光藤 尚 慢性頭痛の診療ガイドライン編集委員
荒木信夫 日本自律神経学会理事長

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Hitoshi Kawasaki, Yasuo Ito, Chika Kitabayashi, et al: Effects of edaravone on nitric oxide, hydroxyl
radicals and neuronal nitric oxide synthase during cerebral ischemia and reperfusion in mice. Journal of
Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(3), 104531， 2020
②大田一路，中里良彦，田村直俊 その他：体幹の帯状表在感覚低下と顔面を含む分節性無汗を呈した 1 例．発汗学，
26（２）
，49-51，2019
③中里良彦，田村直俊，奥田理沙 その他，Idiopathic pure sudomotor failure 治療後に全身性多汗症となった 1
例．発汗学 26（２）
，47-48，2019
④中里良彦，田村直俊，二宮充喜子 その他：味覚性耳下腺痛．自律神経，57（１）
，94-99，2020
⑤山元敏正：パーキンソン病の自律神経障害 Parkinson 病の自律神経障害 特に発汗系について．
自律神経，57（１）
，
15-19，2020
⑥山元敏正：糖尿病による発汗障害. 内分泌・糖尿病・代謝内科 49(4), 264-268, 2019
⑦光藤 尚：脳脊髄液減少症と体位性頻脈症候群 体位性頻脈症候群と低髄液圧症の関係 交感神経機能亢進に注目
して．自律神経，57（１）
，56-57，2020
⑧田村直俊，光藤 尚：脳脊髄液減少症の歴史的展望 Schaltenbrand の業績を中心に．自律神経，56（３）
，162-169，
2019
⑨田村直俊，光藤 尚：脳脊髄液産生の自律神経支配 歴史的展望．自律神経，57（１）
，79-85，2019
⑩田村直俊，中里良彦：交感神経切除後の代償性発汗・味覚性発汗と発汗の二重神経支配仮説．発汗学 26（２）
，35-40，
2019
【総数：論文 10 件、学会発表 19 件、講演 20 件】
6-2．獲得研究費
AMED 委託研究「脳脊髄液減少症の病態と治療法の開発」研究代表者：荒木信夫、分担研究者：山元敏正、田村直俊、光
藤尚
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績 該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
神経疾患全般について症例検討を中心に臨床研究が活発に行われた 。また、脳循環代謝に関する基礎的研究においても一定の成果を
得た。
7－2．次年度の改善計画
次年度はさらに、若手医局員を中心に臨床においては在院日数の短縮を、研究においては臨床研究の発展充実を、教育に
おいては学生の満足度を維持するよう一層の努力を行いたい。
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1．8）リウマチ膠原病科
１．構成員
三村俊英(MIMURA, Toshihide)：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）
：リウ
マチ・膠原病学、臨床免疫学、臓器障害を有するリウマチ・膠原病の治療：博士
舟久保ゆう(FUNAKUBO, Yu)：教授：専門医員（外来医長）
：診療副部長：教育主任：研究員：指導教員（大学院）
：リウ
マチ・膠原病学、動脈硬化症：博士
梶山浩(KAJIYAMA, Hiroshi)：講師：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原病学、腎臓病、
臨床免疫学：博士
荒木靖人(ARAKI, Yasuto)：講師：専門医員（病棟医長）：教育員：研究副主任：指導教員（大学院）：リウマチ・膠原
病学、免疫学：博士
：教育員：研究員：指導教員（大学院）
：リウマチ・膠原病学、
横田和浩(YOKOTA, Kazuhiro)：講師：専門医員(医局長）
臨床免疫学：博士
吉田佳弘(YOSHIDA, Yoshihiro)：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
和田琢(WADA, Takuma)：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
丸山崇(MARUYAMA, Takashi)：助教：専門医員：教育員：研究員
松田真弓(MATSUDA, Mayumi) : 助教：医員
岡元啓太(OKAMOTO，Keita)： 助教：医員
小島卓巳(KOJIMA，Takumi): 助教：医員
酒井左近(SAKAI，Sakon): 助教：医員
秋山雄次(AKIYAMA, Yuji)：客員教授：教育員：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ性疾患、膠原病の治療、臨床免
疫学：博士
佐藤浩二郎(SATO, Kojiro)：客員教授：リウマチ・膠原病学、臨床免疫学、免疫学：博士
野間久史(NOMA, Hisashi)：客員准教授
柳澤麻依子(YANAGISAWA, Maiko)：非常勤医師
矢澤宏晃(YAZAWA, Hiroaki)：非常勤医師
大野修嗣(OHNO, Shuji)：非常勤講師
神津教倫(KOUDU, Noritune)：非常勤講師
村島温子(MURASHIMA, Atsuko)：非常勤講師
横川直人(YOKOGAWA, Naoto) ：非常勤講師
國分昭紀(KUNIBU, Akinori) ：非常勤医師
相崎良美(AIZAKI, Yoshimi)：助手：修士

２．教育
2-1．目的･目標
埼玉医科大学の建学の理念にあるような実社会で実力を発揮出来る良医を育てることが目標である。具体的には、臨床
医の育成と研究マインドを有する専門医の養成を目的とする。患者を前にして十分な情報を取得し、自力で病態の考察
が行える臨床医であり、患者および家族から信頼される知識と人間性を有し、社会全体から期待される医師の育成を目
指す。
＜卒前教育＞
以下の点を目的とする；1）解剖学、生理学、生化学、免疫学などの基礎知識に立脚した病態生理の考察が出来る、
2）個々の疾病の理解と記憶、および周辺疾患との関係などを説明できる知識を有する、3）科学的、批判的な考察力を
有する、4）自分の考える理論を言葉でまたは文章で他人に説明できる論理性を有する、5）医学における研究心の重要
性を理解する、6）他者とのコミュニケーション能力を有すること。
＜卒後教育＞
以下の点を目的とする；1）医療面接、全身の診察、検査結果などの情報を基により高度な病態生理の考察が出来る、
2）自分の症例に関した文献的検索および考察が出来る、3）患者・患者家族および医療従事者たちとの良好なコミュニ
ケーション力を有する、4）医療安全を意識した注意力と謙虚さを有する。
＜大学院教育＞
以下の点を目的とする；1）生命科学領域の十分な基礎学力を有する、2）臨床的なまたは基礎的な領域における問題点
や疑問点を抽出し、解決のための方策を検討する能力を有する、3）科学的、批判的な高度な考察能力を有する、4）実
験技術や知識を有し、実験結果を科学的に評価することが出来る、5）実験結果をまとめ、その意味を考察し、論文化
するとともに発表することが出来る、6）国際的な場での発表とともに人間的にも交流を図るための英語力を有する。
2-2．教育内容（担当者）
＜卒前教育＞
2 年生：臨床入門の体験学習の一貫として、
「医師業務見学学習」を昨年度から受け入れています。
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3 年生：ヒトの病気―1 内分泌・代謝ユニット 38 講義のうち 1 枠でアミロイドーシスを当科作成のプリントおよび
スライドにて講義した（三村）
3 年生：Pre-CC を受け入れ、座学で学ぶ知識を実際の患者における病態へと結びつけ、実際の患者の基礎的な病態の理
解が進むような実習を心がけた。
4 年生：ヒトの病気-2 講義の再編成を行い、免疫 26 講義のうち当科分 16 枠にて基礎免疫学に基づくアレルギー膠原
病の病態の理解から臨床各論まで、当科作成のプリントを使用して講義した。プリントは講義と同様の内容で講義中の
ノートを取る必要を減少させることで講義中にスライドなど画像を見ることに集中できるようにした（三村、秋山、舟
久保、荒木、横田、梶山、村島、横川）
。また、試験問題は出来る限り記述式問題を増やし、学生に広まっている
1 対 1 対応式の丸暗記学習で良いと考える思考を変えさせるように努力した。
新たに、総合医療センターリウマチ国原病内科天野教授と伴に１枠を使って症例検討の講義を行った（三村）
。それぞれ
持ち寄った症例のプレゼンテーションを行い、質問形式でク立夏を用いた質問形式で学生の知識や理解力の程度を明確
にし、学習意欲を高めた。最後の１枠は、免疫ユニットの全ての講義のサマリースライドを各担当教員から譲り受け、
ユニット全体のまとめと構造的な理解を則するような講義を行った（三村）。
4 年生：Pre-CC：病棟での実際の患者さんに認められる病態を理解させ座学で得た知識との連携を計り、総合的な学習
を進めるようにした。
5 年生 BSL：各自が患者 1 人の模擬主治医になって、POMR に従ったレポートを作成した。クルズスやディスカッション
の時間を十分に確保した。プロブレムリストを作成することを主眼に、医療面接や理学的所見、検査データから多くの
情報を得るように指導した。特に病態生理の考察に重点を置き、受け持ち患者においてどのような病態があるのか、自
分の力で考えるように指導した。口頭試問による評価と指導、画像スライドでセミナーを行なった（全員）
。
CC：4 週間に渡り主治医グループに所属し、2－3 人の患者を担当し、受け持ち医と同様に、入院時から、診察、検査計
画、検査の評価、病態の解析、治療方針の決定などを行える様に指導した（全員）
。外来初診患者の医療面接や診察を
行い、その後指導医とともに再度その症例を診察することで、初診患者に対する対応、病態生理に基づく診療
計画などを示した（梶山、舟久保）
。
5 年生特別演習において実践的な症例検討と知識の整理が行えるような講義をおこなった（三村）
。
6 年生：免疫・膠原病・アレルギー6 講義のうち、5 枠を担当、総論および各論において知識の理解と整理を進めるよう
に講義を行った。特に、講義冒頭に講義範囲を網羅するキーワードを中心とした問題を作成し、それに解答することで
各人の弱点を見つけ、モティベーションを高めることが出来るような構成にした（三村、秋山、舟久保）。
医師国家試験に向けての臨床推論を 2 枠担当した（舟久保、横田）。
卒業試験問題の作成をおこなった（三村、秋山、舟久保、荒木、横田、梶山）
。
＜卒後教育＞
初期臨床研修医に対しては以下の通り；当科の入院患者の受け持ち医の一員となり、入院から退院に至る一連の流れや
医師の病棟業務に関して習得できるようにした（全員）
。リウマチ膠原病領域の疾患を通して内科全般の診察技術の習得や
病態の考察が行えるように指導した。各自の受け持ち患者を通して、文献的検索と考察、ディスカッションが出来るよう
に指導した。症例のまとめと発表が出来るように指導した。
（以上全員）New England Journal of Medicine の症例カンフ
ァレンスの抄読会を週に 1 回行い、上級医の指導の下、初期臨床研修医およびシニアレジデント（後期臨床研修医）に発
表の機会を与えた（矢澤）。
シニアレジデント達が、座学とともに診療手技などを積極的に学べるようにした。
＜大学院教育＞
各人の問題意識とそれに対する解決方法開発能力を高めるように、各人が自分で考える習慣を付けるように指導した。
指導教官とのコミュニケーションを図るように指導した。月に 1 回のリサーチミーティングを行い順番にそれぞれの研究
の進捗状況などを発表する機会を作った（以上、三村、秋山、舟久保、荒木、横田、梶山）
。週に１回、基礎系研究グルー
プの情報交換のリサーチミーティングを開催した（荒木）
。
2-3．達成度
＜卒前教育＞
80％程度は達成出来たと考える。講義は、学生からの feed back を参考にスライド・資料などの充実を図るように努力
した。また、BSL の学生達からは、2 週間の実習期間を希望する声が多く伝えられた。
＜卒後教育＞
構成員の絶対的な人数不足から指導医や上級医が日常業務に追われている面があり、季節によっては研修医たちの指導
に十分な時間をかけることが出来ない時期もあったが、概ね上級医たちと研修医たちの関係は良好で、実臨床での診察、
考察、検査、治療計画などを指導することが出来た。資格を満たすシニアレジデント達は、内科学会認定内科医やリウマ
チ学会専門医を取得することが出来た。
＜大学院教育＞
指導教官の指導の下、2 年生以上の大学院生たちは集中して研究を行い、自ら考案することにも慣れてきた。研究結果
が期待したものではない場合に行き詰まりを感じている者もいたが、コミュニケーションを密にすることで回復を図った。
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2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞
4 年生：単に記憶するだけではなく、より病態生理を深く考えるような講義を行う様努力したが、更に学生にその意義
を理解させる工夫を継続する。定期試験においても筆記試験主体の形式を継続し、思考力、大局的に物事を考察してまと
める力を涵養するように努める。
BSL：本年度も教授回診では各患者の診察に時間をかけ、医療面接の重要性を示すと共に、同行する学生が特徴的な所
見を積極的に確認出来るようにした。学生には病態生理を考えるという習慣が不足しており、
引き続き意識改革を進める。
5 年生特別演習において実践的な症例検討とクリッカーでの解答で興味深く授業を進めることが出来た。
CC：BSL の学びを活かして、より臨床医に近い学習が行えるように努力した。学生達は熱心に学んでいた。とかく試験
目的の知識修得のみに偏らないように指導した。
6 年生：知識のまとめ、弱点の認識が出来るような講義を引き続き行った。演習的な要素も含んで講義内容の改善に努
めた。
＜卒後教育＞
臨床的な考察がより深く出来るように更なる指導を行っていく。より多くの研修医たちがローテートを希望するように
指導体制を整えたい。
＜大学院教育＞
一般大学院生は、病棟業務は免除として当直のみの臨床義務を継続している。そのために、その他の病棟医達の負担が
増しているがそれぞれの役割で頑張っている。最終学年の大学院生たちは学位を取得すべく研究のまとめを行った。それ
以外の一般大学院生は引き続き研究に没頭することが出来た。今後も大学院生に応じてよりきめの細かい対応を継続する。

３．研究
3-1．目的・目標
当科の研究における大きな目標は、リウマチ膠原病、アレルギー，臨床免疫、基礎免疫の領域において、臨床での問題
意識を研究面に展開し、基礎と臨床の融合を目指すことである。この大きな目標を達成する為に、具体的には以下のプロ
ジェクトが進んでいる。
1. 全身性エリテマトーデス患者の新規バイオマーカー同定について検討
2. T 細胞、特に Th17 細胞に関した基礎的検討
3. 生物学的製剤を用いた RA 治療に関した臨床的検討
4. 関節リウマチにおける炎症と動脈硬化についての臨床的検討
5. 関節リウマチ患者由来滑膜細胞におけるエピジェネティクス異常の解析
6. 腎障害患者におけるポドサイト傷害の関与に関する研究
7．末梢血Ｔ細胞サイトカイン産生能と関節リウマチの病態に関する検討
8. 新規破骨細胞様細胞の同定と臨床的意議に関する研究
9. 膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス異常の解析
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化
舟久保：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化
舟久保：関節リウマチにおける血清 Pentraxin-3 測定の臨床的意義についての検討
梶山：糸球体疾患とポドサイト障害の解析
荒木、三村：関節リウマチにおけるエピジェネティクス（ヒストン修飾を中心に）
横田：破骨細胞分化と関節リウマチの病態に関する検討
相崎、三村：膠原病患者末梢血におけるエピジェネティクス
3-3．研究内容と達成度
豊富な患者リソースを用いて臨床的および基礎的検討を行うことができた。それらを基にしていくつかの論文報告が出
来た。欧州リウマチ学会、アメリカリウマチ学会、日本リウマチ学会、日本臨床免疫学会などで発表をおこなった。
3-4．自己評価と次年度計画
今年度もマンパワーの少なさで、スタッフは研究に当てる時間が少ない。その中で、各自の頑張りによって論文報告が
可能となった。また、ゲノム医学研究センターにおけるプロジェクト研究は黒川理樹教授のご協力により順調に進んでい
たが、大学の方針変更により今年度で終了となった。研究のペースが遅ちないように今後の研究スペースに関して検討し
ている。確実な研究を行うことが出来るスタッフが増えた。研究室設備の充実も行いつつある。研究の進行がスピードア
ップすると期待できる。

４．診療
地域連携の重要性を認識し、病診連携の会を行い、地域医療の活性化を目指した。外来患者数および紹介率が上昇し
た。高度で難治性の病態を有するより多くの患者が紹介されて受診するようになった。総合的に質の高い医療を目指す
必要がある。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
1. 三村俊英：埼玉県難病対策協議会委員
2. 三村俊英：埼玉県難病審査委員会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
三村俊英：編集委員；Modern Rheumatology、 査読；Modern Rheumatology、
J. Rheumatology、 Internal Medicine
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
1. 三村俊英：日本内科学会総務委員会委員
2. 三村俊英：日本リウマチ学会教育施設認定委員
3. 三村俊英：埼玉県難病指定医教育研修講演会講師
4. 講演会、研究会

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sato K, Yazawa H, Ikuma D, Maruyama T, Kajiyama H, Mimura T.
Osteomyelitis due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus successfully treated by an oral combination
of minocycline and trimethoprim-sulfamethoxazole.
SAGE Open Med Case Rep.2019 Apr 9;7:2050313X19841465. doi: 10.1177/2050313X19841465. eCollection 2019.
② Hatano M, Mimura T, Shimada A, Noda M, Katayama S.
Hepatitis B virus reactivation with corticosteroid therapy in patients with adrenal insufficiency.
Endocrinology, Diabetes & Metabolism.2019 Apr 24. doi: 10.1002/edm2.71
③ Asanuma YF, Aizaki Y, Noma H, Yokota K, Matsuda M, Kozu N, Takebayashi Y, Nakatani H, Hasunuma T,
Kawai S, Mimura T．
Plasma pentraxin 3 is associated with progression of radiographic joint damage, but not carotid therosclerosis,
in female rheumatoid arthritis patients: 3-year prospective study.
Modern Rheumatorogy.2019 Oct 30:1-8. doi: 10.1080/14397595.2019.1681583. [Epub ahead of print]
④ Jinnin M, Ohta A, Ishihara S, Amano H, Atsumi T, Fujimoto M, Kanda T, Kawaguchi Y, Kawakami A,
Mimori A, Mimori T, Mimura T, Muro Y, Sano H, Shimizu J, Takeuchi T, Tanaka Y, Yamamoto K, Sumida T,
Kohsaka H; Research Team for Autoimmune Diseases, The Research Program for Intractable Disease of the Ministry
of Health, Labor and Welfare.
First external validation of sensitivity and specificity of the European League Against Rheumatism
(EULAR)/American College of Rheumatology (ACR) classification criteria for idiopathic inflammatory
myopathies with a Japanese cohort.
Annals of the Rheumatic Diseases．2020 Mar;79(3):387-392. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215488. Epub 2019
Nov 6.
⑤ Hiroshi Kjiyama, Kopp, Jeffrey B, Toshihide Mimura,
“Protective effect of hydroxychloroquine on
cultured mouse podocytes expressing the HIV accessory protein Vpr” ASN Kidney Week 2019 November 8, 2019
(Washington DC, USA)
⑥ Yoshimi Aizaki, Yasuto Araki, Kojiro Sato and Toshihide Mimura,
“Aberration of Histone Lysine Methylation
in Adult-Onset Still’s Disease Are Novel Biomarker Candidates Associated th the Disease Activity”
2019 ACR/ARP Annual Meeting, November 10, 2019(Atlanta, USA)
⑦ Mayumi Matsuda, Yu Funakubo Asanuma, Takuma Wada, Noritsune Kouzu, Kojiro Sato and Toshihide Mimura,
”Efficacy, Safety and Continuation Rate of Abatacept and Tocilizumab in Patients with Rheumatoid Arthritis :
The Comparative Observational Study”
2019 ACR/ARP Annual Meeting, November 12, 2019(Atlanta, USA)
⑧ Yasuto Araki, Keita Okamoto, Yoshimi Aizaki, Hiromi Oda and Toshihide Mimura,
“Histone Lysine Methyltransferase MLL1 Regulates the Expression of Cytokines and Chemokines in Rheumatoid
Arthritis Synovial Fibroblasts”
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2019 ACR/ARP Annual Meeting, November 12, 2019(Atlanta, USA)
⑨ Kazuhiro Yokota, Yoshimi Aizaki, Shinya Tanaka, Kojiro Sato, Yasuto Araki, Noritsune Kouzu, Yuho Kadono,
Hiromi Oda and Toshihide Mimura,
“Functional Differences Between Osteoclasts and Osteoclastlike Cells Differentiated from Peripheral Blood
Mononuclear Cells in Patients with Rheumatoid Arthritis”
2019 ACR/ARP Annual Meeting, November 12, 2019(Atlanta, USA)
⑩
三村俊英：膠原病・リウマチ性疾患．2 各論．成人 Still 病；内科学書
2019 年 8 月

改訂第 9 版：277-279，中山書店，

【総数：論文 6 件、学会発表 24 件、講演 66 件】
6-2．獲得研究費
1.厚生労働省科学研究費補助金：
三村俊英（研究分担者）
：
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）
自己免疫疾患に関する調査研究
500,000 円
2.日本医療研究開発機構委託業務（AMED）
三村俊英（研究分担者）
：
免疫アレルギー疾患等実用化研究事業
遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別化と個別化医療基盤の確立
310,000 円（直接経費）
3.文部科学省科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）
荒木靖人（代表）
「関節リウマチにおけるヒストンメチル化酵素の機能異常の解明及び治療標的としての確立」
1,300,000 円（直接経費）,390,000 円（間接経費）
（令和元年度から 3 年間：1 年目）
4.2019 年 若手研究者育成研究費
横田和浩
研究課題名：
「シングルセル解析による関節リウマチの病態を担う破骨細胞サブセットの同定」
900,000 円
5.2019 年 若手研究者育成研究費
和田琢
研究課題名：
「リウマチ性疾患におけるエクソソーム内在マイクロ RNA の解析」
700,000 円
6.2019 年 若手研究者育成研究費
岡元啓太
研究課題名：
「関節リウマチの滑膜炎を制御するヒストンメチル化阻害剤の探索」
900,000 円
7.2019 年 若手研究者育成研究費
相崎良美
研究課題名：
「関節リウマチ患者のサイトカインプロファイル方法の検討」
800,000 円
8.令和元年度学内グラント
相崎良美
ベーチェット病におよび成人スティル病患者末梢血白血球におけるヒストン修飾と機能解析
700,000 円
9.令和元年度学内グラント
梶山浩
ループス腎炎における末梢血好中球活性化機序の解明とポドサイト障害との関連解析
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700,000 円
10.令和元年度学内グラント
横田和浩
末梢血由来骨芽細胞系細胞の同定と機能解析および動脈硬化発生機序の解明
500,000 円
11.令和元年度学内グラント
和田琢
リウマチ性疾患におけるエクソソーム内在マイクロ RNA の解析
500,000 円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. Rheumatology Conference 2019 世話人 三村俊英
2. 第 35 回埼玉膠原病肺研究会 当番世話人 三村俊英
3. 第 35 回埼玉膠原病肺研究会 世話人 舟久保ゆう
4. 第 35 回埼玉膠原病肺研究会 世話人 横田和浩
5. 三村俊英：第 74 回埼玉リウマチ研究会 事務局

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
学部：学部教育に関しては、授業時間削減に対応して４年生の講義の体制を再編成した。２つに分かれていた講義枠の
統合などで２枠余裕を持たせることが出来た。それらの枠には新たに、症例検討（総合医療センター天野教授と三村の合
同講義）と全体のまとめを取り入れた。どちらも興味深い講義を行えた。4 年生の試験問題では引き続き記述して解答で
きる力を育てるように記述問題の比重を増やしている。BSL でクルズス、ディスカッションを増やし、病態生理を深く考
察できるように指導した。CC においては、より深く一人の患者を診療出来る様にした。研究に関しては、オリジナリティ
ーの高い研究が行われているが、佐藤医師の抜けた穴を補うような研究活動が行えたとは言えない。
大学院：２名の一般大学院生のうち１名は社会人大学院生となり外病院に出向したため、その間の研究活動は制限され
ていたが、それ以外では研究活動に専念している。外部での研究発表も少しずつ行える様になって来ていることから、学
位取得に道が開けている。全体的には、85 点程度には該当すると考える。
7－2．次年度の改善計画
学部：昨年に講義枠の改革を行ったので、来年度からはこれらのレベルアップを図る。特に新たに始めた２枠は更なる
改善の余地があると思われ、検討を加えて行く。研究に関しては、今後十分な成果が現れるように基礎的研究のさらなる
進展とともに、臨床と基礎的研究の融合を目指していく。
大学院：大学院において研究マインドを持った臨床医を育てるべく、指導を行ってきた。今後もより多くの当科医師に
研究マインドが育つように指導を行っていく。基本は 2 年目から一般大学院生として研究に専念する環境を作るが、社会
人大学院生としても研究が行えるような支援体制も確立していく予定である。
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1．9）腎臓内科
1.

構成員

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）: 総合診療内科兼担：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：腎臓病学，透析療法：
博士
井上勉（INOUE, Tsutomu）: 国際医療センター臓器移植センター兼担：准教授：副診療科長：指導教員（大学院）
：腎臓病学，透析療
法：博士
友利浩司（TOMORI, Koji）
：講師：大学院教員（大学院）
：腎臓病学，透析療法：博士
小野 淳（ONO, Atsushi）:助教:病棟医長
瀬戸 建（SETO, Takeru):助教
天野博明（AMANO, Hiroaki) :助教：外来医長：博士
近藤立雄（KONDO, Tatsuo）
：助教
田村郁恵（TAMURA, Ikue）：助教
金子 悟（KANEKO, Satoru）：助教
川﨑大記（KAWASAKI, Daiki）：助教
萩原龍太（HAGIHARA, Ryuta）：助教
横田順奈（YOKOTA, Junna）：助教
樽澤太一（TARUSAWA, Taichi）：助教
生澤智宏（IKUSAWA, Tomohiro）：助教
古川 尚（FURUKAWA, Naoshi）：助教
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学医療センター兼担：准教授：腎臓病学，高血圧：博士
＜埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部＞
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）:准教授：指導教員（大学院）
：腎臓病学，透析療法：博士
杉山 圭（SUGIYAMA, Kei）
：助教: 腎臓病学，透析療法：博士
＜大学院生＞
深谷大地（FUKAYA, Daichi）
：助教
＜出向中＞
伊藤悠人（Ito, Yuto）：腎臓病学，透析療法, 埼玉メディカルセンター
＜客員教授＞
菅原壮一
＜客員講師＞
高根裕史
＜非常勤講師＞
青木宏明，小林竜也, 小島智亜里, 井上秀二, 中村元信

２．教育
2-1．
①

目的･目標

卒前教育：

学生がカンファレンス時に的確なプレゼンテーションが出来るようになることを目標に講義およびベッドサイドでの卒前教育を行っ
ている。 プレゼンテーションを行うには、正確で必要十分な病歴聴取および網羅的かつ目的をもった身体診察を行い、十分な医学知識
を背景にした理論的な推論を行う必要があるからである。
②

卒後教育：

１）Total Nephrology の確立-Total nephrology とは, 鈴木洋通前教授が提唱した概念で, リスク管理から腎疾患の専門的治療, そ
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して末期腎不全に到達した後の腎代替療法, さらに患者の全人的ケアまでを含む包括的な腎臓病学という意味である。この Total
nephrology を実践するためには, Generalist かつ Specialist となる必要がある。当教室は, 連携する埼玉医科大学病院群に様々な分
野の専門家・指導医が揃っており, また埼玉西部地域の基幹病院として多彩な症例を経験できることから, Total Nephrology を率先す
る腎臓専門医を育てる研修環境としてたいへん恵まれた環境にある。なお、当科では臨床における最低限の目標として, 入局した医局
員全員に①総合内科専門医、②腎臓内科専門医、③透析学会専門医の資格を取得させている。
２）Evidence based medicine (EBM)と Narrative-based medicine の両立-昨今 ，医療現場において EBMの実践が求められている。しか
し, 当教室では, 単にガイドラインに沿って”標準治療”を実践する医師ではなく, patient-oriented な総合的臨床能力を有し, 増え
続ける disease-oriented な医学情報を適切に取り込み, 自分の担当患者に責任感を持ってトータルケアを実践できる医師を育成するこ
とを目標としている。
３）Specialty の確立-Total Nephrology を実践に加えて, 自分の興味をもった分野については, 「一芸に秀でる」べく, 主体性と自己
学習能力をもって研鑽していくことが望まれる。このような医師を本教室から輩出していきたいと考えている。
③大学院
当科は発足時から大学院教育を重視している。
「科学的思考を身につけること」が大学院教育の目的であり、臨床医にも必須の素養で
あると考えている。卒業時の具体的な目標は、①英語で原著を作成し国際誌に受理されるまでの過程を自力で遂行できること、②国内
外の雑誌の記事を理解できること、③国内外の学会で座長が務められること、とする。
2-2．教育内容（担当者）
①

卒前教育：

腎臓内科学講座での卒前教育は, 医師が腎臓学を学ぶ意義について, 岡田教授の総論的な講義から開始される。3, 4 年生では腎臓学
全般の講義を行い、
「生体で腎臓の果たしている役割を理解する」事を目標として最高学府としての大学らしい「腎臓学」の講義行われ
る。5 年生では BSL（Bed Side Learning）として, 患者に直に接した 1 週間の病棟実習を行っている。病棟では指導医とともに患者の
診療を行い, 日本内科学会認定用サマリーの形式を踏襲した症例のレポートを作成する。また各重要分野に対して 1 時間程度のレクチ
ャーを行っている。6 年生では再度腎臓疾患全般についての系統講義を行っている。各スタッフは医師国家試験の既出問題を十分に分析
し, 最近の動向を踏まえて今後の問題を予測した上で, 国家試験対策としての講義および実臨床で必要な知識を効率よく指導している。
②卒後教育：
当科での卒後教育は総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶことになる。また, 維持透析患者をはじめとした病診連携も当科の
診療には欠かせないため, 地域医療機関や在宅医療スタッフ, 公的支援システムなどとの連携やコメディカルとの共同作業も重要な教
育項目となる。
当科では週 5 日, 教授以下全教室員で入院患者カンファレンスおよび回診を行っており,さらに週 1 回, 透析カンファレンスとして,
医療スタッフを交えて, 入院中の透析患者および当院維持透析中の患者カンファレンスを行っている。また, 腎生検カンファレンス,
抄読会, レジデントセミナー, 腎臓・膠原病合同カンファレンスなどを定期的に開催している。また, 当科では臨床診療能力を身につ
けるのと同時に, 臨床研究能力を身につける事も重要と考えており, 研修医に対して最低一例の症例報告を義務づけ, 積極的に学会へ
参加するよう指導している。
②

大学院

研究課題の選択や研究の進め方については大学院生の自主性を重んじ、指導教官と共に試行錯誤する。必ず研究に専念する期間を設
け、可能な限り他大学研究室への国内・国外留学を経験する。腎臓専門医への素養を身に付けるために、腎臓病学、腎病理学、血液浄
化法について、背景にある学術的理論から最新の知見におよぶ高度な専門知識を獲得する。
2-3．達成度
卒前, 卒後教育, 大学院教育ともに 90％程度は達成できていると考えられる。
2-4．自己評価と次年度計画
①

卒前教育：

学生のアンケート調査結果を常に意識して, クルズスの内容, 時間割, 系統講義の内容, 講義資料を毎年見直して改善している。臨
床実習は改変によりベッドサイド，クルズス時間等がバランス良く配置され本年は学生から好評が得られた。
②

卒後教育：

これまでのベットサイドでの on the job training に加えて, レジデント向けの教育的カンファレンスを充実させた。そのため当科
での臨床研修は, 研修医から高く評価されており, 毎年, 当科の医局員が院内の優秀指導医として表彰されている。また, 医局員に対
しては, 日本内科学会認定内科医資格, 同総合内科専門医資格, 日本腎臓学会認定専門医資格, 日本透析学会認定専門医資格の認定試
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験の受験を推奨しており, 毎年合格者を出している。臨床研究指導については症例報告の他, 研究室のテーマにのっとり各人に対して
長期的な課題が与えられ, 各自が取り組んでいる。研究内容の中間報各も兼ね, 本年度も日本腎臓学会, 日本透析医学会などで多数の
発表を行った。
③

大学院

各大学院生が主体性をもって,担当教員の指導のもと, 各自の研究テーマに沿って研究を進めている。最終的には英語論文を作成し,
これをもとに博士号を取得するよう指導していく。

３．研究
3-1．目的・目標
当科の研究テーマは常に臨床応用を最終目標とする。腎疾患の臨床における疑問点・問題点の検証と解決こそが、臨床医学教室にお
ける研究の目的である。研究費は公的資金であり、すべての成果は社会に還元されるべきである。よって、学会・論文発表は義務であ
る。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
現在進行中の研究テーマは多数あるが、重点領域は「高齢者慢性腎臓病（CKD）
」
「血管炎症候群と難治性ネフローゼ症候群に対する生
物製剤を用いた治療」
「CCN2 に注目した慢性腎臓病、急性腎障害の治療法に関する基礎的検討」および「機能的核磁気共鳴画像（fMRI）
をもちいた慢性腎臓病の評価」の 4 つである。いずれも既に数年以上の研究期間を経ており、適宜、成果を発表している。卒後 10 年目
前後の助教と大学院生が各プロジェクトリーダーを務める（高齢者 CKD：小野、生物製剤：瀬戸、CCN2：天野、fMRI：井上）
。
3-3．研究内容と達成度
① 高齢者 CKD
非高齢者を対象に体系づけられた現在の evidence based な治療選択は、高齢者にとって正しいとは限らない。本研究テーマの目的は、
高齢者にとって真に必要な医療を効率よく提供するための基礎資料を作成することである。当施設の電子医療記録を用いた単施設の後
ろ向き観察研究は予定通り終了した。若年から壮年の患者群とは異なり、糖尿病や脂質異常症などよりも、圧倒的に栄養状態と全身状
態（ADL）が生命予後規定因子として重要であった。今年度から、①透析学会が全国から回収した匿名化臨床情報を用いた大規模な後ろ
向きコホート研究、②複数医療機関で連携した前向き非介入のコホート研究、以上を開始した。①について、現在は医療統計の専門家
の協力を得て、データクリーニングと欠損値補完手法の検討を行っており、2020 年度以降に成果発表の予定である。
・小野 淳, 友利 浩司, 井上 勉, 岡田 浩一. 高齢化社会における療法選択のポイントは? 高齢者の血液透析導入後生命予後を規定す
る因子について. 日本透析医学会雑誌 2019; 52: 307.
・小野 淳, 友利 浩司, 井上 勉, 岡田 浩一. 75 歳以上の新規透析導入例の生命予後と導入前血清アルブミン・尿素窒素値の変動に関
する検討. 日本腎臓学会誌 2019; 61: 376.
② 血管炎症候群と難治性ネフローゼ症候群に対する生物製剤を用いた治療
ネフローゼ症候群や血管炎症候群に短期的な効果が確認されている抗体製剤について、長期的な安全性および有効性の検証を行うこと
が目的である。長期、中等量以上のステロイド投与が継続されており、生物製剤の導入が患者にとって有益であると考えられる症例を
対象としている。
・瀬戸 建, 井上 勉, 岡田 浩一. CKD up date 分子標的薬と CKD リツキシマブを中心として. 日本腎臓学会誌 2019; 61: 859. *シ
ンポジストとして招請講演を行った。
・瀬戸 建，井上 勉，友利 浩司，岡田 浩一．成人頻回再発型およびステロイド依存性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの寛解
維持および再発予防効果の検討．埼玉医科大学雑誌 in press．
③ CCN2 に注目した慢性腎臓病、急性腎障害の治療法に関する基礎的検討
急性腎障害が慢性腎臓病に移行する際に、
尿細管上皮細胞に発現する CCN2 が重要な役割を持つことを見出し、
原著論文として発表した。
遺伝子改変マウスを作成し、更に詳細な検討を加えている。また、当研究室で同定したカスケードを修飾する、慢性腎臓病の新規治療
薬の開発を開始した。
・Amano. Hiroaki, Inoue. Tsutomu, Okada. Hirokazu, CCN2 Module IV-Derived Decoy Peptides Attenuate Renal Fibrogenesis Through
Inhibition of FAK Pathway in the Tubular Epithelium, Kidney Week 2019, November 07, 2019, Washington Convention Center, USA.
・天野 博明, 井上 勉, 草野 武, 岡田 浩一. CCN2 module 4 は FAK のリン酸化を介して腎線維化を促進する. 日本腎臓学会誌 2019; 61:
311.
・Inoue T, Kusano T, Amano H, et al. Cellular communication network factor 2 (CCN2) promotes the progression of acute kidney
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injury to chronic kidney disease. Biochem Biophys Res Commun 2019; 517: 96-102.
④ fMRI をもちいた慢性腎臓病の評価
放射線科、臨床工学科との共同研究で、腎臓病の非侵襲的評価手段として MRI を用いた方法を研究している。患者さんの経済的・身体
的負担を増やすこと無く、既存の MRI から最大限の情報を得る事が本研究の目的である。AMED から研究資金を受け、国内多施設共同研
究を開始した。また、腎 fMRI 研究を進めている USA、EU、アジアの代表機関（アジアでは本学）の協働で撮像プロトコールの国際的標
準化に関する論文を発表した。更に、AI（主に画像診断を目的とした機械学習）を応用した腎 MRI 診断技術の開発を開始した。
・Bane O, Inoue T, et al. Consensus-based technical recommendations for clinical translation of renal BOLD MRI. MAGMA. 2020
Feb;33(1):199-215.
⑤ その他の主な英文原著（査読あり）論文：
・Amano H, Ohno Y, Inoue T, et al. Regional prescription surveillance of phosphate binders in the western Saitama area: the
substantial role of ferric citrate hydrate in improving serum phosphorus levels and erythropoiesis. Clin Exp Nephrol 2019;
23: 841-851.
埼玉県西部地区の全透析患者を対象にリン吸着薬の使用状態の実施調査を行った多施設の観察研究。多剤併用の弊害・限界を実臨床デ
ータで明らかにした貴重な報告となった。
・Inoue T, Luo Y, Seto T, et al. Glomerular solidification is associated with nephritis-related clinical parameters in IgA
nephropathy. Ren Fail 2019; 41: 893-898.
IgA 腎症進行過程に生じる 2 種類の異なる糸球体硬化病変に関する臨床病理学的検討。
その他、症例報告、学会報告は多数。単年度目標は概ねすべて達成している。複数年度に及ぶ研究は、基礎研究が研究計画の 8-9 割の
達成度、臨床研究はほぼ計画通り進んでいる。
3-4．自己評価と次年度計画
主要 4 課題について一定の進捗が認められた。複数の課題で競争的研究資金の獲得が叶い、ナショナルデータベースを用いた学会主
導の共同研究も開始となるなど、いずれの課題も世間に認知され、益々広がりを見せている。原著論文も継続的に発表している。今年
度の目標は十二分に達成されたと自己評価している。来年度も主要 4 テーマを進めるとともに複数の短期的研究課題を掲げ、学会・論
文での発表を継続する予定である。

４．診療
埼玉西部地区での腎疾患・透析診療の拠点施設として, 断らない診療を原則とし, あらゆる腎疾患患者の診療を行った。患者数は例
年並みであったが, 多くの重症患者を受け入れ、質の高い医療を提供できたと考えている。今後も地域のニーズに応えられるよう精
進したい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県身体障害者福祉法指定医師（岡田浩一）
日本医療安全調査機構 埼玉県個別調査部会専門委員（岡田浩一）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本腎臓学会：Clin Exp Nephrol ＆ CEN Case Report Associate Editor、日腎会誌 編集委員 日本透析医学会：日透医会誌 編集委
員 日本医師会：日医会誌 編集委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本腎臓学会 理事・学術委員会委員長
NPO 法人日本腎臓病協会 CKD 対策部会 南関東ブロック長
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業 腎疾患対策検討会報告書に基づく対策の進捗管理および新たな対策の提言に資するエビデンス
構築 研究分担者
厚生労働省難治性疾患政策研究事業 難治性腎疾患に関する調査研究 研究分担者
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厚生労働省難治性疾患等政策研究事業 慢性腎臓病（CKD）に対する全国での普及啓発の推進、地域における診療連携体制構築を介した
医療への貢献 研究分担者
厚生労働省循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究 研究分担者
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 腎疾患実用化研究事業 慢性腎臓病(ＣＫＤ)進行例の実態把握と透析導入回避のための有効
な指針の作成に関する研究 研究分担者
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業・腎疾患実用化研究事業 ICT を活用し
た Diabetic Kidney Disease の成員分類と糖尿病腎症重症化抑制法の構築 研究分担者
６． 業績
6-1. 論文・学会発表
➀ Cellular communication network factor 2 (CCN2) promotes the progression of acute kidney injury to chronic kidney disease.
Inoue T, Kusano T, Amano H, Nakamoto H, Okada H. Biochem Biophys Res Commun. 2019;517(1):96-102.
② Regional prescription surveillance of phosphate binders in the western Saitama area: the substantial role of ferric citrate
hydrate in improving serum phosphorus levels and erythropoiesis. Amano H, Ohno Y, Inoue T, Tomori K, Ohama K, Okada H.
Clin Exp Nephrol. 2019;23(6):841-851.
③

Glomerular solidification is associated with nephritis-related clinical parameters in IgA nephropathy. Inoue T, Luo Y,
Seto T, Suzuki H, Okada H. Ren Fail. 2019;41(1):893-898.

④ Predictors of long-term prognosis in acute kidney injury survivors who require continuous renal replacement therapy after
cardiovascular surgery. Sueyoshi K, Watanabe Y, Inoue T, Ohno Y, Nakajima H, Okada H. PLoS One. 2019;14(1): e0211429.
※英文論文のみを記載した。和文論文は学術誌に 24 編が掲載された。また、国内外で多数の発表を行った
6-2．獲得研究費
研究課題：CCN2 機能制御による慢性腎臓病の新規治療法の開発
研究種目：基盤研究(C)
研究代表者：井上 勉
研究期間 (年度)

2016-04-01 – 2020-03-31

研究課題：CCN2 機能制御による慢性・急性腎障害の新規治療薬の開発
研究種目：基盤研究(C)
研究代表者：井上 勉
研究期間 (年度)

2019-04-01 – 2022-03-31

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 戦略推進部難病研究課
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業
研究課題：腎 functional MRI と AI による慢性腎臓病の進行リスク評価システムの構築
研究代表者：岡田 浩一
研究期間 (年度)

2019-04-01 – 2021-03-31

6-3．受賞
優秀演題：小野 淳, 当院における腹膜透析離脱に関するリスク因子の検討. 第 25 回日本腹膜透析医学会学術集会総会 2019 年 11 月
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
令和元年 3 月 2 日第 4 回ＳＭＵ透析連携施設研究会

７． 自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
卒前教育に関しては, 学生のアンケート調査結果および国家試験の出題傾向から系統講義および病棟実習の内容を見直した結果, 高
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評価を得ることができた。卒後教育では 3 年目までの研修医に対する教育だけではなく, 医局員の専門医教育に重点をおいた結果, 複
数の医局員が各種専門医試験に合格した。また, 研究面では競争的研究資金の獲得, 多施設共同研究の開始, 原著論文の発表を行うこ
とができた。大診療面においてはバスキュラーアクセスの診療を充実し, 地域医療に貢献することができた。
7-2. 次年度の改善計画
卒前教育に関しては, 今後も学生のアンケート調査結果および国家試験の出題傾向を分析し, 系統講義および講義資料の内容を見直
していく。卒後教育では各医局員が専門医資格が取得できるよう指導していく。研究面では大学院の充実を図り, 積極的に大学院生の
教室への所属に力を入れていき基礎研究も継続していく。診療面においては引き続き, 近隣の医療機関と連携をはかり地域医療に貢献
していく所存である。
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1．10）感染症科・感染制御科
1． 構成員
前崎 繁文 (MAESAKI, Shigefumi)：教授 運営責任者 診療科長 代表指導教員（大学院）感染症学、感染制御、呼吸器病学
樽本 憲人（TARUMOTO, Norihito）
：講師：感染症学、感染制御、真菌感染症学
酒井 純（SAKAI, Jun）助教：内科学、感染症学

2. 教育
[卒前教育]
2-1. 目的・目標
感染症学は各臓器に発症する疾病を対象とするため、全身の諸臓器を縦断的に理解する必要がある。そのため系統的な感染症学の教
育が求められる。さらに感染症学は基礎医学との関わりが大きく、なかでも微生物学および免疫学の理解が不可欠である。そのため、4
年生における「感染症総論」のユニットでは小児科学と協力し、系統的な感染症学の教育および評価を行っている。また、院内感染の
教育に関しては他の医科大学では実施されていない院内感染対策の病室実習を 5 年生で行っている。その目的としては実践の医療従事
者として現場で仕事をする以前に院内感染対策の基本的な事項を実習から習得することにあり、院内感染対策の教育としては極めてユ
ニークなものと考える。
2-2. 教育内容
3 年生
【ヒトの病気】消化器 1 時間
4 年生
【感染症総論】感染症 18 時間
5 年生
【院内感染対策実習】火曜日（14 時～17 時）
6 年生
【内科総論】 8 時間
【外科総論】 1 時間
【血液】 1 時間
2-3. 達成度
4 年生：微生物学、免疫学および小児科学のそれぞれの分担と重複なくより効果的な教育計画を作成した。また、評価方法についても
それぞれの分担から偏りなく評価する工夫をした。
5 年生：診療行為として行っている院内感染対策における病棟ラウンドを実際に学生にも体験させることによって、現場での院内感染
対策を理解し、臨床にすぐ役に立つ実習内容とした。
6 年生：国家試験に役立つ講義を目指した。
2-4. 自己評価と次年度計画
4 年次に感染症学の総論および各論講義を行った。臨床的な理解がやや不十分である学年であるため、臨床的な内容に関してはより判
りやすい講義を行った。5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目指したが、模擬試験や国家試験の結果からは全国平均を
超えていたので目標は達成できたと考えている。次年度もこの方針でやっていきたい。
[卒後教育]
2-1. 目的・目標
感染症科・感染制御科は、感染症に対する治療を中心とした感染症科と、病院感染に対するインフェクション・コントロールを中心
とした感染制御科の双方を標榜している。感染症の専門医として感染性疾患の治療のみならず、感染制御に関しても的確な判断ができ
るだけの経験が積めることが可能である。また感染症は広く内科全般に関する知識が必要であることから、総合内科専門医の取得を推
奨し、その後、感染症専門医のための臨床研修を実践する。
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2-2. 教育内容
他の専門内科ローテーションにおいて、感染症入院患者の主治医として、主として入院患者の感染症の診断および治療の習得を行う。
また、中央検査部の微生物検査室にてグラム染色をはじめとする臨床微生物学的な検査手法を習得するとともに、臨床微生物検査の結
果の適切な判断ができることを目標とする。
2-3. 達成度
初期臨床研修医が 12 名研修を修了した。
2-4. 自己評価と次年度計画
初期臨床研修医のさらなる参加のためのプログラムを次年度の目標とし、後期臨床研修医に関しては専門医獲得のための症例の集積
を図る。
[大学院教育]
2－1 到達目標
感染症の正確な診断およびその治療ができること、さらに各診療科の各種感染症の診断・治療に関する正確なコンサルテーションが
できることを目標とした指導を行います。
2－2 教育内容
・難治性感染症、耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症の研究
・感染制御に関する十分な知識を習得し、実際の活動に参加
・難治性感染症、耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症に対して診断と治療
2－3 達成度
大学院の実験結果はほぼ終了し、今後は論文作成とする。さらに臨床研究および症例報告も一部論文化し、発表した。
2－4 自己評価と次年度計画
今年度で現在在籍の大学院生の、学位論文の作成および公表が終了した、さらに新たな大学院生の獲得を図る。

3.研究
3-1. 目的・目標
薬剤耐性緑膿菌、深在性真菌症に関する研究
3-2. 研究プロジェクト
① 薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
② 深在性真菌症の診断と治療
3-3. 研究内容と達成度
①

薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
薬剤耐性緑膿菌は院内感染の主要な原因微生物として臨床的に重要な微生物である。しかし、これまで薬剤耐性緑膿菌の分離頻度
が少なく、また十分な疫学的調査も実施されていない。我々の教室では薬剤耐性緑膿菌の基礎的研究として各種抗菌薬における薬
剤感受性成績、各種抗菌薬の併用効果による抗菌活性、薬剤耐性機序の研究を行ってきた。さらに臨床的な研究として感染疫学、
分子生物学的疫学、薬剤耐性緑膿菌感染症患者の治療などを行ってきた。

②

深在性真菌症の診断と治療
深在性真菌症は日和見感染症の一つとしてその診断および治療が困難な感染症である。その深在性真菌症の診断として新しい血清
診断法の臨床的な有用性について血液悪性腫瘍患者を対象に行った。また、近年新たに開発された抗真菌薬と既存の抗真菌薬の臨
床分離真菌に対する薬剤感受性を測定し、比較検討するとともに新規の抗真菌薬の臨床的有用性を検討した。
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3-4. 自己評価と次年度計画
研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている。しかし、1 名の大学院生のもと、より基礎的な研究成果の
期待がされる。そのため、臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある。

4. 診療
感染症科・感染制御科は大学病院の全入院患者を対象として、横断的に感染症の診療にあたる診療科である。その大きな責務は①院
内感染対策によって患者を院内感染から守り、また院内感染の事例は発生した際には速やかにその蔓延を防ぐための適切な対応を図る。
②外来診療において感染症の診断・治療に関する専門的な診療を行うとともに、他の診療科の感染症の診断・治療に対するコンサルテ
ーションに応じる。③第 1 種感染症指定医療機関として、1 類感染症の診療に携わる。④埼玉県内の HIV 診療拠点病院の一つとして、HIV
診療の中止的な役割を担うなどがある。まだ、スタッフは限られているが、わが国において感染症診療を標榜する診療科は極めて限ら
れており、その存在意義を考えて研究・診療にあたっている。

5. その他
5-1. 自治体、政府関連委員の有無
厚生労働省薬事審議会 医薬品第 2 部会委員（前崎）
厚生労働省薬事審議会 再評価部会委員（前崎）
厚生労働省生物由来製剤安全対策部委員（前崎）
国民健康保険中央審査会 特別審査員（前﨑）
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本感染症学会評議員・理事・東日本支部長（前崎）
日本内科学会 評議員・関東支部幹事（前崎）
日本感染症学会評議員（樽本）
日本化学療法学会評議員（前﨑、樽本）
日本臨床微生物学会評議員・理事（前﨑、樽本）
日本医真菌学会評議員（前﨑）
抗生物質学術協会評議員（前﨑）
Internal Medicine 編集委員（前﨑）
5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6. 業績
6-1. 論文・学会発表（論文総数、学会発表総数と代表的なもの 10 篇以内を記載）
論文総数 15 篇
学会発表総数
①

20 篇

Imai K, Ishibashi N, Kodana M, Tarumoto N, Sakai J, Kawamura T, Takeuchi S, Taji Y, Ebihara Y, Ikebuchi K, Murakami T,
Maeda T, Mitsutake K, Maesaki S. Clinical characteristics in blood stream infections caused by Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella variicola, and Klebsiella quasipneumoniae: a comparative study, Japan, 2014-2017. BMC Infect Dis. 2019; 19:946.

②

Sakai J, Imanaka K, Kodana M, Ohgane K, Sekine S, Yamamoto K, Nishida Y, Kawamura T, Matsuoka T, Maesaki S, Oka H, Ohno
H. Infective endocarditis caused by Capnocytophaga canimorsus; a case report. BMC Infect Dis. 2019 ; 19:927.

③

Sakai J, Tarumoto N, Kodana M, Ashikawa S, Imai K, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake K, Maeda T, Maesaki S.
An identification protocol for ESBL-producing Gram-negative bacteria bloodstream infections using a MinION nanopore
sequencer. J Med Microbiol. 2019; 68:1219.

④

Imai K, Tarumoto N, Tachibana H, Hanabusa A, Sakai J, Yokota K, Mimura T, Maesaki S. Endogenous endophthalmitis secondary
to septic arthritis caused by group A Streptococcus infection: A case report and literature review. J Infect Chemother.
doi: 10.1016/j.jiac.2019.06.008. Epub 2019 Jul 9..

⑤

Imai K, Misawa K, Osa M, Tarumoto N, Sakai J, Mikita K, Sayama Y, Fujikura Y, Kawana A, Murakami T, Maesaki S, Miura S,

0391

Maeda T. Chagas disease: a report of 17 suspected cases in Japan, 2012-2017. Trop Med Health 2019;47:38.
⑥

Tarumoto N. A novel detection procedure for mutations in the 23S rRNA gene of Treponema pallidum with a peptide nucleic

⑦

Sakai J. A method using the MinION nanopore sequencer for detecting bacteria and ESBL-producing species in the bloodstream.

acid-mediated loop-mediated isothermal amplification assay. ECCMID (Amsterdam, Netherlands) 2019.
ECCMID (Amsterdam, Netherlands) 2019.
⑧

樽本 憲人. 納豆菌による細菌性髄膜炎を来した 1 例. 第 68 回日本感染症学会東日本学術集会・第 66 回日本化学療法学会東日本
支部総会 (仙台市) 2019.

⑨

樽本 憲人. 長期にわたり検出されたバンコマイシン耐性腸球菌の分子疫学的解析. 第 68 回日本感染症学会東日本学術集会・第 66
回日本化学療法学会東日本支部総会 (仙台市) 2019.

⑩

酒井 純. 血液培養陽性例におけるナノポア型ポータブルシーケンサーMinION の菌種同定能の検討. 第 93 回日本感染症学会総
会・学術講演会 (名古屋) 2019.

6-2. 獲得研究費
樽本憲人. 2018 年度-2020 年度. 科学研究費補助金. 基盤研究 C. PNA を用いた LAMP 法によるマクロライド耐性梅毒トレポネーマの
検出系の開発. (代表)
今井 一男. 2019 年度〜2022 年度. 科学研究費補助金. 若手研究. ポータブル Direct RNA シーケンスによる小児呼吸器感染症の迅
速診断系の開発. (代表)
今井 一男. 2019 年度 第 2 回 日本感染症学会臨床研究促進助成. 我が国に居住する南米出身者のシャーガス病罹患状況調査と診療
支援体制の構築. (代表)
6-3. 受賞
酒井純. 第 21 回(2019 年度 ) 公益財団法人 日本感染症医薬品協会 奨励賞「発熱性好中球減少症のメタゲノム解析を目指したシーケ
ンス技術の臨床応用」
6-4. 特許、実用新案
特願 2019-175273「淋菌の DNA ジャイレースのサブユニット A の 83 番目のアミノ酸をコードする塩基配列における変異の有無を検出
するためのプライマーセット、淋菌のフルオロキノロンに対する感受性を評価するためのプライマーセット、及びそれらの使用」
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
なし
７.自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
4 年次に感染症学の講義を独立して行った。5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目指したが、模擬試験や国家試験の結
果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている。臨床面では外来患者数は着実に増加傾向を示し、さらに院内のコ
ンサルテーション数も増加傾向である。今後はより感染症の診療に専門性を持たせることが課題と考えられる。研究面に関してはいく
つかの研究課題において着実に成果が得られている。
7-2.次年度の改善計画
教育に関しては、大学院生の卒業に伴って、新しい大学院生の獲得を目指していく予定である。臨床に関しては、抗菌薬適正使用推
進チームの発足に伴って、院内の感染症患者の治療における積極的な介入を進める予定である。研究に関しては、英語論文数を増やす
とともに高度先進医療にも取り組む予定である。
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1．11）総合診療内科
１． 構成員：
中元秀友（なかもと ひでとも、 Hidetomo Nakamoto）
診療部長、代表指導教員（大学院）
、教授、腎臓•透析、博士
山本啓二（やまもと けいじ、Keiji Yamamoto）
心臓内科診療部長、指導教員（大学院）
、教授、循環器、博士
今枝博之（いまえだ ひろゆき、Hiroyuki Imaeda）
消化管内科診療部長、指導教員（大学院）
、教授、消化器、博士
宮川義隆（みやかわ よしたか、Yoshitaka Miyakawa）
副診療部長、指導教員（大学院）
、教授、血液、博士
橋本正良（はしもと まさよし、Masayoshi Hashimoto）教授、老年病、博士
木村琢磨（きむら たくま、Kimura Takuma）教授、老年病、博士
飯田慎一郎（いいだ しんいちろう、Shinichiro Iida）外来医長、准教授、循環器、博士
廣岡伸隆（ひろおか のぶたか、Nobutaka Hirooka）研修医長、准教授、総合診療、博士
小林威仁（こばやし たけひと、 Takehito Kobayashi）病棟医長、准教授、呼吸器、博士
都築義和（つづき よしかず、Yoshikazu Tsuzuki）准教授、消化器、博士
大庫秀樹（おおご ひでき、 Hideki Oogo）講師、大学院教員、消化器、博士
木下俊介（きのした しゅんすけ、 Shunsuke Kinoshita）医局長、大学院教員、助教、神経
菅野 龍（かんの りゅう、Ryu Kanno）助教、循環器
山岡 稔（やまおか みのる、Minoru Yamaoka）助教、消化器（丸木記念福祉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰへ出向）
佐々木秀悟（ささき しゅうご、Sasaki Shugo）助教
山田 悠史（やまだ ゆうじ、Yamada Yuji）助教
芦谷 啓吾（あしたに けいご、Keigo Ashitani）助教
白崎 文隆（しらさき ふみたか、Fumitaka Shirasaki）助教
草野 武（くさの たける、Takeru Kusano）助教、
大崎篤史（おおさき あつし、Atsushi Oosaki）助教
中山智博（なかやま ともひろ、Tomohiro Nakayama）助教
青柳龍太郎（あおやぎ りゅうたろう、Ryuutarou Aoyagi）助教
塩味里恵（しおみ りえ、Rie Shiomi）助教
横山央（よこやま まどか、Madoka Yokoyama）助教
金子修（かねこ おさむ、Osamu Kaneko）助教
宮口和也（みやぐち かずや、Kazuya Miyaguchi）助教
齊藤航平（さいとう こうへい、Kohei Saitou）助教、大学院生
鈴木康大（すずき こうだい、Suzuki Koudai）助教
熊川友子（くまかわ ともこ、Kumakawa Tomoko）助教
松本 悠（まつもと ひさし、Matsumoto Hisashi）助教
神山雄基（かみやま ゆうき、Kamiyama Yuki）助教
日々紀文（ひび のりふみ、Norifumi Hibi）客員教授、消化器、博士
原 晋（はら すすむ、Hara Susumu）客員教授
中嶋美智子（なかじま みちこ、Michiko Nakajima）非常勤講師、超音波、博士
竜崎崇和（りゅうざき むねかず、Munekazu Ryuuzaki）非常勤講師、腎臓•透析、博士
野口 哲（のぐち とおる、Toru Noguchi）非常勤講師、呼吸器
天谷礼子（あまや れいこ、Reiko Amaya）非常勤講師、超音波
本年度は「総合診療内科」開設（平成１８年）後 14 年目の年であり、平成 28 年３月に東館開設という大きなイベントがあった後の
３年目であった。さらに令和に元号が変わった５月には総合診療内科の新しい病棟として２B３F の 42 床が開設され一般病床（東館
４F に 35 床、２B３F に 42 床）77 床、さらに HCU8 床の合計 85 床を診療病床として新体制が始まった。その後診療報酬の変更に伴い病
院全体の病床数削減にあわせて令和２年４月より２B３F は 35 床に削減され、現在は一般病床（東館４F に 35 床、２B３F に 35 床）70
床、さらに HCU8 床の合計 78 床を診療病床として対応している。平成 31 年４月からの新入局員として鈴木康大助教、神山雄基助教の
２人が加わった。
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２. 教育
2-1.目的
2018 年（H30 年）4 月より中立的な立場の第三者機構である「
（社）日本専門医制度評価•認定機構」が認定する新しい専門医制
度がスタートした。総合診療内科は、
「総合診療プログラム」
、
「総合内科プログラム」の何れかを選択することが可能な診療科とし
て、プログラムをスタートしている。新専門医制度の最も大きな変化として 19 番目の新しい基本診療科として「総合診療医」が認
められることにある。
「
（社）日本専門医制度評価•認定機構」により「総合診療科」の立ち位置が明確化される事は、
「総合診療医」
を目指す若い医師達にとって大きな福音となる。今回初期研修を終了した新医局員となった神山雄基助教は「総合診療プログラム」
で専門医制度を開始している。
埼玉医科大学ではそのような動きに先駆けて、すでに平成 18 年度正式に「総合診療内科」を開設している。
「総合診療内科」の
目指すものは、
「専門性にとらわれず、患者を単一臓器ではなく全身から診療できること。
（総合診療専門医）
」の育成、さらにもっ
と広い観点から「地域医療を十分に担いうる診療能力を有する総合診療医（総合診療専門医）
」の育成を目指す診療科である。さら
に総合診療内科として「内科全般を診療でき、全身管理ができること（総合内科専門医）
」
、このような医師を目指している。これ
らの二つの専門医（総合診療専門医と総合内科専門医）は広く重なり合う専門医像であるが、専門医の目指す方向性は若干異なっ
ている。したがって、我々の「埼玉医科大学総合診療内科」では、いずれの専門医を目指すかによって「総合内科専門医コース」
と「総合診療専門医コース」の二つの後期研修プログラムを設定した。これまでに新専門医制度に準じた専門医研修を行っている
医師として平成 30 年４月より「総合内科専門医」は松本 悠助教、「総合診療専門医」は熊川友子助教、平成 31 年４月より「総
合診療専門医」を神山雄基助教が研修開始している。
我々が運営している「総合診療内科」の教育の目的は、まさに患者さんを全身的な観点からとらえ、総合的に診断し判断する
能力を持ち、的確な診断と治療を行うことのできる医師を育成することにある。以前より掲げている「総合医」としての臨床能力
を基本に、個々が得意とする分野を「専門性」として追求する事の重要性も認識し、各自の目指す方向性の「専門医」を取得する
事、さらに科学的な考察力を身につけるため、積極的に研究•発表を行う事を新たな目標として科の運営を行った。さらに具体的な
目標として 2017 年より始まる新たな専門医制度を見据えて、
「総合内科医」の専門医、さらに「総合診療医」の専門医、いずれに
も対応できる総合的な判断のできる医師の育成を目標として掲げた。そのために「内科学会専門医」
、さらに「プライマリケア専門
医」を取得する事を医局員の直近の目標とした。
また卒前教育の目的として、医師としての基本的な心構え、態度、さらに礼儀から始まる基本的診療能力の習得を目指す。さら
に医療面接、バイタルサインを含めた身体診察能力の習得、そしてそれをカルテとしてきちんと記載し、皆の前でプレゼンテーシ
ョンできる事、ここまでの基本的診療能力の習得を第一目標として掲げた。当然これらの能力は、その後の鑑別診断、検査計画に
繫がる重要な過程であり、総合医として最も重要な基本的能力のポイント考えているからである。
2-2.教育主任：中元秀友
卒後教育：
総合診療内科発足 14 年目の本年度は、前年度より継続して大学卒業後 1、2 年目の初期研修医、さらに卒業後 3 年目以後の後期
研修医師の卒後教育を行った。患者への初期診療として診断能力、鑑別診断、さらに適切なトリアージを勉強する場として埼玉医
科大学内科の初診患者の初期診療を中心に研修医師の外来診療指導を行った。また ER の救急診療に対しても、積極的に関わった。
臨床研修医への教育目標として昨年度と同様以下のような目標設定を決め、研修医教育を行った。さらに鑑別診断から全身管理、
治療を中心に学ぶ場として現在東館 4 階・2B3F の入院患者を中心に入院診療研修を行った。本年度は特に入院患者の充実に力を注
いだ。これは「総合診療内科」が全身管理は内科診療の基本と考え、全身管理がしっかりできる医師の育成を目指していることに
よるものである。
総合診療内科が初期研修医に強く求めることは、医師としてきちんとした初期対応ができることであり、これも極めて重要なポ
イントとした。この点に関しては以前より強調していたが具体的には１）問診および診察：きちんとした患者対応ができること、
患者の問診が取れること、臨床所見を取ることができること、きちんとしたカルテの記載ができること、以上を基本課題とした。
さらに可能であれば２）診療計画：
（初期診療の基本的な問診、診察所見から）適切な検査計画を立てられること、さらに３）鑑別
診断：個々の検査から鑑別診断を列記できること、４）検査計画：個々の検査を判断できること、個別には X 線写真が読影できる
こと、心電図が判読できること、CT、MRI を読影できること、外来での緊急検査（血液型判定、グラム染色など）
、さらに超音波検
査ができること、５）情報の提供と共有（報連相）
；以上の結果を適切に患者、ならびに家族、さらに我々上級医に説明できること
（プレゼンテーション）
、そして６）トリアージ：以上の診断から適切なトリアージができること、７）治療計画：適切な治療計画
を立案できること、以上の項目が出来る事を目標課題とした。これらの内容に関してはカルテの定期的なチェック、さらにカンフ
ァレンスで確認した。重要事例、症例検討会ではケーススタデイーを基本とし、診療計画の作成、それに基づいた鑑別診断、治療
計画の作成、他科との連携の判断ができるよう教育計画を立て、実行した。さらに定期的に行う専門医による勉強会、ここでは診
療に直結する話題を各専門医にお願いした。また各診療科の協力のもと、多くの先生に定期的な講義をお願いした。その他にも定
期的にその時期のトピックスである疾患や、実臨床で経験した症例につき可能な限り英文論文を用いて勉強会（ジャーナルクラブ）
を行うことで、研修医たちの知識の把握に努めている。
卒前教育；
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今年度も引き続き 5 年生の BSL（Bed Side Learning）の中心として、学生の受け入れを行った。これまでは１週間であったグループ
研修が新たに２週間となり充実した臨床実習を行った。卒前教育では、BSL 学生さんへの教育方針として、しっかりした問診、診察
ができ、それを記録に残せること、そのために「できるだけ多くの患者さんの診療を見学し、積極的に診療参加してもらうこと」と
した。具体的な教育目標として BSL 学生が、１）医療面接：きちんと問診がとれること、２）身体診察：確実な診察技術を身につけ
ること、３）カルテ記載：診察所見をカルテとして記載できること、そして４）プレゼンテーション：その所見を皆の前で発表でき
ること、この４点を到達目標として BSL 実習を展開した。講師以上の先生には、各自クルズスを行うようにし、さらに外来実習でも
教育に参加して頂いた。
また 5 年、6 年のクリニカルクラークシップの学生受け入れを積極的に行った。
その他これまで通り、4 年生の臨床入門を中心とした医療面接、問診、診察の講義、実習は総合診療内科が中心に行った。5 年生の
Bed Side Learning に向けた臨床実習教育を中心に、卒前教育を行った。その他に、個々の医局員の専門分野に関する講義を、専門各
課と協同して行った。医学教育、特に卒前教育における「総合診療」の重要性は確実に高まっている。今後の教育において「総合診
療」は教育の中心となり、益々その重要性を高めて行く事は間違いのない方向性であろう。
2-3.達成度
総合診療内科開設 14 年目の教育の分野では、昨年に引き続き学生の臨床実習教育（BSL）に積極的に参加した。また例年とおり、
臨床入門、臨床推論等で積極的に卒前教育に関わった。また卒後教育でも積極的に初期ならびに後期の研修医教育を行った。クリニ
カルクラークシップでの評判は良好であり、かなりの人気を得ているものと確信している。忙しい病棟診療を行いながら、医局員達
は可能な限りの学生ならびに研修医の教育を行うよう努力してきた。また卒後教育でも積極的に研修医教育を行い、研修医からの評
判も確実に改善している。
自己評価としては 90％の達成度と評価したい。
2-4.自己評価と次年度計画
達成度としては目標の 90％と考えている。総合診療内科に平成 22 年より循環器診療を専門とする山本教授、平成 23 年から消
化器診療を専門とする今枝教授に赴任して頂いたことから、極めて高いレベルの教育体制が構築された。その他にも宮川教授は血
液疾患を担当し、血栓施設センタ−のセンタ−長に就任して、研修医達の教育を積極的に行っている。
当科の特徴として「総合診療」を標榜し、高い診療能力を養い、十分な鑑別能力を持つ医師の育成を第一目標としている。その
ためには我々医局員は常に研鑽を積み、総合医としての能力を高めるよう努力して行く必要がある。特に大学病院で行う最も重要
な事は「総合診療」の「教育」である。如何に「総合診療」の教育体制を確立し、着実に行って行くのか、今後の大きな課題であ
る。
また、総合医の重要な役割に他の診療科との連携があげられる。的確な診断を下し、治療を行っていくためには内科専門各科と
の協力体制の維持が必須である。そのためにも、今後も埼玉医科大学の全診療科で総合診療内科をバックアップできる体制に持っ
て行く必要がある。この点も含めて、全診療科と連携できる教育システムを構築して行きたい。
そのために重要なことはこれまで以上に優秀な指導医スタッフの獲得、そして育成である。そのためにも、しっかりとした教育
システムの構築と運営は必須であると考えている。

３. 研究
3-1.目的・目的
研究主任；宮川義隆
臨床研究
総合診療内科の研究課題として、前年度より引き続き生活習慣病に関する臨床研究を継続して行った。高血圧、糖尿病、肥満、さ
らに慢性腎疾患などの心血管合併症の発症誘因となる疾患を中心に、その疫学調査、さらに生活状況の影響、さらに治療の状況、介
入試験などの臨床研究を行った。さらに透析医療に関して、貧血の治療状況、CKD-MBD に関する研究、腹膜透析（PD）の管理方法に関
する研究を行った。また Telemedicine（遠隔診療）に関する臨床研究を行った。特に病診連携の中心となるべき臨床科として、周囲
の開業医や関連病院と連携をし、この地域に根付いた臨床研究として Telemedicine を利用した患者管理に関する研究、PD の貧血治療
に関する他施設共同研究を開始した。
また、心臓内科山本教授、消化管内科今枝教授、腎臓内科岡田教授が中心となり、心臓内科、消化管内科、さらに腎臓内科に関す
る臨床研究を前年より継続して行った。
基礎研究： 腎疾患進展の機序に関して、その発症進展機序、治療に関する基礎研究を継続して行った。また、慢性腎不全の在宅療
法として広く普及している PD の腹膜障害進展機序、さらにその保護療法に関する基礎研究を継続して行った。また PD 感染症に関す
る疫学調査を臨床研究とともに行った。またアレルギーに関する基礎研究を小林准教授が中心となり、アレルギー喘息センターと連
携して行った。
3-2.研究グループ
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研究プロジェクト
これまでに行って来た個々の研究を継続して行った。個々の研究プロジェクトを以下に示す。
生活習慣病研究グループ
Telemedicine を用いた在宅医療の検討（中元秀友、小林威仁）
これまで行っていた遠隔医療監視システム（Telemedicine）を用いた家庭血圧、血糖、体重の監視システムを用いた各種大規模臨
床研究を継続して行った。家庭血圧での降圧効果を比較検討する研究成果をこれまでも各学会において発表してきた。さらに各種配
合剤の家庭血圧へ及ぼす影響の検討、さたに糖尿病性腎症に対する影響の研究等も糖尿病内科との共同研究として行った。さらに平
成 29 年より新しいタイプの腕時計式のモニタリングシステムを用いた新しいタイプの Telemedicine 装置を開発し、その有用性と開発
経過、臨床への応用を検討している。このシステムを用いた新たな臨床研究もスタートさせている。
在宅診療研究グループ
PD ネットワークの運営（中元秀友、小林威仁）
PD は末期腎不全患者に対する重要な在宅医療として広く認識されている。
PD患者等在宅患者のバックアップシステムの構築を行い、
広く一般開業医においても在宅患者の診療とモニタリングが可能となるシステムの構築を行っている。
その臨床実績の一つとして、すでにインターネット上に埼玉腹膜透析ネットワークというサイトをオープンしている。これは埼玉
県内全域を対象としたインターネット上のネットワークであり、総合診療内科が中心となってサイトの運営を行っている。現在埼玉
医科大学、所沢腎クリニック、防衛医科大学、さくら記念病院、武蔵嵐山病院、埼玉中央病院など多数の透析関連施設がこのネット
ワークに参加しており、医療施設、医師、看護師、栄養士、患者、さらにメーカーなどと一体となった埼玉県中心の地域ネットワー
クシステムを構築している。
このネットワークの事務局は埼玉医科大学総合診療内科にある。
この腹膜透析ネットワークを利用した、
病診連携による在宅透析患者の管理システムの構築、さらに展開を行った。特に腕時計式の IoT を用いた新しいタイプの Telemedicine
装置を開発し、その有用性と開発経過を学会等で発表した。ネットワークの名称：埼玉腹膜透析ネットワーク
http://www.saitama-capd.ne./index.html
慢性腎臓病対策プロジェクト（中元秀友、岡田浩一）
慢性腎臓病（CKD）は末期腎不全（ESRD）の原因として広く知られているが、さらに心臓血管合併症の重要な危険因子であること
が認識されるようになってきた。CKD に関しては腎臓専門医ばかりでなく、広く総合医や開業医との連携が重要であることが近年強
調されている。総合診療内科では、CKD 撲滅のために幾つかの臨床研究を近隣の開業医と連携を組み行っていく研究を中心とした病
診連携をすでに開始しており、今後さらに医療連携を含めて展開全国規模で展開している。
消化管内科プロジェクト（今枝博之）
これまで、早期消化管癌の内視鏡診断・治療の開発をテーマとした研究を行ってきた。内視鏡診断に関しては、特に自家蛍光観察
を用いた早期胃癌の検討や早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の異所性再発病変のサーベイランスに関して報告して
おり、本年も引き続き検討を行った。また、治療に関しては ESD をより簡便に施行が可能となるべく、把持鉗子による counter traction
を併用した ESD の手技を開発し、早期胃癌および早期大腸癌に対して継続して報告した。また、内視鏡的止血術の工夫やカプセル内
視鏡やバルーン内視鏡を用いた小腸内視鏡診断・治療、経皮内視鏡的胃瘻造設術後に極細径内視鏡を用いた経胃瘻的な内視鏡観察の
有用性に関しても報告した。新たな内視鏡機器の開発や内視鏡手技の開発を継続して行っている。詳細な内要については消化管内科
の年報参照。
循環器内科プロジェクト（山本啓二）
心臓内科の年報参照
漢方薬の臨床応用に関する検討（中元秀友、小林威仁）
臨床症状に対する漢方薬の有用性を検討している。さらにコンピュータを用いた新しい診断装置、さらに薬剤選択の仕組みを構築
している。小林威仁は臨床現場で西洋医学と東洋医学の連携を目指して新たなプロジェクトを開始しており、大野クリニックの大野
修嗣医師と共に臨床現場で使い安いマニュアルの作成を行ない発表した。これらの成果は定期的に勉強会などで発表している。
アレルギー診療プロジェクト（小林威仁）
呼吸器内科アレルギー喘息センターの永田真教授と共にアレルギー疾患の研究プロジェクトをスタートしている。特に好酸球のア
レルギー発症における役割に関する検討を積極的に行った。現在大学院生の齊藤航平助教、指導医として小林威仁を中心として基礎
研究ならびに臨床研究を活発に行いその成果を各種学会で報告している。
血栓止血センタ−プロジェクト（宮川義隆）
、
「溶血性尿毒症症候群（hemolytic uremic
血小板減少疾患の「血栓性血小板減少性紫斑病 (thrombotic thrombocytopenic purpura : TTP)」
」等の稀少疾患の臨床研究を積極的に行っている。医師主導治験なども中心的な立場で行い、日本における血栓止血
syndrome： HUS）
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に関する中心的な研究を積極的に行っている。
3-3.研究内容と達成度
今年度の目標であった年間 10 編以上の英文論文の発表を達成した。基礎研究に関しては、独自のプロジェクトをスタートしており、
その成果を学会で発表した。また呼吸器内科、腎臓内科との共同研究を引き続き行っている。また企業との共同研究をスタートして
いる。現在忙しい診療を行いながら全医局員協力のもと、可能な限りの研究業績を上げるよう努力をしている。このような状況下そ
れなりの成果は達成できたものと考えている。
総合診療内科は主として診療を目的で立ち上がった診療科であり、研究を積極的に行いうる体制にはなっていなかった。現在はス
タッフの増員に伴い、幾つかの研究グループを立ち上げ、臨床研究を中心に研究をスタートしている。今後は、現在行っている研究
を継続して行って行く事、さらにそれを論文としてまとめて行く事を目標としたい。
今年度の達成率は 90％と考えている。
3-4.自己評価と次年度計画
現在の総合診療内科は開設後人員の増員に努力し、可能な限りの基礎ならびに臨床研究を継続して行っている。今年度は英文論
文数も 10 以上となり、それなりの成果を上げることができた。また邦文論文では原著、著書をあわせて 20 編以上の論文発表を行っ
ている。また公的研究費の獲得が着実にできるようになったことも大きな進歩である。今年の成果は 90％の達成率と評価したい。
次年度目標として、さらに公的研究費をしっかり取得し基礎研究の成果を英文論文として発表すること、さらに臨床研究は全国規
模の大規模臨床研究を幾つかスタートさせたい。具体的な目標として、きちんと成果をまとめて行く事、特に英文雑誌に 20 編の論文
を掲載することと考えている。

４. 診療
平成 31 年度は「総合診療内科」として新しい東館を中心に活動し、病棟運営に力を入れた一年であった。さらに東館 G の初診なら
びに再診患者の外来診療、さらに東館 4F 病棟を中心に病棟運営を積極的展開してきたが、2019 年５月には新たに２B３F 病床を開設
し 85 床（現在 78 床）の病床を運営している（HCU8 床を含む）
。ECPC における時間外診療体制も 14 年目となり ECPC との連携を中心に
順調に行った。
「総合診療内科」の特徴として、しっかりした外来診療のできる医師を育成し、臨床の現場で「総合診療」を実践して
行くことにある。本年度はまだまだ十分なスタッフの確保が困難な状況下、総合診療内科の医師が中心となり、問題なく外来診療を
運営することができた。その意味では本年度の目標達成は９０％と評価した。
この数年の大きな変化は心臓内科山本教授と消化器内科今枝教授、さらに血液内科の宮川教授、老年内科の橋本教授の参加に伴う、
循環器、消化器、さらに血液チームの充実である。このように総合診療内科自体の体制が刻一刻大きく変化している。このような激
動の中、さらなる診療部門の拡張と充実にむけ、努力をして行きたい。
最後に今後の課題を考える。当科の新しい外来診療の特徴として、すべての初診患者を「総合診療内科」で診察し、必要とあれば
専門性の高い「専門医」へ紹介する。そして大学病院の総合診療科の重要な役割は、
「総合診療」ができる優秀な「総合医」を育成す
ることにある。そのためにきちんとした教育体制の確立、そしてそれを支えるスタッフの充実が急務である。そのためにも次年度も
引き続き優秀な専属スタッフの拡充と、入院ベッドの活性化と拡充、スムーズな他科との連携の確立を第一目標としていきたい。
今後も皆様のご協力をお願いして最後としたい。

５. その他
5-1.自治体、政府関連役員の有無 中元秀友： 厚生労働省腎疾患対策検討会委員（平成 29 年 10 月１日より）、中元秀友： 国立
研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）ゲノム医療推進プラットフォーム課題評価委員（平成 30 年２月１日より）
5-2.学術誌、編集委員、査読委員の有無
学術誌編集委員長、編集委員
中元秀友：Renal Replacement Therapy Associate Editor
中元秀友：Ther. Apher. Dial. AEditor
中元秀友：日本腹膜透析学会学術誌編集委員長
中元秀友：日本急性血液浄化学会雑誌編集委員
5-3.その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし。

６.業績
6-1.総合診療内科平成 30 年度（2019 年）業績記
英文論文
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①

Nakamoto H: The Current Status and Future of Peritoneal Dialysis in Japan. Contrib Nephrol 198: 78-86, 2019.

②

Nakamoto H, Kobayashi T, Noguchi T, Kusano T, Ashitani K, Imaeda H, Maezono M: Prevalence and Severity of Itching in Patients with
End-Stage Renal Disease: Treatment with Nalfurafine Hydrochloride. Blood Purif. 47 Suppl 2:1-5, 2019.

③

Nakamoto H, Yu XQ, Kim S, Origasa H, Zheng H, Chen J, Joo KW, Sritippayawan S, Chen Q, Chen HC, Tsubakihara Y, Tamai H, Song SH,
Vaithilingam I, Lee KW, Shu KH, Hok King Lo S, Isono M, Kurumatani H, Okada K, Kanoh H, Kiriyama T, Yamada S, Fujita T: Effects
of sustained-release beraprost in patients with primary glomerular disease or nephrosclerosis: CASSIOPEIR study results. Ther Apher
Dial. 2019 May 24: 42-55 doi: 10.1111/1744-9987.12840. [Epub ahead of print]

④

Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Takaya I, Takeru K, Tomohiro N, Nakamoto H, Imaeda H: Endoscopic Features and Diagnostic
Procedures of Eosinophilic Gastroenteritis. Intern Med. 2019 Aug 1, 51: 2167-2171. doi:10.2169/internalmedicine. 2298-18. [Epub
ahead of print] PMID: 30996166.

⑤

Kobayashi T, Soma T, Nakagome K, Nakamoto H, Nagata M: Comparison of extra-fine-particle inhalational corticosteroid add-on therapy
with dose-escalation of large-particle inhalational corticosteroid therapy in patients with incompletely controlled asthma.
Allergol Int. 2019 Sep, 68S: S17-S19. pii: S1323-8930(19)30069-3. doi: 10.1016/j.alit.2019.05.008. [Epub ahead of print] No abstract
available.

⑥

Imaeda H, Yamaoka M, Ohgo H, Soma H, Ashitani K, Miyaguchi K, Tsuzuki Y, Hosoe N, Nakamoto H: A randomized control trial of adenoma
detection rate in Endocuff-assisted colonoscopy versus transparent hood-assisted colonoscopy. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep:
34: 1492-1496. doi: 10.1111/jgh.14771. [Epub ahead of print]
(ア) PMID: 31254485.

⑦

Inoue T, Kusano T, Amano H, Nakamoto H, Okada H: Cellular communication network factor 2 (CCN2) promotes the progression of acute
kidney injury to chronic kidney disease. Biochem Biophys Res Commun. Sep 10; 517(1): 96-102, 2919.

⑧

Tsuruya K, Shimazaki R, Fukagawa M, Akizawa T; Evocalcet Study Group: Efficacy and safety of evocalcet in Japanese peritoneal
dialysis patients. Clin Exp Nephrol. 2019 Apr 6; 23: 739-748 doi: 10.1007/s10157-019-01692-y. [Epub ahead of print]
(ア) PMID: 30955188

⑨

Abe M, Hamano T, Hoshino J, Wada A, Nakai S, Hanafusa N, Masakane I, Nitta K, Nakamoto H: Predictors of outcomes in patients on
peritoneal dialysis: A 2-year nationwide cohort study. Sci Rep. 2019 Mar 8;9(1): 3967. doi: 10. 1038/s41598-019-40692-6. PMID:
30850727

⑩

Sakurada T, Ueda A, Komukai D, Uchiyama K, Tsujimoto Y, Yuasa H, Ryuzaki M, Ito Y, Tomo M and Nakamoto H: Outcomes after peritoneal
dialysis catheter placement by laparoscopic surgery versus open surgery: systematic review and meta-analysis. Renal Replacement
Therapy volume 5, Article number: 37-50, 2019.
その他多数の論文、学会発表、講演を行った。
総数：論文 52（英文 15、邦文 37）
、学会発表 45、講演 86
6-2.獲得研究費
1. 平成 30 年度 (2018 年度) 基盤研究(C)(一般)
「2025 年問題打破に向けて、テレメディスンと IoT を用いた最新システムの確立」
研究代表者：中元秀友
研究分担者：小林威仁、野口哲、飯田慎一郎、廣岡伸隆、青柳龍太郎、中山智博、齊藤航平
2. 2019 年度 AMED 長寿・障害総合研究事業
プログラム名 長寿科学研究開発事業
「高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始/見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医療・ケアの構築」
2019 年 4 月 1 日より 2021 年 3 月 31 日
研究代表者 学校法人川崎学園 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学教授 柏原直樹
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研究分担者 中元秀友 他
6-3.受賞
該当なし
6-4.特許、実用新案
該当なし
6-5.学会、研究会、セミナー等の開催実績
スキルアップセミナーを 6 回開催
第 22 回スキルアップセミナー 2019/6/6（木）
第 23 回スキルアップセミナー 2019/7/4（木）
第 24 回スキルアップセミナー 2019/9/14（土）
第 25 回スキルアップセミナー 2019/10/10（木）
第 26 回スキルアップセミナー 2020/1/10（金）
第 27 回スキルアップセミナー 2020/2/20（木）

18：50～ 坂戸グランドホテル WIN（坂戸）
19:00～ 埼玉医科大学 第 4 講堂
18：50～ 農園ホテル（秩父）
19:00～ ﾍﾞﾙｳﾞｨﾃﾞｨｱﾅﾏﾘｴｰﾙ（東松山）
19:00～ ウエスタ川越（川越）
18：50～ ﾎﾃﾙﾍﾘﾃｲｼﾞ（飯能）

スキルアップ WEB セミナーを開催
2019/10/31(木)19:00～
2020/3/19(木)18:30～

７. 自己点検・評価
7-1 本年度の点検•評価結果
教育：90 点
研究：90 点
診療：90 点
本年度は「総合診療内科」開設後 14 年目の年であった。これまでの東館４F 病棟以外に２B３F 病棟の開設もあり、教育、研究、診
療に充実した一年であった。実積もそれなりに挙げる事ができたと考えている。
7-2 次年度の改善計画
教育については、優秀な指導医スタッフの獲得、そして育成である。そのためにも、しっかりとした教育システムの構築と運営
を行って行く。特に学生教育、大学院生の教育を充実させる。研修医、医局員教育に関しても引き続き全医局員で取り組んで行く。
研究については地域の病院や開業医の先生がたと、この地域に根付いた臨床研究を行う。さらに公的研究費を確実に取得し、そ
れによって幾つかの臨床研究、さらに動物実験を含めた基礎研究を進めて行きたい。研究成果は積極的に学会で発表し、論文とし
て成果を示して行きたい。また若手の医師と指導医が連携して症例報告などの学会発表や論文掲載を行って行きたい。
診療については来年度はさらなる診療の充実を最大の目標とし病棟稼働率 100%以上、
「総合診療内科」専任の医師の確保と、診療
内容特に診療体制、研究体制、教育体制の充実に努めて行きたい。
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1．12）消化器・一般外科
１．構成員
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）:教授：運営責任者：診療部長：教育主任：消化器一般外科：博士

淺野

博（ASANO，Hiroshi）：准教授：病棟医長：消化器一般外科：博士

小川

展二(OGAWA Nobuji)：客員教授：消化器一般外科

深野敬之(FUKANO Hiroyuki):助教
伏島雄輔(FUSEJIMA Yuusuke) :助教
荻野直己(OGINO Naomi)：非常勤医師
小島和人(KOJIMA Kazuto)：非常勤医師
高木誠(TAKAGI Makoto) :助教
菅野優貴(KANNO Yuuki) :助教
髙山哲嘉(TAKAYAMA Tetsuyoshi) :助教
森岡真吾(MORIOKA Shingo) :助教
矢島沙織(YAJIMA Saori)：非常勤医師
宇治亮佑(UJI Ryousuke) :助教
細井良枝(HOSOI Yoshie）:助教
鈴木将臣(SUZUKI Masaomi) :助教

２．教育
2-1．目的･目標
医師国家試験の合格とともに医師として必要な知識や技術の習得を目標としている。また卒後教育では様々の症例を経
験することにより一般外科および消化器外科分野において幅広い知識と治療を経験することが可能となる。特に primary
care を含めた優れた臨床医の育成を行うことが我々の目標である。
2-2．教育内容（担当者）
医学生の卒前教育としてはベッドサイドラーニングに重点を置き、毎朝行われる症例検討カンファレンスと朝晩の患者
回診、そして多数の手術に助手として参加し実習中に研修医と同等の指導を受けることにより臨床医として必要な姿勢を
養うことが出来る。学生講義では3 ～ 6 年生を対象に外科学総論、消化器外科・一般外科（上下部消化管、肝臓、胆道系、
膵臓、甲状腺・内分泌系、急性腹症、腹壁・横隔膜疾患など）を担当している。
当科の卒後教育システムは数人のスタッフおよびシニアレジデント（卒後3～6年目）とジュニアレジデントによってチ
ームとなり受け持ち体制をとっている。教授，准教授や講師の意見や指導の下に臨床経験を積んでいく。年間1235人の入
院患者に対応し専門性にこだわらず様々な症例を担当し、典型的な症例だけでなく合併症を持つ患者に対しても処置や治
療、術前術後管理を経験する。毎朝、前日の手術症例と入院患者，術前症例に関するカンファレンスを行っている。また
手術手技の教育及び技術向上のため模型を使った皮膚縫合と腸管吻合や外科系希望医師を対象として腹腔鏡下手術トレー
ニング施設でのブタによる腹腔鏡下手術の体験と開腹・閉腹や腸管吻合操作を実体験し臨床においてのデモンストレーシ
ョンを行っている。
2-3．達成度
卒前教育においては当科で行う実習は研修医やレジデントとともに患者回診や症例検討会、定期だけでなく緊急手術を
助手として介助する事により数多くの症例を経験する事ができた。
卒後教育においては胃癌、大腸癌、肝胆道系疾患などの数多くの症例を経験することにより、定型的な症例だけでなく
様々な合併症を持つ患者についても術前術後の適切な管理が行なわれ、また、手術を必要とするような急患に対する対応
も数多く経験できた。外科専門医ならびに消化器外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは十分可能である。研修医
を対象とした外科トレーニングは初めから患者を対象とするのではなく、創傷治癒の仕組みや外科において使用する器械
の説明を講義した後に皮膚や腸管の模型を用いたDry training を行い、ついでstep up としてWet training を行ってい
る。これは全身麻酔下でのブタを用いた実習であり、開腹・閉腹操作、腸管縫合、脾臓摘出や腹腔鏡下手術を実践するこ
とによって患者への安全な治療の導入が可能となっている。
2-4．自己評価と次年度計画
学生教育では特にＢＳＬの実習中に外科に興味持ってもらう事をモットーに一人一人の学生を指導している。手術の助
手として実際に手術介助を行いながら医師として必要な解剖学や癌病巣などの病変部を視覚的に確認するだけでなく直接
触ることにより興味と理解を促すことが出来たと思われる。卒後教育では数多くの症例を経験している。また研修医を対
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象とした講義とDry training、Wet training は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けと
なっている。次年度は更に初期研修医に多くの症例を経験してもらい外科学の全般的な知識の理解を促す。さらに外科後
期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実させる
ことである。

３．研究
3-1．目的・目標
当教室では常に臨床応用可能な研究テーマを考案している。そして，外科治療の進歩に貢献出来る結果を出すことが目
標である。
3-2． 研究グループ(研究プロジェクト)
①

外科感染症

②

Oncologic emergency
3-3．研究内容と達成度

①

SSIはひとたび発症すると入院期間の延長や医療費の増加など医療に及ぼす影響は大きく、その予防のためさまざまな

②

Oncologic emergencyは救命とともに癌の根治性も並行して治療にあたる必要がある。これらの疾患の治療指針を確立

対策が講じられている。術前のリスクごとのSSI発生率やその対策を明確にする。
する。
3-4．自己評価と次年度計画
研究の成果は，外科学会をはじめいくつかの学会にて報告し評価を受けている．更に、膨大な臨床データをもとに研究
テーマを広げてゆく予定である。

４．診療
埼玉県西部をはじめ近接する地域に対し地域医療に貢献する為に，24 時間体制で患者を受け入れ、適切な治療を行う
体制をとることを目標としている。令和元年度の手術総数943件であった。
当教室の特徴は教授・准教授・講師と共にスタッフとレジデント全員が一丸となり患者の治療を行っている。多数の臨
床経験をもとにエビデンスに基づいた治療を行いさらに新しい技術を導入により学会活動においても数多くの報告を行っ
ている。新研修医制度においては2ヶ月間の外科研修により定型的な症例以外にも様々な合併症を持つ患者や複雑な病態を
持つ患者を経験する事により臨床医としての幅の広い医師の育成に大きく貢献することが目標である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当無し
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①

Saori Yajima, Hiroshi Asano, Hiroyuki Fukano, Yasuhiro Ohara, Nozomi Shinozuka、Chih-Ping Li, Taketo Yamada.
Necrosis Of the small intestine leading to ａ

diagnosis of polyarteritis nodosa：a case

report. Journal

of Medical Case Reports. 2019; 13(1): 55.
②

菅野優貴、篠塚 望、市村隆也、佐々木惇. Clostridium

perfringens 感染症により高度溶血を呈し急激な経過で死

亡した転移性大腸癌穿孔の 1 例. 日本外科系連合学会誌

2019; 44 (4): 774-779.
【総数：論文 2 件、学会発表 21 件】

6-2．獲得研究費
該当無し
6-3．受賞
該当無し
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6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当無し

７．自己点検・評価
7-1.
診療、研究、教育の各領域において目標はおおむね達成されているものと考えている。
7-2.
近年外科志望者が減少しているといわれている。外科に興味を持つような学生教育が将来外科研修希望者や将来外科医
を目指す若者が増加する要因の一つ考え、今後は学生教育の充実によって研修医の増加や外科の発展につなげていきた
い。
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1．13）血管外科
１．構成員
松本春信（MATSUMOTO Harunobu）: 教授：運営責任者：診療科長：血管外科全般：博士

２．教育
2-1．目的･目標
優れた臨床医の育成とともに、外科基本手技・周術期管理ならびに血管疾患の診断、治療学の習得を目標としている。
2-2．教育内容（担当者：松本春信）
卒前教育：4 年生の OSCE 前実習に参加し、外科基本手技の指導を行う。ＢＳＬに対しては、消化器一般外科実習中に、
カンファレンスや実際の症例を通じて、疾患の理解を深めるとともに外科基本手技の指導などを行う。
卒後教育：初期臨床研修医に対し、外科基本手技、周術期管理の実際に加え、臨床医に必要な血管疾患の診断、初期
治療の教育を目標とする。外科修練医に対しては、外科専門医取得基準を満たす十分な血管疾患症例を受け持ち、一般
外科医に必要とされる血管疾患の知識ならびに診療経験・手術手技の習得を目標とする。
2-3．達成度
卒前教育：4 年生の OSCE 前実習を通じて、外科基本手技である結紮・縫合を指導した。また、消化器一般外科実習の
ＢＳＬ教育に参加した。
卒後教育：消化器一般外科研修中の初期臨床研修医ならびに外科修練医の指導に参加した。
2-4．自己評価と次年度計画
2019 年は診療科としての当科の活動初年度ではあったが、消化器一般外科と連携することにより、学生実習に参加す
ることができた。
次年度は、実習に加え系統講義など卒前教育に積極的に参加して、血管疾患および診療の理解を深められるような医
学教育を目指したい。また、卒後教育においても、すぐれた外科医育成を目指し血管外科学の教育に努めたい。

３．研究
3-1．目的・目標
対象は四肢末梢血管疾患を対象とした臨床研究を目標としている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
１ 包括的重症下肢虚血の至適血行再建法およびその工夫
２ 難治性静脈性潰瘍の外科治療の検討
３ バスキュラーアクセス不全に対する外科治療の検討
3-3．研究内容と達成度
四肢血管疾患およびバスキュラーアクセス不全治療に取り組みながら、臨床データの蓄積を行っている。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床データの蓄積が開始されたばかりである。次年度以降、データの解析ならびに研究成果の公表を目指している。

４．診療
当科は、本年度から血管疾患全般、特に四肢末梢血管疾患の診療を中心に診療を開始した。診療目標は、血管疾患
治療における地域社会の中核的組織となるよう、専門医として質の高い医療を提供することである。年間手術件数は
139 件で、その内訳は、腹部大動脈手術、下肢動脈閉塞症に対する血行再建、下肢静脈瘤手術、内シャント関連手術
であった。下肢静脈瘤手術では血管内焼灼術を導入し、四肢血行再建症例では安静時疼痛や虚血性創傷を伴う重症例
が主体であったが、今年度の診療内容、治療成績は満足できるものであった。今後、症例の増加が見込まれるが、さ
らなる診療の充実と治療成績の向上が課題である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本血管外科学会雑誌 査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
・松本春信：日本脈管学会 評議員
講演
①松本春信. 閉塞性動脈硬化症の外科的治療の現状.第 19 回群馬血管疾患治療懇話会：前橋：2019/11

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hori D, Kusadokoro S, Kitada Y, Kimura N, Matsumoto H, Yuri K, Yamaguchi A. Prosthesis selection for aortic
valve replacement in patients on hemodialysis.Gen Thorac Cardiovasc Surg.2020;68(2):122-128
② Okamura H, Kimura N, Mieno M, Matsumoto H, Yuri K, Yamaguchi A.Sutureless repair for postinfarction left
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ventricular free wall rupture.J Thorac Cardiovasc Surg. 2019;158(3):771-777
北田 悠一郎, 松本 春信 . 慢性塞栓症の放置で足趾自然脱落に至りその後破裂した膝窩動脈瘤の 1 例. 日本臨床
外科学会雑誌 81 巻 2 号: 239-242:2020
【総数：論文 3 件、学会発表 0 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし。
6-3．受賞
該当なし。
6-4．特許、実用新案
該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし。
③

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
今年度は、教育・研究・診療と決して十分な活動ができたとは言えないものの、当科開設初年度としては遜色ない
ものであったと考える。
7－2．次年度の改善計画
教育においては、卒前教育における系統講義、実習への介入と卒後教育における血管外科診療指導の充実をはかり、
優れた臨床医の育成に取り組んでゆく。研究面では、臨床データの蓄積を継続と検討を行い、その成果の公表を目標
とする。診療においては、さらなる診療の充実と治療成績の向上に取り組み、血管疾患治療における地域社会の中核
的組織となるよう、専門医として質の高い医療を提供することを目指す。
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1．14）乳腺腫瘍科
１．構成員
大崎昭彦 (OSAKI, Akihiko)*：教授：乳癌の予後因子と効果予測因子、手術手技：診療部長、教育主任、研究副主任：指
導教員（大学院）
：博士
北條 隆(HOJO, Takashi)*：教授：乳癌の手術手技、術後サーベイランス：教育員、研究員：指導教員（大学院）：博士
(2019.5.1～)
淺野 彩（ASANO, Aya）:助教：乳癌の薬物療法、薬物療法の画像効果予測：教育員、研究員：博士
*国際医療センター兼担

２．教育
2-1．目的･目標
乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する。診断面では乳腺疾患に対する正確な診断能力と診断技
術を習得する。治療面では外科的基本手技の習得をするとともに特に乳癌の外科的治療につき理解し技術を習得する。最
終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である。大学院教育においては乳腺外科学・
腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し、さらに最先端の診療について理解し、乳腺腫瘍学領域の臨床的研究が行える人材
の育成を行う。
2-2．教育内容（担当者）
乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については、単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる。画像診断は、ま
ず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ、エコーの読影能を身につけ、
CT、MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる。毎週行われるカンファレ
ンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し、要点を人に伝える技術も習得でき、術
後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・再発乳癌の薬物療法の治療アルゴリズムも理解できる。近
年、話題にのぼることの多い遺伝性乳癌や多遺伝子遺伝子パネル検査についても理解させる。
医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し、6 年生を対象にした講義では、医師の一般常識とし
て身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ、臨床に即した画像診断、外科
的療法、薬物療法についても言及する。5 年生を対象とした BSL、クリニカル・クラークシップではケース・プレゼンテー
ションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる。大学院教育においては、乳がんの治
療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し、予後因子と予測関係の違いを理解させる。こうしてバイオマー
カーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラメイド治療につながる遺伝子解析についての研究を行う。
2-3．達成度
前期研修のローテーターにはクルズスを組み、①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画像診
断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法＆ホルモ
ン療法）⑩遺伝性乳癌および遺伝子パネル検査の内容で講義を行った。個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い、
基本的なマンモグラフィとエコーの読影を習得させることができた。手術の第２助手を務めさせ、基本的な外科手技であ
る縫合、糸結びを単独で施行可能になるまで指導できた。
2-4．自己評価と次年度計画
短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた。学生には限られた講義のなかで外科の
魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え、少しでも興味を持たせたい。5 年生のクリニカルク
ラークシップ、6 年生のアダバンストクラークシップでは診療での魅力に加え、自分のキャリアパスを考える場として色々
なアドバイスを提供したい。研修医、特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し、治療面での当科の魅力を
さらにアピールしたい。

３．研究
3-1．目的・目標
研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に、基礎と臨床を結びつける translational research を中心に研究
を行っている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義②ER 関連蛋白とホルモン耐性の基礎的研究③乳癌診療
ガイドライン作成のためのデータベース構築④乳癌におけるマウス移植モデルを用いた治療効果に関する研究⑤治療効果
の画像診断および病理診断⑥高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する研究⑨併存疾患を有する乳癌の生物学的特徴に関
する研究⑦乳癌間質の組織形態像および生物学的性状に基づく癌悪性度に関する研究⑧若年性乳癌と家族性腫瘍に関する
研究⑨形態病理学的 tumor budding (TB) の予後因子としての重要性⑩浸潤性乳管癌における vimentin 発現の有用性およ
び悪性度亢進機序の解明
3-3．研究内容と達成度
ホルモン抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い、新たな因
子の臨床的意義について研究を進めている(乳癌における化学療法ならびにホルモン療法耐性に関与する因子の発現に関
する臨床病理学的研究)。浸潤性乳癌の形態病理学的因子(tumor budding、vimentin など)を多くの症例で確認し予後因子
としての有用性を再検討する研究を進めている。
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3-4．自己評価と次年度計画
スマートフォンアプリを用いたがん患者支援システムの構築と proactive symptom monitoring 評価を実際に行い、外来
診療にて多くの情報を収集し患者への feedback ができた。ホルモン療法耐性にかかわる ER 関連蛋白の研究を柱にしてさ
らに研究を推し進め、症例を蓄積している。2015 年 4 月より始まった家族性乳癌卵巣癌症候群（Hereditary Breast Ovarian
Cancer: HBOC）に関する取り組みは遺伝外来も軌道に乗ってきており、BRCA 遺伝子変異の検索数も増加しがんゲノム医療
の推進の一翼を担った。次年度は、がんゲノム医療をさらに推し進め BRCA 遺伝子変異の有無に基づいた予防的乳房切除な
どの治療も行う予定である。

４．診療
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり、新患患者数、手術症例数ともに右肩上がりに増えている。手術はほとん
どが国際医療センターで行っているが、乳房温存術、センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な治療を行うこ
とで入院日数短縮に貢献している。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
大崎昭彦は日本乳癌検診学会、日本乳がん検診精度管理中央機構の理事とし活動し乳癌の診断、治療両面から活躍して
いる。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
佐伯俊昭は International Journal Clinical Oncology, Breast Cancer の査読委員を務めている。 大崎昭彦は Breast
Cancer の査読委員、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会誌の編集委員, 日本乳癌検診学会誌の編集委員長を
務めている。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
地域の乳がん検診に一部参画しており、近隣の医師会や薬剤師会への学術的講演の依頼もあり、社会的貢献も行っている。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Koji Matsumoto, Masato Takahashi, Kazuhiko Sato, Akihiko Osaki , Toshimi Takano, Yoichi Naito, Kazuo
Matsuura, Kenjiro Aogi, Kimiko Fujiwara, Kenji Tamura, Motoi Baba, Shinya Tokunaga, Gen Hirano, Shigeru
Imoto, Chieko Miyazaki, Kazuhiro Yanagihara, Chiyo K Imamura, Yasutaka Chiba, Toshiaki Saeki. A
Double-Blind, Randomized, Multicenter Phase 3 Study of Palonosetron vs Granisetron Combined With
Dexamethasone and Fosaprepitant to Prevent Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients With
Breast Cancer Receiving Anthracycline and Cyclophosphamide. Cancer Med 2020 May;9(10):3319-3327.
②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

Takumi Gohara, Makoto Komura, Aya Asano, Takaki Emura, Kazuko Obana, Toru Kikuchi, Hironobu Yonekawa,
Hiroaki Komuro, Tetsuro Kodaka, Kan Terawaki, Toshiaki Saeki, Akihiko Osaki, Chih-Ping Li, Keisuke
Ishizawa, Takahiro Hasebe, Hitoshi Tsuda, Atsushi Sasaki. A Case of Secretory Breast Cancer in a 6 Year-Old
Girl: Is It Possible to Make a Correct Preoperative Diagnosis? Breast Cancer 2020 Jan 30.doi:
10.1007/s12282-020-01056-5. Online ahead of print.
Shimazu K, Tanei T, Tamaki Y, Saeki T, Osaki A, Hasebe T, Tomita Y, Daito M, Kobayashi M, Noguchi S.
Performance of a new system using a one-step nucleic acid amplification assay for detecting lymph node
metastases in breast cancer. Med Oncol. 2019 May 6;36(6):54.
大崎昭彦. J-START について．超音波で拾う乳がん検診、佐伯俊昭、矢形 寛編、医学と看護社 8-11、2019.
長谷部孝裕、杉山迪子、島田浩子、杉谷郁子、淺野 彩、上田重人、佐野 弘、近藤奈美、川崎朋範、大崎昭彦、
佐伯俊昭：脈管内腫瘍塞栓-乳癌の浸潤・転移における役割．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/11，東京
島田浩子、長谷部孝裕、杉山迪子、杉谷郁子、淺野 彩、佐野 弘、近藤奈美、上田重人、川崎朋範、大崎昭彦、
佐伯俊昭：癌間質と腫瘍内マクロファージの密接な関係について．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/11，
東京
一瀬友希、上田重人、大崎昭彦、淺野 彩、島田浩子、杉谷郁子、佐野 弘、近藤奈美、藤堂真紀、佐伯俊昭：
再発乳癌患者のイブランス治療による好中球および血小板減少症マネージメントに関する後方視的検討．第 27 回
日本乳癌学会学術総会，2019/7/12，東京
藤堂真紀、上田重人、高橋孝郎、大崎昭彦、佐伯俊昭：スマートフォンアプリを用いたがん患者支援システムの
構築と proactive symptom monitoring．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/13，東京
淺野 彩、上田重人、久慈一英、山根登茂彦、島田浩子、杉谷郁子、佐野 弘、近藤奈美、高橋孝郎、大崎昭彦、
佐伯俊昭：18F-Fluoro-misonidazole PET/CT を用いた乳がんにおける腫瘍低酸素の臨床的意義．第 27 回日本乳
癌学会学術総会，2019/7/13，東京
貫井麻未、大崎昭彦、杉山加奈子、柳川裕希、藤本章博、淺野 彩、島田浩子、佐野 弘、近藤奈美、松浦一生、
北條 隆、高橋孝郎、長谷部孝裕、佐伯俊昭：高度炎症と貧血を契機に発見された胎児性癌への分化を示す乳が
んの１例．第 29 回日本乳癌検診学会学術総会, 2019/7/13，東京
【総数：論文 5 件、学会発表 17 件、講演 3 件】
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6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療面では、超音波ガイド下の乳腺吸引式針生検術（バコラ）に加え、ステレオガイド下乳腫吸引式針生検術もコン
スタントに行えるようになった。
研究面ではスタッフ数が少ないために臨床に時間を費やされることが多く、決して十分とはいえないが、学会発表や
論文の業績は昨年並みにできた。基礎と臨床の溝をうめ、橋渡しとなるべくユニークな立場をとり、この点においてさ
らに特色を鮮明にし、貢献したいと考えている。今後は，国際医療センターとのさらなる協力体制を築きたいと考えて
いる。
7－2．次年度の改善計画
日高との密な連携ものもと、治療面でがんゲノム医療を臨床に feedback する形で BRCA 遺伝子変異の有無に基づいた
予防的乳房切除などの治療の推進、研究面では新たな基礎研究、臨床研究の発案と実行。
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1．15） 呼吸器外科
１．構成員
二反田博之（NITANDA, Hiroyuki）*:講師:研究員：大学院教員（大学院）
：肺癌の手術 、気胸の治療 、気管支鏡の検
査と治療：博士
*国際医療センター兼担

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」医学生は基本的な医学知識と呼吸器外科領域の専門的知識を学び 、手術見学から外科の基本手技を知る 。
またクリニカルクラークシップにおいて患者との面接や診察を体験する 。
「卒後教育」研修医は臨床医として必要不可欠な呼吸器外科領域の知識と技術を習得する 。個々の症例の診断と治療
の経験から地方会や研究会などの学会発表を行う 。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育として医学生 3 年生の臨床講義 、試験問題の作成を行う 。クリニカルクラークシップにおいてはケースプレ
ゼンテーションの手法を習得できるように教育指導する 。
卒後教育として初期ないし後期研修医に対して 、外科の基本手技を習得し 、実臨床の中で呼吸器外科領域の検査 、
診断 、治療を経験させる 。特に後期研修医に対しては生検や気胸などの手術を執刀する機会を与える 。
2-3．達成度
卒前教育に関して担当する臨床講義を計画通り実施して試験問題も作成した 。しかしながら大学病院においては臨床
実習を担当する機会はなかった 。
卒後教育に関して大学病院において初期および後期研修医の指導に携わる機会はなかった 。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育については次年度も医局員による教育指導体制を維持する 。
卒後教育については大学病院に所属する初期および後期研修医が呼吸器疾患に関わる検査や侵襲的処置を行う際には医局
員が直接指導する体制を確立する 。

３．研究
3-1．目的・目標
日高キャンパスにおいては原発性肺癌に対する完全胸腔鏡下手術 、転移性肺腫瘍に対する術式の工夫 、さらに自然気
胸に対する術後再発を予防するための工夫など 、実地臨床で有用な研究を行っている 。

①
②
③

3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
肺癌の治療に関する研究
合併症とその対策に関する臨床研究
肺移植に関する研究

3-3．研究内容と達成度
① 肺癌治療に関する研究として 、1 期肺癌の術後補助化学療法に着目しユーエフティ療法と EGFR 遺伝子変異の関わり
について学会報告を行った 。(70%)
② 合併症とその対策に関わる臨床研究として 、局所陰圧閉鎖法を用いた術後気管支断端瘻の治療について論文を作成中
である 。
（80％）
③ 肺移植に関する研究として 、外来で行う免疫抑制剤の効率的なモニタリングを模索しており症例蓄積の段階である 。
（20%）
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究課題に関する中間報告として学会報告を行うことができた 。次年度は論文作成に向けて研究を継続発展して
いく 。

４．診療
当科の診療対象は胸部疾患全般で 、主に原発性肺癌 、転移性肺腫瘍 、気胸などが挙げられる 。今年度は内科的診断
が困難なびまん性肺疾患の生検と気胸に対する手術治療を行い 、術後経過は満足のいくものであった 。次年度も合併症
の少ない手術と満足度の高い医療の提供を目指していく 。
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５．その他
5-1．自治体 、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌 、編集委員 、査読委員の有無
日本呼吸器内視鏡学会誌編集委員
5-3．その他 、社会あるいは医学貢献に関わる業務
東京電子専門学校臨床工学科非常勤講師

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 二反田博之ら．肺癌術後補助化学療法の現状と課題～UFT 療法と EGFR 遺伝子変異．第 36 回日本呼吸器外科学会学
術集会 2019.5.16（大阪）
【総数：論文 0 件 、学会発表 1 件 、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許 、実用新案
該当なし
6-5．学会 、研究会 、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
臨床 、教育 、研究に関して医局員の努力によって概ね目標は達成されたと思われる 。臨床に関して術後合併症や手
術関連死亡がなく 、当科の総合的な臨床能力が向上していると判断する 。教育に関して学生講義に力を入れ学生からも
高い評価を得た 。研究に関して限られた時間の中でも継続的に学会発表を行うことができた 。
7-2．次年度の改善計画
今後も国際医療センターとの協力体制のもと臨床 、教育 、研究の各方面でさらなる拡充を図っていく 。
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1．16）小児外科
１．構成員
古村

眞（KOMURA, Makoto） ：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：教育副主任：大学院教員（大学院）
： 小
児外科、再生医療：博士
尾花和子 （OBANA, Kazuko） ：教授：診療副科長：研究副主任：教育主任：代表指導教員（大学院）小児外科： 博
士
江村隆起 （EMURA, Takaki） ：准教授：大学院教員（大学院）
： 小児外科： 博士
花田 学（HANADA, Manabu） ：助教：研究員
宮國憲昭（MIYAGUNI, Kazunori） ：助教：研究員
広原和樹（HIROHARA, Kazuki） ：助教：研究員
高橋茂樹 （TAKAHASHI, Sigeki） ：客員教授：博士
小室広昭 （KOMURO, Hiroaki） ：客員教授：博士
佐竹亮介 （SATAKE, Ryousuke） ：客員講師：研究員：小児外科：博士
鈴木啓介 （SUZUKI, Keisuke） ：客員講師：研究員：小児外科：修士
池袋賢一（IKEBUKURO, Kenichi） ：非常勤講師：研究員：博士
米川浩伸 （YONEKAWA, Hironobu） ：非常勤講師：博士
寺脇 幹 （TERAWAKI, Kan） ：非常勤講師：博士
中野美和子（NAKANO, Miwako） ：非常勤講師：博士
多田 実 （TADA, Minoru） ：非常勤講師：博士
川嶋 寛 （KAWASHIMA, Hiroshi） ：非常勤講師：修士
田中裕次郎（TANAKA, Yujirou） ：非常勤講師：博士
畑中 玲 （HATANAKA, Rei） ：非常勤医師
合原 巧 （GOHARA, Takumi） ：非常勤医師

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：小児外科の基本的な疾患について、知識を習得する。BSL では、受け持ち患者の病態・治療方針が理解 で
きるようにする。また，外科基本手技について学び実施できるようにする。
卒後教育：初期研修医は、小児外科疾患について広く学び、カンファレンスで受け持ち患者のプレゼンを行い、上級医
との討議に参加できるようにする。また，術前・術後管理が実践できるようにする。さらに、基本的な外科手技を一人
で行えるようにする。小児外科を専攻する後期研修では、外科専門医ならびに小児外科専門医を習得すべく、術者・助
手として手術を行い、学会発表，論文発表を行う。
大学院教育：研究を行う上で必要な文献検索、文献の読み方、問題点の把握、仮説の立て方を指導する。研究の基本手
技を学び、実践できるようにする。また，仮説を実証するための研究法について、自ら考え、それを組み立てることが
できるようにする。また、研究費獲得の為の基本的な考え方、
，研究費応募法について学ぶ。
．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：小児外科の授業は、古村 眞、尾花和子、江村隆起、中野美和子が担当した。BSL の学生は、担当する患
者を受け持ち、病態・治療方針を理解し、カンファレンスにてプレゼンテーションを行い、レポート作成した。また、
受け持ちの患者の手術には手洗いして手術に参加した。病態・治療方針については、患者の受け持ち医が、学生を直接
指導した。また、手術の際の指導は、古村 眞、尾花和子と術者となった医師によって行った。 池袋賢一によるクルズ
スも実施した。
卒後教育：初期研修医の指導は、古村 眞、尾花和子、江村隆起、花田 学が担当した。
後期研修医に 対する指導も同様の体制で行った。
2-3．達成度
卒前教育に関する授業は、以前当科で作成されたテキストブックに準拠して授業を行い、医師国家試験を正答できる
レベルの授業を行った。初期研修医の教育では、外科基本手技の習得の為に、移動性精巣、臍ヘルニア、急性虫垂炎の
手術を術者とした担当させた。小児外科で研修を行った研修医は、基本手技の習得がなされたものと考えている。また、
カンファレンスでは、患者のプレゼンを担当し、討議に積極的に参加できるように意見を求めた。救急患者において、
患者管理の為の診断方法、治療方針について自身で組み立てさせ、その都度、上級医によってきめ細かく指導を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育のレベルは、充分である。学生が十分な知識を得たか、試験にて確認した。限られた講義時間内で効率的に
授業を行うために、授業内容をさらに吟味し、知識の習得が効率的に行えるようにする。また、外科基本手技を学ぶた
めの卒後教育についても十分行ったが、一人で確実に手技が行えるようにする為に、当科で行うドライラボや動物実験
に参加させ、外科基本手技をマスターできるように機会を増やす予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
再生医療の研究を行い、小児の外科疾患の病態解明と臨床応用できる組織ならびに臓器を再生することが目的である。
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また，臨床研究を行い、病態、治療法、予後について検討する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
気道再生プロジェクトを行っており、東京大学ティッシュエンジニアリング部と緊密な連携を取りながら、臨床応用
の為の研究を行っている。横隔膜の自律再生について研究した。
臨床研究として、中心静脈カテーテルエタノールロック療法の他施設共同研究に参加している。
3-3．研究内容と達成度
気道再生の前臨床研究が行われた。世界で初めて横隔膜筋肉の自律再生し、論文報告した。
中心静脈カテーテルエタノールロック療法の症例収集を行っている。
3-4．自己評価と次年度計画
ヒトへの気道再生の為に前臨床研究をさらに追加する。チューブ型気道の再生と移植長期の実験を継続する。
新たにスタートしたプロジェクトを充実させる。

４．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 24 年 7 月から古村 眞が診療部長として小児外科診療を開始したが、令和元年 11 月で退職となり、尾花和子が
診療部長を引き継いだ．昨年度は 225 件の手術を施行した。小児外科における疾患の中で最も多い鼠径ヘルニアに対し
て、臍のみの傷となる単孔式の手術法を導入している。また，急性虫垂炎に対して、臍からの単孔式虫垂切除術も行っ
ている。その他の手術も、整容性の高い術式を採用しており好評を得ている。尿道下裂、膀胱尿管逆流症、水腎症など、
専門性の高い小児泌尿器疾患の診療も行っている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
尾花和子
厚生労働省 小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員
社会保険審議会専門委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
古村 眞
Regenerative therapy Section Editor
BMC surger 査読委員
Journal of Artificial Organs 査読委員
Regenerative Medicine 査読委員
Andrologia 査読委員
Journal of Pediatric Surgery 査読委員
小児救急医学会雑誌 査読委員
Regenerative Therapy 査読委員
日本小児外科学会雑誌 査読委員
日本小児血液・がん学会雑誌 査読委員
Surgery Today 査読委員
Pediatric International 査読委員
J Biomedical Materials Research Part B 査読委員
尾花和子
小児救急医学会雑誌 査読委員
日本小児外科学会雑誌 査読委員
日本静脈経腸栄養学会雑誌 査読委員
日本周産期新生児医学会雑誌 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
学会
古村 眞
日本小児外科学会 評議員
日本外科学会試験問題検討委員会 委員長
日本小児外科学会専門医制度委員会 庶務委員長
日本小児外科学会 データベース委員会顧問
日本小児外科学会 NCD 委員会顧問
日本小児血液・がん学会 評議員
日本再生医療学会 評議委員
日本人工臓器学会 評議委員
尾花和子
日本小児外科学会 評議員
日本小児外科学会専門医認定委員会 委員
日本小児外科学会 利益相反委員会 委員
日本周産期・新生児医学会 評議員 広報委員会
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日本周産期・新生児医学会 広報委員会
日本臨床代謝栄養学会 代議員

委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Komura M, Komura H, Satake R, Suzuki K, Yonekawa H, Ikebukuro K, Komuro H, Hoshi K, Takato T, Moriwaki
T, Nakayama Y. Fabrication of an anatomy-mimicking BIO-AIR-TUBE with engineered cartilage. Regen Ther.
Dec;11:176-181, 2019.
②臼井規朗 , 岡本晋弥 , 上原秀一郎 , 小笠原有紀 , 古賀寛之 , 佐々木隆士 , 寺脇 幹 , 照井慶太 , 藤代
準 , 藤野明浩 , 文野誠久 , 古村 眞 , 平原憲道 , 岡本竜弥 , 富田紘史 , 藤雄木亨真 , 渡辺栄一郎.
National Clinical Database（小児外科領域） Annual Report 2015-2016 日本小児外科学会 NCD 連絡委員会 日本
小児外科学会雑誌 55, 298-303, 2019.
③花田 学, 尾花和子, 宮國憲昭, 江村隆起, 古村 眞. 外・内頸静脈・鎖骨下静脈穿刺・切開（CV 挿入）
． 小児
外科 51: 756-761, 2019.
④尾花和子. 小児ストーマの現状.
WOC Nursing 7,7-10, 2019.
⑤Miyaguni K, Terawaki K, Komura M, Obana K, Hanada M. Factors that can predict the clinical course of
complicated appendicitis patients who received non-operative treatment followed by interval appendectomy.
52nd Annual Scientific Meeting of the Pacific Association of Pediatric Surgeons.
2019/4/10 Christchurch
Town Hall
⑥Komura M. PROMOTION OF TRACHEAL CARTILAGE GROWTH BY INTRA-TRACHEAL ADMINISTRATION OF BASIC FIBROBLAST GROWTH
FACTOR (B-FGF). 32nd International Symposium on Pediatric Surgical Research. 2019/9/6 Fukuoka
⑦花田 学, 尾花和子，古村 眞，宮國憲昭, 合原 巧. 待期的虫垂切除術における鎮痛薬使用について. 第 56 回日
本小児外科学会学術集会 2019/5/24 久留米
⑧宮國憲昭, 古村 眞，花田 学, 合原 巧，尾花和子. 当院における急性陰嚢症の臨床的検討. 第 56 回日本小児
外科学会学術集会 2019/5/24 久留米
⑨江村隆起, 古村 眞, 尾花和子，花田 学, 合原 巧.
新しい医療機器の開発と臨床応用 より安全な腹腔鏡下小
児鼠径ヘルニアを目指して 手術器具の開発と臨床応用 . 第 81 回日本臨床外科学会総会 高知 2019/11/15
⑩古村

眞. 再生気道による医療を実現するための研究.

第 42 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会特別講演

2019/7/4 東京
【総数：論文 4 件、学会発表 1 件、講演 1 件】
6-2．獲得研究費
尾花和子
厚生労働科学研究費 小児期から移行期・成人期を包括する希少難治性慢性消化器疾患の医療政策に関する研究
分担研究者
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたものと考えている。
7－2．次年度の改善計画
診療部長の交代および新教授の着任、教室員の増員などがあった。
高難度手術を含めた鏡視下手術の拡充に努めていきたい。
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1．17）整形外科・脊椎外科
１．構成員
門野夕峰（KADONO，Yuho）：教授：運営責任者：診療部長、教育副主任、研究副主任：代表指導教員（大学院）：リウマ
チ関節外科：博士
織田弘美（ODA，Hiromi）
：教授：指導教員（大学院）
：リウマチ関節外科：博士
立花陽明（TACHIBANA，Youmei）：教授：研究主任：指導教員（大学院）
：スポーツ整形外科、膝関節外科：博士
宮島

剛（MIYAJIMA，Tsuyoshi）：教授：指導教員（大学院）
：骨粗鬆症：博士

鳥尾哲矢（TORIO，Tetsuya）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）：脊椎外科、外傷：博士
金

潤澤（KIM，Yoon-Taek）：客員教授：股関節外科：博士

田中伸哉（TANAKA，Shinya）
：准教授：大学院教員（大学院）
：関節外科：博士
河野慎次郎 （KONO，Shinjiro）：准教授：大学院教員（大学院）
：手外科：博士
釘宮典孝（KUGIMIYA，Fumitaka）：准教授：大学院教員（大学院）
：脊椎外科：博士
後藤

建（GOTO，Tatsuru）
：客員准教授：スポーツ整形外科、膝関節外科

杉山聡宏（SUGIYAMA，Toshihiro）
：講師：骨粗鬆症：博士
坂口勝信（SAKAGUCHI，Katsunobu）
：講師：スポーツ整形外科、肩関節外科：博士
吉川

淳（KIKKAWA，Jun）：講師：脊椎外科、外傷：博士

渡會恵介（WATARAI，Keisuke）
：講師：股関節外科：博士
中田代助（NAKATA，Daisuke)：非常勤講師：小児整形：博士
種子田斎（TANEDA，Hitoshi)：非常勤講師：股関節外科：博士
齋藤文則（SAITO，Fuminori）
：非常勤講師：脊椎外科：博士
吉岡浩之（YOSHIOKA，Hiroyuki）：非常勤講師：足の外科
織田徹也（ODA，Tetsuya）：非常勤講師：股関節外科
関口浩五郎（SEKIGUCHI，Kougorou）
：非常勤講師：手外科

助教：木村文彦（KIMURA, Fumihiko）、杉田直樹（SUGITA, Naoki）
、大村泰人（OOMURA，Yasuto）、鈴木景子（SUZUKI, Keiko）
、
岡部眞弓（OKABE, Mayumi）
、加藤進太郎（KATO, Shintaro）
、菅野温子（KANNO, Atsuko）
、関端浩士（SEKIHATA, Hiroshi）
、
中山太郎（NAKAYAMA, Taro）
、魚岸誠司（UOGISHI, Seiji）
、岡田信彦（OKADA, Nobuhiko）
、正木博（MASAKI, Hiroshi）
、
伊藤賢太郎（ITO, Kentaro）、伊藤竜臣（ITO, Tatsuomi）
、正田健太（SHODA, Kenta）
、東島啓仁（TOJIMA, Hirohito）、増
本椋一（MASUMOTO, Ryoichi）
助手：関川三四子（SEKIKAWA，Miyoko）

２．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
医学部学生4-6年生に、整形外科で扱う運動器疾患や外傷の病態や症候を理解して、適切に診断して治療療を選択できる能
力を備えさせるために、臨床実習を通じて整形外科診療の基本を習得することを目的とした。
4年生の講義では、病態、診断、治療について解説し、臨床推論を通して能力を強化することを目標とした。知識の習得の
みにこだわらず、与えられた枠組みの中で体系的に目的を達成することを目指した。6年生の講義では、これまでに習得し
た知識の再確認を行うとともに、過去数年の国家試験の傾向と整形外科分野のトピックから、整形外科疾患や外傷を扱う
ための思考能力を身につけることを目標とした。Pre CCでは臨床現場での感覚を体感することで、翌年度以降のCC step1
をこなすための動機づけを目標とした。
BSL実習は知識習得のためのクルズスは行わずに知識習得は自宅学習で行うものとして、体験型実習を基本とした。症例を
通して整形外科分野だけでなく、併存疾患の含めて広く診察、検査所見の解釈、診断、治療の過程を学ぶことを目標とし
た。クリニカル・クラークシップは臨床現場での参加型実習を基本として専門研修医ならびに専門医と行動を共にするこ
とで、診療チームの一員として整形外科分野の知識と技術を学び、将来医師になる者としてのモチベーションを高めるこ
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とを目標とした。
卒後教育
初期研修医に対しては、運動器の診察法を習得し、外傷に対するプライマリ・ケア、整形外科で扱う種々の疾患に対する
診断能力を身につけることを目標とした。
専門研修医（後期研修医）に対しては、整形外科すべての分野の症例を幅広く担当し、適切な診断能力と治療の手技を身
につけ、4年の専門研修後に専門医試験に合格することを目標とした。
専門医に対しては、整形外科の中でのサブスペシャリティを確立するための技術習得、科論理的思考法の習得を目標とし
た。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・4 年生講義
皮膚・運動器ユニット：整形外科総論（骨・関節の構造と機能、診断）
（鳥尾哲矢）
、
スポーツ整形（立花陽明）、退行性関節疾患(1)総論、膝関節（田中伸哉）
、
退行性関節疾患(2)股関節（渡曾恵介）、外傷(1)総論、肩関節（坂口勝信）
、
外傷(2)上肢（河野慎次郎）
、外傷(3)下肢（立花陽明）
、外傷(4)神経（門野夕峰）
、
手の外科（河野慎次郎）
、脊椎疾患(1)頸椎・胸椎（釘宮典孝）、
脊椎疾患(2)腰椎（税田和夫）
、脊椎疾患(3)側弯症（鳥尾哲矢）
骨・軟部腫瘍(1)総論（矢澤康男）
、骨・軟部腫瘍(2)各論（鳥越知明）
、
感染性疾患（田中伸哉）
、小児整形外科、骨系統疾患（渡曾恵介）
、
炎症性疾患（関節リウマチ、強直性脊椎炎）
（門野夕峰）
、
代謝性骨疾患（骨粗鬆症、骨軟化症）（宮島剛）
・4 年生臨床推論
課題症例について、画像や検査データ、診察所見を提示し、考えられる疾患やその治療法について検討させた後、その結
果について議論し、講師が解説を加えた。
（杉田直樹、大村泰人、鈴木景子、岡部眞弓、菅野温子、関端浩士、中山太郎、魚岸誠司、岡田信彦、正木博、伊藤賢太
郎）
・5 年生講義
特別演習：関節穿刺（関端浩士）
・6 年生講義：骨・軟部組織・運動器疾患：
上肢の運動器疾患（立花陽明）
、下肢の運動器疾患（立花陽明）
、
末梢神経障害（河野慎次郎）
、脊髄障害，末梢神経障害のレベル診断（鳥尾哲矢）
、
骨系統・代謝疾患，特発性骨壊死（織田弘美）、脊椎疾患，頚肩腕症候群（鳥尾哲矢）、
C ユニット：整形外科的高齢者の医療（門野夕峰）
・Pre CC
BSL 学生と行動をともにすることで臨床現場の雰囲気を体感した。（病棟医長、病棟担当医）
・BSL 実習
個々に与えられた症例の手術に手洗いをして入り、診療チームの一員として手術に参加することを義務づけ、その症例に
ついて担当医の指導のもとにレポートを作成させた（病棟医長、病棟担当医）。月曜日夕方の抄読会、火曜日朝の症例カ
ンファランスに参加し（全スタッフ）
、木曜日午前はかわごえクリニックの骨粗鬆症外来に参加し、午後は運動器リハビリ
のクルズスに参加した（宮島剛）
。金曜日にレポートを元に試問を行い、理解の程度をチェックした（門野夕峰）
。
・クリニカル・クラークシップ
診療チームに配属し、入院患者の診察、検査、処置、手術、包帯交換などの日常診療に参加させた（病棟担当医）
。症例カ
ンファランスでは受け持ちとしてプレゼンゼンテーションを行い（全スタッフ）、手術では糸結びなどの基本的外科手術手
技を学んだ（病棟担当医）。
卒後教育
毎週火曜日の午前 8 時から各回 1～2 名の担当医が新しい文献を抄読し、新たな情報を提供した（全スタッフ）
。続く時間
帯で、全員参加の症例カンファランスを行い、外来からの入院予約患者、新入院患者、手術患者、相談症例について報告
と検討を行った（全スタッフ）
。
専門医試験受験者に対して、過去問を元にした解説、口頭試験対策、病理組織の見方についてクルズスを行った（織田弘
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美）
大学院教育
ブタ肩モデルを用いた力学試験を遂行できるよう指導した（門野夕峰、坂口勝信）
2-3．達成度
卒前教育
4 年生の講義では学生の授業評価ならびに筆記試験による理解度は例年と同程度であり、目標通りの成果が達成できたと
考えている。
6 年生の講義は少ないコマ数の中で国家試験も視野に入れたポイントを絞った講義を行うように努めた。Ｃユニットでは
過去問の解説を中心の講義を行い、目標通りの成果が上がったと考えている。
BSL、クリニカル・クラークシップに対する学生の評価は良好であった。臨床推論についてはすべてのスタッフが参加して
その内容は担当者に任せたが、共通問題を準備して共通認識を持って指導したため総じて良好な評価を得ることができた。
卒後教育
初期研修医には、整形外科的診察を習得し、適切な検査を行い、手術をはじめとする様々な治療手段を駆使して治療を行
うという当科の診療の流れを理解させた。可能な限り手術参加を求めたので、基本的な外科手術手技は全員取得できたと
考えている。
今年度は新専攻医の入局は 4 名であったため、2 カ月ごとに専門グループ単位のローテーションを行い、指導医とマンツ
ーマン指導を行った。
大学院教育
ブタ肩モデルを用いた力学試験を遂行して、海外学会で発表した。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
診療がカバーする範囲に比べて少ない講義時間を有効活用するように、国家試験に必要な知識に重点をおいて全体の学習
内容量を削減したが、試験結果から類推する限りは知識不足になるという意見はなかった。大筋の方針は変更せずに、国
家試験の傾向を踏まえてトレンドに応じた軽度の見直しを行う。
BSL の評価は悪くなく、今後も臨床所見、画像評価、手術時の実際との照合に重点を置いて教育していく。
卒後教育
初期研修医に対してはスタッフ全員が教育にあたり、処置や手術においては外科系の基本手技が身に付くように指導した。
次年度の専攻医は複数名であるため、チーム制を導入してオーベンとのマンツーマン指導を維持しつつ、ローテーション
研修を導入する予定。
大学院教育
ブタ肩モデルを用いた力学試験の成果を原著論文として海外雑誌での掲載を目指し、学位取得を達成する。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床成績の向上を目指す研究を行うことを目的とし、日本整形外科学会学術集会や各関連領域学会での発表や学会誌、専
門誌への論文投稿を目標とした。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
リウマチ・股関節グループ：リウマチ性疾患、股関節疾患の病態解明と治療成績改善
脊椎グループ：脊椎・脊髄疾患の病態解明と治療成績改善
スポーツ整形外科グループ：スポーツ障害・外傷、膝・肩疾患の病態解明と成績改善
外傷グループ：骨折や外傷の治療成績改善と周術期管理の問題点解明
骨粗鬆症グループ：骨粗鬆症の病態解明と治療成績改善
手外科グループ：手の疾患や外傷の治療法の開発と治療成績改善
3-3．研究内容と達成度
リウマチ・股関節グループ
・脊椎関節炎（乾癬性関節炎・強直性脊椎炎）の診断と治療について学会発表
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・関節リウマチ診療における骨のケアについて学会発表
・寛骨臼縁の全周性骨化について学会発表
・人工股関節全置換術後の静脈血栓塞栓症に対する抗凝固療法について学会発表
・梨状筋温存人工股関節全置換術の成績について学会発表
スポーツ整形外科グループ
・難治性上腕骨外側上顆炎に対する対外衝撃波療法の治療効果について学会発表、論文発表
・内側半月後根断裂に対する pull-out 縫合法の MRI による術後早期の評価について学会発表
・高齢者腱板断裂に対する鏡視下 surface-holding 法について学会発表
・ブタ肩腱板損傷モデルを用いた力学的強度検討について学会発表
脊椎グループ
・高度椎体圧壊例に対する SSPSF について学会発表
・非骨傷性頸髄損傷に対する後方除圧術の治療成績について学会発表
・中下位頚椎脱臼骨折に対する除圧的椎弓切除術について学会発表
外傷グループ
・高齢者の骨盤骨折について学会発表
・足関節後果骨折の後外側アプローチによる手術について学会発表
骨粗鬆症グループ
・骨粗鬆症に対する治療薬について学会発表
手外科グループ
・肘関節受動術後の後療法時の低濃度腕神経叢ブロック法の有用性について学会発表
・重度手根管症候群に対する一期的母指対立再建術について学会発表
・Loudon 病期分類で 3 期以上の化膿性腱鞘炎の治療について学会発表、論文発表
・術中自動運動を可能とする低濃度腕神経叢ブロック法を用いた手術について論文発表
3-4．自己評価と次年度計画
例年と同様に研究を行い、学会発表を行った。和文での原著論文発表はできたが、英文での原著論文発表はできなかった。
次年度は進行中のプロジェクトをまとめて英文での学会発表、論文発表を行いたい。また実績をあげることによって獲得
研究費を増やしたい。

４．診療
昨年度に引き続き、連携施設からの紹介患者を積極的に受け入れた。国際医療センターの救急救命センターにスタッフ
4 名を派遣し高度外傷に対応した。急患センター（ER）に助教一名を兼担として配置し、救急患者の積極的な受け入れを
行った。
本年度は専攻医が 4 名が加入し、積極的に診療に参加してくれた。結果として外来患者数、入院患者数ともに増加した。
また医師だけでなく他のスタッフの健闘によって入院診療のレベルを維持できたと考えている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（門野夕峰）
埼玉県健康スポーツ医会理事（立花陽明）
埼玉県体育協会スポーツ科学委員会スポーツ医学専門部会会員（立花陽明）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員
・Modern Rheumatology Case Report、Associated Editor（門野夕峰）
・International Journal of Rheumatic Disease、Associated Editor（門野夕峰）
・脊椎関節炎学会誌、副編集委員長（門野夕峰）
査読委員
・Arthritis Research Therapy（門野夕峰）
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・Rheumatology（門野夕峰）
・Rheumatology International（門野夕峰）
・Modern Rheumatology（門野夕峰、田中伸哉）
・Journal of Bone Mineral Metabolism（門野夕峰、田中伸哉）
・東日本整形災害外科学会雑誌（門野夕峰）
・関東整形災害外科学会雑誌（門野夕峰、鳥尾哲矢）
・日本整形外科スポーツ医学会雑誌（立花陽明）
プログラム査読委員
・日本リウマチ学会（門野夕峰）
・日本整形外科学会学術総会（門野夕峰）
・日本整形外科学会基礎学術集会（門野夕峰）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本整形外科学会：代議員（門野夕峰）
スポーツ医学会社会保険委員会委員（立花陽明）
、
日本リウマチ学会：監事（織田弘美）、評議員（門野夕峰）
、関東支部運営委員（門野夕峰）
東日本整形災害外科学会：理事（門野夕峰）
、評議員（織田弘美、立花陽明）
関東整形災害外科学会：幹事（門野夕峰）
、
日本臨床リウマチ学会：評議員（門野夕峰）
、
日本関節病学会：評議員（門野夕峰）
日本股関節学会：評議員（渡曾恵介）、
日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
、
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明）、
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明）、
日本リウマチ財団：学術助成委員会委員（門野夕峰）

６．業績
6-1．論文・学会発表
代表的論文【論文発表 27 編：原著 6 編、症例報告 1 編、総説他 20 編（和文 7 編、英文 13 編）】
①

Izawa N, Kurotaki D, Nomura S, Fujita T, Omata Y, Yasui T, Hirose J, Matsumoto T, Saito T, Kadono Y, Okada
H, Miyamoto T, Tamura T, Aburatani H, Tanaka S. Cooperation of PU.1 With IRF8 and NFATc1 Defines
Chromatin Landscapes During RANKL-Induced Osteoclastogenesis. J Bone Miner Res. 2019 34(6): 1143-1154.

②

吉川淳, 神成文裕, 加藤進太郎, 岡田信彦, 鳥尾哲矢, 織田弘美．足関節後果骨折の治療成績

-後外側アプローチによ

る整復内固定-．骨折 2019 41(3): 1051-1055.
③

加藤進太郎, 吉川淳, 神成文裕, 伊藤賢太郎, 鳥尾哲矢, 織田弘美．距骨滑車後外側部に生じた骨軟骨骨折の治療経験．
骨折 2019 41(3) 1097-1101.

④

岡田信彦，門野夕峰．関節リウマチでみられる痛みと種類のケア．整形外科

2020; 71(2): 153-158.

代表的学会発表【学会発表：国外 2 件、国内 56：計 58 件】
⑤

門野夕峰、菅野温子、吉岡浩之、織田弘美．Nr-axial SpA とは

～診療上の注意点～．第 63 回日本リウマチ学会総

会・学術集会シンポジウム．2019.4.15-17
⑥

中山太郎，河野慎次郎，大村泰人，関口浩五郎，織田弘美．当院で小指 MP 人工関節置換術を施行した患者の主根骨
撓屈角度と尺側偏位の相関についての検討．第 62 回日本手外科学会学術集会．2019.4.18.

⑦

永倉大輔，釘宮典孝，鈴木景子，鳥尾哲矢，織田弘美．MRI の Redundant Nerve Roots－腰部脊柱管狭窄症例に示
される特徴-．第 48 回日本脊椎脊髄病学会学術集会．2019.4.18.

⑧

立花陽明．ラグビーワールドカップ 2019 メディカルサポート～開催地の取り組み～．第 92 回日本整形外科学会学術
総会 シンポジウム．2019.5.9-12

⑨

門野夕峰．JAK 阻害剤の作用機序からみた有効性と安全性．第 34 回日本整形外科学会基礎学術集会 パネルディス
カッション．2019.10.17
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⑩

田中伸哉．骨粗鬆症に伴う疼痛の治療

～薬物治療・リハビリを中心に～．第 21 回日本骨粗鬆症学会

シンポジウ

ム．2019.10.11.
【総数：論文 27 件、学会発表 58 件、講演 74 件】
6-2.獲得研究費
1)門野夕峰：平成 31 年度厚生労働科学研究委託費（難治性疾患等政策事業（難治性疾患政策研究事業）
）強直性脊椎炎に
代表される関節の疫学調査・診断基準作成と療ガイドライン策定を目指した大規模多施設研究（H30 -難治等 (難)-一
般 -014 014）
6-3.受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5.学会、研究会、セミナー等の開催実績
1）第 37 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
2）第 17 回彩の国骨フォーラム

2019.5.18

2019.6.20

3）第 16 回埼玉オルソペディクスセミナー 2019.8.3
4）第 20 回 Ortho Seminar in Saitama
5）関東股関節懇話会

2019.8.22

2019.10.5

6）第 18 回彩の国骨フォーラム

2019.11.1

7）第 17 回埼玉骨折治療研究会

2018.12.6

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育：昨年からカリキュラム変更して講義数が 4 年生、6 年生ともに減少したが、講義内容を再編して必要分野をカバー
したため、試験結果からみた達成度はほぼ満足できるものであった。BSL、クリニカル・クラークシップでは、整形外科分
野に限らず物事を考える動機付けを行った影響もあってか、学生の評価は概ね良好であった。全体的に例年同様満足でき
るものと考える。
研究：論文発表は 27 編、学会発表（講演以外）は 58 件で、昨年度と比較すると原著論文はほぼ横ばい、学会発表は若干
減少した。研究費も継続して 1 件獲得できた。大学院生の研究を進行して、海外学会で発表できた。
診療：専門研修プログラムの新規登録は 4 名であった。外来患者数、入院患者数ともに昨年度に比べて増加し、特定機能
病院としてだけでなく地域医療を担う病院として救急患者の受け入れも積極的に行った。治験は難病疾患である脊椎関節
炎に絡めて実施できた。
7-2. 次年度の改善計画
教育：COVID 感染症の流行に伴い、Web での講義が続くと予想される。学生の感触がつかみにくい状況なので、試験問題を
開示して質問を受けつけることで対応していきたい。研修医に対しては、整形外科疾患だけでなく包括的に全身評価を行
う習慣を身につけられるよう指導していく。
研究：専門誌グループでの研究を進めて英文での原著論文発表を目指していく。大学院生に研究についても進めて学位取
得をしてもらう。
診療：COVID 感染症の院内感染を引き起こさないよう気を付けながら、通常診療を維持していく。

0418

1．18）脳神経外科
１． 構成員
藤巻高光(FUJIMAKI, Takamitsu):教授: 運営責任者:診療部長: 代表指導教員（大学院）:脳腫瘍の診断と治療,三叉神経痛,顔面痙
攣の診断と治療:博士、
小林正人(KOBAYASHI, Masahito): 教授:診療副部長: 指導教員（大学院）:機能的脳疾患の診断と治療,定位脳手術:博士、
脇谷健司(WAKIYA, Kenji):講師:脳腫瘍の治療と分子生物学、一般脳神経外科: 博士、
寺野成彦（TERANO, Naruhiko）:助教:一般脳神経外科、
平田幸子（HIRATA, Sachiko）:助教（2018.10 月着任）:てんかんの内科的、外科的治療、一般脳神経外科、

２．教育
2-1．目的・目標
脳神経外科疾患を,その疾患が発生する脳および脊髄の解剖学的特徴と共に総合的に修得させることを目的としている. 新カリキュラム統合
教育３年生「ヒトの病気 2」の神経の講義を三病院の脳神経外科,神経内科,解剖,生理の教員と分担して担当している. 疾患の成り立ち,病態
生理,画像診断さらに国家試験問題を理解するために必要な内容を系統的に講義している. 6年生の講義も一部を担当している.さらに２年生
の薬理学の講義の１コマを担当した。5年生のBSLにおいては, 脳神経外科の実習は2グループに別れ,その半分の学生1グループが1週間国際医
療センターと大学病院において実習する. 大学病院での具体的な実習内容として水曜日に手術見学、手洗い実習、創部の外科的処置の指導、
カンファランス出席および病棟回診への参加を通しての教育・指導を行なっている. 国際医療センターとの合同カンファランス(火曜日午後)
での指導も併せ行なう. また,木曜日午前の脳脊髄腫瘍科でのカンファランスおよびでの指導も一部教員が兼担で担当している。
卒後教育としては後期研修医（脳神経外科専攻）を国際医療センター脳神経外科とともに教育を担当している。具体的には通常３ヶ
月のローテーションで、機能的脳神経外科分野の基礎を指導している。また初期臨床研修医を希望に応じて受け入れ、外科的基本処置
の習得、頭部外傷患者の初期診断と治療、脳神経外科患者の周術期管理の習熟を目標として指導を行っている。
2-2．教育内容（担当者）
講義は新カリキュラムの３年生の「ヒトの病気 -2」コースの “ 神経 ” ユニットおよび6年生の講義、さらに２年生の薬理学でそれぞれ分
担部を担当している. 講義は主として教授が,実習指導は助教も含む教員が担当した. また埼玉医科大学短期大学の講義および同一法人下の
埼玉福祉会附属看護専門学校第一学科、第二学科の講義も教員が分担して担当した。
卒後教育では後期研修医（専攻医）および研修医に対しては各教員が一般外来、救急外来、手術、術後管理などについて随時指導を
行っている。また、藤巻が大学院の演習「総合医学特論」を通年開講で担当しており、大学院生に対する教育を担当している。
2-3．達成度
講義は教員側の目的は果たしたと考えている.また,学生の講義評価も高い. 後期臨床研修医（専攻医）の教育については、機能的脳
神経疾患の概要、臨床診断、画像診断、手術適応、顕微鏡手術の基本操作を習得すること目標が達成できた。藤巻は３年生の講義でベ
ストティーチャーを受賞した。
2-4．自己評価と次年度計画
教育に関しては、教員はよく努力し目的を果たした。次年度もこれを継続したい。

３．研究
3-1．目的・目標
脳神経外科の臨床はおおきく脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷、機能的脳神経疾患、脊椎脊髄疾患、小児・先天奇形にわけて考えられ
るが、当科は、機能的脳神経疾患の治療を主に行っている。このため、機能的脳神経疾患の診断、治療の改善、進歩を目標とした臨床
研究を行っている。また、脳腫瘍については,藤巻が国際医療センターで脳脊髄腫瘍の診療を、小林が定位放射線治療（サイバーナイフ）
による脳疾患の診療を兼担で行なっており、それぞれより良い治療法を目標とした治療効果や予後に関する臨床研究を行っている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
機能的脳神経外科臨床研究グループ(責任者:藤巻高光)

3-3．研究内容と達成度
機能的脳神経外科臨床においては,埼玉医科大学病院で多く行われている脳神経減圧術の臨床データの解析を行なった. 術中の神経
機能モニタリングから得られたデータの解析、術前画像および手術所見より神経圧迫症候群の病態発生に関する研究、および神経内視
鏡併用の有用性について検討した。特異な病態について症例報告を行った。また深部脳刺激治療データの解析より病態、至適な治療に
関する臨床検討を行った。これらの結果は論文や第 78 回日本脳神経外科学会総会をはじめとする諸学会において発表した.また国際医
療センターで当科医師が兼担で治療しているサイバーナイフ治療の結果についても報告を行った。いずれも質の高い臨床研究と考える。
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3-4．自己評価と次年度計画
構成員が病気療養をしながらの診療、あるいは産前産後休暇を取得したなかで、論文化できた研究が少ないのが反省的であるが、学
術的内容はその領域では国際的にも優れたものを行っていると考える。次年度はこれを継続しつつ、論文化にとりくみたい。

４．診療
神経減圧術は、大学病院としては日本一の症例数を手術しており確実な手術が行われた。不随意運動症・パーキンソン病に対する定
位的機能脳手術も着実に行われ学会より認定施設として認められている。疼痛に対する刺激療法、小児先天奇形といった高度医療機関
ならではの診療も施行している。てんかん外科治療が開始された。一般脳神経外科臨床も、昨年度同様、確実な診療を行う事が出来た。
今後もいままで以上に着実で安全な、患者の満足度の高い診療を行う所存である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
藤巻高光：厚生労働省 副作用・感染等被害判定第一部会委員
小林正人：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
藤巻高光(編集委員および査読委員)
Neurology Research International
Neuro-oncology
Journal of Neuro-oncology
Neurologia Medico Chirurgica
Japanese Journal of Clinical Oncology
小林正人（査読委員）
Neurologia Medico Chirurgica

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
藤巻高光 日本医師会男女共同参画委員会委員、埼玉県医師会女性医師支援検討委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①

Fujimaki T, Hirata S, Terano N, Wakiya K, Kobayashi M. A Large Mass Mimicking Calcified Hematoma of the Skull Showing
Involvement of Myeloma Cells and a Good Response to Irradiation. Surg J (N Y). 2019; 5(4):e159-e162

②

小林正人．Parkinson病に対する脳深部刺激療法 (特集I. Parkinson病）．脳神経内科．2019; 91:584-588

③

藤巻高光 手術のコツとピットフォール 脳神経減圧術における硬膜閉鎖 - Polyethylene glycol シーラント使用による髄液漏
防止効果 脳神経外科速報 2019; 29:747-751

④

書痙などの動作特異性局所性ジストニア;機能外科とニューロモデュレーション．Clinical Neuroscience．2019;37:408-411

⑤

Fujimaki T, Hirata S, Terano N, Wakiya K, Kobayashi M. Case studies based on 900 surgeries for patients with hemifacial
spasm - tips and pitfalls - （招待講演）The 3rd conference on Asian Society for Microvascular Decompression Surgery,
Busan, Korea

⑥

2019年9月6日

Kobayashi M. Repetitive transcranial magnetic stimulation once a week induces sustainable long-term relief of central
poststroke pain. 2019 Taipei International Neuroscience Symposium, Taipei, Taiwan. 2019年6月1日
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⑦

Kobayashi M. Gamma- and cyber-knife for skull base benigh tumors; tumor control, adverse effects and comparison between
these modalities. 2019 Taipei International Neuroscience Symposium, Taipei, Taiwan. 2019年6月1日

⑧

Fujimaki T, Hirata S, Terano N, Wakiya K, Kobayashi M. Stereotactic biopsy for deep seated brain tumors using the Leksell
stereotactic frame system. 16th Annual meeting of the Asian Society for Neuro-oncology, Taipei, Taiwan, 2019年9月28
日

⑨

藤巻高光、山崎大介、平田幸子、寺野成彦、河島真理子、脇谷健司、小林正人

神経減圧術において術後髄液漏を生じうる解剖

学的構造の解析と対策 - 594例の解析から - 一般社団法人日本脳神経外科学会第78回学術総会、大阪、日本、 2019年10月9日
⑩

小林 正人．埼玉医科大学病院におけるピアサポートプログラム導入の現状と課題．第 6 回医療安全学会．東京（Web 開催）2020
年3月7日
【総数：論文 4 件、著書 3 件、学会発表 12 件、講演 3 件】

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
少ないメンバーのなかで、臨床、教育ともそれぞれのメンバーが全力でとりくんだ１年であった。神経減圧術については特定機能病院
のなかで本邦第一位の手術件数を維持している。全国的に評価も高い。またてんかん外科手術を安全に開始できたことはてんかんセン
ター各科や臨床検査部門の協力もあり各位の努力を多としたい。少ない人数での臨床はなかなかきびしいが、「機能的脳神経外科なら
埼玉医科大学病院」の一般の評価を維持することができた一年であると総括できる。
7-2．次年度の改善計画
現在の限られた人的資源のなかでは、現在行なっている臨床活動を、安全かつ確実に継続することが次年度の最大の目標である。医師
１名の産前産後休暇よりの復帰を待って、てんかん外科の手術治療を継続することは診療実績向上につながると考えられる。また、新
規教室員の獲得につとめ、診療の質的、量的充実につとめたい。またそれとともに、臨床研究を中心とした研究活動をさらに行うよう
鋭意努力する予定である。
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1．19）形成外科・美容外科
1．構成員
中塚貴志(NAKATSUKA, Takashi)：教授：代表指導教員(大学院)：組織移植、頭頚部再建、微小血管外科：博士
市岡滋 (ICHIOKA, Shigeru)：教授：運営責任者：診療部長：指導教員(大学院)：皮膚微小循環、血管新生の機序、再生医学：博士
時岡一幸(TOKIOKA, Kazuyuki：准教授：研究主任：指導教員(大学院)：先天異常、顔面外傷：博士
佐藤智也(SATO, Tomoya）：講師：教育主任：博士
石川昌一(ISHIKAWA, Shoichi) ：助教
栗原健(KURIHARA, Takeshi) ：助教
新海千裕(SHINKAI, Chihiro) ：助教
吉田有希（YOSHIDA, Yuki）：助教
齋藤順平(SAITO, Junpei) ：助教
高岡聡美（TAKAOKA, Satomi）：助教
熊谷智代（KUMAGAI, Tomoyo）：助教
川口辰巳（KAWAGUCHI, Tatsumi）：助教
木村優（KIMURA, Yu）：助教
切石梨菜（KIRIISHI, Rina）：助教
小松崎孝（KOMATSUZAKI, Takashi）：助教
橋本直美(HASIMORTO, Naomi)：助手：博士
新井清仁(ARAI, Kiyohito) ：客員講師：博士
滝本磨理香(TAKIMOTO, Marika) ：非常勤医師（Ⅰ類）
森石華子(KUWAHARA, Yasushi) ：非常勤医師（Ⅰ類）
簗由一郎(YANA, Yuichiro)：非常勤医師（Ⅱ類）
河内沙織(KAWAUCHI, Saori) ：非常勤医師（Ⅱ類）
宮﨑春野(MIYAZAKI, Haruno) ：非常勤医師（Ⅱ類）

2．教育
2-1. 目的・目標
｢卒前教育｣ 4年生において形成外科領域に関する基礎的知識を習得させる。5年生でその知識の実践的臨床応用を学ぶ。特にBSLでは国
家試験に頻出する熱傷、外傷、褥瘡の知識をさらに深める。また縫合、糸結びなど外科領域の基本的手技を修得する。
｢卒後教育｣ 初期研修においては研修医に必要な熱傷、外傷の知識、治療法を中心に形成外科領域の疾患について学ぶ。後期研修におい
ては形成外科領域に関するより広い臨床知識を修得する。また形成外科専門医取得を目指し、幅広い症例を通じ技能を高める。
｢大学院教育｣ 大学院生において、微小循環・創傷治癒・再生医療・アンチエイジングなどの形成外科関連の研究を幅広く指導する。ま
た研究倫理、統計処理など研究者に必須な知識の修得を目指す。
2-2. 教育内容(担当者)
｢卒前教育｣ ｢卒後教育｣ ｢大学院教育｣ 中塚貴志(再建外科)、市岡滋(創傷治癒、難治性潰瘍)、時岡一幸(先天異常)、他
2-3. 達成度
｢卒前教育｣ 4年生の試験では全員が合格し、5年生の実習においても全員及第点を与えることができ、ほぼ目標は達成できたと思われる。
｢卒後教育｣ 初期研修医に対しては基本的手技の指導を十分に行った。また後期研修医1名（吉田）が形成外科専門医を新たに取得して
おり、形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得したと思われる
｢大学院教育｣ 大学院生において研究がほぼ完了し、現在学位の取得を目指して論文作成の指導中である。
2-4. 自己評価と次年度計画
｢卒前教育｣ 医学部4年生には講義を、5年生にはBSLを整形外科と共同で実施。前者の講義は「形成外科学総論」、「創傷治癒と難治性
創傷」、「外傷の初期治療、皮膚外科、熱傷」、「美容外科、アンチエイジング」、「形成外科で扱う小児先天疾患」、「再建外科」の
6つに分かれ、総合医療センター・国際医療センターと分担し共同で行った。また、医学部１年生に対し解剖学「人体の構造と機能1」の
講義を1コマ担当している。講義は学生が興味を持てるよう画像を利用し、視覚に訴えたより理解しやすい授業を心がけた。形成外科領
域で国家試験に頻出する部分は授業中にも強調し講義している。また過去問の演習を行い知識の定着に努めている。BSLは限られた時間
数でも成果を挙げられるよう、形成外科領域で求められる基本的知識の講義、並びに縫合や糸結び等の手技の練習、手術見学などを行な
った。その成果もあり、4年生での筆記試験は全体的に良く理解されていた。またBSLも自らの手を動かして実習する縫合練習は評判がよ
く、手術見学も含め、形成に興味が持てたという学生が多く見られた。来年度も講義、BSLはもちろんのこと、夏期実習等の学生の自発
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的な教育の希望にも、積極的に対応していきたいと考えている。
｢卒後教育｣ 形成外科研修を行った者に対しては、形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得するための指導が適切に実施された。今
後は形成外科研修を行った者だけでなく、広く研修医に対して形成外科領域に関する基礎的臨床知識を指導する機会をもちたいと考えて
いる
｢大学院教育｣ これまでの研究成果を論文、学会で発表していく一方、次の課題に向け研究計画を立てていく予定である。

3．研究
3-1. 目的・目標
臨床に直結した形で微小循環・創傷治癒・再生医療などの基礎研究を行うとともに、難治性創傷の豊富な臨床経験とデータを活用した
臨床研究を行っている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
これまで以下の研究プロジェクトを実行した。
I 基礎研究
I -1）難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
I -2）術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発
II 臨床研究
II-1）難治性創傷に対する手術手技の開発・考案
II-2）超音波デブリードマン装置の有効性の検証
II-3）ベッドサイドでのバイオフィルム検出に基づいた創傷感染予防ケアバンドルの開発
II-4）慢性創傷の集学的管理に寄与する栄養ならびに酸化ストレス関連因子を用いた評価指標の検索
3-3．研究内容と達成度
上記プロジェクトは学術論文、学会発表、メディアなどで公表されている。
3-4．自己評価と次年度計画
I 基礎研究
I -1）難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
ナノテクノロジーを活用した高性能scaffoldに抗菌性や酸素供給能を付加した次世代生体材料の実用化を目指し、in vivoにおける生
体材料の機能比較を行っている。
I -2）術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発
術後感染の原因となる細菌を定量的に評価できる装置の開発を行っている。
II 臨床研究
II-1）難治性創傷に対する手術手技の開発
褥瘡や糖尿病性足病変など難治性創傷に対する新しい再建術式および潰瘍発生に対する予防的手術を考案し実践している。潰瘍に対す
る皮弁手術や糖尿病性足病変や重症虚血肢に対する遊離皮弁移植などについて手術手技を開発し、学会や論文で発表した。
II-2）超音波デブリードマン装置の有効性の検証
新たなデブリードマンデバイスである超音波デブリードマン装置の有効性について検証を行い、論文発表した。
II-3）バイオフィルム検出に基づいた創傷感染予防ケアバンドルの開発
バイオフィルム検出技術を提案するとともに、感染制御のためのケアバンドル確立を目的としたもので、学会や論文で発表した。
II-4）慢性創傷の集学的管理に寄与する栄養ならびに酸化ストレス関連因子を用いた評価指標の検索
栄養状態が治療応答性に及ぼす指標を客観的策定する取り組みで、女子栄養大学生物有機化学研究室との共同研究である。現在、デー
タ集積中である。

4．診療
当科の治療は難治性創傷（褥瘡、糖尿病性足潰瘍）を中心に、先天奇形から外傷（熱傷や顔面骨骨折など）、美容外科に至るまで幅広
い分野に及ぶ。
平成31年、令和元年度の新患数1061人、入院患者数502人、延入院患者数（1日平均）18412人（50.3人）、外来患者数（1日平均）8048
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人（26.7人）とCOVID19の影響もあり、いずれの項目も微減した。幅広い分野の疾患に対して、従来通り大学病院として高度な治療を行
い、良好な治療成績が得られた。次年度も近隣の医療機関と連携し地域への貢献度をより高めるとともに、診療内容をさらに充実させて
いきたい。

5．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
・中塚貴志
日本学術会議連携会員
・市岡滋
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）専門委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
・中塚貴志
国際形成外科学会 (ICOPLAST) 理事
アメリカ形成外科学会(ASPS)国際会員
日本形成外科学会評議員
日本マイクロサージャリー学会理事
日本頭頸部癌学会理事
日本創傷外科学会理事
日本形成外科手術手技学会理事
日本頭蓋顎顔面外科学会評議員
日本美容外科学会評議員
日本乳房ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｬﾘｰ学会評議員
日本創傷治癒学会評議員
日本外科系連合学会評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本頭蓋底外科学会評議員
International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor
Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board
雑誌「形成外科」編集委員
日本頭頸部癌学会学会誌編集委員会（担当理事）
・市岡滋
日本褥瘡学会理事
日本褥瘡学会渉外・保険委員委員長
日本褥瘡学会車いすアスリート支援委員長
日本フットケア・足病医学会理事
日本フットケア・足病医学会社会保険委員長
日本フットケア・足病医学会ガイドライン策定委員
日本形成外科学会評議員
日本形成外科学会学会誌編集員
日本創傷・オストミー・失禁管理学会評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本創傷治癒学会理事
・佐藤智也
日本フットケア・足病医学会評議員
日本フットケア・足病医学会ガイドライン策定委員
日本褥瘡学会評議員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
・市岡滋
日本看護協会特定行為研修管理委員長
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NPO 法人創傷治癒センター理事

6．業績
6-1. 論文、学会発表、著書
（論文：原著）
①

Hirokawa E, Sato T, Fujino T, Gotoh Y, Yokogawa H, Ichioka S.：Hydrosurgical debridement as an approach to wound healing:
an animal thermal burn model. ：J Wound Care. 2019 May 2;28(5):304-311.

②

Takimoto M, Sato T, Ichioka S：Reconstruction for labial adhesion in postmenopausal woman using vulvoperineal flap.：
Case Reports Plast Surg Hand Surg. 2019 Apr 23;6(1):136-139.

③

佐藤智也、市岡滋：NPWT と間欠洗浄型 NPWT との比較 形成外科 62(10): 1061-1069, 2019 年 10 月

④

石川昌一、市岡滋：褥瘡の再建手術：PEPARS、157 巻、p57～64、2020 年 1 月

⑤

栗原健、佐藤智也、市岡滋：褥瘡治療におけるチーム医療：PEPERS、157 巻、p57～64、2020 年 1 月

⑥

齋藤順平、市岡滋：感染症 糖尿病足感染：形成外科 62(増刊): S90-S90, 2019 年

⑦

齋藤順平、市岡滋 慢性創傷と陰圧閉鎖療 WOC Nursing 2019 年 9 月

⑧

佐藤弘樹 、新海 千裕、宮﨑 春野、石川 昌一、市岡 滋:練炭自殺未遂による熱傷の治療経験:熱傷、45（2）
、20-26、2019 年 6 月

⑨

Shoichi Ishikawa, Shigeru Ichioka：Endovascular angioplasty and free flap transfer for lower limb salvage：WSRM 2019 10th
Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery. 2019.6.13

⑩

時岡一幸：片側唇裂初回手術－われわれの術式と術中計測値の意義について シンポジウム 6 「唇裂」 第 37 回日本頭蓋顎顔面
外科学会学術集会 2019.10.31-11.1

【総数：論文 10 件（英文 2 件、和文 8 件）学会発表・講演 26 件（海外 1 件、国内 25 件）
】
6-2．獲得研究費
1)文部科学省 科学研究費 基盤研究(C)
研究期間(年度)：2017-2019 年
課題名：難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用した次世代生体材料の実用化
研究代表者：市岡 滋
研究経費:2019 年度 143 万円（直接経費 1,100,000 円、 間接経費 330,000 円）
2)文部科学省 科学研究費 基盤研究(C)
研究期間(年度)：2017-2019 年
課題名：術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の開発
研究代表者：佐藤 智也
研究経費： 2019 年度：104 万円（直接経費 800,000 円、間接経費 240,000 円
3)埼玉医科大学病院 若手研究者育成研究費
課題名：局所陰圧閉鎖療法における調整型間欠モードの検証
研究代表者：石川 昌一
研究経費：70 万円
4) 学術研究寄附（Smith & Nephew グラント）
課題名：軟部組織感染症における抗 MRSA 薬の組織移行性の検討
研究代表者：滝本 磨理香
研究経費：90 万円
6-3. 受賞
該当なし
6-4. 特許、実用新案
該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
第49回日本創傷治癒学会学術集会（2019年12月11～12日、大宮ソニックシティ、市岡滋会長）

7．自己点検、評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育においては、卒前、卒後教育ともに指導体制が充実しており、より満足度の高い教育が行えるようにしている。研究においては、
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臨床に直結した基礎研究を行うともに、難治性創傷における豊富な臨床経験とデータを活用し臨床研究を行い、多くの業績を残している。
診療においては、難治性創傷を中心に、先天奇形から外傷、美容外科など幅広い分野の充実した診療を行い、地域医療に貢献している。
以上より、教育、研究、診療においてそれぞれの目標は概ね達成されたと考える。
7-2．次年度の改善計画
教育においては、卒前、卒後教育ともに今年度と同様、クルズスなどを充実させ、満足度の高い教育を行う。研究においては、豊富な
臨床経験とデータを活用し、さらなる学会
発表、論文作成の増加を目標とする。診療においては、近隣の医療機関と連携し地域への貢献度をより高めるとともに、診療内容をさら
に充実させる。
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1．20）小児科（小児科・新生児科）
１．構成員
徳山 研一（TOKUYAMA，Kenichi） ：教授: 運営責任者：小児科診療部長：指導教員(大学院)
小児科学、小児アレルギー学、小児呼吸器学：博士
大竹 明 （OHTAKE，Akira）
：教授：代表指導教員(大学院) 研究主任：
小児科学、代謝・遺伝病学、分子生物学：博士
山内 秀雄（YAMANOUCHI，Hideo） ：教授：教育主任：指導教員(大学院)：小児科学、小児神経学：博士
國方 徹也 (KUNIKATA,Tetsuya)
：教授：新生児科診療部長、：指導教員(大学院)小児科学、新生児学：博士
菊池 透（KIKUCHI Toru）
：教授：：教育副主任、指導教員(大学院)：小児科学、
内分泌・代謝学(小児)・糖尿病学：博士
秋岡 祐子（AKIOKA，Yuko）
：准教授(7月1日付教授)：診療副部長、小児科学、小児腎臓病学：博士
本多 正和（HONDA，Masakazu）
：講師：病棟医長(新生児)：研究員：小児科学、新生児学：博士
植田 穣
(UEDA，Yutaka)
：講師：病棟医長(小児科):小児科学、小児アレルギー学：博士
盛田 英司（MORITA，Eiji）
：講師：小児科学、小児アレルギー学：博士
石井 佐織（ISHII，Saori）
：助教：外来医長：小児科学
筧
紘子 (KAKEI，Hiroko)
：助教：小児科学、新生児学：博士
古賀 健史 (KOGA，Takeshi)
：助教：小児科学、小児アレルギー学：博士
武者 育麻 (MUSHA，Ikuma)
：助教：小児科学、糖尿病学：博士
荒尾 正人（ARAO、Masato）
：助教；小児科学
颯佐 かおり(SASSA，Kaori)
：助教：小児科学
櫻井 隼人 (SAKURAI，Hayato)
：助教：小児科学、新生児学
小川 俊一（OGAWA，Shunichi）
：助教：小児科学
森田 佳代（MORITA，Kayo）
：助教：小児科学
味原 さや香(AJIHARA，Sayaka) ：助教：小児科学
川名 宏（KAWANA，Hiroshi）
：助教：小児科学
飛田和えりか（HIDAWA，Erika） ：助教：小児科学
堀田 奈緒美（HOTTA，Naomi）
：助教：小児科学
：助教：小児科学
岡田 慶介（OKADA，Keisuke）
清水 貴寛（SHIMIZU，Takahiro） ：助教：小児科学
寺西 宏美（TERANISI、Hiromi） ：助教：小児科学
藤野 美里（HUJINO，Misato）
：助教：小児科学
遠藤 琢也（ENDO，Takuya）
：助教：小児科学
田端 克彦（TABATA、Katsuhiko） ：助教：小児科学
野々宮 瑞紀（NONOMIYA、Mizuki）：助教：小児科学
池田 のぞみ(IKEDA,Nozomi)
：助教：小児科学
大滝 聡美(OHTAKI,Satomi)
：助教：小児科学
吉村 萌(YOSHIMURA,Moe)
：助教：小児科学
原嶋 宏子（HARASHIMA、Hiroko） ：助手：臨床検査技師
住友 直方（SUMITOMO，Naokata） ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
小林 俊樹（KOBAYASHI, Toshiki ：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
田中 竜平 (TANAKA，Ryuhei)
：教授：小児腫瘍・血液学：博士（国際医療センターとの兼担）
【客員】
佐々木 望(SASAKI, Nozomu)
：名誉教授：内分泌・糖尿病学：博士
宮路 太（MIYAJI,Tooru）
：名誉教授：小児科学、新生児学：博士
雨宮 伸（AMEMIYA，Shin）
：客員教授：小児科学、内分泌・代謝学(小児)・糖尿病学：博士
森野 正明（MORINO, Masaaki）
：客員教授：小児腎臓病学：博士
高柳 正樹（TAKAYANAGI, Masaki）：客員教授：小児消化器病学、代謝病学：博士
三浦 信之（MIURA，Nobuyuki）
：客員准教授：小児血液学：博士
小柴満美子（KOSHIBA, Mamiko） ：客員准教授：行動神経科学：博士（工学）
【非常勤講師】
上原 すゞ子（UEHARA，Suzuko） 新美 仁男（NIIMI，Hiroo）
中里 明彦（NAKAZATO，Akihiko） 新井 克巳（ARAI, Katsumi）
岡田 邦之 (OKADA，Kuniyuki) 橋本 和美（HASHIMOTO,Kazumi）松永 保（MATSUNAGA，Tamotsu ）望月 美恵（MOCHIZUKI，
Mie）中野 裕史 (NAKANO，Hiroshi) 星野 正也 (HOSHINO，Masaya) 皆川 孝子（MINAGAWA，Takako） 赤塚 淳弥 (AKATSUKA，
Jyunya) 山崎 太郎（YAMAZAKI，Taro）溝口 史剛 (MIZOGUCHI、Humitake) 堀越 裕歩（HORIKOSHI、Yuho）
【非常勤医師】 保母 鑑三（HOBO，Kanzo）
【新生児科常勤心理士】田中順子（TANAKA Junko）
【非常勤講師：臨床心理士】 松嵜 くみ子(MATSUZAKI，kumiko) 石井 裕美 (ISHII，Hiromi) 戸田 尭裕(TODA,Takahiro)
【専攻生】大澤 麻登里(OHSAWA,Matori)
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２．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育】
講義では、4年生までは、正常小児の成長発達および小児疾患の病態生理を中心に、小児科学の基本的知識の習得を目標
にしている。6年生では、医師国家試験での小児科関連の問題に対応および研修医に必要な小児科学の知識の習得を目標に
している。
【卒後教育】
卒後2年間の臨床研修については滞りなく充実した研修ができ、一般小児科のプライマリケアと基本的な臨床的考察の仕
方を習得することを目標とする。小児科診療における基礎能力を集中的に養い、同時に一般初期研修必須科目を効率よく
習得することを目標とする。後期小児科研修では各専門領域や地域連携小児医療などの幅広い選択を行い、卒後5年で小児
科専門医の取得。さらに専門領域の選択により規定年数後に各々の専門医の取得を目標とする。埼玉医科大学国際医療セ
ンターでの研修に加え、新研修制度またがり型研修方式を採用することによって埼玉医科大学総合医療センター小児科に
おける研修も可能とし、結果的にオール埼玉医科大学小児科での研修が可能となるようなプログラムを実行する。
【大学院教育】
櫻井助教・・非投薬下MR撮像用の包括的鎮静管理法の開発と臨床適用（Thesis）にて学位を取得した。
（指導；國方、小柴
客員准教授）
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
系統講義は3年生、4年生、6年生が中心であるが一部の教官は1年生、2年生も担当し、小児科の幅広さ、奥深さが少しで
も学生に分かるように工夫している。講義は、原則として教授、講師が担当している。ただし、小児科学の広範囲な講義
領域のうち在任教官の専門分野を超える領域については、より充実した講義を提供することを目的として、他科の学内教
官、非常勤教官にも担当していただいている。
クリニカルクラークシップ（CC）Step1では、小児センター病棟（南館4階）
、新生児センターNICU・GCU（南館3階）の病
棟での実習を各１週間行い、問題解決のアプローチ方法の習得を目的にそれぞれ受け持ち患者をPOMRによるカルテ記載（紙
カルテ）を指導医のもとに行っている。病棟実習では取得しづらい予防注射、新生児発達、神経発達については外来実習
を行っている。また、小児科領域の知識の整理のために教授・准教授・講師による対話式少人数講義を１０領域において
行っている。またさらに、国際医療センター小児心臓科と小児腫瘍科での実習も行っている。カンファレンスには積極的
に参加してもらい、チーム医療を行う一員としての自覚を促すように指導している。Advanced CCでは、原則として初期・
後期研修医とともに行動し、いわゆる屋根瓦方式の実習を行い、チーム医療の一員として活躍することの重要性と喜びを
体験してもらい、単なる知識・技術のみならずメディカルスタッフとのコミュニケーションの重要性を体得することを図
っている。
【卒後教育】
小児科を 1 か月ないし 2 か月ローテーションする初期研修医に対して、定められた研修目標を達成することができるよ
うに定められた週間予定表にしたがって指導医が１対１の指導を行っている。入院患者に対する問診、診察の基本、鑑別
診断の仕方と最終診断や治療方針の決定とその実行について、きめの細かな指導が行なわれている。後期研修医に対して
は、大学病院では小児科、新生児科での研修に加え、国際医療センター小児腫瘍科、小児心臓科における各 3 か月間の研
修を行っている。さらに後期研修 2 年目以降では総合医療センター小児科において 6 か月以内を原則とする選択研修を行
い後期研修のさらなる充実を図っている。大学病院小児科は総合診療小児科としての役割に加えて、各専門領域として内
分泌・代謝、神経、腎・膠原病、呼吸器・アレルギー、遺伝、感染症専門などの診療研究の役割を担うと考えられるが、
教育領域においてもそれは同様である。大学病院小児科における研修週間計画としては教授回診のある火曜日を除く月曜
日から土曜日までの朝 8 時より早朝カンファレンスにおいて 24 時間以内に入院となった患者（月曜日については 48 時間
以内）の研修医によるプレゼンテーションの指導を主に診療部長、診療副部長、研修担当医長、病棟医長らを中心に行っ
ている。小児科総合回診は火曜日に開催され、診療部長をはじめとする研修指導医が研修医に対して症例提示指導、診療
指導を行っている。またこれとは別途に新生児病棟回診は毎日夕刻に開催され、初期研修医、シニアレジデントの指導が
行われている。小児科において 2 人の医長をトップとする 2 グループが分けられ、それぞれにおいて毎日夕刻に行われる
回診時に研修の成果のチェックなどの指導がおこなわれている。大学病院小児科において更なる意欲的な研修を行われる
ためにはより踏み込んだエビデンスに基づく診療指導、学術的指導とそのための環境整備が必要であると考えられる。
【大学院教育】
櫻井隼人助教・・・非投薬下MR撮像用の包括的鎮静管理法の開発と臨床適用（Thesis）にて学位を取得した。
（指導；國方、小柴客員准教授）
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2-3．達成度
【卒前教育】
小児科は毎年ベストティーチャー賞を輩出するなどしており、小児科領域の講義に対する学生の評価は概ね高いと考え
られるが、さらなる改善をおこなってゆく必要がある。また系統講義の評価法の一つと考えられる試験については、適切
な問題が偏りなく網羅されるように努力してきたが、令和２年度も引き続き継続課題とする。実習は学生の評価もおおむ
ね高く、ほぼ満足のできる実習が行われた。引き続きよりよい実習のできる場を提供できるよう尽力する（達成度８０％）
【卒後教育】
上記の目標と内容をほぼ実行することができた。結果として初期研修において大学病院小児科の研修を希望する初期研
修医は少なくなかった。後期研修として小児科を選択する医師は３名であった。後期研修についてはそれぞれの専門領域
の専門医・指導医からの充実した指導が行われ、総合小児科医としての知識技能が習得されていると考えられる。
（達成度
８０％）
【大学院教育】
櫻井隼人助教・・・非投薬下MR撮像用の包括的鎮静管理法の開発と臨床適用（Thesis）にて学位を取得した。
達成度100％（指導；國方、小柴客員准教授）
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
講義、実習とも上記のようにある程度の達成されたものがあるものの、さらなる向上を図る必要がある。特に講義の評価
としての試験問題について偏りのない、国家試験を念頭においた良問を作成することは、重要な点の一つである。臨床実
習については対話式少人数講義をCC-Step1のみにとどめ、advanced CCでは診察方法や問題解決能力の取得と共に医療チー
ムの一人として活躍することの大切さを認識させ、医療安全に配慮した医療のあり方、医師のみでなく職種の違う医療ス
タッフに対するコミュニケーション能力の取得などを目標とし、患者の気持ちに配慮する人格的にすぐれた良医を育成で
きるように指導してゆきたい。
【卒後教育】
毎朝行われているカンファレンスは受け持ちの症例を端的にまとめる練習を行いながら研修医全体で共有できるという
メリットは大きく、その教育的効果は高いと考えられる。毎日朝夕2回行われる医長回診時の研修医への指導により十分な
前期後期とも適切な研修ができていると考えられる。今後は主体的でアカデミックな議論が指導側と研修医の間でより行
われることで、研究業績に結び付いてゆくことが期待される。
【大学院教育】
櫻井隼人助教・・・令和2年3月に大学院を卒業し、非投薬下MR撮像用の包括的鎮静管理法の開発と臨床適用（Thesis）に
て学位を取得した。
（指導；國方、小柴客員准教授）

３．研究
3-1．目的・目標
小児科の専門分野は多岐にわたる。各種疾患の病態、診断および治療で解決すべき事項を挙げ、新しい診断法、治療法
を開発して小児医療に貢献する。科研費等競争的研究資金の取得は重要であり、講師以上は必須義務、専門医を取得した
助教以上は努力義務とし、申請と獲得を目指す。研究結果として論文の出版を最重要課題の一つと考え年間 10 本以上の英
語論文を目指す。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
内分泌・代謝
A. 小児期発症糖尿病に関する新規発症例についての病型と追跡に関する多施設共同研究．
B. １型糖尿病の発症および合併症に関する遺伝要因の解明．
C. １型糖尿病における効率的療養指導法の確立．
D. 2 型糖尿病におけるインスリン分泌と抵抗性に関する 2 大発症要因に基づいた治療法の検討．
E. SGA 低身長における成長ホルモン大量投与における代謝・内分泌学的継時的変化に関する検討
F. 先天性高乳酸血症・ミトコンドリア病の診断と病因および病態解明に関する次世代シークエンス法を用いた研究．
G. ミトコンドリア病に対する 5-アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムの有効性及び安全性に関する
研究
H. 濾紙血酵素活性測定法によるファブリー病の診断と治療に関する研究．
I. 進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎 (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva; FOP) の遺伝子診断と新薬
の開発についての研究．
J. 小児肥満症の病態の解明および効果的な治療方法の確立
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K. 胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習慣病への先制医療の確立
L. ライソソーム病、重症複合免疫不全症に対する新生児オプショナルスクリーニング法の確立
アレルギー
A. 思春期喘息児における気道可逆性試験及び呼気 NO 測定の意義
B. 食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果たす神経原性炎症の役割（科研費基盤研究 C）
C. 屋内塵ダニアレルゲンによるヒト好酸球活性化に対するβ2 刺激薬の効果についての研究
D. 希少食物アレルゲンの IgE immunoblotting による解析
E．毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．
F. 細気管支炎に対する BCV と NPPV の効果のランダム化比較試験
G．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究
H. アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討
腎臓、膠原病

A. 小児尿路感染症の臨床検討

B. 低出生体重が超長期腎機能予後に与える影響
C. 低出生体重児の急性腎障害の臨床検討
D. 血清ガラクトース欠損 IgA 測定による IgA 血管炎の病勢把握
神経
A．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究（DKI, fcMRI を含む）
B. ハイリスク新生児の発達行動学的研究（情育環境学）
C. サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究
D. サルを用いた低酸素性虚血性脳障害の成因と治療に関する研究
新生児

A. 新生児･未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究

B. 新生児血糖測定方法の検討
C. 新生児において鎮静剤を使用しない MRI 撮影の検討
D. 新生児黄疸の HPLC を用いた基礎的な分析方法の確立
E. 先天奇形児に対する在宅管理導入の検討
F. 新生児仮死における aEEG の検討
3-3．研究内容と達成度
内分泌・代謝
A、多施設共同研究で疾患感受性遺伝子として HLA 多型の解析、および多型解析の遂行、国際小児思春期糖尿病学会（ISPAD）
で発表、今後日本糖尿病学会で報告予定（達成度 90%）
。従来小児インスリン治療研究会として 10 年余に亘る HbA1 標
準化に基づいたコホート研究にグリコアルブミンの検討を加える（達成度 90%）
B. 今年 3 月までに日本全国およびアジアの一部の国の 2687 家系 4282 人の検体を受け付け、1100 例余りをミトコンドリ
ア病と酵素診断した。診断された症例のうち 500 例で次世代シークエンス法を用いた遺伝子解析が終了し、うち 280
例で既報告の遺伝子異常を、220 例で新規候補遺伝子異常を発見している（達成度 50%）
C. 5-アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムを用いた医師主導治験（検証試験）をほぼ終了し、2020
年 10 月にはキーオープンの予定である（達成度 70％）
D. 心臓内科、神経内科・脳卒中内科との共同で原因不明の心室肥大、不整脈、若年性脳梗塞例を中心に診断を進め、今年
は神経内科で新患 1 人を発見し、これまでに 15 例を診断しうち 12 例に酵素補充療法を開始した（達成度 50％）
E.

ゲノム医学研究センター、整形外科、中央検査部との共同で、検査を開始し、14 人の来院患者と他に 36 人の患者検
体を得て解析した．今後、治療法の開発にも取り組む（達成度 50％）

F . 小児肥満症の外来患者に対して、体組成検査と代謝異常の関連を検討中、また、オリジナルの体重、日常生活の記録
用紙を用いた行動療法の有効性を検討中である。
（50％）
G. ライソソーム病と中心とする治療法の確立された病気を対象に 2018 年 2 月から開始した新生児オプショナルスクリー
ニングは、徐々に参加病院と対象疾患を増やし、今年度は新たに Fabry 病とムコ多糖症 II 型の新患 1 例ずつを発見し
た（達成度 20％）
H. 小児肥満症の病態の解明および効果的な治療方法の確立（70％）
I. 胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習慣病への先制医療の確立（50％）
アレルギー
A. 思春期喘息児における気道可逆性試験及び呼気 NO 測定の意義：英文投稿し、J Asthma に受理された（達成度 100％）
B. 食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果たす神経原性炎症の役割（科研費基盤研究 C）：負荷試験でアナフ
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ィラキシー発現例の血中神経ペプタイドを測定中（達成度 30％）
C. 屋内塵ダニアレルゲンによるヒト好酸球活性化に対するβ2 刺激薬の効果についての研究
：英文が Asian Pacific Allergy に受理された（達成度 100％）
D. 希少食物アレルゲンの IgE immunoblotting による解析：希少食物アレルギーの原因抗原分子量の分析を実施（達成度
10％）
E．毛呂山町・越生町における学童および生徒の口腔アレルギー症候群（OAS）の実態に関する研究．解析終了し英文作成
中（達成度 100％）
F. 細気管支炎に対する BCV と NPPV の効果のランダム化比較試験: 多施設研究が終了し結果解析中（達成度 100％）
。
G．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究：サマースクール前後の変化のパラメータを検討している
（達成度 40％）
H. アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討（達成度 60％）
腎臓、膠原病
A. 小児尿路感染症の臨床検討
1) 腫瘤形成型尿路感染症の非侵襲的画像診断の検討
腫瘤形成型尿路感染症の診断には造影 CT が多用されているが、造影剤による有害事象の発生が問題であった。私たち
は、造影 CT によらない、非侵襲的な画像診断の確立を目的に、超音波画像を用いた腎容積測定による患側腎腫大に着
目し、診断マーカーとしての有用性を検討中である（国際小児腎臓学会 2019 で発表：飛田和）
（達成度 50％）
。
2) 腎膿瘍の臨床像の検討
ｓ腎膿瘍の臨床像を明らかにする目的で急性腎盂腎炎の臨床像と比較検討した（論文採択済：藤野）
（達成度 100％）
B. 低出生体重が超長期腎機能予後に与える影響
極低出生体重児の長期腎予後調査にを新生児科との共同研究で準備中である（達成度 0％）
C. 低出生体重児の急性腎障害の臨床検討
極低出生体重児の急性腎障害の発症率、発症リスク要因を新生児科と共同研究で実施中である（達成度 10％）
D. 血清ガラクトース欠損 IgA 測定による IgA 血管炎の病勢把握
IgA 血管炎に伴う腎症はガラクトース欠損 IgA（Gd-IgA）の糸球体沈着により発症する。血管炎の診断と重症度は腎生
検で判断されるが、病勢把握のために反復して腎生検を行うことの侵襲性が問題であった。そこで、IgA 血管炎の病
勢マーカーとして血清 Gd-IgA 値の有用性を検討している。現在、患者腎組織を用いガラクトース欠損 IgA の糸球体発
現を蛍光免疫染色で確認している（達成度 20％）
神

経

A. ハイリスク新生児の神経放射線学的研究：新生児 fcMRI、DKI ついてデータの解析を検討中（達成度

65%）

B. ハイリスク新生児の発達行動学的研究：24 時間クベース内新生児行動観察によるデータの解析を検討中（達成度 65％）
C. サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：環境が行動生理に与える影響をマーモセットを用いて研究している（達
成度 60％）
新生児

A. リハビリテーションと連携し、哺乳から 運動獲得までの達成度を比較する(達成度 30%)
B. 様々な簡易血糖測定器での新生児血糖の値を比較検討する (達成度 80%)
C. 新生児を自然睡眠に導く様々な装置の工夫 (達成度 80%)
D. 次のステップは、抱合体の測定

(達成度 60%)

E. 様々な状況下での外来でのフォローの検討 (達成度 50%)
F. 新生児仮死や超低出生体重児における aEEG の検討 (達成度 50%)
3-4．自己評価と次年度計画
各グループの研究達成度は 10%～100%である。多忙な臨床の中で、今後も精進を続け研究成果の上積みを図るために
は一層の努力を続ける必要があり、そのためには各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する必要がある。
小児科は、1) 内分泌・代謝、2) 腎臓・膠原病、3) アレルギー、4) 神経

5) 新生児の研究グループに分かれ、それぞ

れ新しい診断法・治療法開発のための研究を行っている。多忙な臨床の中で研究成果の上積みを図るために一層の努力を
続ける必要があり、今後も各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する所存である。是非科研費の採択に努力してゆ
きたい。
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４．診療
小児科では新生児部門を含め総合小児科診療を基本とした診療体制を構築している。これらには外来、病棟および地域
連携小児夜間休日診療が含まれる。また、サブ・スペシャルティー分野としてアレルギー・呼吸器（徳山）、小児内分泌・
糖尿病(菊池)、先天代謝異常・遺伝病(大竹)、小児神経(山内)、腎臓（秋岡）
、新生児(國方)の分野を各教授が主導してい
る。さらに、病院内の各センター（アレルギー、てんかん、難病）や子どもの虐待対応などの運営に中心的役割を果たし
ている。小児心疾患、小児腫瘍・血液分野については国際医療センターと連携して行っている。さらに、各研究とともに、
臨床治験に積極的に参加している。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
自治体；埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会委員：徳山研一
自治体；埼玉県指定難病審査専門委員：大竹

明

自治体；埼玉県マス・スクリーニング運営協議会専門委員：大竹
自治体；埼玉県母子保健運営協議会

明

乳児マス・スクリーニング検査事業検討専門部会委員：大竹

自治体；さいたま市先天性代謝異常等検査事業顧問医師：大竹

明

明

自治体：埼玉県てんかん治療医療連携協議会委員：山内秀雄
厚労省：厚生労働省疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会委員：山内秀雄
自治体；埼玉周産期協議会運営委員：國方徹也
厚労省：医師国家試験問題作成委委員：秋岡祐子
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
徳山研一：“Cough” (Online Journal) Editorial Board
日本小児呼吸器学会“小児の咳嗽診療ガイドライン”委員
"Frontiers in Pediatric Pulmonology" : Review Editor
大竹

明：日本小児科学会雑誌編集委員会担当理事
査読；Mitochondrion, Annals of Neurology, Biochim Biopys Acta, Journal of Human Genetics、Pediatrics
International、Clinical Pediatric Endocrinology、Brain & Development、日本小児科学会雑誌、日本マス・
スクリーニング学会雑誌等

山内秀雄：Brain & Development 編集委員
Pediatrics International 編集委員
Journal of Pediatric Epilepsy 編集委員
日本小児神経学会小児急性脳症診療ガイドライン作成委員
日本小児神経学会小児けいれん重積状態診療ガイドラインアドバイザー
査読：Neuropediatrics, Brain & Development, Pediatric International、日本小児神経学会雑誌「脳と発達」
、
日本小児科学会雑誌等
菊池

透：糖尿病・妊娠学会学術誌「糖尿病と妊娠」編集委員
日本成長学会編集委員
日本高血圧学会
日本肥満学会

“高血圧治療ガイドライン“
“小児肥満症ガイドライン“

執筆委員
作成委員

査読：Hypertension Research, Endocrine Journal, Clinical Pediatric Endocrinology, 糖尿病
國方徹也：査読 Pediatric international, 日本成育新生児学会、日本周産期新生児医学会
秋岡祐子：査読：日本小児科学会雑誌、Pediatric international、日本小児腎不全学会誌、日本臨床腎移植学会雑誌
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
徳山研一：ニューロペプタイド研究会・会長
徳山研一：日本アレルギー学会・代議員・医療問題検討委員
徳山研一：国際喘息学会北アジア・日本支部幹事
徳山研一：日本小児科学会・代議員
徳山研一：日本小児アレルギー学会・評議員
徳山研一：日本小児耳鼻科学会・評議員
徳山研一：日本小児科学会埼玉地方会・常務理事
徳山研一：埼玉喘息・アレルギー研究会世話人
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徳山研一：埼玉小児アレルギー疾患懇話会・代表世話人
徳山研一：埼玉小児呼吸器疾患研究会・代表世話人
大竹

明：日本小児科学会理事

小児慢性疾病委員会主担当、和文誌編集員会＆

移行支援医療委員会副担当）
大竹

明：日本先天代謝異常学会理事

診断基準・診療ガイドライン委員会委員長、

患者登録委員会副委員長
大竹

明：日本マス・スクリーニング学会理事

財務委員長、患者登録・支援委員会委員長

大竹

明：日本ミトコンドリア学会理事

大竹

明：全国遺伝子医療部門連絡会議監事

大竹

明：日本小児科学会埼玉地方会理事

大竹

明：北関東遺伝診療フォーラム代表世話人・事務局

大竹

明：埼玉酵素補充療法研究会代表世話人・事務局

常務委員

山内秀雄：日本小児神経学会理事
山内秀雄：日本小児科学会代議員
山内秀雄：日本小児科学会埼玉地方会理事
山内秀雄：日本てんかん学会理事・てんかん専門医療施設検討委員会委員長
山内秀雄：Infantile Seizure Society 世話人代表
山内秀雄：小児神経筋疾患懇話会世話人
山内秀雄：かわごえクリニック脳波てんかん研究会世話人、事務局長
山内秀雄：埼玉ニューロサイエンスフォーラム世話人代表（臨床）
菊池

透：日本小児科学会、代議員、薬事委員、栄養委員

菊池

透：日本小児内分泌学会、理事、薬事委員長、糖代謝委員

菊池

透：日本小児保健協会、学校保健委員

菊池

透：日本糖尿病学会、学術評議員、

菊池

透：日本内分泌学会、評議員

菊池

透：日本肥満学会、評議員、小児肥満症ガイドライン委員、専門医委員

菊池

透：日本高血圧学会、高血圧治療ガイドライン委員

菊池

透：日本糖尿病・妊娠学会

菊池

透：日本小児・思春期糖尿病学会

菊池

透：日本成長学会

菊池

透：日本小児脂質研究会

菊池

透：日本小児高血圧研究会

菊池

透：日本 DOHaD 学会

菊池

透：小児インスリン治療研究会

菊池

透：埼玉糖尿病協会小児糖尿病対策委員

理事
副理事長

理事
運営委員
世話人

幹事
世話人代表

國方徹也：日本新生児・周産期医学会評議員、施設認定委員、COI 委員、
國方徹也：日本新生児成育医学会評議員
國方徹也：日本新生児黄疸管理研究会幹事
國方徹也：日本ハイリスクフォローアップ研究会評議員
國方徹也：日本医療機能評価機構、産科医療補償制度、原因分析委員会委員
國方徹也：日本小児科学会代議員、埼玉地方会学術委員副委員長
國方徹也：さいたま地方裁判所鑑定人候補者
秋岡祐子：日本小児腎臓病学会

理事、男女共同参画委員会委員長

秋岡祐子：日本腎臓病学会

評議員、男女共同参画委員会委員

秋岡祐子：日本小児科学会

代議員、埼玉地方会学術委員

秋岡祐子：関東小児腎臓研究会

運営委員

秋岡祐子：日本小児腎不全学会

運営委員

植田

穣：日本アレルギー学会・代議員

盛田英司：日本アレルギー学会・代議員

0433

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 國方 徹也．今日の診断指針第 8 版 新生児疾患 新生児の敗血症．医学書院、永井良三総編集、2020、1841－2
② 張田豊、田中絵里子、大森多恵、浅野貴子、松村千恵子、久野正貴、秋岡祐子．日本小児腎臓病学会男女共同参画委員会の
課題と今後の取り組み．日児誌 123：1048-1056, 2019
③ 飛田和えりか、松崎正樹、荒尾正人、秋岡祐子．発熱、皮疹、関節痛を伴い発症し急性腎不全を呈した感染関連糸球体腎炎
の 1 例．日本小児腎不全学会雑誌 39：211-214, 2019
④ Sugihara S, Yokota I, Mukai T, Mochizuki T, Nakayama M, Tachikawa E, Kawada Y, Minamitani K, Kikuchi N, Urakami
T, Kawamura T, Kawasaki E, Kikuchi T, Amemiya S, The Japanese Study Group of Insulin Therapy for Childhood
and Adolescent Diabetes (JSGIT). Increased diagnosis of autoimmune childhood-onset Japanese type 1 diabetes
using a new GADAb ELISA kit, compared with a previously used GADAb RIA kit. J Diabetes Investig 2020
May;11(3):594-602. doi: 10.1111/jdi.13184. Epub 2019 Dec 24.
⑤

Yamamoto Y, Kikuchi T, Urakami T, Goto M, Tsubouchi K, Sasaki G, Mizuno H, Abe Y, Kitsuda K, Amemiya S, Sugihara
S.

Status and trends in the use of insulin analogs, insulin delivery systems and their association with

glycemic control: comparison of the two consecutive recent cohorts of Japanese children and adolescents with
type 1 diabetes mellitus.

J Pediatr Endocrinol Metab. 2019 Jan 28;32(1):1-9. doi: 10.1515/jpem-2018-0329.

⑥

山内秀雄．小児急性脳症の治療戦略．脳と発達 2019；51：167-72

⑦

山内秀雄、池田昭夫．てんかん診療の多様性と均てん化．精神科 2020；36(6)：471－477

⑨

Morita E, Tokuyama K, Ueda Y, Koga T, Ogawa S, Nishimura H. Airway reversibility and inflammation in stable
pre- to late-adolescent asthmatics without long-term control medications. J Asthma. 2019 Aug 21:1-10. doi:
10.1080/02770903.2019.1652641.
PMID: 31433689

⑧

Nyuzuki H, Yamazaki T, Saito M, Ohtake A: First Japanese case of maternal phenylketonuria treated with
sapropterin dihydrochloride and the normal growth and development of the child. Mol Genet Metab Rep 2019 Nov
1;21:100526. doi: 10.1016/j.ymgmr.2019.100526. eCollection 2019 Dec.

⑨

Frazier AE, Compton AG, Kishita Y, Hock DH, Welch AME, Amarasekera SSC, Rius R, Formosa LE, Imai-Okazaki A,
Francis D, Wang M, Lake NJ, Tregoning S, Jabbari JS, Lucattini A, Nitta KR, Ohtake A, Murayama K, Amor DJ,
McGillivray G, Wong FY, van der Knaap MS, Vermeulen RJ, Wiltshire EJ, Fletcher JM, Lewis B, Baynam G, Ellaway
C, Balasubramaniam S, Bhattacharya K, Freckmann M-L, Arbuckle S, Rodriguez M, Taft RJ, Sadedin S, Cowley MJ,
Minoche AE, Calvo SE, Mootha VK, Ryan MT, Okazaki Y, Stroud DA, Simons C, Christodoulou J, Thorburn DR: Fatal
perinatal mitochondrial cardiac failure caused by recurrent de novo duplications in the ATAD3 locus. Med in
press, 2020.
総数 論文 英文

34 件 、

和文

33 件 、 学会発表 海外

23 件 、国内

172件、

講演

44件

6-2．獲得研究費
●平成 30 年－令和２年文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｃ「食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に果た
す神経原性炎症の役割」研究代表者

徳山研一

3,400 千円

●難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～31 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：ミト
コンドリア病の調査研究(代表者：後藤雄一) 分担研究費 H31, 240 千円
●難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～31 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：先天
代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目指したガイドラインの作成・改訂および診療体制の整備に向けた調査研究（代表
者：中村公俊）分担研究費 H31, 500 千円
●難治性疾患実用化研究事業（平成 29 年度~31 年度, AMED): ミトコンドリア病診療マニュアルの改定を見据えた診療に
直結させるミトコンドリア病・各臨床病型のエビデンス創出研究 (代表者：村山圭) 分担研究費 H31, 260 千円
●臨床ゲノム情報統合データベース整備事業（平成 29 年度~31 年度, AMED)：真に個別患者の診療に役立ち領域横断的に
高い拡張性を有する変異・多型情報データベースの創成（代表者：小崎健次郎）分担研究費 H31, 650 千円
●難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 31 年度～令和 3 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：
小児慢性特定疾病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけた研究（代表者：賀藤

均）分担研究費 H31, 0 千円

●平成 29 年－平成 31 年文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｃ「胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活習
慣病への先制医療の確立」研究者代表

菊池透

3,700 千円
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●平成 31 年厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
（H29−循環器等−一般−004）．
今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究、研究代表者、門脇孝．分担研究者、菊池透．糖尿病に対する適切
な医療提供体制・医療の質指標に関する研究、１型糖尿病に関する検証．研究分担者

1,000 千円．

●平成 29-令和 2 日本医療研究開発機構 (AMED) 研究費（難治性疾患実用化研究事業）研究代表者：奥村彰久、研究分担
者：國方徹也、他：早産児核黄疸の包括的ガイドライン作成

課題 ID 12824886

8,320,000 円

●2019 年若手研究者育成研究費「極低出生体重児の慢性腎臓病発症と尿中落下細胞を用いた腎障害モニタリング」研究代
表者：飛田和えりか（700 千円）
●平成 31 年度厚生労働省科学科学研究費「小児急性脳症・けいれん重積状態の診療指針の確立」分担研究者

山内秀雄（300

千円）
●平成 31 年度日本学術振興会科学研究費助成事業挑戦的研究（萌芽）
「ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・光・熱
のクロスモダル療育空間」分担研究者

山内秀雄（300 千円）

●平成 31 年度日本学術振興会科学研究費助成事業挑戦的研究（萌芽）
「ハイリスク新生児脳の神経発達を促す音・光・熱
のクロスモダル療育空間」主任研究者 小柴満美子（2000 千円）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
●第 14 回埼玉小児アレルギー疾患懇話会（事務局、代表世話人：徳山研一）
日

時：2019 年７月 13 日（土）17：00 ～ 19：00

場

所：ホテル・ブリランテ（さいたま市）

●第 14 回埼玉小児呼吸器疾患研究会（事務局、代表世話人：徳山研一）
日

時：2020 年１月 29 日（水）18：40 ～ 21：00

場

所：TKP 大宮（さいたま市）

●第 15 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局、代表世話人：大竹
日

時：2019 年 11 月 20 日（月）18：30 ～ 21：10

場

所：大宮パレスホテル（さいたま市）

●第 14 回埼玉酵素補充療法講演会（事務局、代表世話人：大竹
日

時：2020 年 2 月 20 日（木）18:30～20:50

場

所：パレスホテル大宮（さいたま市）

●第 8 回埼玉県新生児医療懇話会（当番世話人

明）

明）

國方徹也）

日

時：2019 年 12 月 14 日（土）14：00～18：00

場

所：TKP 大宮西口カンファレンスセンター

●第 26 回ゆずの木周産期病診連携セミナー（世話人：國方徹也）
日

時：2019 年７月 22 日（月）19：00 ～ 21：00

場

所：坂戸グランドホテル（坂戸市）

●埼玉西北部小児科研究会
第 37 回 2019 年 7 月 10 日（当番幹事：大竹

明）

第 38 回 2019 年 11 月 13 日（当番幹事：秋岡祐子）
●第 36 回小児神経筋疾患懇話会

（世話人代表：山内秀雄）

日

時：2019 年 8 月 24 日

場

所：大崎ブライトコアホール（東京）

●20th Annual Meeting of Infantile Seizure Society：International Symposium on Neonatal Seizures: Deepening
Insights into Developmental Brain Injury（代表世話人：山内秀雄）
日

時：2019 年 5 月 31 日～6 月 1 日

場 所：名古屋国際会議場（名古屋）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
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教育、診療、研究について、徳山を含む 6 人の教授で役割分担し（徳山運営責任者・小児科診療部長、秋岡同診療副部
長、國方新生児科診療部長、大竹研究主任、山内教育主任、菊池研修医長）、遂行してきた。教育・研究・診療にあたり
大きな問題は生じなかったと考える。特に診療については安全で良質の医療を提供できたと考える。
7－2．次年度の改善計画
教育については、学生、研修医教育とも今年度以上の教育効果を高めるため、より緻密な指導を行っていきたい。研究
については、若手医師の research mind を高めるため、症例報告や臨床研究を一つでも多くまとめるよう各グループの長
が指導していく必要がある。また、研究指向の強い医師が十分な研究ができるような職場の環境作りに今後も配慮してい
きたい。今年度、後期研修医が 3 名新たに加わったが、教室のレベルを更に向上させ、地域医療貢献のためのマンパワー
を維持するためにも、今後も人材育成に努めていきたい。
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1．21）皮膚科
１．構成員
土田哲也(TSUCHIDA, Tetsuya)：教授：指導教員（大学院）
：膠原病、皮膚腫瘍：博士
中村晃一郎(NAKAMURA, Koichiro)：教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）
：皮膚免疫、皮膚アレルギー性疾患、
乾癬：博士
常深祐一郎(TSUNEMI, Yuichiro)：教授：診療副部長：研究主任：代表指導教員（大学院）
：皮膚アレルギー性疾患、乾癬、
皮膚真菌症：博士
緒方

大(OGATA Dai)：講師：指導教員（大学院）
：皮膚腫瘍、皮膚外科：博士（8 月 31 日退職、10 月 1 日より非常勤講師）

宮野恭平(MIYANO, Kyohei) ：講師：教育主任：外来医長：指導教員（大学院）
：皮膚アレルギー、乾癬：博士
鈴木

正(SUZUKI, Tadashi)、
清原祥夫（KIYOHARA, Yoshio）
、大林寛人(OHBAYASHI, Hiroto)、田口理史(TAGUCHI, Masahito)、

濱中すみ子(HAMANAKA, Sumiko)、中山佳代子(NAKAYAMA, Kayoko)、長島陽子(NAGASHIMA, Yoko)、馬場由佳里（BABA,Yukari）
：
非常勤講師
村山喬之(MURAYAMA, Takayuki)、柳澤宏人(YANAGISAWA, Hiroto)、村上拓生（MURAKAMI, Takuo）
、竹治真明（TAKEJI, Masaaki）、
岡部正和(OKABE, Masakazu)、土橋隼人（TSUCHIHASHI, Hayato）
、佐藤詩穂里(SATO, Shihori)、椎名雄樹（SHIINA,Yuki) 、
鈴木（伊藤）唯（SUZUKI(ITOH), Yui）
、上村杏奈（KAMIMURA, Anna）
：助教．
横田亜樹子(YOKOTA, Akiko)：非常勤医師Ⅰ類
難波純英（NAMBA, Junei）、大野志保（OHONO, Shiho）、町野哲（MACHINO, Satoshi）、高林彩子（TAKABAYASHI, Ayako）, 高
井彩也華（TAKAI, Sayaka）, 土田真弓（TSUCHIDA, Mayumi）
：非常勤医師Ⅱ類
根内厚子(NEUCHI, Atsuko)：実験助手
藤野典子（FUJINO, Noriko）
、島崎京子(SHIMAZAKI ,Kyoko)：秘書

２．教育
2-1．目的･目標
≪卒前教育≫
医学部学生が履修すべき皮膚科の基礎を学ぶ。皮膚の構造と機能、症候学、病理組織学にはじまり、代表的な疾患につ
いて学ぶ。
≪卒後教育≫
外来診療・病棟診療において、炎症性皮膚疾患、膠原病、皮膚腫瘍などの各疾患の診断、問診、治療などに関して正し
い知識を習得し、診療に役立てる。診療において患者へのインフォームドコンセントを十分に行うことを身につける。
≪大学院教育≫
大学院授業において、皮膚免疫学、皮膚生理学、皮膚形態学などに関する概念を把握し、さらに手技について学ぶ。
2-2．教育内容
2019 年度授業は、4 年生の講義として、「免疫ユニット」1 時限、「皮膚・運動器ユニット」 10 時限を担当した。5
年生の BSL は各グル－プ 1 週間行った。5 年生、6 年生のクリニカルクラークシップでは 4 週間単位の臨床実習を行った。
6 年生の講義数は皮膚科学 5 時限、外科総論 1 時限、総合学習Ｃユニット（卒後試験後）1 限であった。また、保健医療
学部の講義も、看護学科、臨床検査学科、理学療法学科において各 2 時限を担当した。
≪卒前教育≫
講義：主にプリントを配布し、スライドを使用して行なわれた。
3 年生＜内分泌・代謝ユニット ＞
1.その他の代謝疾患（皮膚の代謝異常症・形成異常症）－福田知雄
4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞
1.

オリエンテーション、皮膚の構造と機能－中村晃一郎

2.

皮膚科診断学・症候学－常深祐一郎

3.

角化症・皮膚付属器疾患－常深祐一郎

4.

湿疹・皮膚炎群、蕁麻疹―中村晃一郎

5.

紅斑症・紫斑病、薬疹－人見勝博

6.

水疱症、膿疱症－福田知雄

7.

母斑・母斑症－土田哲也

8.

光線性皮膚疾患（含レーザー療法）
・物理化学的皮膚障害（熱傷、凍傷）―寺本由紀子
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9.

全身と皮膚―大林寛人

10. 色素異常症－中村泰大
11. 皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）－清原祥夫
12. 皮膚腫瘍（間葉系、メラノサイト系腫瘍）－山本明史
13. 細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）
、肉芽腫症－宮野恭平
14. 皮膚真菌症―中山佳代子
15. ウイルス性皮膚疾患－寺木祐一
16. 性感染症、動物性皮膚疾患―鈴木正
17. 〈病

理〉皮膚－新井栄一

４年生＜免疫ユニット＞
1. 膠原病とアレルギーの皮膚病変－土田哲也
6 年生<皮膚疾患>
1.

皮膚感染症（ウイルス性発疹症を除く）―常深祐一郎

2.

皮膚腫瘍―中村晃一郎

3.

角化症、母斑・母斑症―宮野恭平

4.

湿疹、皮膚炎群、蕁麻疹―土田哲也

5.

紅斑症・紫斑病、水疱症・膿疱症、付属器疾患、肉芽腫症―中村晃一郎

6.

光線性皮膚疾患、色素異常症、代謝異常、全身と皮膚－福田知雄

6 年生＜外科総論＞
1,

外科総論

熱傷―田口理史

6 年生＜総合学習Ｃユニット＞
1.

高齢者/要介護者に多い皮膚の病気－土田哲也

BSL：外来では学生各自が新来患者を毎日 1 名以上担当し、皮疹の見方、病歴の記載法、検査法、診断学および治療につ
いて指導を受けた。病棟では担当医の指導の許で患者診療を行った。また、皮疹のみかた、病理組織、入院症例について、
検査法、治療法などについてのクルズスが 10 単位おこなわれ、小人数討論をおこなった。その他、週 2 回の病棟総廻診
へ参加し、中央手術室では、実際に手洗いをして手術の助手として手術に加わった。また、週 2 回の臨床カンファランス
と週 1 回の病理組織カンファランスに出席した。
クリニカルクラークシップ：診療チームの一員として病棟診療、手術に参加し、外来では予診も担当し、臨床経験を積ん
だ。
≪卒後教育≫
初期研修医、シニアレジデントを対象とした卒後教育では、外来診療・病棟診療において、種々の検査法、外用療法、
光線療法、レーザー治療、外科的処置、内科的治療、全身ケアを経験するとともに、壊死性筋膜炎などの重症感染症、熱
傷、壊疽、良性・悪性腫瘍などに対して行う debridement、切除、植皮、皮弁形成などの外科手術にも緊急手術を含めて
参加し、皮膚科の診療に不可欠な技術の習得に努めた。
≪大学院教育≫
大学院では週 1 回の勉強会を通して専門的な知識の習得に努めた。また、蛍光免疫染色、細胞培養、電子顕微鏡学的手
法、分子生物学的実験、タンパク質の定量実験などを行い、アレルギー疾患や色素性疾患の病態解明のための手技を獲得
した。
2-3．達成度
≪卒前教育≫
教育評価：4 年生はユニット別試験を行いユニットとして学習成果の総括的評価をおこなった。臨床実習（BSL, CC）
の評価は、出欠、観察記録、レポ－トおよび口頭試問を総合して判定し、不合格者はいなかった。6 年生は実力試験、お
よび卒業試験が行なわれ、卒業の合否は卒業試験の成績において全科的に総合して判定された。
≪卒後教育≫
研修医・シニアレジデントの評価は、外来・病棟研修における診療、手術、病理実習、カンファランス発表、論文など
を総合して判定した。
≪大学院教育≫
大学院生の評価は大学院授業への出欠、勉強会への出席状況、実験への参加によって評価を行った。
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2-4．自己評価と次年度計画
教育について、BSL 指導、講義を中心に施行した。来年度は更に、理解度を深める工夫を加えると共に、皮膚疾患の概
念、とらえ方を身につけ、おのおのの相違についてみずから考えられるようにサポートしたい。

３. 研究
3-1．目的・目標
当科では、様々な皮膚疾患に於ける皮疹と全身症状の関連性についての臨床的・病理組織学的検討、ならびに全身性皮
膚疾患の病態と治療、および研究を行なっている。基礎研究として免疫組織化学および超微形態学などの皮膚病理組織学
的研究の他、生化学的研究、腫瘍免疫学的研究を行い臨床応用を目指している。臨床的研究としては、色素性皮膚腫瘍・
皮膚病変に対するダーモスコピ－を用いた診断、腫瘍性病変に対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断、皮
膚悪性腫瘍におけるセンチネルリンパ節生検の成績を含めた外科的治療成績、および悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の
治療成果などについて詳細に検討している。また、母斑症患者の詳細な臨床症状の解析、再検討と、種々の症状に対する
治療法の確立をめざしている。乾癬などの炎症性皮膚疾患の病態、治療に対する研究を行っている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)助成金による研究班活動
(1) 厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する標準治療
確立のための多施設共同研究
(2) 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班
(3) 厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」
：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス
再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班
(4) 埼玉医科大学病院若手研究者育成事業：進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解析
3-3．研究内容と達成度
(1)がん研究開発費
無色素性悪性黒色腫、血管拡張性肉芽腫、基底細胞癌、エクリン汗孔腫、有棘細胞癌、肉芽腫性病変のダーモスコピー
における血管所見を比較検討することにより、無色素性悪性黒色腫の診断におけるダーモスコピーの有用性を確認した。
(2)ベーチェット病研究班
2018 年にベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドラインが作成された。治療指針に関わるガイドライン作成を中心に
標準治療の確立に向けて検討し報告している。2019 年度にベーチェット病診療ガイドライン 2020 が作成された。
(3) 肝炎等克服緊急対策研究事業
皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を行った。
(4)埼玉医科大学病院若手研究者育成事業
本学の若手研究者育成事業にて、進行期有棘細胞癌に対して分子標的薬や免疫療法が適応となる可能性について研究を
進めている。
3-4．自己評価と次年度計画
(1) ダーモスコピーは元来色素病変に対して診察価値が高いとされるが、ダーモスコピー上の詳細な血管評価が、早期に
無色素悪性黒色腫を診断することに役立つと考えられた。
(2) ベーチェット病の治療ガイドラインの作成に向けてさらにエビデンス情報を収集し検討する。
(3) 皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を継続して行う。
(4) 進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解析を継続して行う。

４．診療
膠原病、皮膚悪性腫瘍、乾癬、皮膚アレルギー疾患などを中心に、専門的診療を行っている。これら諸疾患は皮膚科独
特の見地から、注意深く診療をすすめるものであるが、それと同時に、皮膚に症状を生じる疾患は、全身的な視野から、
内科的、外科的に総合的な診療をしていくことが必要で、そのように努めている。したがって、他科とも十分協力しあっ
て診療にあたっている。
臨床上の有用性をめざして、色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断、また腫瘍性病変に対す
る超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断を行い、悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについて、詳
細に検討している。膠原病の皮疹と全身症状との関連性については、充分注意深く、種々の観点から検討を加えており、
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また母斑・母斑症、血管腫・脈管形成異常では詳細な臨床症状の解析、再検討を行い、種々の症状に対する治療法の確立
をめざしている。アレルギー性疾患の治療に関しては患者 QOL の向上を考えながら治療の遂行にあたっている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉地方裁判所専門委員（土田哲也）
東京地方裁判所専門委員（常深祐一郎）
埼玉県指定難病専門審査委員（土田哲也）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

専門委員（常深祐一郎）

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
皮膚科の臨床

編集委員（土田哲也）

Medical Mycology Journal 編集委員（常深祐一郎）
日本臨床皮膚科医会雑誌編集委員（常深祐一郎）
5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
土田哲也：

日本皮膚科学会代議員、日本皮膚悪性腫瘍学会理事、
日本皮膚病理組織学会理事、皮膚かたち研究会理事、
日本乾癬学会評議員

中村晃一郎：

日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会評議員、日本乾癬学会評議員、
日本研究皮膚科学会評議員、日本小児皮膚科学会世話人

常深祐一郎：

日本皮膚科学会代議員、日本研究皮膚科学会評議員、日本医真菌学会代
議員、日本香粧品学会理事、日本皮膚病理組織学会理事

６．業績
6-1. 論文・学会発表・著書（ほか論文 7 編、著書 13 編、学会発表 45 回）
① Ogata D, Namikawa K, Otsuka M, Asai J, kato H, Yasuda M, Maekawa T, Fujimura T, Kato J, Takenouchi T, Nagase
K, Kawaguchi M, Kaji T, Kuwatsuki Y, Shibayama Y, Takai T, Okumura M, Kambayashi Y, Yoshikawa S, Yamazaki
N, Tsuchida T.

Systemic treatment of patients with advanced cutaneous squamous cell carcinoma: response rates

and outcomes of the regimens used. Eur J Cancer 127:108-117, 2020.
②

Shiina Y, Ogata D, Tanese K, Arai E, Tcuhida T. Ogata D, Arai E, Goto Y, Tsuchida T.
arising from an infundibular cytst on the lip.

Basosquamous cell carcinoma

J Dermatol 46 (8): e283-e284, doi: 10.1111/1346-8138.14846.

2019 Aug.
③

Murakami T, Ogata D, Arai E, Tsuchida T. Case of primary hypomekanotic rhabdoid melanoma on the forehead.
J Dermatol 46(8): e278-e279, doi: 10.1111/1346-8138.14838. 2019 Aug.

④

Tsunemi Y, Nakagami G, Takehara K, Tamai N, Kitamura A, Mugita Y, Oe M, Kishida M, Sanada H. Effects of skin
care education for care staff at elderly care facilities on skin conditions of the residents. J Dermatol 47:
327-333, 2020.

⑤ Kaneko R, Tsunemi Y, Nakamura K, Kuramochi A, Tsuchida T, Koga H, Hashimoto T.

A case of concurrent

intercellular IgA dermatosis and linear IgA/IgG bullous dermatosis. Australas J Dermatol
https://doi.org/10.1111/ajd.13264. 2020, Mar 1.
⑥

Nakamura K, Iwata Y, Asai J, Kawakami T, Tsunemi Y, Takeuchi M, Mizuki N, Kaneko F.

Guideline for the treatment

of skin and mucosal lesion in Behcet's disease: A secondary publication. J Dermatol 47: 223-235, 2020.
⑦

Simpson EL, Lacour JP, Spelman L, Galimberti R, Eichenfield LF, Bissonnette R, King BA, Thyssen,
JP,

Silverberg JI, Bieber T, Kabashima K, Tsunemi Y, Costanzo A, Guttman-Yassky E, Beck LA, Janes JM, DeLozier

AM, Gamalo M, Brinker DR, Cardillo T, Nunes FP, Paller AS, Wollenberg A, Reich K.

Baricitinib in patients

with moderate -to-severe atopic dermatitis and inadequate response to topical corticosteroids: results from
two randomized monotherapy phase Ⅲ
⑧

trials. Brit J Dermatol https://doi.org/10.1111/bjd.18898. 2020 Jan.

椎名雄樹,宮野恭平,中村晃一郎,倉持朗,土田哲也. アートメーク施術部に瘢痕浸潤を生じたサルコイドーシス．皮膚
病診療 41 (11): 1061-1064, 2019.

0440

⑨

常深祐一郎. 二次感染症（ウイルス、細菌、真菌）への対応。変わりつつあるアトピー性皮膚炎の常識．皮膚科の臨

⑩

土田哲也．全身性エリテマトーデス．神経学のための皮膚アトラス. BRAIN and NERVE. 71 (4): 317-321, 2019.

床 61(6): 1003-1012, 2019.

6-2．獲得研究費
1) 厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する標準治療確
立のための多施設共同研究：研究協力者

土田哲也

(2) 厚生労働科学研究難治性疾患等政策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究：分担研究者

中村晃一郎、常深祐

一郎
(3) 厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」
：がん化学療法および免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス
再活性化予防対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班：研究協力者

土田哲也

(4)埼玉医科大学病院若手研究者育成事業：進行期有棘細胞癌における PD-1,PD-L1,EGFR の発現と予後の相関解析：研究
協力者

村上拓生、緒方大、土田哲也

6-3．受賞

「該当なし」

6-4．特許、実用新案

「該当なし」

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
(1) 院外紹介元医師を対象とした症例検討会（報告会）

3 ヶ月に 1 回

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
診療面では、外来、病棟とも多数の患者の診療を行い、重症例に対しても優れた治療成績が得られた。教育については
BSL、クリニカルクラークシップにおける指導、講義を中心に多くの時間をかけて行い、教育効果は十分であった。研究
面では、膠原病、母斑症、血管腫、および悪性腫瘍に関した臨床研究を行い一定の成果が得られた。
7-2. 次年度の改善計画
診療面では、手術件数・入院患者数の増加、および更なる治療成績の向上を図りたい。教育については、現在の充実し
た臨床実習を継続し、理解力や実践力をより深める教育を行いたい。研究面では、今までの臨床研究を継続・発展させる
とともに、免疫学的な基礎研究等も行い、臨床に還元していくことを目指す。
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1．22）泌尿器科
1. 構成員
朝倉

博孝（Asakura, Hirotaka）：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員(大学院)：
排尿障害：女性泌尿器：博士

矢内原 仁（Yanaihara, Hitoshi）：教授：診療副科長：指導教員(大学院)：腹腔鏡手術：院内感染：博士
篠島

利明（Shinojima, Toshiaki）：准教授:医長：指導教員(大学院)：排尿障害：女性泌尿器：腹腔鏡手術：博士

中平

洋子（Nakahira, Yoko）：講師：教育副主任：医長：女性泌尿器：過活動膀胱：排尿障害：博士

林

泰樹(Hayashi,Taiki)：助教：泌尿器科全般

大村

美波（Ohmura, Minami）:助教：泌尿器科全般

朝倉

尭（Asakura, Takashi）：助教：泌尿器科全般

藤原

信之介(Fujiwara, Shinnosuke) ：助教：泌尿器科全般

松田

香

飯田

正弘（Iida, Masahiro）：実験助手

(Matsuda Kaori)：非常勤医師

2. 教育
2-1．目的・目標
医学部学生が履修すべき泌尿器科学の基礎を教える．医師国家試験合格を念頭に指導する。
2-2．教育内容（担当者）
系統講義：臨床に沿った講義を行う。
BSL：期間は1週間で、担当医師が指導する。病棟回診で患者の訴えを聴取し問題を提起する。担当患者の状態をカルテ
から収集し、検査内容や診断に至る手順を修得する。手術や検査を見学し、臨床の現場を経験する。担当患者についてレ
ポートを作成する。
実習では手術見学が中心である。担当症例を割り当て、内容の充実に努めている。大学病院の特質上、良性疾患の占め
る割合が比較的多いが、泌尿器科領域の悪性腫瘍もカバーするようにクルズスを行っている。
高齢化社会に伴い内視鏡手術や低侵襲手術が今後も普及する傾向にある。臨床全般の標準的な内容に加え、新しい知見
も適時教育できるように努める必要がある。後継者の育成につながるように、熱意をもって学生教育の現場で臨床の魅力
を伝えるように努力する。近年国家試験の合格が難しくなっており、受験指導を徹底する。
2-3．達成度
実習では手術見学が中心である。担当症例を割り当て、内容の充実に努めている。大学病院の特質上、良性疾患の占め
る割合が比較的多いが、泌尿器科領域の悪性腫瘍もカバーするようにクルズスを行っている。医療面接など若干不足がち
な実習もあるが、ほぼ目的は達成していると思いわれる。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育については、国家試験に対応できる能力を養うということを第一目標にし、分かりやすい講義・BSL をめざした。
卒後教育については、前記研修医・後期研修医ともに、検査・手術など中心に多くの経験をつませ、すぐにでも実践に通
用する医師育成をめざす。ほぼ完遂できたと考える。また、多くの学会（国内・国外）にも積極的に参加させ、発表の機
会を設けた。次年度計画も、本年同様な方向で行う。

3. 研究
3-1．目的・目標
臨床に役立つ基礎研究と、新たなevidenceを示す臨床研究を行う。
3-2．研究プロジェクト
A：結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫(TSC-AML:tuberous sclerosis complex – angiomyolipoma)に対するエベロリム
スの有用性
B：過活動膀胱
過活動膀胱患者に対する磁気療法
C：排尿機能
排尿障害患者に対する尿流動態検査（空気式カテーテルを使用した UDS）
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D: 尿路結石症
１）Dual Energy CT の有用性
２）尿路結石と尿路感染症
3-3．研究内容と達成度
A: 結節性硬化症に合併した腎血管脂肪腫(TSC-AML:tuberous sclerosis complex – angiomyolipoma)
TSC-AMLに対するエベロリムスの有用性は証明されている。現在、長期投与症例について経過観察中である。エベロリ
ムス投与２年以上の症例では、副作用と医療費の関係で８割以上の症例で減量している。しかし、エベロリムス減量によ
りAMLが再増大傾向を示す症例があるため、増量している症例もある。今後も経過観察を継続する。
B:過活動膀胱に対する磁気療法：難治性過活動膀胱女性患者に限り、磁気療法を行っている。副作用のために薬物療法
を継続できなかった症例では磁気療法はやや有効性を示しているが、薬物療法無効症例では、磁気療法は無効なことが多
い。しかし、有害事象を発症することはなく、少なくともその点は評価できる。今後は、磁気療法だけではなく、ボツリ
ヌス毒素膀胱壁内注入療法を追加してゆく。
C:排尿機能：下部尿路症状を呈した排尿障害患者に尿流動態検査を行っており、最近では低活動膀胱患者の診断方法に
ついて検討している。米国で多用されている空気式カテーテルを使用したＵＤＳにも積極的にとりくみ、従来の水式カテ
ーテルを用いたＵＤＳとの比較検討を行い、問題点を明らかにし実用化を目指す。
D: 尿路結石症
１）DECTは、尿路結石の成分（カルシウム含有結石や尿酸結石）が確認できることが有効であり、特に、単純Ｘ線写
真では確認できない尿酸結石の同定には有効である。引き続きデータ収集を継続している。
２）尿路結石症はしばしば重症尿路感染症を合併することがある。現在、尿路結石患者の尿と尿路結石患者より細菌
検出を試みており、その因果関係と臨床症状との関連について検討している。
3-4．自己評価・次年度計画
将来われわれの研究が臨床応用され、患者に貢献できることを目標にするClinical Basic Research が中心である。基
本的には、従来の研究項目を踏襲する。現在の問題は、研究スピードが遅いことがあり、それを打開するために、スタッ
フの責任分担を明瞭にして研究が進むように努力する。来年度は、過活動膀胱の治療として、磁気療法に加え、ボツリヌ
ス毒素膀胱壁内注射療法を追加し、その有効性について検討する。
多くの研究がまだ継続中でありその成果を適宜学会にて発表している。しかし、論文作成までに至っていない状況にある
ので、今後は作成できるレベルまでもっていきたいと考える。

4. 診療
泌尿器科は、通常の外来、専門外来(女性ヘルスケア外来、尿流動態検査外来、前立腺精査外来)と幅広くneedsに対応
している。入院患者数、腹腔鏡手術など低侵襲性手術をはじめとした手術数は横ばいではあるが、COVID-19の流行がなけ
れば、さらに増加したことは間違いない。先進技術としては、ボツリヌス毒素膀胱壁内注入術の導入さらに、空気式カテ
ーテルを用いた尿流動態検査のevidence蓄積に努力したい。また、phase II臨床治験

DIHCに対するTAC302治療薬の治験

は終了した。教育、研究、臨床を充実させるためには、後期研修医を含めた７名ではman power不足であるので、さらなる
人員確保に努力したい。

5. その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
朝倉：排尿機能学会評議委員
International Journal of Urology
LUTS
矢内原：International Journal of Urology
Internal Medicine
日本泌尿器科学会雑誌査読委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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6. 業績
6-1．著書・論文・学術発表
①

【これ一冊でパーフェクト!!泌尿器科薬物療法】過活動膀胱

抗コリン薬総論。朝倉 博孝：泌尿器外科 32 巻特別号

Page182-186(2019.04)
②

A 52-week multicenter randomized controlled study of the efficacy and safety of add-on dutasteride and
imidafenacin to tamsulosin in patients with benign prostatic hyperplasia with remaining overactive bladder
symptoms (DIrecT study).Yamanishi T, Asakura H, Seki N, Tokunaga S. Low Urin Tract Symptoms. 2019
May;11(3):115-121.

③

TVT 術後の難治性切迫性尿失禁に対して仙骨神経電気刺激療法が有効であった 1 例。篠島 利明, 茂田 啓介, 田中 伸

④

【高齢者における下部尿路症状(LUTS)】低活動膀胱(解説/特集)。朝倉 博孝：Geriatric Medicine 57 巻 7 号

之, 大家 基嗣：日本排尿機能学会誌 29 巻 2 号 Page460-463(2019.06)
Page677-682(2019.07)
⑤

Expression of aldosterone synthase CYP11B2 was inversely correlated with longevity. Hayashi T, Zhang Z, Al-Eyd
G, Sasaki A, Yasuda M, Oyama M, Gomez-Sanchez CE, Asakura H, Seki T, Mukai K, Nishimoto K. J Steroid Biochem
Mol Biol. 2019 Jul;191:105361.

⑥

かかりつけ医が知っておきたい下部尿路機能障害。篠島 利明:東京内科医会会誌 35 巻 2 号 Page86-89(2019.10)

⑦

【頻尿と排尿障害:トイレが近い、尿が出にくい-どうしよう?】下部尿路症状

⑧

泌尿器科領域におけるトラブルシューティング(第 110 回)

疾患 失禁と POP の病態(解説/特集)。朝倉 博孝, 篠島

⑨
⑩

疫学と病態

病態

尿道・骨盤底の

利明：腎と透析 87 巻 6 号 Page841-846(2019.12)
診断に苦慮した成人の急性陰嚢症の 1 例。篠島 利明, 朝

倉 博孝, 市村 隆也：泌尿器外科 33 巻 2 号 Page161-163(2020.02)
朝倉博孝（編集委員、筆者）女性下部尿路診療ガイドライン[第 2 版] 編集：日本排尿機能学会・日本泌尿器科学会、
2019 年 9 月 30 日発行、リッチヒルメデイカル。
朝倉博孝（評価委員長）脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン 2019 年版 編集：日本排尿機能学
会・日本脊髄障害医学会・日本泌尿器科学会、2019 年 7 月 25 日発行、中外医学社。

著書：欧文0編、和文３編、計３編
論文数：欧文2編、和文6編、計8編
学会発表数：国際2、国内13、計15回
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
第76-78回日本泌尿器科学会埼玉地方会
埼玉県老年泌尿器科研究会

7. 自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
教育においては目標レベルに達していると思われる。次年度は、講義担当者の適正配置と、BSL実習における教育シス
テムの改善により、より高い成果を上げられるように努力する必要がある。より多くの医学生が泌尿器科への興味を高め
るよう、熱意をもって泌尿器科学の魅力を学生に教育していきたい。研究において、限られた泌尿器科スタッフ数に比し
て臨床業務が多く、研究を追求する時間が不足しがちである。
7-2. 次年度の改善計画
臨床において、外来、入院における患者数、手術症例数ともほぼ目標を達成できたものと考えている。西埼玉地区地域
医療への貢献を今後も継続する。次年度は、低侵襲手術の導入や新しい治療法にも積極的に取り組むことが必要である。
「さらなる人員の確保」、ここ数年入局者が無い事より、臨床・教育・研究に支障をきたしている。学生あるいは研修医
により魅力的に見えるように、研究・教育など熱意が伝わるように努力したい。また、研究については、臨床研究だけで
ないく、基礎研究にもコミットできるように努力する。
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1．23）眼科
１．構成員
篠田 啓（SHINODA,Kei）
：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員(大学院)：網膜硝子体疾患、視覚生理学：博士
堀江公仁子 (HORIE,Kuniko)：教授：ゲノム医学研究センター：博士
蒔田 潤（MAKITA,Jun）: 准教授：診療副部長：教育主任：網膜硝子体疾患、ロービジョンケア：博士
庄司拓平（SHOJI,Takuhei）
：准教授: 指導教員(大学院）
：研究主任：緑内障、網膜硝子体疾患：博士
渋谷雅之（SHIBUYA,Masayuki）
：助教：網膜硝子体疾患
勝本武志（KATSUMOTO,Takeshi）：助教：教育主任：網膜硝子体疾患、斜視・弱視
石川

聖（ISHIKAWA,Sho）
：助教：研修担当医長：涙道、涙液、ドライアイ、前眼部疾患

秋山

淳（AKIYAMA,Tadashi）
：助教：緑内障、斜視弱視

榮木

悠（SAKAKI,Yuu）
：助教

長島崇充（NAGASHIMA,Takamitsu）
：助教
佐々木貴優（SASAKI,Takanori）：助教
花房

彩（HANABUSA,Aya）
：助教

吉川祐司（YOSHIKAWA,Yuji）
：助教：博士
石井宏和（ISHII,Hirokazu）
：助教
菊地俊介（KIKUCHI,Shunsuke）
：助教
熊谷知幸（KUMAGAI,Tomoyuki）
：助教
尾﨑公威（OZAKI,Kimitake）
：助教
宮坂洋輔（MIYASAKA,Yousuke）
：助教
伊波

航（INAMI,Wataru）: 助教

西山友理（NISHIYAMA,Yuri）: 助教
丸山貴史（MARUYAMA,Takafumi）: 助教
小島孚允（KOJIMA,Takayoshi）
：客員教授：眼腫瘍：博士
石川

弘（ISHIKAWA,Hiroshi）
：客員教授：神経眼科：博士

米谷

新（YONEYA,Shin）
：客員教授：博士

新家

眞（ARAIE,Makoto）
：客員教授：博士

板谷正紀（HANGAI,Masanori）
：客員教授 : 網膜硝子体疾患、緑内障、眼底イメージング：博士
村山耕一郎(MURAYAMA Koichiro)：客員教授：緑内障：博士
松本惣一（MATSUMOTO,Souichi）：客員教授：網膜硝子体疾患、屈折矯正、視覚生理学、眼瞼疾患：博士
木村

至（KIMURA,Itaru）
：客員教授： 緑内障、眼循環：博士

加藤直子（KATO,Naoko）
：客員准教授：指導教員(大学院）
：前眼部疾患、円錐角膜、重症アレルギー疾患、屈折矯正：博士
樺澤

昌（KABASAWA,Sho)：客員准教授：網膜硝子体疾患、眼科疾患全般

山田教弘（YAMADA,Norihiro）
：客員准教授：網膜硝子体疾患、角膜疾患、遺伝子疾患：博士
野寄

忍 （NOYORI,Shinobu)：非常勤講師：眼科疾患全般

大木隆太郎（OOKI,Ryutaro)：非常勤講師：糖尿病網膜症、ぶどう膜炎、涙道疾患：博士
眞鍋洋一（MANABE,Youichi) : 非常勤講師：屈折矯正、白内障：博士
魵澤伸介 (EBISAWA,Nobusuke)：非常勤講師：網膜硝子体疾患、網脈絡膜微小循環
土橋尊志 (TSUCHIHASHI,Takashi)：非常勤講師：加齢黄斑変性：博士
今井大介（IMAI,Daisuke）
：非常勤講師：網膜硝子体疾患：博士
小島照夫（KOJIMA,Teruo）
：非常勤講師
福本光樹 (FUKUMOTO,Teruki) :非常勤講師：特殊コンタクトレンズ
上山数弘（UEYAMA,Kazuhiro）
：非常勤講師：斜視弱視：博士
奥田晴美（OKUDA,Harumi）
：非常勤医師：博士
袖山丈男 (SODEYAMA,Takeo) : 非常勤医師：眼科疾患全般

２．教育
2-1．目的･目標
一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために、眼科の主要な疾患の病態、症候、診断に関する
基礎的な知識を習得する。
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具体的な目標：
(1) 眼器官局所解剖が具体的にイメージすることができ、生理機能について説明ができる。
(2) 眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ、その病態を説明できる。
(3) 主要疾患の原因、病態別の分類が列挙できる
(4) 主要疾患の病態生理を理解し、説明できる。
(5) 主要疾患の診断の手順、検査法の理解と診断における必要性を理解し、説明できる。
(6) 主要な疾患の治療方針を概説できる。
(7) 主要な手術について概説できる。
(8) 眼科疾患で使用する主たる薬剤について、作用、副作用について説明できる。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
眼科学（感覚器）は 4 年生、6 年生に講義形式の授業。5 年生には CC Step1(BSL)および共通プログラムとしての講義を
担当した。4 年生に対しては基礎的必要知識や治療についてだけではなく、最新の治療、検査を講義に取り入れ、眼科
学の魅力をわかりやすく講義を行い、幅広い知識を習得出来るように努めた。6 年生講義では、国家試験対策として画
像をより有効に利用し、眼底写真や蛍光眼底造影、手術ビデオを利用して判りやすく講義を行った。
5 年生の CC Step1(BSL)では、各自入院して手術を受ける患者さんを担当し、問診から手術前の検査とその持つ意味につ
いて、指導医から説明を受け、実際の手術場にも立会い、眼科手術について見学した。また白内障手術の体験として豚
眼を使用した実習を行った。CC Step1(BSL)では自己評価目標に到達したか自己評価を行なうと同時に、レポート提出が
義務づけられ、指導医との試問が行われた。
（4 年生講義内容）
篠田
視機能（視力,屈折と調節,視野,色覚）
、眼科医療の進歩
庄司
緑内障の診断、緑内障の治療
渋谷
網膜疾患（1）
勝本
眼の発生とその異常・外眼部疾患
榮木
網膜疾患（2）
石川
角膜疾患、眼科薬理学
村山
視機能の異常、視神経障害
大木
ぶどう膜疾患
眞鍋
水晶体と白内障
土橋
眼の解剖と機能、角膜疾患
小島(照) 全身疾患と眼
小幡
眼部の腫瘍
河井
未熟児
（５年生）
眼科臨床実習
午前
9:30～Orientation
月

午後
13:30～蛍光眼底造影（クルズス）

手術患振り分け、Report 説明

眼底疾患一般（クルズス）

10：00～自分の眼について

本部棟 6F 医局・野寄

本館 9F 病棟・月曜病棟班

火

9:30～緑内障（クルズス）

13：00～手術見学・白内障助手、

本部棟６F 医局・奥田

担当患者診察・ムンテラ
本館９階アイセンター手術室、診察室・各担当

水

木

9:30～診断学・担当患者・疾患の説明本

13:00～担当患者の疾患につい

16：00～屈折・視野検査説明

部棟６F 医局・大木、

て自習(レポート準備)

東館 2F 外来・新藤

手術見学・助手（実習）

14:00～

9：00～本館 9F アイセンター手術室・各

集合場所：本部棟６階眼科医局・各担当医

ウェットラボ

担当医師の指導を受ける
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第二研究室

金

10：00～総回診見学

14：30～試問・総括

本館 9F 病棟・篠田

本部棟 6F 医局

（６年生講義内容）
蒔田
白内障、眼底疾患
庄司
緑内障・視神経疾患
石川
前眼部疾患
魵澤
眼外傷・ぶどう膜疾患
今井
全身疾患と眼病変
卒後教育
５年間の眼科研修を行う事により、眼科医としての基礎的臨床力を身につけ、日本眼科学会専門医制度の眼科専門医試
験受験資格を得ることが可能である。当科は日本眼科学会専門医制度による眼科研修プログラム施行施設（認定第 1032
号）として承認されており、本プログラムにより、眼科臨床医として基礎をしっかり身につけることができるとともに、
キャリア形成の方向性が見いだし、それに応じて大学院、海外留学、国内留学など幅広い選択肢の中から選んで自分に
合ったキャリア形成を開始することができる。基礎として、幅広い症例を経験していただくことで診断力と治療と周術
期管理を身につけられるようにした。特にプログラム初年度から上級医の指導の下、白内障手術の執刀完投を目指した。
大学院教育
＜カリキュラム＞
シニアレジデントカリキュラムに準じ、最初の 2 年間は、まず一般眼科医の基礎をして必要な、解剖、生理、病理など
について講義を受ける。同時に臨床医として外来、病棟で診療にあたり、眼科の内科的側面、外科的側面について学ぶ。
とくに手術学理論を学ぶとともに、あらゆる眼科手術の介助を実践して手術手技を学ぶ。１年目より白内障手術の模擬
手術トレーニングを経て、実際の白内障手術の執刀を開始し完投を目指す。
後半の 2 年間では、前半の 2 年間を基に、指導教官と相談の上、興味のある点を研究テーマとして構想する。研究グル
ープに属して行われ、実験およびデータ採取、整理と管理、論文のまとめ方など一貫した丁寧な指導をする。
2-3．達成度
卒前教育
4 年生、5 年生、6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された。
５年生では、CC Step1(BSL)で予定された内容のほぼ習熟ができたと考える。
卒後教育、大学院教育
従来のシステムより数段、臨床での経験値を積むことができた。また、大学院としてのテーマにそって早くもデータ採
取、整理、学会発表ができた。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
以前に増して講義内容より、多くの画像や具体的な症例を提示することで、学生に理解しやすく興味を持てるように講
義することができた。眼疾患では救急での対応や全身疾患に伴う眼疾患については、その重要性と眼科疾患の理解が全
身疾患の窓口になるように説明した。指導を受けたレジデント医師による、実際の臨床、救急外来の場面でもその結果
が反映できていると実感できる機会があった。
次年度の教育の計画は本年度のプログラムを基本にして構成する。BSL 期間では十分に眼科学の習得することは難しい
が、検査の意味や結果の解釈ができるように指導したい。また、学生の希望するクルズスをより多くとりいれながら、
実際の臨床をより多く触れる機会として豚眼を用いた白内障手術実習は学生に好評だった。
卒後教育
指導医の増加や専門分野が以前より多岐にわたるようになったことから、幅広い眼科知識に触れるようになったが、ま
だ十分な教育プログラムとはいえないため十分習熟できるように専門外来を検討していきたい。
大学院教育
医局員に大学院生が多いので、サポートしながら研究や学会発表にも繋げていく。
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３．研究
3-1．目的・目標
目標は、教室の研究テーマに沿って、個々それぞれのグループで着実に成果をあげることとした。論文や発表の数を競
うのではなく、将来的な眼科医療の発展に寄与することを目的とした研究計画を立て、その上で、きちんとしたデータ
を積み重ねることを目標とした。その具体案は、以下の研究内容の項に記載する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
(1) 術中黄斑機能評価システムの確立 研究代表者 篠田啓
(2) 日常視を反映した新規緑内障機能評価指標の開発 研究代表者 庄司拓平
(3) 涙道閉塞眼における眼表面涙液組成変化の検討による閉塞原因の解明 研究代表者

石川聖

3-3．研究内容と達成度
(1) 硝子体手術中の黄斑部局所網膜電図記録については新しい臨床研究法に準拠したデザインを構築し、現在申請の準
備中である。また現在の方法では刺激光の照射範囲が狭く、光量が少ないため、通常のモニターでは記録がほぼ不可
能である。そこで近年臨床に導入された 3D デジタル手 術システムを用いた術中の術野の観察方法が適していると考
えている。3D デジタル手術システムを用いた術中眼底観察下での局所 ERG 記録を記録するシステムを準備中である。
倫理委員会の承認が得られたら記録を開始する予定である。
(2) 今年度は視野検査時における片眼遮蔽と両眼開放での視野感度の変化を報告することができた。他には、非検査眼
の遮蔽の有無が、検査眼の視野感度に及ぼす影響についても研究し、現在論文投稿中である。現時点では概ね当初の
予定通り進展していると考えられる。
(3) 研究は、①涙道閉塞眼と非閉塞眼における涙液組成の違いの検討 ②涙道手術時の内視鏡を用いた涙道内所見 ③涙
道術後の涙液組成変化の検討 ④術１年後の経過良好群と涙道再閉塞群の涙液組成の比較の４段階を行う予定であり、
１段階目の検討が終了した。涙道閉塞患者の涙液量（シルマー試験値）と炎症性サイトカイン(IL-6)は非閉塞眼と比
較し有意差を持って高いことがわかったが、涙液浸透圧は有意差がなかった。そして、症状の重症度と炎症性サイト
カイン・涙液量の相関はなかった。また、涙道手術後に再閉塞する群は、再閉塞しない群と比較し涙道内の菌検出率
には差を認めなかったが、緑膿菌を検出した場合は再閉塞率が高いことがわかった。
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれのテーマが既に方法論が確立しており、データを蓄積し、解析する作業に大きな困難はないものと考えられ
る。次年度も各研究テーマを粛々と進める。

４．診療
当教室では地域医療の中核としての役割を担うべく、難治性あるいは重症の眼疾患症例に対して､最先端技術を駆使した
診療を数多く行った。重症症例が多いことを反映し、本年度も硝子体手術や緊急手術の占める割合が高かった。このよ
うな状況の中で、充分なインフォームドコンセントとしっかりとした理論に基づいた診療を行なうことによって、最終
的には患者様に満足度の高い医療を提供することを診療の目標とした。今後は個々の診療内容の充実に加え､地域の医療
従事者との適切な医療連携をはかり、より体系的な地域医療社会を確立することが必要であると考えている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
日本眼科学会評議員（篠田 啓）
日本眼科学会専門医認定試験試問委員（篠田 啓）
日本眼科学会総集会プログラム委員（篠田 啓）
日本眼科学会戦略企画会議第一委員会「人材育成・専門医制度」委員（篠田
日本視野学会評議員（篠田 啓）
日本臨床視覚電気生理学会理事（篠田 啓）
日本臨床視覚電気生理学会プログラム委員（篠田 啓）
埼玉県眼科手術談話会世話人（篠田 啓）
埼玉県眼科医会学術担当理事（篠田 啓）
(公財）埼玉県腎・アイバンク協会理事（篠田 啓）
日本レーザー医学会評議員（庄司拓平）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
(編集委員)
日本眼科学会編集委員（篠田 啓）
（査読）
日本眼科学会雑誌
Seminars In Ophthalmology（篠田 啓）
Japanese Journal of Ophthalmology（篠田
Documenta Ophthalmologica（篠田 啓）

啓）
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啓）

Acta Ophthalmologica（篠田 啓）
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology （篠田 啓）
American Journal of Ophthalmology（篠田 啓）
Retina（篠田 啓）
Investigative Ophthalmology & Visual Science（篠田 啓）
Clinical Ophthalmology（篠田 啓）
Case Reports in Ophthalmology（篠田 啓）
British Journal of Ophthalmology（篠田 啓）
Ophthalmic Research（篠田 啓）
Journal of Clinical Medicine （篠田 啓）
Translational Vision Science & Technology（篠田 啓）
International Ophthalmology（篠田 啓）
Journal of Ophthalmology（篠田 啓）
American Journal of Ophthalmology Case Reports（篠田 啓）
International Medical Case Reports Journal（篠田 啓）
Restorative Neurology and Neuroscience（篠田 啓）
Ophthalmology Retina（篠田 啓）
European Journal of Ophthalmology（篠田 啓）
Pharmaceuticals（篠田 啓）
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia（篠田 啓）
Investigative Ophthalmology & Visual Science（庄司拓平）
Journal of Cataract & Refractive Surgery（庄司拓平）
British Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
Translational Vision Science & Technology（庄司拓平）
Optometry and Vision Science（庄司拓平）
Japanese Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
Laboratory Investigation（庄司拓平）
Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
Case Reports in Ophthalmology（庄司拓平）
Plos One（庄司拓平）
Clinical & Experimental Ophthalmology（庄司拓平）
American Journal of Ophthalmology（庄司拓平）
Scientific Reports（庄司拓平）
Journal of the American Heart Association（庄司拓平）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
さいたま医事関係事件鑑定人（篠田 啓）
医療事故調査制度における院内医療事故調査への院外専門委員（篠田
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（篠田 啓）

啓）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Ozaki K, Yoshikawa Y, Ishikawa S, Katsumoto T, Shibuya M, Shoji T, Kondo H, Matsumoto S, Shinoda K
Electroretinograms recorded with skin electrodes in silicone oil-filled eyes. PLoS One. 2019 May
31;14(5):e0216823. doi: 10.1371/journal.pone.0216823. eCollection2019.
②Ishii H, Shoji T, Yoshikawa Y, Kanno J, Ibuki H, Shinoda K. Automated Measurement of the Foveal Avascular
Zone in Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography Images. Transl Vis Sci Technol. 2019 May
30;8(3):28. doi:10.1167/tvst.8.3.28. eCollection 2019 May.
③Ishikawa S, Shoji T, Nishiyama Y, Shinoda K. A case with acquired lacrimal fistula due to Sjögren's syndrome.
Am J Ophthalmol Case Rep. 2019 Jul 23;15:100526.
④Nishiyama Y, Yoshikawa Y, Shibuya M, Kanno J, Ozaki K, Sakaki Y, Katsumoto T, Makita J, Shoji T, Shinoda
K. Macular Structure Recovery after Surgery for Optic Disc Pit Maculopathy. Case Rep Ophthalmol.
2019;10:408-414.
⑤Takano S, Hanabusa A, Yoshikawa Y, Sassa K, Shimura A, Shoji T, Ohde H, Shinoda K, Yamanouchi H. Pattern
Visually Evoked Potentials in Japanese Girl With Optic Neuritis and Seropositive to Anti-myelin
Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) Antibody. Front Neurol;10:1339.2019
⑥ Shibuya M, Yoshikawa Y, Katsumoto T, Shoji T, Kondo H, Miyakoshi H, Shinoda K. Electroretinographic
recordings with skin electrodes to assess effects of vitrectomy with gas tamponade on eyes with
rhegmatogenous retinal detachment. Sci Rep.;9:19948.2019
⑦Shoji T, Kato N, Ishikawa S, Ibuki H, Yamada N, Kimura I, Shinoda K. Association between axial length and
in vivo human crystalline lens biometry during accommodation: a swept-source optical coherence tomography
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study. Jpn J Ophthalmol;64:93-101.2020
⑧藤本 太一, 吉川 祐司, 樺澤 昌, 小島 唯, 篠田 啓, 眼内悪性リンパ腫における皮膚電極を用いた網膜電図の検
討, 眼科臨床紀要 (1882-5176)12 巻 8 号 Page616-621(2019.08)
⑨熊谷 知幸, 吉川 祐司, 松本 惣一, 篠田 啓, 野寄 忍, クロロキン網膜症の一例, 眼科臨床紀要 (1882-5176)12
巻 8 号 Page628-632(2019.08)
⑩尾崎 公威, 菊地 俊介, 宮腰 瞳, 西山 友理, 菅野 順二, 佐々木 貴優, 松本 惣一, 堀田 一樹, 河越 龍方, 篠
田 啓, 颯佐 かおり, 山内 秀雄, 小児てんかんに対するビガバトリン投与症例の皮膚電極を用いた網膜電図によ
る網膜機能のモニターリング, 眼科臨床紀要 (1882-5176)12 巻 10 号 Page743-748(2019.10)
【総数：論文 16 件、学会発表 29 件（国内学会 13 件、国際学会 16 件） 、講演 30 件】
6-2．獲得研究費
・大塚製薬奨学寄附金
・ファイザー アカデミック・コントリビューション
・日本アルコン研究助成 「皮膚電極導出多局所網膜電図を用いた黄斑機能評価」 篠田啓
・ノバルティス研究助成 「日常視を反映した新規緑内障機能評価指標の開発」 庄司拓平
・埼玉医大若手研究者育成研究費
「眼球運動を加味した新しい視野検査プログラムの開発」庄司拓平
・埼玉医大若手研究者育成研究費
「網膜微小血管脱落部位における網膜感度変化の検討」吉川祐司
・埼玉医大若手研究者育成研究費
「光干渉断層計に自動抽出法を用いて算出した新しい中心窩無血管域構造指標の検討」石井宏和
・埼玉医大若手研究者育成研究費
「皮膚電極を用いた ERG によるシリコンオイル注入眼における網膜機能評価」尾﨑公威
6-3．受賞
ベストエフォート賞（4 年生）篠田 啓
ベストティーチャー賞（6 年生）蒔田 潤
ベストティーチャー賞（4 年生・6 年生）石川

聖

6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉眼科講習会開催 2019 年 8 月 川越プリンスホテル
埼玉眼科講習会開催 2020 年 1 月 川越プリンスホテル
若葉の会開催 2019 年 6 月 丸木記念館
若葉の会開催 2019 年 9 月 丸木記念館

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
※学部
教育、研究、診療のいずれにおいても概ね目標に達した。昨年からの継続で、網膜疾患以外の、角膜、腫瘍、神経眼科、
涙道疾患の診療はより専門性の高いものになった。専門班ごとの研究、教育も充実していた。
※大学院
8 人の大学院生も、診療にも十分携わりながら、研究面での OCT アンギオグラフィーを用いた画像解析を順調にすすめ、
データ構築は順調であった。
7－2．次年度の改善計画
電子カルテや日帰り手術システムの導入
術前カンファレンスに加え術後カンファレンスを開始するなど一層の臨床教育の充実化を目指している。
複数の大学院生が報告会での発表を控えており、それに向けてデータの解析とまとめの段階に入る。月 2 回の研究ミー
ティングを継続し新たな研究テーマを模索していく。
① 黄斑部イメージング技術を利用した自動解析プログラム
② ①を利用した黄斑部微細構造の解析
③ ヘッドマウント式視野計による両眼同時視野計測への開発と分析
④ ポータブル型網膜電図（ERG）記録装置を用いた簡便迅速な周術期の網膜機能評価法の確立
⑤ 新しいコントラスト視力の臨床応用
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1．24）（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）
１．構成員
池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）:教授：教育員：診療科長：副教育主任：指導教員（大学院）：中耳炎、人工内耳、外リンパ漏、遺伝カ
ウンセリング：博士
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）: 教授：教育員：研究主任：副診療科長：指導教員（大学院）：頭頸部外科学，鼻腔生理学，鼻副鼻腔手
術：博士
上條 篤（KAMIJYO, Atsushi）：准教授：教育員：専門医員：研究員、大学院教員（大学院）：アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎：博
士
中嶋正人（NAKASHIMA, Masato）：講師：教育員：専門医員：研究員：大学院教員（大学院）鼻副鼻腔手術，鼻腔生理学，口腔咽頭科学
新藤 晋（SHINDOU, Susumu）：講師：教育員：専門医員：研究員、大学院教員（大学院）：内耳疾患、めまい：博士
松田 帆（MATSUDA, Han）: 助教：教育員：専門医員：研究員
関根達朗（SEKINE, Taturou）：助教：教育員：専門医員：研究員
星野文隆（HOSHINO,Fumitaka）:助教：教育員：専門医員：研究員
吉村美歩（YOSHIMURA, Miho）：助教：教育員：専門医員：研究員
北原智康 (KITAHARA, Tomoyasu) ：助教：教育員：専門医員：研究員
澤田政史（SAWADA, Masafumi）：助教：教育員：専門医員：研究員
伏見直樹（FUSHIMI, Naoki）：助教：教育員：専門医員：研究員
松﨑理樹（MATSUZAKI, Riki）：助教：教育員：専門医員：研究員
客員教授：善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）:耳鼻咽喉科手術：博士
水野正浩（MIZINO, Masahiro）
福島邦博（FUKUSHIMA, Kunihiro）
非常勤講師：久保田修（KUBOTA, Osamu）：一般耳鼻咽喉科：博士
仲田拡人（NAKADA, Hiroto）：一般耳鼻咽喉科：博士
畠山未来（HATAKEYAMA,Miki）：臨床遺伝カウンセラー
杉崎一樹（SUGIZAKI, Kazuki）: 一般耳鼻咽喉科：博士
小渕千恵（OBUCHI, Chie）:言語聴覚士:博士
金子研吾（KANEKO, Kengo）：博士
和田伊佐雄（WADA, Isao）：助教：教育員：専門医員：研究員：博士
中島正己（NAKAJIMA, Masami）: 一般耳鼻咽喉科：博士
吉川沙耶花：一般耳鼻咽喉科
非常勤医師：小松赳彦（KOMATSU, Takehiko）：助教：教育員：専門医員：研究員
沼倉 茜（NUMAKURA, Akane）：助教：教育員：専門医員：研究員

２．教育
2-1．目的･目標
耳鼻咽喉科，頭頸部外科の専門教育を行い，将来の医師としての十分な臨床的基礎知識ならびに深い洞察力を身につけることを達成
目標とする．
2-2．教育内容
埼玉医科大学耳鼻咽喉科学教室，埼玉医科大学国際医療センターおよび埼玉医科大学総合医療センターの教授，准教授，講師陣が，
各自の専門分野を分担して，教育にあたる．2年生から4 年生の系統講義は，感覚器，呼吸器，免疫，救急，症候鑑別のユニットに分か
れ，27 時限を使用して，耳科学，神経耳科学，鼻科学，口腔咽頭科学，喉頭科学，音声言語医学，頭頸部外科学の各分野に関する講義
を行う．まずは，基本的な解剖，生理，疾患の診断，治療を十分に理解することに重点がおかれる．これに若干の国内外の高度先進医
療についての紹介を加え，将来の医師としての向上心を刺激するように心がけている．また，特に4 年生については，平行して耳鼻咽
喉科領域の診察の基本実習が行われる．5 年生の教育は，積極的な臨床参加型のBSL 実技実習を主体とする．実習生は，各自小グルー
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プごとに，埼玉医科大学病院（耳鼻咽喉科および神経耳科部門），または国際医療センターにおいて，臨床実地の現場を訪れ，指導医
のもとでチーム医療の一員として診療に立会い，常に厳しい小口頭試験により，学生は自己到達度，教員は教育効果を互いに細かく評
価しあいながら，実習が行われる．外来，病棟，手術室において，耳鼻咽喉科領域の診断，治療のみならず，インフォームドコンセン
トなど患者，家族との接遇の実際についても学ぶ．分野ごとの節目のレビュークルズス，担当症例のレポート作成と最終面接によるそ
の内容の合同検討会では，基本的な耳鼻咽喉科の診療過程が理解できたかを評価検討する．6 年生には，11 時限を使用して，3 年生か
ら4 年生の学習内容を復習しながら，さらに総合強化し，同時に医師国家試験に準じた問題の演習とその解説を行う．以上の学生教育
の評価は大学の共通評価基準による．教育方法の改善と自己評価は学生教育への積極的参加を促す方策の検討，一貫教育における当科
の役割の評価による．
卒後教育については，診療の項目とも一部重複するが，救急医療をはじめ，当科が扱う症例は極めて豊富であり，臨床実地医家とし
ての臨床研修施設としても恵まれた環境にある．チーム医療の一員として，研鑚を重ねながら，6 年目には日本耳鼻咽喉科学会認定専
門医の取得を目指す．同時に，こうした成果は，積極的に国内外の学会に報告を行いながら，基礎的あるいは臨床的な研究課題を選ん
で，学位取得を目指す．
大学院教育については外リンパ漏の新しい診断法の確立と普及に向けた研究、中耳炎手術の新しい術式の開発、新しいめまいの検査
法の開発、睡眠時無呼吸症と鼻呼吸の生理学的関係の解明について研究を推進している。現在合計６名が課題に取り組んでいる.
2-3．達成度
本年度の講義では、大部分がITを駆使して講義がなされたことにより，学生の評判は良好で，授業中の態度の改善や試験成績の向上
を認めた．5 年次のBSLでは教授を中心としたスタッフ全員で，密着した指導を行い，学生に臨床実習への意欲的な取り組みを引き出せ
た．一名は外リンパ漏の研究にて国際学会にて表彰された。
2-4．自己評価と次年度計画
以上の如く，教育には十分努力し，目標を達成したと自己評価している．

３．研究
3-1．目的・目標
本学学生，卒業生のほとんどは実地臨床家を希望していることと，鼻科学については伝統的な背景があるので，鼻科学を題材とした，
臨床と密接に関連したテーマを中心に基礎研究と，当大学病院の特性である豊富な臨床例を題材にした臨床研究を継続している．また
近年はめまい、難聴、アレルギーをテーマとした研究にも重点が置かれている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
音響鼻腔計測法の臨床応用に関する研究，深頸部感染症治療予後の臨床的研究に加え，眼窩壁骨折の術式，予後の研究，従来からの
テーマである，頭頚部画像診断，頭頚部の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科治療，急性感染症に対する抗菌薬治療についても継
続している．また,アレルギーセンターと協力して，アレルギー性鼻炎と喘息との関連についての研究を開始した．また，耳科学に関し
て外耳道に対する新しい局所治療法の開発，中耳炎術式の改良の研究に取り組んでいる．内耳の研究では、人工内耳の臨床研究、非症
候性遺伝性難聴、症候性遺伝性難聴（アッシャー症候群）の臨床研究ならびに遺伝子診断に取りくんでいる。また難聴遺伝子とその蛋
白産物に関する基礎研究、トランスレーショナルスタディーとして外リンパ瘻診断技術の開発研究も行った。その結果本検査はSRLの受
託検査となり全国の病院で検査が可能となった。
3-3．研究内容と達成度
音響鼻腔計測法による鼻腔生理学の研究では，国際的にも先駆的な役割を担っているが，さらに一般診療への普及を図るべく，鼻腔
通気度委員会を通じ，保険診療審査などで必要とされる基礎データの収集解析を行っている．これに関連し，睡眠障害における鼻閉の
関連の研究も行って，学会シンポジウムで講演を行っている．
眼窩壁骨折については，手術適応や術式について研究がなされており，その成果は学会の特別講演にて報告している．
その他，頭頚部画像診断，頭頚部領域の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科的治療についても継続して臨床研究がなされており，
学会，研究会，講演などでその成果を発表している．
耳科学研究では、中耳炎術式の改良の研究は順調にすすみ、症例数も増え，その成果を学会，研究会にて報告して高い評価を得た。
外リンパ瘻診断技術の開発研究では、新たに開発したCTP蛋白検査法が外リンパ瘻診断基準に正式に採用された。
3-4．自己評価と次年度計画
鼻腔生理学の分野においては，音響鼻腔測定装置を用いた鼻副鼻腔手術の客観的効果判定，疾患が鼻腔生理に及ぼす影響などを検討
し，国内外に先駆け報告しているので，本研究は，教室の代表的な研究課題として，地道に継続され，発展し続けていくと思われる．
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これらの成果は，鼻科学会鼻腔通気度委員会でも取り上げられている．さらに，耳鼻咽喉科領域の異物症での学位をはじめ，顔面外傷，
アレルギー性鼻炎と喘息の関連，深頸部感染症および鼻副鼻腔腫瘍の画像診断に関する研究などが行われている．これらの研究成果は，
常に国内外の学会へ積極的に報告が行われていて，次年度もそれを継続することになると思われる．外リンパ瘻診断技術をひろく臨床
的に活用するため先進医療新規申請へむけて準備を進めている。また外リンパ瘻診療ガイドラインの作成にも取り組み、国際的に広め
ていきたい。

４．診療
当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている．
当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍などにおける呼吸
困難，重篤なる感染症に対する入院治療，気管切開などの手術であり，学生教育，研修医教育，専門医教育にとっても臨床的な環境が
充実している．学生教育，卒後教育，並びに患者へのインフォームドコンセントについては，特に重点をおいて，各種内視鏡装置を充
実させ，診療記録の供覧と保管のために，ビデオモニター，ビデオプリンタおよびビデオ記録などを活用している．また，ＰＣを用い
た情報処理装置も，臨床研究ならびに学生実習に活用している．新しい治療法としては，鼻腔疾患用レーザー，外来手術用の鼻茸切除
機器（パワーシェーバー），コブレーター装置を導入し，社会的なニーズに応え，日帰り手術なども安全に行なえるようになった．さ
らにナビゲーションシステムとハイビジョンモードの導入により，鼻，副鼻腔、耳の危険部位への操作，病変の正確な固定が容易にな
り，内視鏡や顕微鏡と併せて使用することにより，以前と比較すると手術操作のトレーニングが画期的にしやすくなった．
先駆的な役割を果たしている音響鼻腔計測法による鼻腔開存性の客観的評価法は，国内外より高い評価を得ており，質の高い医療の
提供に貢献している．中耳炎における鼓膜穿孔閉鎖率はほぼ100%に達し、また真珠腫性中耳炎の治療成績も良好で，特に再手術を要す
る例は少なく，他専門施設と比較しても優れた手術成績である．顔面外傷，特に眼窩壁骨折における複視の治療成績は90％以上で治癒
が達成され，良好な成績を誇る．さらに，深頸部感染症の症例数は全国有数であり，豊富な治療経験を有するのみならず，従来致死率
が高いとされる本疾患に対して，救命率はほぼ100％に達している．他の頭頚部領域の外科的治療についても豊富な手術件数があり，県
内外より多数例の紹介患者を受けている．耳科学においては新たに人工内耳手術、アブミ骨手術、難聴遺伝子相談、補聴器外来を開始
した。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品副作用被害審査申立検討会委員
関東信越厚生局保険指導医
社会保険診療報酬支払基金埼玉支部主任審査委員
埼玉県医師会救急医療体制整備委員会委員
埼玉県医学会運営委員
さいたま地方裁判所専門委員
埼玉県耳鼻咽喉科医会副会長

日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会会長
（以上、加瀬康弘）
山梨県アレルギー疾患対策協議会委員
山梨大学アレルギーセンター エグゼクティブアドバイザー
(以上、上條篤)

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本耳鼻咽喉科学会幹事
日本耳科学会理事
日本めまい平衡医学会 評議員
Frontiers in Neurology (Guest Editor)
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本耳科学会誌、日本めまい平衡医学会雑誌、ANL (Auris Nasus Larynx)
（以上，池園哲郎）
日本耳鼻咽喉科学会代議員
日本鼻学会代議員
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日本頭頚部外科学会評議委員
日本口腔咽頭科学会評議委員
日本喉頭科学会評議委員
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会評議委員
日本エアロゾル研究会運営委員
日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会学術委員
耳鼻咽喉科臨床学会運営委員
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本鼻科学会誌，耳鼻咽喉科臨床学会誌，頭頚部外科学会誌、日本口腔咽頭学会誌、ANL (Auris
Nasus Larynx)
（以上，加瀬康弘）
日本アレルギー学会代議員
日本鼻科学会代議員
鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員
(以上、上條篤)

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
総説（和文）
1.

松田 帆, 池園 哲郎
【難聴を治す-2020 年版】急性感音難聴 外リンパ瘻
JOHNS (0910-6820)36 巻 1 号 Page26-28 2020/1

学会発表（英文）
2. Tetsuo Ikezono
New methods on evaluating vestibular system
Vertico academy international. (Minsk, BELARUS) 2019/4/25-28(2019/4/26)
3. Susumu SHINDO, Han MATSUDA, Tatsuro SEKINE, Miho YOSHIMURA, Akinori ITO, Tetsuo IKEZONO
vHIT usefulness in the patients with unstable vestibular compensation .
15thJapan-TaiwanConferenceonOtolaryngology-HeadandNeck surgery. (Fukuoka) 2019/12/6-7(2019/12/6)
4. Kei Sakamoto
Temporal resolution in CI users-Effect of altering electrical stimulation rate on the performance12th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences.
(Tokyo) 2019/11/27-30(11/28)
学会発表（和文）
5. 上條 篤
one airway, one disease の概念に基づいた上下気道への包括的治療

慢性鼻副鼻腔炎と気管支喘息の包括的治療

耳鼻咽喉科的視点から
第 68 回日本アレルギー学会学術大会 2019/6/14
6. 中嶋正人
「90 歳例をはじめとした高齢者の鼓膜再生における皮下組織鼓室内詰込み法の有用性ついて（特に 80 歳以上の例について）
」
第 16 回耳鼻咽喉科短期滞在型手術研究会 2019/7/28
7. 吉村美歩、丹沢泰彦、井上智恵、加瀬康弘、上條 篤
歯性上顎洞炎についての検討
第 58 回日本鼻科学会総会（東京都千代田区）2019/10/3-5(2019/10/4)
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8. 沼倉 茜, 松田 帆, 新藤 晋,坂本 圭,丹沢泰彦,中嶋 正人, 上條 篤,池園 哲郎
顔面神経管とキヌタ骨長脚、アブミ骨後脚が固着した耳小骨奇形の 1 例
第 29 回日本耳科学会総会（山形県山形市）2019/10/10-12(2019/10/11)
9. 関根達朗
当科における過去 6 年間の混合性喉頭麻痺の検討
第 71 回日本気管食道科学会学術講演会(栃木県宇都宮市) 2019/11/28-29(2019/11/29)
10. 丹沢康彦, 松田 帆、関根達朗、北原友康、吉村美歩、沼倉 茜、中嶋正人、新藤 晋、上條 篤、加瀬康弘、池園哲郎
擤鼻により迷路気腫を生じた外リンパ瘻の 1 例
第 132 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会（さいたま市）2019/6/2

【総数：論文 7 件、学会発表 37 件、講演 11 件】

6-2．獲得研究費
池園哲郎
令和 2 年度厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業）
難治性聴覚障害に関する調査研究
分担研究者

6-4．特許・実用新案
(特許取得)
1.

【日本】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法

特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎、八木聰明、大森彬
特許番号：特許第 4172777 号（2008 年 8 月 22 日）
公開番号：特開 2004-85552（2004 年 3 月 18 日）
出願番号：特願 2003-182860（2003 年 6 月 26 日）
2. 【外国 中国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎、八木聰明、大森彬
特許番号：ZL03815172.3 (2007 年 9 月 5 日)
公告番号：CN100335502-C(2007 年 9 月 5 日)

出願番号：03815172.3 (2003 年 6 月 26 日)
3.【外国 オーストラリア】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学 Saitama Medical University
発明者：池園哲郎、八木聰明、大森彬
出願番号：2003243985（2003 年 6 月 26 日）
特許番号：2003243985（2009 年 7 月 3 日）
4.【外国 米国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学 Saitama Medical University
発明者：池園哲郎、八木聰明、大森彬
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特許番号 ： US 7,863,005 B2 （2011 年 1 月 4 日）
公開番号 ： US 2006/246516 A１（2006 年 11 月 2 日）
出願番号 ： 10/517,778 （2003 年 6 月 26 日）
5.【外国 欧州 EP/IT（イタリア）
、EP/GB（イギリス）
】
発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学 Saitama Medical University
発明者：池園哲郎、八木聰明、大森彬
特許番号 ： EP 1533319 B1 （2011 年１月 12 日）
公開番号 ： EP 1533319 Ａ1 （2005 年 5 月 25 日）
出願番号 ： 03736265.4

(2003 年 6 月 26 日)

6.（外国 米国）発明の名称:ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLINTOMOPROTEIN (CTP) AND METHOD FOR MEASURING CTP USING SAME
出願人：Saitama Medical University
発明者：IKEZONO, Tetsuo、SHIKAZE, Satomi 特許番号：US9458210 （2016 年 10 月 4 日）公開番号：US2014030742 (A1)（2014
年 1 月 30 日）出願番号：US 14/008,677（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
7.【日本】発明の名称：未変性 Cochlin-tomoprotein（CTP）に反応する抗体及びそれを用いた CTP の測定方法
出願人：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎、志風沙登美
特許番号：特許第 6000239 号 （2016 年 9 月 9 日）公開番号：再公表 2012-133898(2014 年 7 月 28 日）出願番号：特願 2013-507843
（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
8. 【外国 欧州 EP/DE（ドイツ）
】
発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLINTOMOPROTEIN (CTP) AND METHOD FOR MEASURING CTP USING SAME
出願人：Saitama Medical University
発明者：IKEZONO, Tetsuo、SHIKAZE, Satomi 特許番号：602012028315.7 （2017 年 2 月 21 日） 公開番号：EP2692735A1(2014
年 2 月 5 日) 出願番号：2012-763119（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
9.【外国 欧州 EP/IT（イタリア）
】
発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLINTOMOPROTEIN (CTP) AND METHOD FOR MEASURING CTP USING SAME
出願人：Saitama Medical University
発明者：IKEZONO, Tetsuo、SHIKAZE, Satomi 特許番号：502017000023576 （2017 年 2 月 1 日）公開番号：EP2692735A1(2014
年 2 月 5 日) 出願番号：2012-763119（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）

（特許査定）
【米国】発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLIN-TOMOPROTEIN (CTP) AND METHOD FOR MEASURING CTP USING SAME
出願人：Saitama Medical University
発明者：IKEZONO, Tetsuo、SHIKAZE, Satomi
特許番号：無し
公開番号：US2014030742 (A1) （2014 年 1 月 30 日）
出願番号：US 14/008,677（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
【日本】発明の名称：未変性Ｃｏｃｈｌｉｎ－ｔｏｍｏｐｒｏｔｅｉｎ（ＣＴＰ）に反応する抗体及びそれを用いたＣＴＰの測定方
法
出願人：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎、志風沙登美
特許番号：無し
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公開番号：再公表 2012-133898(2014 年 7 月 28 日）
出願番号：特願 2013-507843（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）

（特許申請中）
【欧州】発明の名称：ANTIBODY REACTING WITH NATIVE COCHLIN-TOMOPROTEIN (CTP) AND METHOD FOR MEASURING CTP USING SAME
出願人：Saitama Medical University
発明者：IKEZONO, Tetsuo、SHIKAZE, Satomi
特許番号：無し
公開番号：EP2692735A1(2014 年 2 月 5 日)
出願番号：2012-763119（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

７．自己点検・評価
卒前教育については特に BSL，CC において，充実した内容を提供でき，学生には好評であった．研究については鼻アレルギー関連，
鼻腔通気性関連、難聴診断や難聴遺伝子のテーマで継続しているが，今後は新しい手法を取り入れる予定である．診療については，多
くの医局員が新たに加わったことにより、地域の需要に応えるのみならず、一層高度な診療レベルをめざしていきたい.
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1．24）
（2）耳鼻咽喉科（神経耳科）
１．構成員
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：教授：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）
：神経耳科学：博士
新藤 晋（SHINDOH, Susumu）
：講師(耳鼻咽喉科兼任)：耳鼻咽喉科学、神経耳科学：博士
林 智恵（HAYASHI, Tomoe）
：助教(耳鼻咽喉科兼任)：耳鼻咽喉科学：修士
北原智康（KITAHARA Tomoyasu）
：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）
：耳鼻咽喉科学：修士
丹沢泰彦（TANZAWA Yasuhiko）
：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）
：耳鼻咽喉科学：修士
吉村美歩（YOSHIMURA Miho）
：後期研修医（耳鼻咽喉科兼任）
：耳鼻咽喉科学：修士
水野正浩（MIZUNO, Masahiro）
：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
柴崎 修（SHIBAZAKI, Osamu）
：非常勤講師：耳鼻咽喉科学、神経耳科学：博士
三島陽人(MISHIMA, Haruto)：非常勤講師：博士
加藤晴弘(KATO, Haruhiro) ：非常勤講師：修士
金子研吾(KANEKO, Kengo)：非常勤講師：博士
島貫朋子(SHIMANUKI, Tomoko) ：非常勤医員：修士
杉﨑一樹(SUGIZAKI, Kazuki)：非常勤医員：博士

２．教育
2-1．目的･目標

卒前教育：耳鼻咽喉科学のうち神経耳科に関する医学部学生教育を行う。最終的には医師国家試験及び将来の医師として
必要な神経耳科学についての知識を十分に理解させる。
卒後教育：後期研修医については、症状としての、めまい・平衡障害、耳鳴・難聴、顔面神経麻痺、についての基本的な
診療が出来るように研修させることを目的とする。めまいに関しては、めまいの救急患者に対する対応も習得する。
大学院教育：現在該当者はいないが、前庭代償に関する研究をテーマとし、前庭眼反射と、速度蓄積機構の検討を介して、
眼振および眼球運動の解析を行う。さらに、その応用として、頭位性めまい、ひいては機能的な頭位眼振の解発メカニズ
ムにも迫る。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：
今年度の授業については以下の通りであり。今後も授業内容の充実を図る。
日時
担当学年
講義名

担当者

５月１３日

４学年

聴覚・平衡機能検査

伊藤彰紀

５月１４日

４学年

耳疾患（１）
（外耳・中耳疾患）

新藤 晋

５月２１日

４学年

臨床推論 めまい

新藤 晋

９月 ３日

４学年

耳鳴・難聴

伊藤彰紀

９月１７日

6 学年

臨床推論 めまい

新藤 晋

BSL について：
曜日

担当学年

月曜日午後

５学年

講義名
めまいの検査・診断法実習

担当者
伊藤彰紀

卒後教育：後期研修医に対する教育が中心となる。特に全科にわたり関連する、めまい症状に対する研修を重点的に行った。今後も救
急対応を含めて研修医教育に力を注ぐ予定である。
大学院教育：現在該当なし
2-3．達成度
卒前教育：講義および BSL においては十分な資料（プリント）も与えるとともに実地を観察させて学生の理解を深めるよう努力し、十
分な成果を得たと考えている。聴力検査、平衡機能検査を体験し、その意義を理解することが出来た。
卒後教育：後期研修医に対する、めまいの研修について、救急対応、良性発作性頭位めまい症の病態の理解、理学療法の理解など、十
分達成できたものと考えている。
大学院教育：現在該当なし
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2-4．自己評価と次年度計画
当科のスタッフ数を考慮すると教育には十分な努力をし、教育目標を十分に達成したと自己評価している。
卒前教育：4 年生の授業を 6 時間、6 年生の授業を１時間担当した。授業内容について、毎年修正・更新し、出来るだけ学生の理解を深
めるための努力を行った。5 年生の BSL についても、5 年生全員を対象とし、耳鼻咽喉科の BSL の一環として、月曜日の午後に神経耳科
領域を担当し、指導を行った。
卒後教育：神経耳科において、特にめまいの臨床についての研修を希望した、前期および後期研修医について、それぞれ個別の指導を
行った。臨床において、めまいは頭痛と共に頻繁に遭遇する臨床症状のひとつであり、研修医にとってめまいの研修は不可欠なものと
考えられ、従って当科での研修は今後の実地臨床に必ず役立つものと確信している。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床的研究によりめまい、難聴、顔面神経障害などにおける診断、検査、治療法の開発・改善を目指す。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
研究グループ（研究プロジェクト）
：特に固定の研究グループ、研究プロジェクトは定めていないが、神経耳科部門を含めた耳鼻咽喉科
教室が一体となって臨床資料を収集し、各自が研究目的に沿って解析している。
3-3．研究内容と達成度
研究内容と達成度：診断面での研究は１）前庭誘発頚筋電位 VEMP 検査を用いての、末梢前庭性疾患の病態の解明や中枢前庭疾患の診断
法の改善、２）ABR と DPOAE を用いた後迷路性難聴の診断に関する研究、３）VEMP、温度検査を組み合わせた前庭神経炎の病巣診断と臨
床経過の研究、４）SR ならびに ENoG 検査による顔面神経麻痺の予後判定、５）第 7 脳神経の神経血管圧迫症候群による顔面痙攣症例に
ついて、脳神経外科において微少血管減圧術（MVD）施行前後の神経耳科学的所見について、６）第８脳神経の神経血管圧迫症候群によ
るめまい難聴に関する神経耳科学的検討、７）vHIT（video head impulse test）の臨床応用などであり、治療面での研究は１）鼓室内
GM 注入による内耳性めまいの治療成績の改善、２）理学療法による良性発作性頭位眩暈症の治療成績の改善、３）突発性難聴の治療結
果の検討に基づく治療成績の改善、４）顔面神経麻痺の治療結果の検討に基づく治療成績の改善、５）耳鳴に対する TRT の成績の解析、
６）第８脳神経の神経血管圧迫症候群によるめまい、耳鳴りに対する薬物療法などが主体である。上記各研究項目は順調に進行中で、
一定程度達成された。特に理学療法による良性発作性頭位眩暈症の治療、突発性難聴と顔面神経麻痺の治療成績の改善は画期的である。
耳鳴に対する TRT 療法の成績の解析についても、初期成績を報告出来た。
3-4．自己評価と次年度計画
これまでに得られた研究成果は直ちに患者の診療に反映され、QOL に寄与している。次年度も引き続き研究を進める。

４．診療
我が国の大学病院では神経耳科を標榜している施設は二箇所のみであり、当科では耳に関する神経学的疾患として、めまい・平衡障害、
感音難聴・耳鳴・顔面神経疾患（麻痺）などに特化した診療と研究に従事している。平成 31 年度（令和元年度）の神経耳科の新患患者
数が 1,903 名であり、昨年より僅かに減少した。ただし、そのうち院外紹介が 883 名、院内紹介が 349 名であり、紹介率は 64.7％とや
や上昇した。新患患者の内訳は、聴覚障害については、感音難聴が 494 例、伝音難聴が 42 例、その他の難聴が 66 例、耳鳴症が 102 例
であった。めまい・平衡障害については、末梢性めまいが 487 例、中枢性めまいが 20 例、その他のめまいが 318 例であった。顔面神経
障害については、ベル麻痺が 53 例、ハント症候群が 45 例、顔面痙攣（主に脳神経外科の術前・術後検査）が 35 例である。また、令和
元年度の入院患者は合計 126 名であり、その内訳は、聴覚障害（突発性難聴）が 72 例、顔面神経麻痺 36 例、めまい・平衡障害が 18 例
であった。入院治療を行った高度の突発性難聴、重度の顔面神経麻痺などでは、他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であ
った。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県公安委員会指定医師（耳鼻咽喉科）
（伊藤彰紀）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
医学の歩み誌
編集協力者（水野正浩）
日本めまい・平衡医学会ER誌 査読委員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会 査読委員（伊藤彰紀）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会常任理事（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会学術委員長（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会代議員（伊藤彰紀）
日本めまい平衡医学会代議員（伊藤彰紀）
学校法人埼玉医科大学評議員（伊藤彰紀）
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 新藤 晋：Head Impulse Test(HIT)と video Head Impulse Test(vHIT). めまい平衡検査の原点から現状、そして未来へ(解説).
Equilibrium Research 79(1), p4-11, (2020/02)
② 新藤 晋：メニエール病の診断基準の歴史的変遷と現況(解説/特集). メニエール病-押さえておきたい診断・治療のコツ.ENTONI 234,
p5-11(2019/07)
③ 伊藤彰紀：めまい. ガイドライン外来診療 2020. p557-562, 日経メディカル, 東京 (2020/3/24)
④ Tanzawa Y, Matsuda H, Sekine T, Sakamoto K, Shindo S, Matsumura T, Saitoh S, Kase Y, Itoh A, Ikezono T：Pneumolabyrinth
due to nose blowing. A case of internal barotraumatic PLF confirmed by imaging, biochemical CTP detection test and visual
identification of the fistula.Vertigo academy international. (Minsk, BELARUS) 2019/4/25-28(2019/4/26)
⑤ 新藤晋，伊藤彰紀，水野正浩，松田帆，坂本圭，池園哲郎：HINTS を用いた中枢性めまいの診断について. 第 120 回日本耳鼻咽喉
科学会総会（大阪府大阪）2019/5/8-11, (2019/05/10)
⑥ 新藤 晋, 松田 帆, 吉村 美歩, 伊藤 彰紀, 池園 哲郎：めまいを伴った突発性難聴の未就学児例. 第 78 回日本めまい平衡医学会
総会学術講演会. 2019/24-25.（富山市）
⑦ Shindo S, Matsuda H, Sekine T, Yoshimura, Ito A, Ikezono T ： vHIT usefullness in the patients with unstable vestibular
compensation.15th Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2019/12/6-7.
⑧ 伊藤彰紀：めまい診療―新しいめまいの検査の有用性―（特別講演２）. 北多摩耳鼻咽喉科医会学術講演会. 東京 (2020/2/12)
⑨ 伊藤彰紀：頭位性めまいについて考える（特別講演Ⅰ）.第 42 回東京・埼玉神経耳科研究会. 東京 (2020/2/15)
⑩ 伊藤彰紀：めまいの診療応用―VEMP、vHIT の臨床応用―（特別講演）.めまい学術講演会 札幌市 (2020/2/21)
【総数：論文 1 件、総説 2 件、学会発表 9 件、講演 3 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 41 回東京埼玉神経耳科研究会、2020,2,9、東京（主催）

７．自己点検・評価
7-1 今年度の点検・評価計画
神経耳科という特徴のある診療内容を担当し、診断・治療に関する研究を進めることについては、少数の教室員で可能な限りの努力
を行い、一定の成果を達成したと考える。
7-2 次年度の改善計画
臨床研究のターマについて、1 年ごとの研究実績を目的とするだけではなく、長期的な展望をもち、業績をさらに積み重ねる必要があ
る。次年度はそのような観点から日常の診療ならびに臨床研究を進めて行きたい。
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1．25）産科・婦人科
１．構成員
石原

理（ISHIHARA,Osamu）
：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：代表指導教員（大学院）
：不妊症治療学、
生殖内分泌学：博士
亀井良政（KAMEI,Yoshimasa）:教授:診療部長:研究主任:指導教員（大学院）:周産期医学、遺伝医学、超音波医学:博士
岡垣竜吾（OKAGAKI,Ryugo）
：教授：診療副部長：教育副主任：指導教員（大学院）
：生殖内分泌学、女性骨盤底医学:博士
梶原 健（KAJIHARA,Takeshi）
：教授：研究副主任：指導教員（大学院）
：生殖内分泌学、不妊症治療学：博士
永田一郎（NAGATA,Ichiro）
：客員教授：婦人科腫瘍学、婦人科手術学：博士
板倉敦夫（ITAKURA,Atsuo）
：客員教授：周産期医学：合併症妊娠、胎児異常：博士
難波 聡（NAMBA,Akira）
：准教授：外来医長：指導教員（大学院）
：遺伝医学：生殖内分泌学、不妊症治療学、
スポーツ医学：博士：ゲノム医療科兼担
高村将司（TAKAMURA,Masashi）
：准教授：外来医長：指導教員（大学院）
：生殖内分泌学、婦人科内視鏡学、不妊症治療学：
博士
田丸俊輔（TAMARU,Shunsuke）
：講師：病棟医長：指導教員（大学院）
：周産期医学、遺伝医学、超音波医学：博士
左 勝則（JWA Seung Chik）
：講師：研修医長：指導教員（大学院）
：遺伝医学、生殖内分泌学、不妊症治療学、臨床疫学、
生物統計学：博士
鈴木裕之（SUZUKI,Hiroyuki）
：助教：教育員・専門医員・研究員：博士
瀬戸さち恵（SETO,Sachie）
：助教：教育員・専門医員・研究員：博士
鷹野夏子（TAKANO,Natsuko）:助教：教育員・専門医員・研究員
市川大介（ICHIKAWA,Daisuke）
：助教：専門医員・専門医員・研究員
霞澤 匠（KASUMIZAWA,Takumi）：助教：教育員・医員・研究員
：助教：教育員・専門医員・研究員
松田尚子（MATSUDA,Naoko）
山口 哲（YAMAGUCHI,Tetsu）
：助教：教育員・専門医員・研究員
吉田智昭（YOSHIDA,Tomoaki）
：助教：シニアレジデント
齋藤良平（SAITO,Ryohei）
：助教：専攻医：社会人大学院生
霞澤 亘（KASUMIZAWA,Wataru）：助教：専攻医
丸茂雄太（MARUMO,Yuta）
：助教：専攻医
田村早希（TAMURA,Saki）
：助教：専攻医
川﨑絵理（KAWASAKI,Eri）
：助教：専攻医
府藤 藍（FUDO,Ai）
：胚培養士
佐藤麻弥（SATO,Maya）
：胚培養士
水野由美（MIZUNO,Yumi）
：客員講師：指導教員（大学院）
：博士
堀越嗣博（HORIKOSHI,Tsuguhiro）
：客員講師：博士
相馬廣明（SOMA,Hiroaki）
：非常勤講師：博士
小黒辰夫（OGURO,Tatsuo）
：非常勤講師
小川博和（OGAWA,Hirokazu）
：非常勤講師：博士
三木明徳（MIKI,Akinori）
：非常勤講師：博士
大澤洋之（OSAWA,Hiroyuki）
：非常勤講師：博士
西林 学（NISHIBAYASHI,Manabu）
：非常勤講師：博士
鈴木元晴（SUZUKI,Motoharu）
：非常勤講師：博士
保母順造（HOBO,Junzo）
：非常勤講師：博士
海老根真由美（EBINE,Mayumi）
：非常勤講師：博士
木村真智子（KIMURA,Machiko）
：非常勤講師：博士
山下真理子（YAMASHITA,Mariko）
：非常勤講師
栗崎智美（KURISAKI,Tomomi）
：非常勤講師：博士
栃木秀乃（TOCHIGI,Hideno）
：非常勤医師：博士
水上順智（MIZUGAMI,Yoshinori）
：非常勤医師
岡島多希（OKAJIMA,Taki）
：非常勤医師
左 淳奈（JWA,Junna）
：非常勤医師
上村のぞみ（UEMURA,Nozomi）
：非常勤医師
串田未央（KUSHIDA,Mio）
：非常勤臨床心理士
吉越和江（YOSHIKOSHI,Kazue）
：非常勤臨床検査技師

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」生殖医学、周産期医学、婦人科腫瘍学、女性骨盤底医学から構成される産科婦人科学は、生物学・生理学
としての「生殖のしくみの解明」から癌、不妊症など高度な集学的治療を要する「疾患治療医学」に至る幅広い守備範囲
を持つ。卒前教育では、これら広範な学問的基盤に基づき、学生の興味と関心を引く多彩な基礎的および臨床的な知識と
技術を紹介教授するとともに、臨床現場における実務体験と経験により、創造力溢れる人間性と国際性の豊かな医師を養
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成することを目標とする。
「卒後教育」研修医・専門医教育では、産科婦人科学の特性を活かし、産婦人科専門医資格取得に十分な臨床的経験と
知識を積むとともに、サブスペシャリティ資格取得を見据えて、分野を超えた最先端の知識と技術を幅広く習得した研究
マインドに溢れる産婦人科医師を養成することを目標とする。
「大学院教育」大学院教育では、研究テーマを徹底的に解明するための方法論と技術論を取得し、自ら研究計画を立案
することができる自主独立の研究者を養成するために、部門・分野を超えた学際的交流と支援を進め、臨床マインドに溢
れる産婦人科研究者を養成することを目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」医学部 3 年生：ヒトの病気 I（生殖器）
（岡垣ら）講義。ユニット試験による評価。医学部 4 年生：ヒトの
病気 II（母体胎児・新生児）
（亀井ら）講義。ユニット試験および総合試験による評価。医学部 5 年生：BSL および CC（石
原ら）
。総合試験による評価。医学部 6 年生：産婦人科疾患（石原ら）
。総合試験および卒業試験による評価。全学年を対
象：通年実習プログラムなど。
「卒後教育」初期研修医産婦人科研修（臨床研修指導医ら）、産婦人科専攻医研修（産婦人科専門医）、産婦人科専門医取
得後の各種サブスペシャリティ資格取得のためのトレーニング（各分野専門医）
「大学院教育」医学博士取得のための研究指導および論文執筆指導（大学院指導教員）
2-3．達成度
「卒前教育」
、
「卒後教育」
、
「大学院教育」講義、実習、その他について、予定通り達成された。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」各分野の専門家による講義および実習を行ない、学生の満足度の高い学生教育を提供できた。初期研修医
教育さらに後期研修教育と連続的に構成された教育を推進する。
「卒後教育」臨床研修指導医、産婦人科専門医、各分野専門医による丁寧な指導が行われ、臨床トレーニングと臨床研究
の融合された十分な成果をあげた。引き続き教育体制の整備を進める。
「大学院教育」各研究テーマに適合した環境を整備し基礎研究に専念する時間を確保できた。今後の発展が期待できる。

３．研究
3-1．目的・目標
「臨床マインドを持った基礎研究」あるいは「研究マインドを持った臨床研究」を研究の基本方針とする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a） 子宮内膜細胞転写因子に関する国際共同研究プロジェクト（梶原、Warwick University、Prof.Brosens との共同研
究）
b） 子宮脱・排尿障害における超音波診断の検討（西林、永田、埼玉医大泌尿器科との共同研究）
c） 子宮内膜脱落膜化におけるミトコンドリアダイナミクスの解明と病態への関与（田丸、日本学術振興会科研費、若
手研究）
d） 子宮内膜症病巣形成過程における microRNA の役割と機能解析（シャミマスルタナ、梶原）
e） 新生児低酸素性虚血性脳症の予防に向けた胎児治療戦略に関する基礎的研究（亀井、日本学術振興会科研費基盤研
究（C）
）
f） 妊娠初期コンバインド検査に関する妊婦の意識調査の研究（亀井、多施設研究者による共同研究、主任研究者）
g） 子宮内膜脱落膜化過程で産生される中鎖脂肪酸の同定とその役割の解析（梶原、水野、日本学術振興会科研費基盤
研究（C）
）
3-3．研究内容と達成度
a） 子宮内膜細胞の脱落膜化に重要な microRNA を同定した。
b） 経会陰超音波断層法の臨床応用と研究を継続した。
c） 脱落膜化子宮内膜間質細胞で、脂肪酸β酸化の調節により、ミトコンドリアの形態変化が生じていることを明らか
にした。
d） 産婦人科の大学院生の研究では、子宮内膜症病巣形成過程に microRNA542-3p が重要な役割を果たしていることを明
らかとし、その発現低下は EMT を介して子宮内膜症発症に関与していることを明らかとした。
e）ラット PVL モデルにおいて、低酸素虚血負荷中に低温にすることにより、オリゴデンドロサイトの細胞死を抑制し、
MBP （myelin basic protein） の発現が維持されることが確認され、特に MBP exon2 を含む isoform が低酸素虚血負
荷により減少し、低温により維持されることが新たに解明された。また、オリゴデンドロサイトと DRG （dorsal root
ganglion） neuron の共培養系を用いて、in vitro で両者が接触を開始する際に、MBP exon2 を含む 21.5kDa リン酸
化 isoform が最初に発現することが示唆され、この isoform は低酸素無糖負荷により減少し、低温により維持される
ことが明らかとなった。さらに、ERK1/2 は、低温によるオリゴデンドロサイト保護効果に関与していることを明らか
とした。
g） 子宮内膜脱落膜化過程で、産生が上昇する中鎖脂肪酸を網羅的解析で、明らかとした。
3-4．自己評価と次年度計画
各プロジェクトに関して、ほぼ予定通りの遂行が行われた。

４．診療
産婦人科各分野における高度医療と救急疾患のプライマリーケアを含む治療を提供し、良好な成績を上げるとともに
地域医療に貢献した。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会委員（生殖補助医療研究専門委員会主査および特定胚及びヒト ES
細胞等研究専門委員会委員）
、
厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会専門委員（ヒト胚研究に関する審査専門委員会委員）
、
内閣府生命倫理調査会タスクフォース構成員、医薬品医療機器総合機構専門委員、最高裁判所専門委員（さいたま地方裁
判所所属）
、埼玉県母子保健運営協議会委員長、埼玉県特定不妊治療費助成事業実施医療機関指定調査会副会長：以上石原
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員長：以上亀井
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員
Associate Editor Journal of Obstetrics & Gynecology Research
Associate Editor Medical Molecular Morphology：以上梶原
臨床スポーツ医学会誌編集委員：以上難波
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員：以上田丸
査読委員
Human Reproduction、Journal of Obstetrics、Gynecology & Research、Am J Obstet Gynecol、Reproductive Biomedicine
Online：以上石原
Journal of Obstetrics、Gynecology & Research、Journal of Medical Ultrasonics：以上亀井
Hypertension Research in Pregnancy、Journal of Visualized Experiments：以上田丸
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本産科婦人科学会代議員、同倫理委員会委員および登録・調査小委員会委員、埼玉産科婦人科学会会長、日本生殖医
学会常任理事および同倫理委員会委員長、日本受精着床学会常任理事、日本卵子学会常任理事、日本内分泌学会評議員、
日本医事法学会理事、GID 学会理事、日本生殖内分泌学会評議員、日本胎盤学会評議員、埼玉県産婦人科医会理事、埼玉
県医師会母体保護法指定医審査委員会委員、同母子保健委員会委員、同周産期医療運営委員会委員、埼玉県母性衛生学会
理事、Executive Board Member、International Committee for Monitoring ART、WHO、Executive Board Member、International
Federation of Fertility Societies：以上石原
日本産科婦人科学会代議員、同ガイドライン―産科編集員会委員、日本周産期・新生児医学会評議員、幹事および周産
期認定医検討ワーキンググループ委員、日本超音波医学会編集員会査読委員及び菊池賞・伊藤賞（論文賞）審査委員、日
本胎児心臓病学会理事、日本産科麻酔科学会幹事、日本分娩監視研究会幹事、埼玉県母性衛生学会理事、埼玉県産婦人科
医会幹事、埼玉産科婦人科学会雑誌編集長、日本医療機能評価機構産科医療補償制度原因分析委員会委員、埼玉県医師会
子育て相談窓口運営委員会委員：以上亀井
日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会「本邦の一般不妊治療における排卵誘発による多胎発生の実態調査に関する小
委員会」委員、日本骨盤底医学会幹事、TVM 研究会幹事：以上岡垣
日本臨床分子形態学会理事、日本生殖医学会幹事および同代議員、日本受精着床学会評議員、日本内分泌学会評議員：
以上梶原
日本人類遺伝学会評議員、日本臨床スポーツ医学会評議員：以上難波
日本臨床分子形態学会評議員、埼玉県産婦人科医会超音波研究会幹事：以上田丸

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Tamaru S,Kajihara T,Mizuno Y,Takano N,Tochigi H,Sato T,Ishihara O:Heparin prevents oxidative stress-induced
apoptosis in human decidualized endometrial stromal cells.
Med Mol Morphol. 52(4):209-16,2019
②Ichikawa D,Jwa SC,Seto T,Tarumoto N,Haga Y,Kohno K,Okagaki R,Ishihara O,Kamei Y:Successful treatment of
severe acute respiratory distress syndrome due to Group A streptococcus induced toxic shock syndrome in
the third trimester of pregnancy-effectiveness of venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A case
report.
J Obstet Gynaecol Res.2019 Oct 8.doi:10.1111/jog.14138.[Epub ahead of print]
③鷹野夏子、梶原 健、増田怜良、亀井良政:【産科危機的出血のベストマネジメント-知っておくべき最新の対応策】
緊急対処法 バクリカテーテル挿入のコツ
臨床婦人科産科 73(9):854-9,2019
④霞澤 匠、仲神宏子、左 勝則、難波 聡、石澤圭介、梶原 健、岡垣竜吾、石原 理:卵管から発生した極めて稀
な平滑筋腫瘍（STUMP）の 1 例
埼玉産科婦人科学会雑誌 49(2):103-7,2019
⑤吉田智昭、早川 智、相澤志保子、亀井良政、石原 理:Lactobacillus crispatus,Lactobacillus acidophilus は、
ヒト胎盤のトロホブラスト浸潤を促進させる
第 71 回日本産科婦人科学会学術講演会（名古屋）2019.4.11-14
⑥山口 哲、鷹野夏子、田丸俊輔、堀越嗣博、亀井良政:胎児胸水を契機に発見された特発性乳び腹水の 1 例
日本超音波医学会第 92 回学術集会（東京）2019.5.24-26
⑦齋藤良平、鈴木裕之、霞澤 匠、田丸俊輔、梶原 健、岡垣竜吾、石原 理、亀井良政:子宮漿膜血管破錠による腹
腔内出血から急性腹症に至った妊婦の 1 例
第 95 回埼玉産科婦人科学会埼玉県産婦人科医会令和元年度前期学術集会（さいたま）2019.7.6
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⑧田村早希、左 勝則、松田尚子、高村将司、梶原 健、岡垣竜吾、亀井良政、石原 理:伝染性単核球症発症後、性
行為を契機に Fusobacterium necrophorum による子宮付属器炎から敗血症性ショックに至った 1 例
第 95 回埼玉産科婦人科学会埼玉県産婦人科医会令和元年度前期学術集会（さいたま）2019.7.6
⑨霞澤 亘、田丸俊輔、仲神宏子、霞澤 匠、山口 哲、市川大介、鷹野夏子、宮崎加寿子、左 勝則、難波 聡、
石原 理、亀井良政:1 児が Body stalk anomaly であった一絨毛膜二羊膜双胎の 1 例
第 55 回日本周産期・新生児医学会学術集会（松本）2019.7.13-15
⑩松田尚子、左 勝則、岡島多希、鈴木裕之、難波 聡、梶原 健、岡垣竜吾、石原 理:入院加療を要した骨盤内炎
症性疾患 53 例の後方視的検討
第 34 回日本女性医学学会学術集会（福岡）2019.11.2-3
（2019 年 1 月～2019 年 12 月の件数）
【総数：論文･著書 59 件、学会発表 45 件、講演 50 件】
6-2．獲得研究費
2019 年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究（2018-20 年度）
研究代表者 秋田大学講師 前田恵理
研究分担者 埼玉医科大学教授 石原 理
研究分担者 埼玉医科大学講師 左 勝則
2019 年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
配偶子凍結および胚凍結を利用する生殖医療技術の安全性と情報提供体制の拡充に関する研究（2018-20 年度）
研究代表者 徳島大学教授 苛原 稔
研究分担者 埼玉医科大学教授 石原 理
研究協力者 埼玉医科大学講師 左 勝則
2019 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
諸外国におけるゲノム編集技術等を用いたヒト胚の取扱いに係わる法制度や最新の動向調査及びあるべき日本の公的
規制についての研究
研究代表者 国立大学法人大阪大学教授 加藤和人
研究分担者 埼玉医科大学教授 石原 理
2019 年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構（成育疾患克服等総合研究事業－BIRTHDAY）
ヒト受精胚の包括的視点を通した基礎的研究基盤を構築する研究（2019-21 年度）
研究代表者 国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所部長 阿久津英憲
研究分担者 埼玉医科大学教授 石原 理
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）
コモン・マーモセットモデルを用いた低酸素・虚血負荷に対する薬物治療の有用性の検討（2019-21 年度）
研究代表者 埼玉医科大学教授 亀井良政
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）
子宮内膜脱落膜化細胞でのオクタン酸産生機構と着床現象における役割の解明（2017-19 年度）
研究代表者 埼玉医科大学教授 梶原 健
研究分担者 埼玉医科大学教授 石原 理
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）
価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機能の解析（2018-20 年度）
研究代表者 埼玉医科大学准教授 淡路健雄
研究分担者 埼玉医科大学教授 梶原 健
2019 年度学内グラント
子宮内膜細菌叢制御による子宮内膜症の予防、早期診断、新規治療を目指した萌芽的研究
研究者 埼玉医科大学准教授 高村将司
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究）
子宮内膜脱落膜化におけるミトコンドリアダイナミクスの解明と病態への関与（2019-21 年度）
研究者 埼玉医科大学講師 田丸俊輔
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究）
日本における体外受精・胚移植後の妊娠・生産率予測モデルの開発（2019-22 年度）
研究者 埼玉医科大学講師 左 勝則
2019 年度埼玉医科大学病院若手研究者育成研究費
不妊患者へのカウンセリング体制の充実が、患者の不安やストレスに与える影響の検討
研究者 埼玉医科大学講師 左 勝則
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究）
子宮内膜機能とマイクロ RNA に関する基礎的研究（2016-19 年度）
研究者 埼玉医科大学非常勤医師 栃木秀乃
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）
ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質代謝機能の解析と臨床応用への展開（2017-19 年度）
研究者 埼玉医科大学客員講師 水野由美
2019 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）
）
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妊娠時抗うつ剤服用における胎児脳発生のリスク評価のための研究基盤の確立（2018-20 年度）
研究者 埼玉医科大学非常勤講師 佐藤智美
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 61 回埼玉県産婦人科医会ホルモンと生殖医学研究会 2019.7.20 埼玉県県民健康センター 代表世話人 石原 理
第 26 回ゆずの木周産期病診連携セミナー 2019.7.22 グランドホテル WIN
テーマ「妊娠高血圧症候群をめぐる課題」代表世話人 亀井良政
第 37 回日本受精着床学会総会・学術講演会 2019.8.1-2 京王プラザホテル
テーマ「Reproductive Diversity：生殖の多様性を探求する」 学会長 石原 理
第 27 回ゆずの木周産期病診連携セミナー 2020.1.27 埼玉医科大学病院
テーマ「新生児搬送を考える」代表世話人 亀井良政
第 14 回埼玉県西部産婦人科臨床研究会 2020.2.13 ラ・ボア・ラクテ 代表世話人 石原 理

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
「医学部」学生と研修医、専攻医の教育システムがさらに充実し、高い教員の意識を反映し、ほとんどの学生と研修医、
専攻医が満足度の高い教育と研修を受けることができた。
研究は内外各機関、教室との共同研究を継続し、研究成果は順調に公刊されつつある。
7－2．次年度の改善計画
研究の目標を達成し、臨床教室としてその研究の質と効率を維持するために、現在の方針を次年度も堅持する予定であ
る。
「大学院」大学院入学者が新たなコラボレーションのもとに新規研究を開始し、今後の成果が期待される。
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1．26）歯科・口腔外科
１．構成員
佐藤 毅（SATO，Tsuyoshi）
：准教授：運営責任者：診療部長・研究主任・教育主任：代表指導教員（大学院）
：
咀嚼筋腱・腱膜過形成症：博士
福島 洋介（FUKUSHIMA，Yousuke）
：講師：診療副部長：口腔心身症：博士
川田 由美子（KAWATA，Yumiko）
：講師：研究員：口腔癌：博士
菅森 泰隆（Sugamori，Yasutaka）
：助教：研究員
押部 成美（OSHIBE，Narumi）
：助教：研究員
遠藤 眞央（Endo，Mao）
：助教：研究員
＜兼担＞
今井謙一郎（IMAI，Kenichiro）
＜非常勤講師＞
依田哲也 (YODA , Tetsuya)、大河原勉（OGAWARA, Tsutomu）
、葛西ひとみ（KASAI, Hitomi）
、坂本一郎（SAKAMOTO, Ichiro）
、
伊藤大輔（ITO, Daisuke）
、都丸泰寿（TOMARU，Yasuhisa）
、茂木世紀（MOGI, Seiki）
、野島淳也(NOJIMA, Junya)
＜非常勤医師＞
田口茂和（TAGUCHI, Shigekazu）
、古株彰一郎(KOKABU, Syoichiro) 、榎木祐一郎（Enoki, Yuichiro）
、
大久保正彦（Okubo, Masahiko）、伊神英治(IKAMI, Eiji)、湯本愛実（YUMOTO, Megumi）

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：医学部教育における歯科医学、特に口腔外科学の知識修得をめざす。
卒後教育：歯科臨床研修医への歯科研修教育に従事し、その習得をめざす。
大学院教育：学位論文作成を可能とする基礎および臨床研究を行う。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：埼玉医科大学医学部 5 年生特別演習（佐藤毅）、埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義（佐藤毅、今井謙一郎、
都丸泰寿）、埼玉医療福祉会看護専門学校第一学科 1 年生学生講義（福島洋介）
卒後教育：研修医ランチョンセミナー（佐藤毅）
、歯科医師臨床研修指導（佐藤毅、福島洋介）
大学院教育：大学院講義「総合医学特論」
（佐藤毅）
、当学科所属大学院生の指導（佐藤毅）
2-3．達成度
卒前教育：概ね予定の教育内容を達成できた。
卒後教育：概ね予定の教育内容を達成できた。
大学院教育：概ね予定の教育内容を達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ってもらえるようになっていると思う。
将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授業を工夫する。
卒後教育：研修期間の 2 年間で基礎的な口腔外科分野および一般歯科診療の知識と手技の習得ができるよう、指導内容を工
夫する。麻酔科・救命救急センター・呼吸器内科・リウマチ膠原病科研修においては、今後の口腔外科手術や病棟
管理における全身管理の重要性や手技の習得ができるようバックアップする。
大学院教育：大学院講義においては論文執筆のメソッドをしっかり教える。大学院生に実験手技のみならず研究の組み立て方
を指導する。

３．研究
3-1．目的・目標
口腔外科学の発展、口腔外科疾患の診断・治療法に寄与することを目標に臨床ならびに基礎研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① 骨代謝研究グループ： 佐藤毅、菅森泰隆、伊神英治（院）、塘田健人（院）、佐藤信吾（東京医科歯科大学）
② 咀嚼筋腱・腱膜過形成症グループ：佐藤毅、林直樹（院）、依田哲也（東京医科歯科大学）、高田昌彦（京都大学霊長類
研究所）、郷康弘（自然科学研究機構新分野創成センター ブレインサイエンス研究分野）
③ 口腔癌研究グループ：佐藤毅、中平光彦（埼玉医科大学国際医療センター）
3-3．研究内容と達成度
① 骨代謝研究グループ：骨代謝と神経系の相互作用の解明を目標とする。
【基本学科の業績（佐藤・菅森）】神経細胞の分化を促進する遺伝子 X が骨代謝にどのように関与するのかを検討するた
めに、その遺伝子 X を骨芽細胞特異的にノックアウトしたコンディショナルノックアウトマウス、神経細胞特異的にノックアウ
トしたコンディショナルノックアウトマウス、をそれぞれ作出している。
【大学院生の業績】Schwann 細胞と骨細胞を共存培養すると、骨細胞の成熟が促進されて Schwann 細胞分化が促進され
ることを見出した（伊神英治・院）。交感神経細胞と骨芽細胞を共存培養すると、神経細胞から産生される Sema3A により骨
芽細胞分化は促進されることが明らかとなった（塘田健人・院）。
② 咀嚼筋腱・腱膜過形成症グループ：咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明、診断・治療方法を開発する。
【基本学科の業績（佐藤・郷・高田）】霊長類の側頭筋腱・咬筋腱膜・アキレス腱を採取して初代培養細胞を単離して、培
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養後に伸展刺激を行い、次世代シーケンサーにて解析を行った。
【大学院生の業績】咀嚼筋腱・腱膜過形成症の患者の側頭筋腱では顎変形症の患者と比較して decorin 発現が上昇して
いること、伸展刺激によりを見出した（林直樹・院）。
③ 口腔癌研究グループ：口腔癌の進展機構の解明を目標とする。
【基本学科の業績（佐藤・中平）】歯肉癌において MICA 分子の発現が高いことを見出した。
3-4．自己評価と次年度計画
① 骨代謝研究グループ： 科研費を獲得して成果を順調に上げている。次年度は神経細胞の分化を促進する遺伝子 X が骨
代謝にどのように関与するのかを検討するために、その遺伝子 X を骨芽細胞特異的にノックアウトしたコンディショナルノッ
クアウトマウス、神経細胞特異的にノックアウトしたコンディショナルノックアウトマウス、をそれぞれ作出する。
② 咀嚼筋腱・腱膜過形成症グループ：咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態に関わる分子の候補がわかりつつある。次年度は、
次世代シーケンサーを用いた解析を行う。
③ 口腔癌研究グループ：やや遅れている。次年度は、MICA を歯肉上皮癌細胞に強制的に発現をさせた場合のサイトカイン
産生について DNA マイクロアレイを行う。

４．診療
咀嚼筋腱・腱膜過形成症の治療を行っており、倫理委員会承認の下、咀嚼筋腱・腱膜過形成症の遺伝子解析研究も行
っている。顎関節症、外傷、急性炎症、顎骨壊死、歯周病等さまざまな疾患に対応できるが、今後は顎変形症の専門
的治療も取り入れていく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
さいたま医事関係事件鑑定人：佐藤毅
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
社団法人日本口腔外科学会 代議員：佐藤毅、福島洋介
Stomatological Disease and Science, 編集委員（Associate Editor）
：佐藤毅
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
独立行政法人日本学術振興会 科学研究費委員会専門委員：佐藤毅
日本臨床分子形態学会 評議員：佐藤毅

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Ikami E, Sato T, Tomoda T, Fukushima Y, Kokabu S, Yoda T. Soluble factors mediate the interaction between
Schwann cells and osteocytes. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol 2019 (in press)
② Hayashi N, Sato T, Yumoto M, Kokabu S, Fukushima Y, Kawata Y, Kajihara T, Mizuno Y, Mizuno Y, Kawakami
T, Kirita T, Hayata T, Noda M, Yoda T. Cyclic stretch induces decorin expression via yes-associated protein
in tenocytes: a possible mechanism for hyperplasia in masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia.
J Oral Maxillofac Surg Med Pathol 31(3):175-179, 2019
③ Ogawa M, Yaginuma T, Nakatomi C, Nakajima T, Tada-Shigeyama Y, Addison WN, Urata M, Matsubara T, Watanabe
K, Matsuo K, Sato T, Hikiji H, Watanabe S, Kokabu S. Transducin-like Enhancer of Split 3 regulates
proliferation of melanoma cells via histone deacetylase activity. Oncotarget 10(3):2404-414, 2019
④ Kitamura T, Isozaki Y, Endo M, Hayashi N, Horishima Y, Yokota K, Mimura T, Fukushima Y, Yoda T, Sato T.
A case of giant cell arteritis with jaw claudication and trismus treated with early steroid therapy. J
Oral Maxillofac Surg Med Pathol 2019 (in press)
⑤ Fukushima Y, Isozaki Y, Endo M, Kawata Y, Sato T. A venous aneurysm in the buccal mucosa region. J Oral
Maxillofac Surg Med Pathol 2019;32(1):40-43
⑥ Fukushima Y, Kitamura T, Ikami E, Yumoto M, Sano Y, Sato T, Yoda T. A case of Burning Mouth Syndrome resulted
in death by hanging after 10 days of self-cutting of tongue. Psychogeriatrics (in press), 2019
⑦ 佐藤毅．咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明とトランスレーショナルリサーチへの展望． 第 32 回日本顎関節学
会総会・学術大会 東京
⑧ 堀島唯香，北村智久，塘田健人，伊神英治，林直樹，福島洋介，佐藤毅．咬合痛と顎跛行を呈した巨細胞性動脈
炎に対し速やかにステロイド加療を開始した１例．第 64 回日本口腔外科学会総会・学術大会 札幌 2019
⑨ 佐藤毅：顎骨壊死を究める～基礎・臨床・医科との連携 意外に多い開口障害の原因 令和元年度入間郡市歯科
医師会学術講演会，埼玉，2019
⑩ 佐藤毅：１日でわかる薬剤性顎骨壊死～薬剤と骨破壊 令和元年度東北大学同窓会埼玉県支部学術講演会，大宮，
2019
【総数：論文 ６ 件、学会発表 ２ 件、講演 ２ 件】

6-2．獲得研究費
① 佐藤毅（研究代表者） 文部科学省科学研究費研究助成
能の活性化を担う分子基盤の解明と治療法の開発」
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基盤研究 B 「運動器疾患治療のための中枢・末梢機

② 佐藤毅（研究代表者） ファンケル・健康院受託研究費 「25(OH)D3 の転倒予防効果の解析とメカニズムの解明」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第１回 埼玉歯科医科連携研究会 坂戸グランドホテル WIN 2019 年 9 月 12 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療については、病床稼働率が低い点が問題であった。教育に関しては、概ね達成できていると考えた。研究につい
ては、研究費の獲得も行えており、実験も遂行できているが一部の研究については研究が遅れている。
7－2．次年度の改善計画
診療については、咀嚼筋腱・腱膜過形成症の患者を増やし、他の専門分野の治療を拡充していく。教育に関しては、
医学教育の充実を図る。研究に関しては、遅れている実験を優先的に行うこととし、大学院生の実験もしっかりと指
導していく。
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1．27）リハビリテーション科
1. 構成員
倉林

均 (KURABAYASHI, Hitoshi):教授:運営責任者:診療部長、研究主任、教育副主任、代表指導教員：動脈硬化、
血栓症、温泉医学:博士

原

元彦（HARA, Motohiko）
：教授：教育主任、診療副部長、研究副主任、指導教員：臨床神経生理学：博士

山内洋子（YAMANOUCHI, Yoko）
：講師：リハビリテーション医学：博士
前田恭子 (MAEDA, Kyoko) ：助教：リハビリテーション医学、嚥下リハビリテーション
間嶋

満 (MAJIMA, Mitsuru)：客員教授：リハビリテーション医学：博士

鈴木英二 (SUZUKI, Eiji)：客員准教授：嚥下リハビリテーション：博士
鈴木郁子 (SUZUKI, Ikuko)：非常勤医師：小児リハビリテーション
理学療法士 26 人、作業療法士 13 人、言語聴覚士 2 人

2. 教育
2-1. 目的・目標
リハビリテーションの理念の理解を講義と臨床で実践することを目的とする
2-2. 教育内容（担当者）
2-2-1 卒前教育
2 年生に対し 2 日間の早期体験実習 EEP、4 年生に対し講義を 6 回と 1 週間の臨床実習 CC、5 年生に対しては 1 週間の臨
床実習 BSL、6 年生に対しては講義を 3 回行った。リハビリテーション医学の講義は主に 4 年次に「皮膚・運動器」のユニ
ットでなされた。4 年生の講義の一部は、統合力リキュラムの中の「循環器」と「神経」の各ユニット内で講義された。臨
床実習は 1 週間の参加型で行っている。
2-2-2 卒後教育
初期研修医 4 名に対して 4 週間の期間でリハビリテーション医学の研修指導を行った（倉林、間嶋、原、山内、前田）。
2-2-3 大学院教育
該当なし。
2-3. 達成度
講義内容はほぼモデルコア・カリキュラムで求められている内容を網羅している。学生によるアンケート調査による評
価を受けた。
2-4. 自己評価と次年度計画
目的を十分に達していると判断している。カリキュラム改訂により臨床実習の形式は見学型から参加型へと段階的に変
えている。

3. 研究
3-1. 目的・目標
大学病院の使命である急性期医療，高度先進医療に対し付加価値をつけること
3-2. 研究グループ
3-2-1. 脳卒中の発症後に判明した耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
3-2-2. 動脈硬化における血管内皮、血小板、サイトカインの関与に関する研究（倉林）
3-2-3. 温泉医学研究（倉林）
3-2-4. 脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（前田、鈴木英）
3-2-5．F 波を用いた脊髄前角細胞興奮性の電気生理学的検討（原）
3-2-6．リハビリテーション施行中のリスク管理（山内）
3-3. 研究内容と達成度
3-3-1. 脳卒中の発症後に判明した耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
日本リハビリテーション医学会や日本肥満学会などの関連学会で、運動療法によるインスリン抵抗性の改善についての
発表を行ってきた。
3-3-2. 動脈硬化における血管内皮、血小板、サイトカインの関与に関する研究（倉林）
動脈硬化進展における血小板活性化、さらに運動療法における血小板・凝固線溶・血管内皮の機能、アディポネクチン、
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アポトーシスの解析を行い、運動療法による動脈硬化抑制や脳梗塞二次予防の可能性を探求し、抗血栓作用の観点から脳
梗塞に好適な運動療法プログラムを開発している。本課題は平成 16-17 年度に文科省科研費、平成 18 年度は学内グラン
ト、平成 20-22 年、平成 23-25 年、平成 26-28 年、平成 29‐31 年度に文科省研究費を獲得して継続した研究を行ってき
た。次年度以降（令和 2‐4 年度）も文科省研究費を獲得し継続した研究を行っていく。
3-3-3. 温泉医学研究（倉林）
温泉の科学と医学を研究し、安全な入浴法を啓蒙している。平成 28 年度以降は、前年度までに行った環境省請負事業の
研究結果を解析し、温泉禁忌・適応症の見直し、飲泉・足浴の適応症・禁忌症の検討、入浴事故の解析とリスク管理を行
い、その要旨を環境省の温泉経営管理研修会で解説した。科学的証拠に基づいた温泉療法の解析については国際温泉医学
会 ISMH で報告した。日本温泉気候物理医学会総会・学術集会では、厚労省科研費（平成 15-16 年度）、環境省委託事業（平
成 19-25 年度）などにより蓄積された研究成果を報告した。平成 27 年には同総会の大会長として総会を主催した。平成
28-31 年に環境省「温泉利用施設における硫化水素事故防止策検討委託業務に係る設備構造等基準検討会」の座長を勤め、
平成 30 年に環境大臣表彰を受けた。
3-3-4. 脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（前田、鈴木英）
．
日本リハビリテーション医学会や日本摂食嚥下リハビリテーション学会などの関連学会で研究成果の発表を行った。
3-2-5．F 波を用いた脊髄前角細胞興奮性の電気生理学的検討（原）
2019 年度は前年度に続き、獲得した科研費により本研究課題を継続した。研究成果は国内外の学術集会で報告した。
3-2-6．リハビリテーション施行中のリスク管理（山内）
2019 年度に成果の一部を日本リハビリテーション医学会で発表した。2020 年度はさらに解析を加えて発表していく。
3-4. 自己評価と次年度計画
3-2-1：成果の一部を関連学会などで発表予定である。
3-2-2，3-3-3：症例数を増やし、さらに検討を重ね、運動療法による動脈硬化抑制効果、そして脳梗塞再発予防の研究
をしている。29 年度から科研費を受給し、令和 2 年度からも科研費を獲得したので、継続して研究を進めていく。科学的
証拠の観点から環境省の定めた温泉禁忌・適応症の改訂作業に提言をし、環境省委嘱事業による温泉成分の副作用に関す
る調査・解析を行ってきた。
3-3-4： 次年度は更に症例数を増やすとともに、嚥下障害患者への治療介入効果についても検討する。また，嚥下圧測
定検査を継続し、嚥下障害の病態解明と治療に役立てる。
3-2-5：2019 年度は科研費による研究を行継続し、成果の一部は学会誌に掲載された。
3-2-6：2019 年度中に成果の一部を発表した。2020 年度も研究を継続し成果を発表していく予定である。

4. 診療
1) 急性期および回復期前半に特化した集中的・包括的リハビリテーション、2) 動脈硬化性疾患の一次・二次予防への
積極的介入、3)国際医療センターとの連携などを目標として診療を行い、達成度は約 80％であった。

5. その他
5-1. 自治体、政府関連委員
環境省委託事業：温泉経営者管理指導講習会講師（倉林）
。環境省「温泉利用施設における硫化水素事故防止策検討委託
業務に係る設備構造等基準検討会」座長（倉林）
。埼玉県庁委嘱業務：温泉の禁忌症、適応症及び入浴上の注意に係る医
学的判定（倉林）。
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員
日本温泉気候物理医学会副理事長（倉林）
、日本医学会連絡委員（倉林）
、Progress in Rehabilitation 査読員（倉林）
、
Journal of Neurosciences in Rural Practice 査読員（倉林）
、Dysphagia 査読員（倉林)、Open Respiratory Medicine
Journal 査読員（倉林）、日本老年医学会雑誌査読員（倉林）
、日本温泉気候物理医学会雑誌査読員（倉林）。
5-3. その他
該当なし。

6. 業績目録
6-1. 論文・学会発表
①

間嶋 満、前田 恭子、原 元彦、倉林 均：インスリン抵抗性を有する脳出血患者での脳出血再発、脳梗塞・心筋梗塞
発症の検討．埼玉県医学会雑誌 54 巻 1 号 Page 73, 2019．
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②

倉林 均：温泉の医学的作用－温泉を科学する．Journal of Clinical Rehabilitation 2: 363-368, 2019.

③

倉林 均：温泉浴による免疫・血液反応と脳血管病変．日本温泉気候物理医学会温泉療法医会報 71 巻 Page 3-4, 2020.

④

山内 洋子、前田 恭子、原 元彦、間嶋 満、倉林 均：外来リハビリテーション担当医師の役割．通常業務以外の問題
への対処．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 56 巻 Page S282, 2019．

⑤

高山 絵里、名嘉 寛之、三浦 早織、吉田 純人、河野 桂、藤田 博曉、小宮山 謙一郎、仲村 秀俊、間嶋 満、倉林 均：
入院を必要とした特発性間質性肺炎患者のフレイルに関連する要因の検討．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
誌 29 巻 Page S236, 2019.

⑥

三浦 早織、高山 絵里、名嘉 寛之、小宮山 謙一郎、仲村 秀俊、倉林 均、間嶋 満：間質性肺炎患者の 6 分間歩行試
験中の Desaturation distance ratio(DDR)に関連する因子についての検討．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
誌 29 巻 Page S210, 2019.

⑦

國田 広規、伊藤 有希、田中 花穂、大木 壽、前田 恭子、間嶋 満、倉林 均：右下腿義足歩行獲得後更なる右膝離断
術が施行され右大腿義足歩行を獲得した先天性右下肢奇形の 1 例．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine
56 巻 Page S85, 2019.

⑧

鈴木 花穂、伊藤 有希、國田 広規、前田 恭子、間嶋 滿、倉林 均：West 症候群の加療中に薬剤性脳症を合併した症

⑨

山本 悦子、仲俣 菜都美、倉林 均、高橋 一司、荒木 信夫、山元 敏正：パーキンソン病の嚥下障害に関連する因子

例に対する理学療法の経験．Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 56 巻 Page S393, 2019.
についての検討．Hohen-Yahr 重症度分類 IV 以上を対象として．神経治療学 35 巻 6 号 Page S246, 2019.
【総数：論文 2 件、学会発表 30 件、講演 4 件】
6-2. 研究費
科研費
倉林均：基盤研究(C) 17K01466 運動療法がサイトカインやアポトーシスを介し脳梗塞後神経細胞死を抑制する機序の解
析

29-31 年度

原 元彦：基盤研究(C) 17K01461 随意的筋収縮が脊髄興奮性に及ぼす機序の解明とリハビリテーションへの応用

29-

31 年度
6-3.受賞
なし
6-4.特許、実用新案
なし
6-5. 学会開催
なし

7. 自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育，研究，診療のいずれにおいても、昨年度以上の水準を達成した。
新臨床研修医制度や新専門医制度などに相応し，競争的研究資金などの獲得をし、運動療法による脳卒中の 2 次予防や
サルコペニアの抑制など先端研究を行った。自治体・政府関連委員などへも貢献してきた。また、生涯学習や市民講座な
どで当科の教育・研究を発信してきた。他診療科や他大学、他施設との交流・連携も充実しつつある。嚥下圧測定や嚥下
シンチなどの先進医療を行ってきた。達成度は約 80％であった。
7-2. 次年度の改善計画
本年度に引き続き次年度も競争的研究資金などの獲得をし、先端研究を継続していき、自治体・政府関連委員などへも
貢献していく。次年度からはカリキュラム改訂により、当科の学生実習時間が増加するため、医学・医療のみにとどまら
ず広域な医療圏での活動についても教育実習していく。新臨床研修医制度や新専門医制度などに相応した卒前・卒後教育
を行っていく。また他診療科や他大学，他施設との交流・連携もさらに充実させていき、生涯学習や市民講座などを通し
て社会人教育と啓蒙を行っていく。
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1．28）麻酔科
１．構成員
長坂

浩（NAGASAKA,Hiroshi）
：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）
：臨床麻酔：医学博士

土井克史（DOI,Katsushi）
：教授：指導教員(大学院)：臨床麻酔：医学博士
井手康雄（IDE,Yasuo）
：教授 ： 教育主任：診療副部長：指導教員（大学院）
：ペインクリニック：医学博士
岩瀬良範 (IWASE,Yoshinori)： 教授：研究主任：指導教員（大学院）
：臨床麻酔：医学博士
中山英人（NAKAYAMA,Hideto）
： 教授（集中治療部専任）
：指導教員（大学院）
：医学博士
水上

智 (MIZUKAMI,Satoshi) : 准教授：教育副主任：指導教員（大学院）
：術前コンサルト：医学博士

前山昭彦（MAEYAMA,Akihiko）: 准教授：研修医長：指導教員（大学院・短期大学）
：臨床麻酔：医学博士
尾崎道郎（OZAKI,Michiro）: 講師：臨床麻酔：医学博士
納谷一郎太（NAYA,Ichirota）: 講師：臨床麻酔：医学博士
西澤秀哉（NISHIZAWA,Syuya）: 講師：外来医長：臨床麻酔：歯学博士
星島

宏（HOSHIJIMA,Hiroshi）：講師：臨床麻酔：歯学博士

三枝

勉（MIEDA,Tsutomu）: 講師：臨床麻酔：医学博士（留学中）

堀越雄太（HORIKOSHI,Yuta）: 助教
中村智奈 (NAKAMURA,China) : 助教
野村（臣永）麻子（TOMINAGA,Asako）: 助教
岩崎洋平（IWASAKI,Youhei）: 助教
伊藤直樹（ITO,Naoki）: 助教：歯学博士
野木武洋（NOGI,Takehiro）: 助教
高橋正人 (TAKAHASHI,Masato): 助教
相崎邦雄（AIZAKI,Kunio）: 助教：歯学博士
館野 健（TATENO, Ken）: 助教：歯学博士
中原なほみ(NAKAHARA,Nahomi)：研究助手
客員教授 9 名、客員准教授 3 名、客員講師１名、非常勤講師 15 名、非常勤医員 42 名

２．教育
2-1．目的･目標
麻酔科学は臨床医学としては基礎医学に近い学問と考える。このため、麻酔臨床上必要な事項については、より深い基
礎医学の知識を必要とする。従って麻酔科学の講義では個別の知識吸収を第一の目的とはせず、生命機能管理学として、
臨床生理学、臨床薬理学的事項の理解を主とし、臨床実習では救急蘇生法、人工呼吸法、疼痛管理などの学習に重点を
置いている。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育・・・医学部医学科４、６年生の講義,医学部医学科 5 年生の BSL を実施した。
埼玉医科大学短期大学看護学科１年生の講義を実施した。
・2019 年度

埼玉医科大学医学部医学科 4 年生 講義

(1)2019 年 9 月 10 日 4 時限

心肺蘇生法・・・・・・・・・・・・・・・・・小山薫

(2)2019 年 9 月 10 日 5 時限

心肺蘇生法・・・・・・・・・・・・・・・・・小山薫

(3)2019 年 10 月 17 日 3 時限

麻酔と脳循環・脳代謝・・・・・・・・・・・・中山英人

(4)2019 年 10 月 17 日 4 時限

全身麻酔と気道管理・モニタリング・・・・・・中山英人

(5)2019 年 10 月 24 日 3 時限

吸入麻酔薬と静脈麻酔薬・・・・・・・・・・・中山英人

(6)2019 年 10 月 24 日 4 時限 静脈麻酔薬・オピオイド・筋弛緩薬・・・・・・中山英人
(7)2019 年 10 月 24 日 5 時限

局所麻酔・局所麻酔法・・・・・・・・・・・・中山英人

(8)2019 年 10 月 25 日 2 時限

輸液・酸塩基平衡・代謝の管理・・・・・・・・中山英人

(9)2019 年 10 月 25 日 3 時限

呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・・・・・・・中山英人

(10)2019 年 10 月 25 日 4 時限

循環管理・心臓血管外科手術の麻酔
循環器疾患を有する患者の麻酔・・・・・・・・北村晶

(11)2019 年 11 月 5 日

5 時限

痛みの生理と薬理・ペインクリニック・・・・・井手康雄
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(12)2019 年 11 月 11 日 1 時限
・2019 年度

産科麻酔と小児麻酔・・・・・・・・・・・・・照井克生

埼玉医科大学 6 年生講義

(1)2019 年 9 月 9 日２時限

全身麻酔・局所麻酔・外来麻酔 ・・・・・・・・・中山英人

(2)2019 年 9 月 30 日 1 時限

麻酔と周術期管理・・・・・・・・・・・・・・・中山英人

(3)2019 年 10 月 3 日 2 時限

局所麻酔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中山英人

(4)2019 年 10 月 7 日 2 時限

心肺蘇生法・・・・・・・・・・・・・・・・・・小山

・2019 年度

埼玉医科大学 短期大学 看護学科

(1)2020 年 1 月 8 日

薫

1 年生講義

救急医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前山昭彦

(2)2020 年 1 月 15 日 麻酔科学（全身麻酔）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前山昭彦
(3)2020 年 1 月 16 日 麻酔科学（脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔他・総まとめ）
・・前山昭彦
・埼玉医科大学医学部医学科 5 年生 BSL 指導
4 名を１グループとして BSL 5 日間のうち火、水、木曜日は大学病院と国際医療センターに 2 名ずつに分かれて実習
を行った（総合医療センターでは 2－3 名を別個に分担）
。実習 5 日間の内に各自数例の麻酔症例を担当し、内 1 例に
ついてレポートを作成させた。
月・・・症例検討会，臨床麻酔実習（担当教員：全指導医）
オリエンテーション、麻酔科学概論、救急蘇生等（担当教員：水上、岩瀬、中村）
火・・・症例検討会、臨床麻酔実習（担当教員：全指導医）
水・・・症例検討会、臨床麻酔実習（担当：全指導医）ペインクルズス（担当教員：長坂）
木・・・症例検討会、臨床麻酔実習（全指導医）レポート作成指導（担当教員：尾崎）
金・・・症例検討会、臨床麻酔実習（担当教員：全指導医）
ペインクリニック実習，レポート評価・実習総括（担当教員：尾崎、長坂）
．
・卒後教育・・・臨床研修医に対する教育は、手術室での実際の麻酔を中心に外来での術前患者診察、評価（術前回診）
およびペインクリニック外来の見学を行っている。
・大学院教育・・・大学院生なし。
2-3. 達成度
・埼玉医科大学医学部医学科 4 年生には診療基礎（救急・麻酔）としての試験と再試験を行った。
・埼玉医科大学医学部医学科 5 年生 BSL には実習レポートと期末および総合試験を行った。
・埼玉医科大学医学部医学科６年生には総合試験、各卒業試験問題を出題した。国際医療センター、総合医療センター
と分担した。
・埼玉医科大学短期大学看護学科１年生には「外科総論（救急・麻酔）
」として、本試験と再試験用の筆記試験問題を作
成し、試験を実施した。点数配分は外科総論 100 点満点の内、麻酔・救急は 20 点分であった。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒然教育」
年度を通しての常勤専門医が少ない状況の中で,学生教育には特に可能な限り時間を割き熱心に教育、指導できたと総括
している。特に BSL では気管挿管実習、臨床麻酔実習、心肺脳蘇生クルズスは好評であった。
「卒後教育」
．
麻酔科研修医に対し、麻酔の術前診察に際して、医師としての基本的な診察態度、方法、記録のまとめ方を指導し、そ
の上で麻酔を実施するための問題点のピックアップと処理の仕方を指導した。実際の臨床麻酔に際して、気道確保の仕
方、幅広い手術麻酔と全身管理を体験していただくために、消化器外科、産婦人科、整形外科、形成外科、耳鼻科、小
児外科等症例配分を工夫した。
次年度は当麻酔科オリジナルの麻酔科研修のテキストを改訂したのでこれを使用し、より満足度の高い麻酔科研修にな
るように全員で取り組む予定である。
「大学院教育」
今年度は大学院生の在籍がなかった。
次年度は大学院生を迎えた場合、幅広く麻酔を経験していただき、興味ある研究分野を提供し、学位取得をめざし指導
する。

３．研究
3-1．目的・目標
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安全で高度の麻酔医療の提供を目的とし、麻酔科領域を幅広く研究それを世界に発信し、それを持って社会貢献するこ
とを目標としている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達、市原靖子）
（2）麻酔と肝循環・肝機能(松本延幸、水上 智)
（3）麻酔と呼吸制御(中村信一、菊地博達)
（4）微小循環障害に対する神経ブロックの治療効果（松本延幸）
（5）ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範）
（6）麻酔と血液凝固機能（東

俊晴,星島

宏）

（7）エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）
(8)筋弛緩薬と筋弛緩薬拮抗剤（前山昭彦、土井克史）
3-3．研究内容と達成度
(1)悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子）
：悪性高熱症友の会を主催し悪性高熱症患者データベースの蓄積,
患者-医師、患者-患者間の交流を通して悪性高熱の予防を図ると共に、CICR 診断法の精度向上と白血球を使用した侵
襲度の少ないスクリーニング法の開発に向けて基礎的研究を進めている。
(2)麻酔と肝循環、肝機能(松本延幸，水上

智):基礎研究および臨床研究で各種麻酔薬の肝血流量、肝酸素需給動態に及

ぼす影響と術後の肝障害について検討している。
(3)麻酔と呼吸制御(中村信一、菊地博達):呼吸制御に及ぼす吸入麻酔薬と静脈麻酔薬の一次的な中枢作用の特性について
横隔神経と舌下神経の遠心性発射活動を指標として比較検討している。
(4)微小循環障害に対する神経ブロックの治療効果（松本延幸）
：星状神経節ブロックや上頸神経節近傍レーザー照射の突
発性難聴と顔面神経麻痺治療への応用効果を臨床で検討している。
(5)ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範）
：より有用性かつ安全性の高いビデオ喉頭鏡の開発に携わり現在も進行中である．
(6)麻酔と血液凝固機能（東

俊晴,星島

宏）
：麻酔薬の血液凝固に及ぼす影響を臨床と基礎研究で検討している。

(7)エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）
：局所麻酔法としての神経ブロックをエコーガイド下に施行するこ
とによって,より安全確実な方法を検討している。
(8)筋弛緩薬と筋弛緩薬拮抗剤（前山昭彦）：筋弛緩剤と筋弛緩回復剤の患者への安全な使用についてそのエビデンスを求
め、研究を進めている。

3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：臨床、教育とのバランスをとりながら実行して行く上では臨床研究を主体にしているが、それぞれ基礎医
の各教室とも連携して基礎医学的研究もよく行えた。また悪性高熱症の臨床、研究の拠点大学として独自に
CICR 診断を行っている。
次年度：前述のさまざまな研究内容をいっそう拡充し着実に進展させる予定である．

４．診療
臨床麻酔部門では中央手術室および放射線室、内視鏡室での各科手術や検査の全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下
麻酔、伝達麻酔を担当している。当病院では夜間緊急手術が多いので、可能な限り 2 名以上の麻酔科医(うち 1 名は標
榜医以上)による当直体制で 24 時間診療に臨んでいる。令和元年度における埼玉医科大学病院総手術症例数は 6455
症例、その内、麻酔管理症例数は 4877 症例であった。内、全身麻酔管理症例は 4593 症例であった。外来部門では通
院の疼痛患者を中心に他科入院患者も含めて持続硬膜外ブロック、星状神経節ブロック、透視下ブロックなどを主体
とした神経ブロック法やレーザーなどの光線治療、鍼灸、漢方などの東洋医学的方法を用いて治療している。新患患
者数は 67 名、年間外来患者総数 3856 名であった。臨床麻酔部門、ペインクリニック部門とも総力を挙げて可能な限
りの診療が出来た。次年度以降の課題は、スタッフの増員、診療内容の充実と小児、産科、脊椎外科麻酔部門や集中
治療部門などの専門分野の拡充を目指す。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
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長坂

浩：Journal of Anesthesia 、日本歯科麻酔学会誌 等

土井克史：Journal of Anesthesia、日本臨床麻酔学会誌、日本ペインクリニック学会誌、等
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
菊地博達：悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①土井克史。30.硬膜外麻酔と脊髄くも膜下麻酔。山蔭道明、廣田和美監修。最新主要文献とガイドラインでみる麻酔
科学レビュー2019 総合医学社 東京、p169-172 2019
②土井克史。13.腎機能障害・透析患者。術前術後ケアのための「基礎疾患・既往症の知識」まとめシート。月刊ナー
シング vol40, No 3: p60-63, 2020
③Hoshijima H, Mihara T, Denawa Y, Ozaki M, Naya I, Shiga T, Nagasaka H.
Airtraq® is superior to the Macintosh laryngoscope for tracheal intubation: Systematic review with trial sequential analysis.
American Journal of Emergency Medicine, 2019 Jul;37(7):1367-1368
④Hoshijima H, Wajima Z, Nagasaka H, Shiga T.Association of hospital and surgeon volume with mortality following major
surgical procedures: Meta-analysis of meta-analyses of observational studies.Medicine (Baltimore). 2019 Nov;98(44):e17712.
⑤岩瀬良範、西澤秀哉、長坂浩
麻酔・集中治療とテクノロジー 2019 CT 画像からの気道レプリカ作成―逆転の発想―

令和 2 年 日本麻酔・集中

治療テクノロジ－学会(70-71 頁)
⑥Katsushi Doi, Yoko Ueda, Kei Ugata, Hiroyuki Kushizaki, Noritaka Imamachi.

Use of emila cream for skin

anesthesia and epidural insertion in the patients with cesarean section.38th annual ESRA Congress’ESRA
2019) Bilbao, Spain, 11-14 September, 2019
⑦ Yoshinori Iwase, Shuuya Nishizawa, Hiroshi Hoshijima, Hiroshi Nagasaka Comparison of SGD Fittings in 3
Different Hardness Airway Models Replicated by CT, 3D Printer and SoftCraft Materials
The Anesthesiology
2019 Annual Meeting(Orlando, Florida, USA)
⑧渡辺康江、宇賀田圭、山中洋、八本久仁子、土井克史。麻酔科術前外来に薬剤師外来は有用である。日本麻酔
科学会第 66 回学術集会。神戸市。2019 年 5 月 30 日～６月 1 日
⑨岩瀬 良範, 納谷 一郎太, 長坂 浩 脊椎骨モデル、透明軟性素材、ウレタンホースによる腰椎脊柱管モデルの
作製日本麻酔科学会第66回学(神戸市) 令和元年 5月31日
⑩Comparison of hemodynamic responses to administration of vasopressin and norepinephrine under general anesthesia: a
systematic review and meta-analysis of randomized control trialsHiroshi Hoshijima ,Yohei Denawa, Toshiya Shiga, Hiroshi
Nagasaka, American Society of Anesthesiologists, Orland, 2019
【総数：論文 6 件、学会発表 26 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
病院での臨床が多忙な中で、教育、研究、学会発表など、医局員皆、可能な限りの努力をした。
7-1．次年度の改善計画
次年度は更に教室の研究主題を積極的に追究し、埼玉医科大学の更なる発展に貢献できるよう、医局員一同、全力で
頑張る所存である。
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1．29）救急科
１．構成員
上條吉人（KAMIJO Yoshito）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）：救急医学、中毒学、
精神医学：博士
芳賀佳之（HAGA Yoshiyuki）
：教授：教育主任、集中治療部部長：救急医学、集中治療：博士
岩瀬哲（IWASE Satoru）
：教授：緩和医療：博士
喜屋武玲子（KYAN Ryoko）
：助教：救急医学、中毒学、集中治療
松本佳祐（MATSUMOTO Keisuke）：助教：救急医学、緩和医療
横山尚人（YOKOYAMA Naoto）
：助教：救急医学
初雁育介（HATSUKARI Ikusuke）：非常勤講師：救急医学：博士
軍神正隆（GUNSHIN Masataka）
：非常勤講師：救急医学
山本理絵（YAMAMOTO Rie）
：非常勤講師：救急医学
神應知道（KAN′O Tomomichi）
：非常勤講師：救急医学：博士
花澤朋樹（HANAZAWA Tomoki）
：非常勤医師：大学院救急医学専攻：救急医学
小原かおり（KOBARA Kaori）
：非常勤医師：消化器外科学、乳腺外科学
石黒睦子（ISHIGURO Chikako）
：非常勤医師 :救急医学
臼井聖尊（USUI Kiyotaka）
：客員准教授：法医学、中毒学、薬毒物分析：博士
高井美智子（TAKAI Michiko）
：客員講師：自殺予防、臨床心理学、生物統計：臨床心理士
清水美砂子（SHIMIZU Misako）
：救急蘇生普及：救急救命士
＜大学院研究生＞
芳澤朋大（YOSHIZAWA Tomohiro）
：救急医学専攻

２．教育
2-1．目的･目標
① 卒前教育への積極的参加。講義、問題作成、入学試験等を担当する
② 救急医療は初期臨床研修の必修科目であり、正確な診断・トリアージ、初期治療を行い専門科医師へ診療を引き
継ぐ能力の育成に力を入れる
③ 中毒患者の初期治療、および集中治療を含む入院加療を行う能力の育成に力を入れる
2-2．教育内容（担当者：上條、芳賀、喜屋武）
① ECPC における救急患者の鑑別診断、様々な病態に対する初期治療の修練
② 中毒患者の初期治療、および集中治療を含む入院加療の修練
③ 救急医学一般、中毒学を中心としたセミナー、講義
④ 外傷の初期診断と縫合・創処置
⑤ ICU における重症患者管理
2-3．達成度
① 卒前教育については前年度と同様で、医学部 4 年生および 6 年生の講義も担当している
② 患者数が多く初期臨床研修には適した環境であるといえるが、臨床研修 1 年目に 3 ケ月の救急部門ローテーシ
ョンが義務付けられたため、配属される研修医数が多く、一人一人に手厚く指導できていない
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育は着実に貢献度を向上させている。以前は救急医学の卒前教育は国際医療センター、総合医療センターに
100％依存していたが、現在は大学病院救急科の担当分野の中で中毒学をほぼ上條が担当している。
卒後教育における on-the-job training に関しては総ての研修医に最低限の修練を積ませることができたと考えるが、
研修医数を減らすことなしにこれ以上のレベルアップを図ることは困難である。医局内のセミナー、講義など
off-the-job training はスタッフが増えているが、まだ不十分な水準と言わざるを得ない。
次年度はさらにスタッフの増員を図り、きめ細かい教育、指導を行い、医療技術の伝達を第一に考えてゆきたい。さ
らに中毒、災害医療、環境異常（熱中症など）など救急に関連した知識を研修医だけでなく、看護師、薬剤師を含めた
医療スタッフ全体に普及させることに努力する。

３．研究
3-1．目的・目標
① 中毒の病態に関する臨床研究
② カフェインなど社会的に問題となる薬物使用に関する多施設共同研究
③ 抗認知症薬中毒に関する多施設共同調査研究
④ オートプシーイメージング（Ai）のさらなる普及
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① 上條吉人、花澤朋樹、芳澤朋大：急性カフェイン中毒に関する多施設共同調査・研究
② 上條吉人、喜屋武玲子、花澤朋樹、芳澤朋大：中毒の臨床例における病態解析、治療法の評価
③ 花澤朋樹：抗認知症薬中毒に関する病態解析、治療法の評価
④ 芳賀佳之：Ai の実施と結果の解析

3-3．研究内容と達成度
①急性カフェイン中毒に関する多施設共同調査・研究
主として自殺目的で過量服用されるカフェインの使用実態を検証するため全国の医療機関を対象にアンケート
調査を施行した。平成 30 年度に結果を集計・解析し英語論文として発表した（上條ら、業績参照）
。また、全国の
救急医療施設で入院加療された急性カフェイン中毒症例の薬毒物分析を行っている（芳澤ら）。また、カフェイン
の迅速分析法の開発を行っている（花澤ら）
。
②中毒の臨床例における病態解析、治療法の評価
平成 30 年度はメタノールや、ガランタミン、ドネペジル、エペリゾン中毒症例について GC-MS および LC-MS/MS
による薬物の血中動態解析を行い、それをもとに治療法の有効性、さらに臨床的な問題点について検討し、英語論
文として発表した（業績参照）
。
③Ai の実施と結果の解析
死後の解剖率が極端に低い我が国では解剖の代替策として Ai の普及が図られるべきで、死因特定が困難な ECPC
での外来死亡症例を中心に死後の CT 撮影を積極的に施行している。ECPC だけでなく臨床各科においても Ai の重
要性が認知され、ECPC での Ai 施行率は 60％以上に上昇している。
3-4．自己評価と次年度計画
① 研究成果を英語論文として着実に発表できる体制ができた。
② 院内での Ai の認知度を高めることに成功していると評価でき、次年度以降も施行率を高めてゆくため Ai に関
する死後画像読影に関する知識普及の努力を続ける。

４．診療
① 卒前教育への関与を深め、より広範な教育業務を担当するよう努める。
② ER 型救急医療を実践することで軽症～重症の多彩な救急患者に対応してゆく。救急科は地域の救急医療のニーズ
にこたえることを第一に、増加する救急搬送患者に対応すべく医局のスタッフ増員を図る。
③ 救急診療一般に加えて中毒の診療に力を入れ、これを ECPC の特徴として業務拡大に努める方針である。近年整
備した GC-MS および LC-MS/MS を活用し、他の医療機関とも連携して全国に誇れる中毒診療および研究の拠点と
なることを目標とする。
④ 新型コロナウイルス肺炎重症例への対応を進めてゆく。
⑤ 大学病院の災害拠点病院指定に伴う災害医療体制の整備もまだ道半ばであるため、資器材の整備、職員の教育、
DMAT の災害への即応体制整備を図る。BCP の策定にも積極的に関与する。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
① 埼玉西部第二メディカルコントロール協議会委員：上條吉人
② 埼玉県地域災害医療コーディネーター：芳賀佳之
③ 埼玉ＤＭＡＴ運用協議会委員：芳賀佳之
④ 自殺未遂者再企図防止事業評価委員会（厚生労働省）委員：上條吉人
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
① 日本救急医学会評議員：芳賀佳之、上條吉人
② 日本中毒学会理事：上條吉人
③ 総合病院精神医学会理事：上條吉人
④ 埼玉県医師会救急医療体制整備委員会委員：上條吉人

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
＜原著論文＞
① Usui K, Kobayashi H, Fujita Y, Kubota E, Hanazawa T, Yoshizawa T, Kamijo Y, Funayama M., An
ultra-rapid drug screening method for acetaminophen in blood serum based on probe electrospray
ionization-tandem mass spectrometry, J Food Drug Anal, 2019 Jul;27(3):786-792, 2019.
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②

Usui K, Minami E, Fujita Y, Kobayashi H, Hanazawa T, Kamijo Y, Funayama M., A fast paraquat quantitation
method in human serum using probe electrospray ionization-tandem mass spectrometry for emergency settings,
J Pharmacol Toxicol Methods, Nov-Dec;100:106610, 2019.
③ Usui K, Minami E, Fujita Y, Kubota E, Kobayashi H, Hanazawa T, Yoshizawa T, Kamijo Y, Funayama M.,
Application of probe electrospray ionization-tandem mass spectrometry to ultra-rapid determination of
glufosinate and glyphosate in human serum, Pharm Biomed Anal, Sep 10;174:175-181, 2019.
④ Fukushima Y, Sano Y, Isozaki Y, Endo M, Tomoda T, Kitamura T, Sato T, Kamijo Y, Haga Y, Yoda T., A pilot
clinical evaluation of oral mucosal dryness in dehydrated patients using a moisture-checking device,
Clin Exp Dent Res, Feb 7;5(2):116-120, 2019.
＜症例報告＞
⑤ Hanazawa T, Kamijo Y, Yoshizawa T, Fujita Y, Usui K, Haga Y., Acute cholinergic syndrome in a patient
taking the prescribed dose of donepezil for Alzheimer's disease, Psychogeriatrics, Jul;20(4):538-539,
2020.
⑥ Hanazawa T, Kamijo Y., Effect of Suvorexant on Nocturnal Delirium in Elderly Patients with Alzheimer's
Disease: A Case-series Study, Clin Psychopharmacol Neurosci, Nov 20;17(4):547-550, 2020.
⑦ Kamata H, Nakano S, Shima N, Fujita Y, Usui K, Kamijo Y, Hanazawa T, Katagi M., Surfactants in glyphosate
products in Japan, Clin Toxicol (Phila), May;58(5):425-426, 2019.
⑧ Noto T., Hanazawa T., Yoshizawa T., Murabayashi M., Morioka I., Attempted suicide by caffeine tablet
overdose in a 14-year-old girl, Pediatrics International, 61(3), 317-319, 2019
⑨ Haga Y, Kamijo Y, Yoshizawa T, et al. QTc prolongation and torsade de pointes induced by extreme eperisone
overdose, Clin Toxicol, 21:1-2, 2019.
＜大学院研究生、症例報告＞
⑩ Yoshizawa T, Kamijo Y, Hanazawa T, Suzuki Y, Fujita Y, Usui K, Hirata S, Kishino T., Which of hemodialysis
and direct hemoperfusion is more recommended for treating severe caffeine poisoning?, Am J Emerg Med,
Sep;37(9):1801-1802, 2019.
【総数：論文 12 件、学会発表 5 件、講演 4 件】

6-2．獲得研究費
① 依存薬物の迅速分析の開発に関する研究：国立研究開発法人日本医療研究開発機構
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
①日本救急医学会認定 ICLS コース
②日本救急医学会認定 BLS コース（隔週開催）
③埼玉医科大学卒後教育委員会後援学術集会 急性中毒と薬物分析.2016.7.15

７．自己点検・評価
7－1．今年度の点検・評価結果
東館移転後ワークステーション（ドクターカー）の運用を開始し、救急診療の幅を広げて地域の救急医療の核となって
いる。さらに中毒診療は質、量ともに向上し、埼玉医科大学病院 ECPC の大きな特徴として認知されつつある。毎年確実に
英語論文を発表し人員数に比して高いレベルを維持している。卒後教育に加え、卒前教育についても一層関与を深め、担
当分野を広げてゆく方針である。
新型コロナウイルス肺炎への対応が焦眉の急となっており、関係各科、部署と連携して ICU における重症例の診療を積
極的に行ってゆく。しかしこの疾患に関する今後の見通しはいまだ不透明であると言わざるを得ない。
診療に関しては標準を上回る貢献をしており、研究では所属人数に比して多くの英語論文を出せていると評価する。卒
前・卒後教育に関しても大きな問題はないと自己評価する。また新型コロナウイルスに対しては本学で大学病院のみが積
極的に治療を行っており、当科（集中治療部）はその一翼を担っているものと考える。
7－2．次年度の改善計画
今年度に南館 5 階に救急科入院病床を 10 床確保した。今後、急性中毒患者の入院加療を中心に、稼働率 100％を目指し
て診療していきたい。また、ワークステーション（ドクターカー）についてはこれまで救急科スタッフが手薄でなかなか
症例が増えず、しかもコロナ問題があり中断を余儀なくされたが、次年度は毎週 1 例を目標とした。卒後教育に関しても
毎週毎の症例検討、月１の英語論文抄読会などにより充実させたい。
新型コロナウイルス感染症の蔓延にともない重症肺炎の患者が増加すると考えられるが、ウイルス陽性患者の人工呼吸
器、ECMO 装着は原則として ICU で行うこととなっており、これに対応するために ICU 内の隔離設備、隔離患者用の診療器

0478

具を整備してゆかなくてはならない。同時に院内感染を予防するためスタッフに対して感染症対策の教育を徹底させてゆ
く。新型コロナウイルス感染症が消退しない場合、陽性患者を受け入れることでそれ以外の患者を収容する病床が限定さ
れるため、今後 ICU のベッド数を増やす必要があると考える。
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1．30）東洋医学診療科
１．構成員
（専任職員・医師）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）: 教授：運営責任者：リウマチ膠原病、臨床免疫学：博士
磯部秀之（ISOBE, Hideyuki）：講師、診療部長：教育主任：研究主任：漢方診療、内科疾患：博士
（専任職員・鍼灸師）
山口 智（YAMAGUCHI, Satoru）：講師、教育副主任：研究副主任：鍼灸診療、内科・神経内科疾患・整形外科疾患・支持
医療
菊池友和（KIKUCHI,Tomokazu）：鍼灸師
小内 愛（KOUCHI,Ai）：鍼灸師
堀部 豪（HORIBE,Go）：鍼灸師：修士
井畑真太朗（IBATA,Shintaro)：非常勤鍼灸師（2020 年 2 月から）
（非常勤職員・医師）
大野修嗣（OHNO,Shuji）：非常勤講師：大野クリニック 院長：漢方診療、リウマチ膠原病、アレルギー疾患：博士
石井弘子（ISHI,Hiroko）：非常勤講師：平成クリニック 院長：漢方診療、麻酔科疾患
磯部八郎（ISOBE,Hachiro）：非常勤講師：漢方診療、内科・整形外科疾患
滝沢健司（TAKISAWA,Kenji）: 非常勤講師：漢方診療、リウマチ膠原病：博士
関谷 剛（SEKIYA,Takeshi）：非常勤講師：城西大学薬学部 教授：漢方診療、アレルギー疾患：博士
田口眞寿美（TAGUCHI,Masumi）：非常勤講師：東文中醫クリニック・新橋 院長：漢方診療、内科・小児科疾患
佐藤知穂（SATO,Chiho）：非常勤医師
（非常勤職員・鍼灸師）
久保亜抄子（KUBO,Asako）：非常勤鍼灸師：日本大学歯学部生理学講座 PD Fellows：博士
小林信満（KOBAYASHI, Nobumitsu）：非常勤鍼灸師
井畑真太朗（IBATA,Shintaro)：非常勤鍼灸師：修士（2020 年 1 月まで）
井瀬美由季（INOSE，Miyuki）：非常勤鍼灸師
松浦悠人（MATSUURA，Yuto）：非常勤鍼灸師 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助手：博士
藤田洋輔（FUJITA,Yosuke）：非常勤鍼灸師：学校法人呉竹学園東京医療専門学校鍼灸科・鍼灸マッサージ科教員：修士
浅香 隆（ASAKA, Takashi）：非常勤鍼灸師
松浦知史（MATSUURA,Satoshi）：非常勤鍼灸師
井上理恵（INOUE,Rie）：非常勤鍼灸師
（研究員・鍼灸師）
池田ゆかり（IKEDA,Yukari）: 研究員 鍼灸師
津崎正法（TSUZAKI,Tadanori）：研究員 鍼灸師：所沢秋津鍼灸院院長
金子聡一郎（KANEKO,Soichiro）：研究員 鍼灸師：東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄付講座（東北大学
大学院医学系研究科 漢方・統合医療学寄附講座）助教：博士
菊池 香（KIKUCHI,Kaori）：非常勤鍼灸師：高倉鍼灸院院長：修士
金本浩忠（KANEMOTO，Hirotada）：研究員 鍼灸師

２．教育
2-1．目的･目標
2001 年 3 月、医学教育モデルカリキュラムの「診療に必要な薬物の基本」という一般目標の中に、到達目標として「和
漢薬を概説できる」との一文が盛り込まれ、2011 年 3 月には、「和漢薬（漢方薬）の特徴や使用の現状について概説でき
る」と改訂された。その結果、医学部の講義の中に漢方医学や漢方薬に関する教育が正式に含まれることになった。その
後、新しい基盤カリキュラムが 2016 年に公表され、漢方薬とともに鍼灸の項も含まれている。
埼玉医科大学では、幾つかの医学部の講義の中で、漢方医学や漢方薬の講義が含まれているが、当科では、漢方医学全
般に対する講義を行い、漢方に対する正しい認識を構築出来る医学生を育てることを目標としている。同時に鍼灸治療に
関しても講義を行っているが、漢方と鍼灸は東洋医学の「車の両輪」とも言われていて、両者を併用することの重要性に
ついても理解してもらう。
平成 30 年度も昨年度までと同様、医学部 3 年生の医学概論の中でそのような観点から東洋医学に関する講義を行った。
また、低学年のうちから臨床で役立つ理論的思考力や批評力を養うため、これも昨年度までと同様、医学部 1.2 年生を対
象として、医学部の選択必修講義・良医への道１「（東洋医学）東洋医学と西洋医学の比較文化論」の講義も担当した。ま
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た、他大学等の外部の講師も務め、本領域の啓蒙・普及に努めた。
さらに、日本漢方医学教育協議会の幹事（磯部・山口）として、全国医学部の漢方医学教育の統一したモデルスライド
および講義ガイドの作成に着手しこの分野の発展に貢献した。
2-2．教育内容（担当者）
3 年生の 2 コマの講義の中では、
「西洋医学と漢方の比較」
「漢方医学の特質」の講義を行った。また、1.2 年生の講義で
は、西洋医学と比較しながら東洋医学の特徴について考察し、ディスカッションを多く取り入れた。漢方薬の原料である
生薬に実際に触れてもらい、鍼の体験も行った。１年生も対象に含まれるため、平易な講義を心掛け、漢方や鍼灸の特徴
を理解してもらうことに重点を置いた。
卒後教育としては、鍼灸部門の卒後教育（研修生課程、特別研修生課程、長期特別研修生課程、施設派遣研修生課程等）
を平成 24 年度より開始しているが、平成 30 年度も順調に行われた。学外においては、外部（東京医科大学、筑波大学、
明治薬科大学、東京有明医療大学等）の非常勤講師も務め、東洋医学の啓発・普及に努めた。さらに、鍼灸部門と関係す
る外部教育機関（東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科、宝塚医療大学保健医療学部鍼灸学科、呉竹医療専門学校、日
本工学院八王子専門学校鍼灸科等）からの病院見学実習も受け入れた。
2-3．達成度
1.2 年生の講義では、受講前後での東洋医学に対する認識の変化や疑問点等をレポートで提出させ、その内容を踏まえ、
最後の講義ではディスカッションを中心とした。受講前後での東洋医学に対する認識は大きく変わり、東洋医学に対する
理解が向上した。

2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学生に対する講義内容は、昨年度とほぼ同様であった。実習も含めて、限られたコマ数の講義時間の中で、漢
方医学や鍼灸治療についての講義を行い、学生の東洋医学に対する理解を向上させることができた。しかし、現状では、
必修の講義のコマ数が少ないし、高学年（4 年生以降）に対する東洋医学の講義が出来ていない。これも昨年度までと同
様の目標ではあるが、次年度以降も、実習等を含め、全体のコマ数の増加や高学年に対する講義等を検討して行きたい。

３．研究
3-1．目的・目標
現代医療における漢方や鍼灸の有効性と有用性を明確にすることを目的とする。漢方や鍼灸を現代医学的観点から検討、
評価するため、他科との共同研究を積極的に推進し、現代医療における漢方や鍼灸の位置づけ、その役割を明確にする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1 日本温泉気候物理医学会研究助成
鍼刺激が慢性腰痛患者の脳血流に及ぼす影響-Arterial spin-labeled MRI を用いた検討2 鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－Arterial spin-labeled MRI を用いた検討－：共同研究施設
3 中枢性疼痛に対する鍼治療効果の検討

神経内科と共同研究

4 当科における末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の効果

神経耳科、神経内科と共同研究

5 薬剤で期待すべき効果の得られなかった片頭痛患者の鍼治療の有用性の検討

神経内科と共同研究

6 整形外科・脊椎外科受診の腰痛・腰下肢痛患者に対する鍼治療効果の検討 整形外科と共同研究
7 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED)：タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に対する鍼治療の有効性
に関するランダム化比較試験（多施設共同研究）
3-3．研究内容と達成度
1 本学総合医療センターIRB の承認を得て、同センター整形外科税田教授らと連携し、研究を推進した。
2 本学総合医療センターIRB の承認を得て、健康成人 15 名、うつ病患者 11 名のデータを取得した。
3 後方視的観察研究として本院 IRB の承認を得て、診療録からデータを取得中。日本神経学会に英語論文として作成中。
4 末梢性顔面神経麻痺の実態分析を行い、顔面神経学会をはじめ関係医学会に発表し、現在論文作成中。
5 入院中の頭痛患者の実態分析を行い、日本頭痛学会をはじめ関係医学会に発表し、現在論文作成中。
6 腰痛・腰下肢痛患者に JOABPEQ を用い、鍼治療効果を検討し、日本東洋医学系物理療法学会誌に原著として掲載された。
7 本学国際医療センター支持医療科と共同で研究を推進する予定。本学 IRB を取得し、研究の準備を進めている。
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3-4．自己評価と次年度計画
鍼灸関連は 2 件の外部資金を獲得し、基礎・臨床研究に着手した。また、これまでの研究成果が関係医学会誌に掲載さ
れた。総説が 4 編掲載された。次年度は昨年の研究をさらに発展させると共に、その成果を海外に発信していきたい。ま
た、次年度以降は、漢方関連の研究も増やしていきたい。鍼灸との併用による相乗効果を示せるような研究も検討中であ
る。

４．診療
西洋医学的な治療で期待すべき効果の得られない患者に対し、漢方や鍼灸の併用を行い、症状の軽減と QOL の向上が示
され、患者満足度を高めることが可能であった。今後はこの特質を生かし、他科や他の医療機関とも十分連携を行い、受
診患者数の増加を目指す。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
山口：（公社）日本鍼灸師会 代議員
（公社）埼玉県鍼灸師会

学術副委員長

理事・副会長

菊池：（公社）埼玉県鍼灸師会
藤田：（公社）日本鍼灸師会

理事

学術委員会

委員長、

代議員

（公社）神奈川県鍼灸師会

理事・副会長・総務部長

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
磯部：（一社）日本東洋医学会
編集幹事
山口：日本東洋医学会雑誌

査読委員

現代鍼灸学

編集顧問

菊池：（公社）全日本鍼灸学会
日本東洋医学会雑誌

編集委員

査読委員

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
磯部：（一社）日本東洋医学会 代議員
（一社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（一社）日本東洋医学会

専門医制度委員会

（一社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

埼玉鍼灸学会

副支部長
関東甲信越支部
埼玉県部会

会長

埼玉県部会

監事

埼玉県部会

幹事

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会
大野：国際東洋医学会

監事

理事

（一社）日本東洋医学会

副会長

（一社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

(一社) 日本リウマチ学会
山口：（一社）日本東洋医学会

評議員
代議員

（一社）日本東洋医学会

学術教育委員

（一社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（公社）全日本鍼灸学会

理事・学術研究副部長

（公社）全日本鍼灸学会

関東支部長

埼玉鍼灸学会

会長

日本自律神経学会

評議員

（一社）日本温泉気候物理医学会
日本頭痛学会

評議員・学術委員

評議員

（一社）日本東洋医学系物理療法学会
日本疼痛心身医学会
日本神経治療学会

理事・副会長

理事
評議員

現代医療鍼灸臨床研究会

副会長

維持透析患者の補完・代替医療研究会

世話人副代表
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地区委員長

学校法人城西医療学園 評議員
菊池：（公社）全日本鍼灸学会
（一社）日本東洋医学会
現代医療鍼灸臨床研究会
埼玉鍼灸学会

教育研修部員・編集員
関東甲信越支部

埼玉県部会

事務局長

評議員・広報委員

幹事

堀部：（公社）全日本鍼灸学会 学術研究委員
埼玉鍼灸学会

幹事

松浦（悠）：（公社）全日本鍼灸学会 データベース委員会
金子：（公社）全日本鍼灸学会

教育研修部員・診療ガイドライン委員・臨床研究デザインワークショップ委員

６．業績
6-1． 論文・学会発表・著書
① 山口 智：変形性膝関節症の病態と鍼灸治療. 日本東洋医学系物理療法学会誌 44（2） 9-16 2019.
② 菊池 友和, 山口 智, 荒木 信夫：鍼灸と自律神経、最近の進歩 伝統医療の科学化に向けて 片頭痛に対する鍼
治療効果とその作用機序.自律神経 56(4)253-256.2019.
③ 菊池 友和, 山口 智:【帯状疱疹と帯状疱疹後神経痛】帯状疱疹後神経痛の治療 鍼灸治療.ペインクリニック
40(12)1567-1571.2019.
④ 小内 愛, 菊池 友和, 山口 智,儀賀 理暁：【どこでもやっているわけではない治療 先進・先端治療から補完代
替医療まで】(第 III 部)補完代替医療 鍼灸. 緩和ケア 29 巻 6 月増刊 103-105.2019
⑤ 井畑真太朗,山口智,菊池友和:突発性難聴に対する鍼治療の 1 症例 鍼灸 osaka 35(4)71-73 .2019
⑥ 菊池友和 :シンポジウム
一次性頭痛に対する鍼灸治療の役割 ―頭痛診療における鍼灸の有用性についてー
慢性頭痛診療ガイドライン 2013 に基づく鍼治療の実際と医療連携 第 47 回日本頭痛学会総会(埼玉)2019 年 11
月
⑦ 山口 智：医師のための鍼灸体験講座 3－難治性の疼痛や麻痺に対する鍼灸治療- 第 84 回日本温泉気候物理医学
会総会・学術集会（岡山） 2019 年 5 月
山口 智： シンポジウム現代医療における鍼灸のこれからの役割 新しい時代の医療として期待される鍼灸 生
体の正常化作用に寄与する鍼灸の科学. 第 70 回日本東洋医学会学術総会（東京） 2019 年 6 月
⑨ 山口 智：医師のための鍼灸体験講座―神経疾患に対する鍼灸治療－第 37 日本神経治療学会学術集会（神奈川）
2019 年 11 月
⑩ 山口 智：医師のための鍼灸体験講座(4)―顔面痛に対する鍼灸治療―.第 47 回日本頭痛学会総会（埼玉） 2019
年 11 月
⑧

【総数：論文 14 件、学会発表 22 件、講演 9 件】

6-2．獲得研究費
山口（研究協力者）
：国立研究開発法人

日本医療研究開発機構（AMED）タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に対す

る鍼治療の有効性に関するランダム化比較試験（多施設共同研究）

菊池（研究代表者）：日本温泉気候物理医学会研究助成：鍼刺激が慢性腰痛患者の脳血流に及ぼす影響-Arterial
spin-labeled MRI を用いた検討（公社）全日本鍼灸学会研究助成パーキンソン病の便秘に対する鍼治療効果

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第１回 埼玉鍼灸学会研修認定 C 講座（（公社）埼玉県鍼灸師会
令和元年７月 21 日（日）さいたま共済会館 6 階 602
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第 1 回学術集会）

第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修Ｃ講座開催（（公社）埼玉県鍼灸師会
令和 2 年 1 月 26 日(日)

第 4 回学術講習会）

埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階・大会議室

第 28 回（一社）日本東洋医学会関東甲信越支部（埼玉県部会）開催
令和 2 年 2 月 16 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階・大会議室

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
・教育について
医学部の学生に対する講義は、限られたコマ数（実習も含む）で、漢方医学や鍼灸治療についての講義を行い、学生の
東洋医学に対する理解を向上させることができた。しかし、必修の講義のコマ数が少なく、高学年（4 年生以降）に対す
る東洋医学の講義が実施できていないのも現状である。
・研究について
鍼灸関連は外部資金を獲得し、基礎・臨床研究に着手しており、また、これまでの研究成果が関係医学会誌に掲載され
た。
・診療について
各診療科より当科へ紹介受診があり、その患者の背景としては、西洋医学で難治とされている疾患であり、漢方薬や鍼
治療を併用することで症状の軽減や QOL の向上に寄与できた症例も少なくない。また、近隣の医療機関からの紹介受診も
あるが、患者数の増加がまだ不十分である。

7－2．次年度の改善計画
・教育について
次年度は、全体のコマ数の増加（実習等を含め）や高学年に対する講義等を検討して行きたい。
・研究について
着手している研究をさらに発展させると共に、その成果を国内のみならず海外にも発信していきたい。また、漢方関連の
研究も増やし、鍼灸との併用による相乗効果を示せるような研究も検討していきたい。さらに、新たなる研究費を獲得し、
漢方薬や鍼灸治療に対する研究が行えるように努力する。
・診療について
漢方および鍼灸とも、より安定した診療を行うと伴に、他科や他の医療機関との連携を深め、患者数の増加を目指してい
きたい。現在、東洋医学科独自のホームページを作成しており、医療従事者のみならず一般の方々にも、東洋医学を理解
していただくため、その啓発普及活動に努力したい。
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1．31）（1）放射線科(放射線科)
１．構成員
新津守（NIITSU, Mamoru）
：教授：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）
：放射線診断学：博士
田中淳司(TANAKA, Junji)：教授：副診療部長：研究副主任：指導教員（大学院）
：放射線診断学：IVR：博士
小澤栄人(KOZAWA, Eito) ：教授：教育副主任：診療専門委員：放射線診断学：博士
井上快児(INOUE, Kaiji) ：講師：研修担当医長：放射線診断学：博士
大澤威一郎（OOSAWA, Iichiro）：助教：放射線診断学
岡野奈々美(OKANO, Nanami)：助教：放射線診断学：博士
秋山新平(AKIYAMA Shimpei)：助教：放射線診断学
原祐樹(HARA, Yuki)：助教：放射線診断学
高橋大雄(TAKAHASHI, Masao)：助教：放射線診断学
土橋佐紀(TSUCHIHASHI, Saki)：助教：放射線診断学
鈴木政司(SUZUKI, Seiji)：助教：放射線診断学：博士
渡邊環（WATANABE、Meguru）
：客員教授：放射線診断学：博士
牛見尚史(USHIMI, Takashi)：客員准教授：放射線診断学：博士
根岸幾（NEGISHI, Chikashi）
：非常勤講師：放射線診断学：博士

２．教育
｢卒前教育｣
２－１．目的・目標：
卒前医学教育における放射線医学の基本方針は、放射線医学の考え方を理解し、臨床医学において正しく応用できるよ
うにすることである。そのため、少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習プログラムを作成して運用している。
２－２．教育内容：
講義は原則として講師以上の教員が担当する。５年生 CC Step1 ではプログラムに従って助教も参画する。CC の基本方
針は自主的な画像診断への参加と能動的な学習意欲の高揚であり、画像診断端末に直接触れることを通じて実際の症例を
数多く経験することを第一義とする。また 6 年前より 5 年生対象の CC Step2 を開始し、4 週間の画像診断の実習を計 2 回
（計 4 名）行っている。
その他：保健医療学部における放射線医学概論講義を担当。
２－３．達成度：
学生各自の画像診断の知識向上に成果が見られた。学生の講義は各教員ごとに人事考課において自己評価を行い一定の
水準を維持している。CC については出席と履修態度によって個別評価を行っている。
２－４．自己評価と次年度計画
講義で得た知識はそのままでは実践に結び付かない。CC での実習の場で、自ら考える姿勢での実地教育を行っている。
次年度はこの自立学習方式をさらに発展させる。
｢卒後教育｣
２－１．目的・目標：
研修医教育における放射線診断学の考え方を理解し、臨床医学において正しく応用できる医師を目指す。
２－２．教育内容：
初期研修医は 1 か月ごとのローテート中に CT,MRI などの断像画像を中心に画像診断の基本を学ぶ。後期研修医に対して
は、3 年後の放射線科専門医資格取得に向けて、放射線科業務の全体を学ぶ。
２－３．達成度：
初期研修医は研修管理委員会の規定に従って各ローテート毎に評価を受ける。後期研修医の達成度の一つは放射線科専
門医試験の結果であるが、それにいたる日々の業務が指導医により評価される。
２－４．自己評価と次年度計画
各研修医からのフィードバックを重要視して、次年度のプログラム改良を図る。
｢大学院教育｣
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２－１．目的・目標：
放射線医学の研究を推進するための知識、ノウハウを学び、研究者としての素養を形成する。
２－２．教育内容：
各授業と演習を履修する。なるべく早い段階で研究に着手し、学会発表、論文作成を行う。指導医は研究テーマ選定か
ら実験計画、その遂行をサポートする。国際学会での発表と英文論文作成を目指す。
２－３．達成度：
4 年間の規定期間内での修了を目指す。可能であれば早期修了をねらう。
２－４．自己評価と次年度計画
各院生の研究の進捗状況と本人の希望に基づき、次年度の研究計画を策定する。

３．研究
３－１．目的・目標：
1) 放射線、磁気共鳴の技術と方法論を用いて形態と機能の両面からの病態の画像化をはかる研究。
2) 位相コントラスト技術の活用による X 線診断精度の向上。従来とは異なる理論に基づく X 線画像撮影装置の開発し、
基礎実験に引き続き、臨床応用を開始した。
３－２．研究グループ：
臨床各科との画像診断プロジェクトを多数立ち上げている。腎臓内科、呼吸器内科、泌尿器科、整形外科、小児科、婦
人科、脳神経外科、神経内科、耳鼻咽喉科などとの連携を密に取り、feed back を加えることで診断精度の向上を図りつ
つ新知見の掘り下げを行っている。
３－３．研究内容と達成度：
各教室員はそれぞれの専門分野に応じたプロジェクトを持ち、個々のプロジェクトが教室全体に周知されることにより
教室全体としての取り組みとなる。既存の診断モダリティごとのプロジェクトの他に、新津教授の担当する、関節軟骨の
高分解能、高コントラスト詳細 MR 画像の研究、田中教授の主催する「位相コントラスト X 線撮影法」
、および小澤准教授
の担当する産婦人科疾患の画像診断の研究が、基礎と臨床の両面で進められ、国際学会で数次にわたり発表を行い、論文
による発表も行われ、世界をリードしている。
３－４．自己評価と次年度計画
放射線医学の領域は機器・知見ともに進歩がきわめて早く、かつ領域が臨床医学のほぼ全域にわたる。したがって限ら
れた人数ですべてをカバーすることは難しいが、臨床診療と並行しつつ上述したような基礎的研究も進められている。各
教室員の研究成果は国内および国際学会で発表するとともに英文または和文の論文として順次刊行してきた。関節 MR 画像
の特殊コントラスト法と位相コントラスト X 線撮像装置は一部が実用の段階に入っており、基礎的な研究を経て臨床応用
も世界に先駆けて進行中である。

４．診療
過年度は CT は約 2.9 万件、MRI は約 1.4 万件を実施した。今後も迅速、正確な画像診断を目指し、臨床各科の期待、信
頼に応えるように効率的な運用を目指す。

５．その他
５－１．自治体、政府関連委員の有無：
該当なし
５－２．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
医療放射線防護誌編集委員（田中）
５－３．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務：
日本磁気共鳴医学会理事（新津）
日本磁気共鳴医学会選奨委員会委員長（新津）
日本磁気共鳴医学会代議員（小澤）
埼玉県立大学非常勤講師(田中、画像解剖学の講義と演習を出講)
日本医学放射線学会代議員（新津）
日本医学放射線学会編集委員会委員（新津）
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①

Akiyama S, Niitsu M, Matsuo S, Nozaki T, Yamada K. Vacuum Phenomenon of the Knee Joint: Its Prevalence and
Diagnostic Pitfall. Magn Reson Med Sci. 2020 Jan;40(1):30-32

②

Yano M, Katoh T, Nakajima Y, Iwanaga S, Kin R, Kozawa E, Yasuda M. Uterine intravenous leiomyomatosis with
an isolated large metastasis to the right atrium: a case report. Diagn Pathol. 2020 Jan 11;15(1):4..

③

Ito K, Yano M, Ogasawara A, Miwa M, Kozawa E, Yasuda M. A unique uterine cervical "teratocarcinosarcoma":
a case report. Diagn Pathol. 2019 Nov 4;14(1):122

④

Yano M, Katoh T, Hamaguchi T, Kozawa E, Hamada M, Nagata K, Yasuda M. Tumor-to-tumor metastasis from
appendiceal adenocarcinoma to an ovarian mature teratoma, mimicking malignant transformation of a teratoma:
a case report. Diagn Pathol. 2019 Aug 14;14(1):88.

⑤

加藤 智美, 矢野 光剛, 扇田 智彦, 細沼 佑介, 鎌倉 靖夫, 花岡 美枝子, 小澤 栄人, 安田 政実. 腹腔細胞診陽性
を呈した卵巣漿液性境界悪性腫瘍の1例. 埼玉県臨床細胞学会誌. 2019. 06;37(2189-3470):33-36..

⑥

Kozawa E, Inoue K, Yano M, Yasuda M, Hasegawa K, Tanaka J, Ichikawa T, Niitsu M. An Unusual Ovarian Mucinous
Borderline Tumor with a Large Solid Component. Case Rep Radiol. 2019 May 22;2019:1402736.

学会発表.
⑦

Y Hara, E Kozawa, T Inoue, I Oosawa, K Inoue, J Tanaka, M Niitsu. Blood Oxygen Level Dependent on MR
Imaging of Kidney: Usefulness and Limitation. RSNA2019. 2019Dec.1- 6. Chicago

⑧

秋山 新平, 新津 守, 松尾 周, 野崎 太希, 山田 惠. 膝関節 MR における vacuum phenomenon. 第 47 回日本磁気共鳴
医学会大会. 2019. 09. 熊本

⑨

原 佑樹, 小澤 栄人, 井上 勉, 岡田 浩一, 渡部 進一, 釆澤 大志, 新津 守. BOLD MRI を用いた R2 値計測による慢
性腎臓病の評価. 第 47 回日本磁気共鳴医学会大会. 2019. 09. 熊本

⑩

林 洋希, 近藤 敦之, 後藤 正樹, 采沢 大志, 渡部 進一, 山崎 富雄, 鈴木 政司, 小澤 栄人, 新津 守. 肩関節 MR
Arthrography における３D シーケンスの検討. 第 47 回日本磁気共鳴医学会大会. 2019. 09. 熊本
【総数 論文 8 件 著書 1 件

総説 1 件

学会発表 10 件

】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても概ねの目標は達成された。また教室員の増加とともに、いずれお活動も充実化の
過程にある。新たな独自の研究テーマに着手しており、国際学会での発表を行った他、新聞やテレビ等のメディアにも
取り上げられた。診療業務においては臨床各科への迅速・正確な画像診断サービスを最優先事項として努力した。
7-2. 次年度の改善計画
さらに当科の発展のためには医局員の増員は必須であり、その獲得に努めたい。そのために卒前・卒後教育に注力する
とともに、内外から注目さえる研究をまい進する。また臨床各科との協調・協力診療を前進させ、その期待に応えられ
る放射線科を目指したい。
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1．31）（2）放射線科（放射線腫瘍科）
１． 構成員
川田哲也（KAWATA, Tetsuya）
：教授：診療部長：大学院教員（大学院）
：博士
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：准教授：教育主任：大学院教員（大学院）
：博士
関 智史（SEKI, Satoshi）
：講師：大学院教員（大学院）
：博士

２．教育
2-1．目的･目標
放射線腫瘍学の目的は放射線単独あるいは他の治療法との併用で，癌その他の疾患を持つ患者の治療を行うことである。
そのために、放射線治療の基礎となる生物学，物理工学の研究を理解する必要がある。放射線腫瘍学は上記分野の職業訓
練に専念する臨床的かつ科学的学問分野である．放射線腫瘍学は他の臨床科と比べ物理学的な要素が多く、敬遠されがち
であるが、臨床実習にて放射線生物学および実際に治療計画に触れることにより身近な治療方法であることを理解するこ
とが可能である。
2-2．教育内容（担当者）
放射線腫瘍学教室では医学部三年生にたいして放射線治療の基礎となる生物学および防護（川田哲也）放射線の概要・
治療（鈴木健之）を担当した。保健医療学部では放射線治療の基礎および防護（川田哲也）
、放射線治療の基礎・小線源治
療（鈴木健之）
、外部照射・臨床各論(関 智史)が 2 単位ずつ講義をおこなった．看護学部では放射線の基礎 I（川田哲也）、
放射線治療の基礎 II（関 智史）が 1 単位ずつ担当した。少人数の BSL では放射線治療の基礎となる生物学および重粒子
線治療に関して、川田哲也が担当し，放射線治療計画装置を使った臨床実習を鈴木健之が担当した。クリニカルクラーク
シップにおいても少人数で放射線治療の現場に触れて理解を深める実習を行った。
2-3．達成度
講義は十分に準備を行い必要に応じて資料を配付して理解の向上につなげることができた。医学部の臨床講義では 65
分と時間は短いながらも創意工夫により理解度が上がるようにスライドは極力わかりやすく作成し、資料も十分な分量を
準備したが、内容に比して割り当てられた時間が少ないことから詰め込みになりがちとも思われた。臨床実習では 3 年次
の講義を復習として質問形式で行った．講義時間より実習の 1 コマが長い時間あるため、余裕をもって学習指導できた。
看護学部の講義では放射線治療の基礎のみではなく、将来看護師として知っておく放射線防護についても講義を行った。
各講義後には適切な質問も多く短い時間ではあったが有意義な講義であったと考える。
2-4．自己評価と次年度計画
癌治療における放射線治療の重要性について、十分に学習する機会を設けることができたと認識している。特に臨床実
習で具体的に放射線治療の基礎・治療計画にふれ放射線治療に興味を感じた学生が増加したのではないかと考えている。
次年度は鈴木准教授が退官、川田教授が 3 月に亡くなったために講義・実習の割り当てが大きく変更となるが、新たに舟
越助教、放射線物理学を専門とする川俣物理士を迎えたことで新たな体制で教育・指導にあたる。

３．研究
3-1．目的・目標
1）高精度放射線療法における精度向上につなげる増感剤の研究を行っている．
2）放射線治療の有害事象軽減における漢方薬の有用性に関する研究．
3）慶應義塾大学との脳腫瘍増刊効果に関する研究．ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増感治療
の開発の研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
慶應義塾大学より提出した科学研究費にて｢ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増感治療の開発｣
の研究を継続中．
3-3．研究内容と達成度
1）Taxane 抵抗性頭部血管肉腫に対する Pazopanib 療法の有用性について皮膚科とともに検討した．Medical oncology
に投稿し受理された．臨床にて継続中である．
2）放射線治療における漢方薬の有用性について
内容：放射線治療の現場において，有害事象の緩和や放射線治療前処置に，漢方薬を用い，大変有用であり継続
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：放射線治療に関する研究活動の足跡を残せた．
次年度計画：引き続き，放射線治療に関する研究を継続していく．

４．診療
2019 年度は新患 262 名を含む 333 件の放射線治療を実施、主な対象疾患は乳癌、前立腺癌、肺癌、肝癌、悪性リンパ腫、
多発性骨髄腫や骨転移などの緩和照射であった。治療件数はほぼ前年度と同水準、前立腺癌に対する強度変調放射線治療
や脳転移に対する定位放射線治療も実施した。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
該当なし
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育においては医学部 3 年生、保健医療学部、看護学科の講義や BSL、クリニカルクラークシップにて放射線治療の基
礎・臨床の実際を理解できるように努めた。診療においては、癌診療に携わる院内各科、近隣施設との連携しながら、極
力待期期間を設けず速やかに治療を開始できるように努め、丁寧な説明、安全な治療を心掛けた。
7－2．次年度の改善計画
前立腺 IMRT を 3 年間実施して得た経験をもとに、他の領域への IMRT 拡大を目指す。IMRT は特に頭頸部領域の腫瘍に有
効な治療と考えられるが、喉頭癌・咽頭癌等の疾患は国際医療センターの頭頸部腫瘍科で加療されることが多い。そこで
頭頸部領域原発の悪性リンパ腫や、明海大学病院口腔外科等他院からの紹介患者のなかから適切と思われる症例に対して
IMRT の実施を計画する。
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1．31）（3）放射線科（核医学診療科）
１．構成員
松成一朗 (MATSUNARI, Ichiro):教授、診療部長、外来医長、教育員、研究員：脳核医学、心臓核医学：博士
久慈一英（KUJI, Ichiei）:教授：
（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：指導教員（大学院）：脳核医学、心臓
核医学、腫瘍核医学：博士
山根 登茂彦（YAMANE, Tomohiko）:准教授：（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：教育主任：研究員：指導
教員（大学院）
：腫瘍核医学：博士
福島賢慈（FUKUSHIMA, Kenji）
：准教授：
（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）
：外来医長：教育員：研究員：指
導教員（大学院）
：心臓核医学：博士
瀬戸 陽 (SETO, Akira):講師：
（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：教育員、研究員：脳核医学、腫瘍核医
学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育では、放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学ぶ。卒後教育では検査適応を含めた
臨床核医学診断技術を習得し、専門医習得を目指す。大学院では、さらに核医学研究者として英語で論文作成すること
を目的とする。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（久慈一英）
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（久慈一英）
・Bedside learning(久慈一英、山根登茂彦、)
卒後教育
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（山根登茂彦）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（久慈一英）
大学院教育
・実用実験医学講義（核医学を用いた統計画像解析）
（松成一朗）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英）
・心臓分子イメージング研究（樋口隆弘）
・専門医教育（松成一朗、久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、瀬戸 陽）
その他
・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）
2-3．達成度
卒前教育：70%、卒後教育：90％、大学院教育、90%
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL(CC step 1)では、現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい、ティーチングファイ
ルの画像を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている。講義でも、学生が興味を持つように限られた講義
時間内で内容を絞って行った。今後も内容を厳選して、講義後の問題提示などを行って、核医学への興味を喚起し、
自主的に核医学の勉強をできるようにしていく。クリニカルクラークシップでは、SPECT や FDG-PET/CT の検査実施か
ら読影を体験することで、核医学を実践する。ただ、本年度は年度末になり新型コロナウイルスの影響で実習が出来
なくなった。今後は、こういった状況でも実習と同等の学習効果を上げる方法を考案することが急務となる。
卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について、指導医の元で経験を積んでいる。読影を実際に行い、臨床経
験を蓄積し、専門医資格の習得につなげている。専門医取得のためのプログラムを具体的なものにしていくことが求
められている。
大学院教育：大学院講義を 1 コマ担当した。
全ての活動は、国際医療センター核医学科と一体的に運用する。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床核医学に関して、他科との共同研究を推進し、診断・治療に直結した臨床研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①半導体検出器を用いた全身用 SPECT/CT 装置による検査時間の大幅な短縮の検討
3-3．研究内容と達成度
・現在の SPECT で主流となっているのはアンガー型ガンマカメラであり、ヨウ化ナトリウムクリスタルに光電子増倍
管を組み合わせ、ガンマ線を電気信号に変換することで画像を得ている。Cadimium zinc telluride (CZT)検出器は、
ガンマ線を直接電気信号に変換するため、エネルギー分解能が高くコントラストの良い画像が得られる。また、光電
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子増倍管を必要としないため、非常にコンパクトである。CZT 検出器を用いた SPECT は、小動物用装置や心臓専用装置、
乳房専用装置などが開発され、その優れた性能により高画質であるのみならず短時間収集や被曝量低減などの面でも
従来型 SPECT を凌駕することが様々な報告で明らかになっている。当診療科では、日本での第 1 号機として本装置を
導入し、
基礎的性能評価を行うとともに 2 核種同時収集心筋 SPECT や検査時間短縮などに関する研究を実施してきた。
本年度は、心筋 SPECT や骨スキャンの超短時間収集の可能性を検討した。その結果、2 報の英文論文を国際しで発表し
た。達成度 90%.
3-4．自己評価と次年度計画
次世代型検出器である CZT 検出器を用いた最新型 SPECT/CT 装置の日本で 1 号機が導入され、既に研究を実施してい
る。2020 年度は、骨 SPECT など種々の検査時間の短縮や被曝量の軽減など、患者負担の軽減に向けた研究をさらに進
める予定である。

４．診療
核医学科は、放射性同位元素を利用した診断、治療、臨床研究を行う部門である。核医学診断の利点は、静注のみで
低侵襲で安全であること、臓器の機能を局所的に測定できること、全身を対象とする検査では全身を一度に調べられるこ
とである。放射性同位元素を用いた治療では、甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨードに加え、放射性ラジウム（ゾーフ
ィゴ）による前立腺癌骨転移治療、放射性モノクロナール抗体（ゼバリン）による悪性リンパ腫の内照射療法を行ってい
る。本年度当院では、2,443 件の検査、治療が行われたが、年度末になり新型コロナの影響で検査数が減少した。最新型
SPECT/CT が 1 台導入され、検査時間の短縮など患者負担の軽減を計っている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
松成一朗
査読委員 Annals of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, European
Heart Journal: Cardiovascular Imaging, Journal of Nuclear Medicine
久慈一英
編集委員 核医学, Annals of Nuclear Medicine, International Journal of Radiology
査読委員 日本医学放射線学会, Japanese Journal of Radiology, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics
山根登茂彦
査読委員 Annals of Nuclear Medicine, Cancer Imaging, Journal Thoracic Disease, Journal of Clinical Imaging
Science, Journal of Radiation Research
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
松成一朗
日本核医学会評議員、埼玉核医学研究会世話人、日本心臓核医学会幹事、日本核医学会関東甲信越地方会幹事
久慈一英
日本核医学会理事、金沢大学十全医学会評議員、埼玉核医学研究会世話人、小児核医学研究会幹事、西部放射線医学
セミナー幹事、日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
Yamada Y., Nakano S., Gatate Y., Sugi K., Okano N., Muramatsu T., Nishimura S., Kuji I., Fukushima K., Matsunari

①

I.

Shortened

acquisition

time

in

simultaneous

99mTc-tetrofosmin

and

123I-β-methyl-p-iodophenyl

pentadecanoic acid dual-tracer imaging with cadmium-zinc-telluride detectors in patients undergoing primary
coronary intervention for acute myocardial infarction. Nucl Med Commun. 2019;40(11):1130-1137.
②

Yamane T., Kondo A., Takahashi M., Miyazaki Y., Ehara T., Koga K., Kuji I., Matsunari I. Ultrafast bone
scintigraphy scan for detecting bone metastasis using a CZT whole-body gamma camera. Eur J Nucl Med Mol Imaging.
2019;46(8):1672-1677.

③

岡野奈々美, 土橋佐紀, 大澤威一郎, 田中淳司, 新津守, 松成一朗. 123I-MIBG 心筋プラナー像における CZT カメラ
と Anger カメラの比較

ファントムでの検討. 第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会. 2019/6/29. 富士フイルム

(株)西麻布本社講堂 (東京都港区)
④

宮崎雄貴, 瀬川麻衣子, 高橋将史, 江原敏彦, 古閑健次, 松成一朗. 全身用半導体 SPECT 装置を用いた 99mTc-123I2
核種同時収集の検討. 第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会. 2019/6/29. 富士フイルム(株)西麻布本社講堂 (東京
都港区)
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⑤

高橋将史, 宮崎雄貴, 瀬川麻衣子, 江原敏彦, 古閑健次, 松成一朗. FAME の特性について. 第 91 回日本核医学会関
東甲信越地方会. 2019/6/29. 富士フイルム(株)西麻布本社講堂 (東京都港区)

⑥

山根登茂彦. 骨シンチグラフィ: 最近の臨床的立場と技術的進歩. 第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会.
2019/6/29. 富士フィルム西麻布本社講堂

⑦

(東京都港区)

松成一朗. 半導体 SPECT がもたらす核医学の進歩. 第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会. 2019/6/29. 富士フイル
ム(株)西麻布本社講堂 (東京都港区)

⑧

瀬川麻衣子, 宮崎雄貴, 高橋将史, 江原敏彦, 古閑健次, 松成一朗. 全身用 CZT カメラを用いた心筋血流 SPECT 短時
間収集の検討. 第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会. 2019/6/29. 富士フイルム(株)西麻布本社講堂 (東京都港区)

⑨

瀬川麻衣子, 宮崎雄貴, 高橋将史, 江原敏彦, 古閑健次, 山崎富雄, 松成一朗. 全身用半導体 SPECT を用いた心電図
同期心筋血流検査時間短縮化の試み. 第 35 回日本診療放射線技師学術大会. 2019/9/14. 大宮ソニックシティ (さい
たま市)

⑩

高橋将史, 宮崎雄貴, 瀬川麻衣子, 江原敏彦, 古閑健次, 松成一朗. 骨 SPECT 画質向上処理 FAME の基礎的検討. 第
59 回日本核医学会学術総会. 2019/11/1. 松山市総合コミュニティセンター (松山市)
【総数：論文 2 件、学会発表 8 件、講演 0 件】

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 91 回日本核医学会関東甲信越地方会（2019 年 6 月 29 日、東京）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
・ 教育：
・ 学部教育：BSL(CC step 1)では、現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい、ティーチングファイ
ルの画像を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている。講義でも、学生が興味を持つように限られた講義
時間内で内容を絞って行った。しかし、年度末には新型コロナの影響で実習が出来なくなった。
・卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について、指導医の元で経験を積んでいる。読影を実際に行い、臨床
経験を蓄積し、専門医資格の習得につなげている。専門医取得のためのプログラムを具体的なものにしていくことが
求められている。
・ 大学院教育：大学院講義を 1 コマ担当した
・ 研究：次世代型検出器である CZT 検出器を用いた最新型 SPECT/CT 装置の日本で 1 号機が導入され、既に研究を実
施し、論文などの成果を上げている。
・ 診療：2007 年度から国際医療センターに PET/CT 2 台と SPECT/CT 1 台が設置され、核医学科の主力は国際医療セン
ターに移った。一旦、当院の検査数は半減したが、その後徐々に回復傾向にある。大学病院では、半導体検出器を
用いた最新型 SPECT/CT が 1 台導入され平成 29 年 7 月より検査を開始した。2019 年度は年度末になり新型コロナの
影響で検査数が減少する傾向が見られた。
7－2．次年度の改善計画
・ 教育：
・ 学部教育：コロナの影響は次年度も続くことが予想され、こういった状況でも対応できるようにする必要がある。
・卒後教育：卒後教育でもカンファレンスが開催できないなど教育機会の減少があり、これに対応する必要がある。
・ 大学院教育：リモートでの講義であっても十分な学習効果が得られるよう工夫する必要がある。
・ 研究：短時間検査や被曝量低減など、患者負担の軽減に繋がる研究をさらに推進する。
・ 診療：2020 年度も予断は許さない状況であるが、本装置を用いて検査時間の短縮や被曝量低減など患者負担の軽減
を計ることで検査数の正常化を目指す。

0492

1．32）神経精神科・心療内科
１．構成員
松尾幸治 (MATSUO, Koji) 教授：診療部長：教育主任：指導教員(大学院)：神経画像学：博士
小田垣雄二 (ODAGAKI,Yuji) 教授：研究主任：教育副主任：指導教員(大学院)：神経薬理学：博士
横山富士男 (YOKOYAMA, Fujio) 准教授：診療副部長(児童・思春期部門)：指導教員(大学院)：児童青年期精神医学：博士
松岡孝裕 (MATSUOKA, Takahiro) 講師：医長(外来・研修)：精神科救急医学、神経生理学(脳波)
渡邊さつき (WATANABE, Satsuki) 講師：医長（病棟）：指導教員(大学院)：てんかん学：博士
名誉教授：山縣 博(YAMAGATA,Hiroshi)、 皆川正男 (MINAGAWA,Masao)、豊嶋良一(TOYOSHIMA, Ryoichi) 、太田敏男（OTA,
Toshio）
助教 (医師)：13 名、(言語治療)：2 名、(心理)：5 名、客員教授：3 名、非常勤講師：11 名、非常勤医師：4 名、助手：2
名

２．教育
2-1．目的･目標
①卒前： ＜精神医学はあらゆる臨床医にとって必須である＞との認識に立ち、
「精神疾患についての理解」とともに「精
神医学的素養の獲得」を目標としている。②卒後： 臨床現場で＜真に役に立つ精神科医＞こそが求められているとの認
識に立ち、当科の豊富な症例や、県の救急医療の一翼を担っている現状を生かして、優れた臨床精神科医を育成すること
を目標としている。
2-2．教育内容（担当者）
①卒前： 講義の内容は診断学から始まって神経症性障害、統合失調症、気分障害などの精神疾患のほかに器質性精神
障害、児童精神医学、臨床心理、法と精神医学など幅広く、それぞれ専門分野の担当者が講義を行っている。平成 20 年度
より BSL は 1 週間のコースのみとなっているが、限られた枠内で内容の充実を図った。またクリニカル・クラークシップ
においては、実際に診療チームに参加し様々な臨床体験を積む等、現場に密着した実習を行った。②卒後： 実際の外来・
入院診療の体験を通じて、
「精神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知識の習得」を目指す。初期研修では身体科で
必要となる精神医学的技能・知識に力点をおく。平成１9 年度より 1 年目と 2 年目の研修医が混在する体制となっている
が、本年度も経験年数に応じて細やかに指導を行った。後期研修では、精神科専門研修プログラムに則り、精神医学全般
に渡る基本的な技能・知識の習得を目指す。回診やミーティング等の実践的指導の機会が週 1 回以上確保されているほか、
入院症例紹介や症例検討会など専門的な知識を深めるプログラムも組まれている。③その他 前記以外に、埼玉医療福祉
会看護専門学校や本学保健医療学部理学療法学科の講義も担当している。
2-3．達成度 ①卒前：
「精神疾患についての理解」については、講義や BSL を通して知識を獲得し、実際の症例に接することでこれを深める
ことができたと思われる。「精神医学的素養の獲得」については、4 年生の実習をはじめとして、BSL での臨床実習を通し
て、他科での診療にも活用できるような面接や問診について、基礎的な理解を深めてもらうことができた。②卒後： 「精
神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知識の習得」については、受け持ち医としての病棟診療（初期研修：1～3 ヶ
月で 3～6 例、後期研修：2 年間で約 30 例以上）や、外来診療（初期研修：予診、後期研修：再診）等の実践的な臨床体
験を通じて、身に付けてもらうことができた。
2-4．自己評価と次年度計画
<自己評価> ①卒前： 精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた。また、臨床実習では受け持
ち患者に関し、指導医による詳細な指導が行われ、クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた。②卒後： 初
期研修においては、身体科診療で必要となる精神医学的知識・技能に焦点をあて、クルズスを行うとともに、実際に診療
チームに配属。チームの一員として診療、カンファレンス、回診等にも参加してもらい、基本的な精神医学の知識・技能
を身に付けてもらうことができた。令和元年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 11 年目に入りいっそう活
気ある雰囲気の中、実際の入院・外来診療場面を通じて、臨床的な指導が円滑に行われ、各種検討会でも学術的な面も含
めた指導が行われた。
＜次年度計画＞①卒前 平成 20 年度より BSL が 1 週間となっているが、限られた期間内に実地臨床での体験をつめるよ
う、次年度もカリキュラムを整備していきたい。②卒後 ①平成 18 年度以降、毎週の入院診療ミーティングに加え退院症
例・外来症例の検討会も定例で実施してきたが、今年度もこれを遺漏なく実施することができた。次年度もさらに内容の
充実を図って行きたい。②初期研修については、1 年目が主となるものの、精神科を自主的に選択する 2 年目研修医も迎
える体制となっている。次年度も、経験年数に応じてきめ細かな指導が行えるよう、研修医情報共有のしくみや指導医の
勤務シフトの整備を行っていきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床研究を通じて、精神科診断・治療の技能の向上に役立つような報告や、基礎研究を通じて、各種精神疾患の病態や
ヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていくことを目標とする。
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜臨床研究＞ ①気分障害研究、②てんかん研究、③児童青年期研究、④臨床精神医学研究。＜基礎研究＞
学研究、②神経生理研究。

①神経化

3-3．研究内容と達成度
＜臨床研究＞ ①気分障害研究 神経画像を用いた気分障害の研究を専門とする松尾教授の診療部長・運営責任者着任
に伴い、複数の気分障害研究プロジェクトが立ち上げられ、令和元年度は研究計画書の作成・承認後、実際の研究活動が
開始された。②てんかん研究 複数のてんかん専門医の入職に伴い、てんかんの臨床研究が活発に行われるようになり、
てんかん学会、臨床神経生理学会等において多数発表がなされた。③児童青年期研究：発達障害、不登校、摂食障害など
を対象として、学校や家庭を含めた総合的な見地から研究が行われ、児童青年精神医学会等において発表が行われた。ま
た、埼玉児童思春期精神保健懇話会の中心となっている。④臨床精神医学研究：若手医師達の学術的思考を養う意味で、
実地臨床で出会った事例の臨床症例報告も積極的に積み重ねている。
＜基礎研究＞①神経化学：動物実験によるセロトニン、ドーパミン系の受容体に関する研究が継続的に行われ論文が多
数発表されている。②神経生理：認知課題遂行中の事象関連同期・脱同期反応の研究等が行われ、令和元年度は大学院生
の論文が受理された。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究、基礎研究とも、各グループより研究成果の発表がなされている。今後も気分障害、てんかん、児童青年期診
療といった当科の診療機能における特性を生かし、研究報告や臨床症例報告を継続・発展させ、臨床技能の向上に役立つ
知見を集積していきたい。また、従来の基礎研究も継続し、各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するよう
な知見を積み重ねていきたい。

４．診療
地域の一般精神科医療に広く対応するとともに、精神科救急診療、精神・身体合併症診療や各種専門診療（児童青年期診
療・言語療育訓練、てんかん診療）、さらには自殺企図後のこころのケア等、当科独自の機能を生かした診療で貢献するこ
とを目的としている。診療実績としては以下のとおりであった。
＜外来＞ ①新患総数：1178 人/年(※再来新患、同日他科受診、他科入院中例を含む)、
②再来患者：133.2 人/日
＜病棟＞ ①新入院患者総数： 335 人/年[※転科→再転入を含む]
＜院外往診（国際医セ）＞ 56 件（日勤帯：52 件、当直帯：4 件）
入院時主診断別内訳：以下のとおりである。（※平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月）
F0 症状性を含む器質性精神障害----------------------------------44 人(13.1%)
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害-------------------7 人(2.1%)
F2 統合失調症、分裂病型障害および妄想性障害--------------------99 人(29.6%)
F3 気分（感情）障害--------------------------------------------61 人(18.2%)
F4 神経症性障害, ストレス関連障害および身体表現性障害----------36 人(10.7%)
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群--------------22 人(6.6%)
F6 成人の人格および行動の障害-----------------------------------1 人(0.3%)
F7 精神遅滞 ----------------------------------------------------10 人(3.0%)
F8 心理的発達---------------------------------------------------12 人(3.6%)
F9 小児及び青年期-----------------------------------------------3 人(0.9%)
G4 てんかん・睡眠障害------------------------------------------40 人(11.9%)
計 335 人
＜救急＞休日夜間診療に関しては、年間総対応件数 710 件であり、内訳は①電話：436 件、②時間外診療：212 件（204
件（毛呂）+8 件（日高））、③入院（医療保護・任意：47 件、措置・緊措・応急：8 件④病棟対応：382 件、⑤院内
往診：67 件であった。
精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療体制を安定的に維持しつつ充実させることがで
きた。国際医療センターへ搬送された身体科救急医療を要する自殺企図患者のメンタルケアを、院外往診にて 24 時間対応
する体制についてはこれを維持し、令和元年度も 56 件/年の事例に院外往診で対応した。地域の一般精神科医療に広く対
応するとともに、大学病院・特定機能病院として特有の機能を生かした診療でも大きく貢献できたものと思われる。とり
わけ、休日夜間の精神科救急診療では、県内で一翼を担う対応実績を示し、大学病院としては異例の（奈良県立医大につ
ぎ 2 番目）精神科救急入院料算定病院として、10 年以上に渡りその施設基準を達成し続けてきた。今後も、精神救急機能
の一層の強化・整備にとりくんでいきたい。具体的には個室が埋まりがちな一方、大部屋に空床が出やすい実状にあわせ、
ハード面において(A)急性閉鎖病棟 34 床（個室・保護室 18）、(B)亜急性閉鎖病棟 44 床（個室・保護室 12）と改修が行わ
れたが、ソフト面でも引き続き、個室・保護室から大部屋への移転を促進するためのカンファレンスの整備等にとりくん
でいきたい。当科は精神科救急入院料を算定している西館４階病棟のほか西館３階病棟も有しているが、こちらの病棟に
ついても、精神科急性期医師配置加算および精神科入院基本料 13：1 の算定を計画している。令和元年度に施設基準の達
成に取り組み、令和２年度より算定を開始する予定である。

５．その他
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5-1．自治体、政府関連委員の有無
①埼玉県精神科救急医療システム運営委員会委員
②医療観察法 精神保健審判員
③関東信越厚生局 社会保険医療担当者の新規個別指導医（医科担当）
④関東信越厚生局 監査（保健診療）
⑤埼玉県総合医局機構講師
⑥埼玉県精神保健福祉審議会委員
⑦埼玉県メディカルコントロール協議会委員
⑧埼玉県精神医療福祉連携推進委員会委員
⑨埼玉県災害派遣精神医療チーム連絡調整会議委員
⑩埼玉県医療観察制度運営連絡協議会
⑪精神保健法に基づく措置入院者等実地審査における精神保健指定医
⑫医療観察法入院病棟倫理会議外部委員
⑬埼玉県てんかん治療医療連携協議会委員
⑭日本医療研究開発機構 AMED 課題評価委員
⑮埼玉県発達障害者支援センター 専門的支援事業への技術的協力者
⑯所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
⑰飯能市自殺対策推進協議会委員
⑱毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員
⑲毛呂山町いじめ防止対策推進委員会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
①Journal of Affective Disorders editorial board member
②精神科治療学 編集委員 松尾幸治
③児童青年精神医学とその近接領域 編集委員 横山富士男
④てんかん研究 編集委員 渡邊さつき

松尾幸治

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本精神神経学会 薬事委員会委員＜松尾＞
精神科専門医認定試験 面接委員＜松尾＞
さいたま市大宮地区の地域医療連携 （さいたま市）＜松尾＞
第 37 回精神科薬物療法研修会 講師（さいたま市）＜松尾＞
日本精神神経科診療所協会第 25 回学術研究会ランチョンセミナー 講師（さいたま市）＜松尾＞
長野県精神科学術講演会 講師（松本市）＜松尾＞
地域医療包括マネンジメントセミナー 講師（坂戸町）＜松尾＞
坂戸保健所管内精神保健福祉連絡会議 講師（坂戸市）＜松尾＞
藤沢メンタルヘルスセミナー 講師（藤沢市）＜松尾＞
Psychiatry Seminar in TOKYO2019 講師（千代田区）＜松尾＞
Meiji CNS Conference 講師（名古屋市）＜松尾＞
日本精神科病院協会/精神科医学会 学術教育研修会 講師（さいたま市）＜松尾＞
千葉双極性障害学術講演会－抑うつを鑑別する－ 講師（千葉市）＜松尾＞
Janssen Schizophrenia National Seminar～統合失調症治療の安全性と有効性を考える～ 講師（千代田区）＜松尾＞
栃木県精神科学術講演会 講師（宇都宮市）＜松尾＞
統合失調症エキスパートセミナー～急性期からリカバリーまで～ 講師（川越市）＜松尾、下出＞
レキサルティ発売 1 周年記念講演会 in 熊谷 講師（熊谷市）＜松尾＞
茨城双極性障害学術講演会 講師（水戸市）＜松尾＞
帝京大学医学部精神神経科学講座集談会 講師（板橋区）＜松尾＞
PAL 2019 アドバイザリーミーティング アドバイザー（川越市）＜松尾＞
北東北ビプレッソ学術講演会 講師（盛岡市）＜松尾＞
抗精神病薬に関する意見聴取 アドバイザー（毛呂山町）＜松尾＞
How to Use Rexulti Web Conference 講師（毛呂山町）＜松尾＞
第 72 回九州精神神経学会・第 65 回九州精神医療学会ランチョンセミナー 講師（長崎市）＜松尾＞
坂戸鶴ヶ島医師会学術講演会 講師（坂戸市）＜松尾＞
Schizophrenia Clinical and Basic Research FORUM 2020 講師（中央区）＜松尾＞
ビプレッソ徐放錠発売 2 周年記念講演会 講師（仙台市）＜松尾＞
双極性障害を考える会 講師（長野市）＜松尾＞
Advisory Board Meeting アドバイザー（千代田区）＜松尾＞
まるひろ川越店エンジョイ大学 講師 （川越市）＜松尾＞
インチュニブ成人適応追加記念講演会 講師（さいたま市）＜横山＞
レキサルティ発売 1 周年記念講演会 講師（川越市）＜松岡＞
秩父地区の地域医療連携（秩父市）＜松岡、平田、鈴木、下出＞
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統合失調症薬物療法に関するアドバイザリー会議 アドバイザー（福岡市）＜松岡＞
Saitama/Schizophrenia-Maintenance and Acute Treatment 講師（さいたま市）＜松岡＞
群馬大学 病院機能評価の受審準備の指導・助言（前橋市）<渡邊＞
第 2 回 Women’s epilepsy course by women 講師（札幌市）＜渡邊＞
成人のためのてんかん診療フォーラム 講師（名古屋市）＜渡邊＞
埼玉県養護教諭会 養護教諭のための夏季研修会 講師（伊奈町）＜渡邊＞
てんかんをめぐるニューロサイエンス 講師（新宿区）＜渡邊＞
第 22 回毛呂山薬薬連携研修会 コメンターター（毛呂山町）＜渡邊＞
精神科薬物療法認定薬剤師講習会 講師（品川区）＜渡邊＞
日本てんかん学会 理事 幹事 ＜渡邊＞
日本てんかん学会 VNS 資格認定委員会委員＜渡邊＞
日本てんかん学会 薬事委員会委員＜渡邊＞
埼玉県消防学校 精神科救急 講師（川越市）＜平田＞
女子栄養大学 学生相談のカウンセラー（坂戸氏）＜鈴木＞
Psychiatric Treatment Conference 2019 講師（所沢市）＜下出＞
第 3 回精神科医療を考える会 講師（川越市）＜下出＞
統合失調症の再発予防を考える 講師（川越市）＜下出＞
Hoe to use Brexpiprazole 講師（豊島区）＜下出＞
0206 埼玉医大下出先生外部講師 講師（川越市）＜下出＞
栃木県精神科懇話会 講師（宇都宮市）＜下出＞
東京医科歯科大学精神科ホームカミングデイ 講師（文京区）＜砂原＞
てんかんと精神症状セミナー 講師（中央区）＜谷木＞
Psychiatry Meeting in Kawageo 講師（川越市）＜谷木＞
深谷市教育委員会 教育研究所での相談業務（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞
埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会 講師（毛呂山町）＜臨床心理士：庄野＞
みどり市高齢者虐待対応・認知症高齢者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業講演会 講師（みどり市）＜臨床心理士：庄野＞
埼玉県看護連盟第 1 支部研修会 講師（小川町）＜臨床心理士：庄野＞
毛呂山町保健センター母子保健事業 子供の発育発達相談（毛呂山町）＜言語聴覚士：一宮＞

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 下出崇輝、松岡孝裕、井上哲雄、太田敏男 ワーキングメモリー課題/自己参照課題遂行中の脳波 α 帯域事象関連同
期/脱同期について ヒト健常者における検討 臨床神経生理学 2019.04. 47(2) : 74-81
② Seki, T., Yamagata, H., Uchida, S., Chen, C., Kobayashi, A., Kobayashi, M., Harada, K., Matsuo, K., Watanabe,
Y., & Nakagawa, S. (2019). Altered expression of long noncoding RNAs in patients with major depressive disorder.
Journal of psychiatric research, 117, 92–99.
③ Matsubara, T., Matsuo, K., Matsuda, A., Ogino, Y., Hobara, T., Wakabayashi, Y., Kawano, M., Tsuruta, R.,
Watanabe, Y., & Nakagawa, S. (2019). Combining phone and postcard brief contact interventions for preventing
suicide reattempts: A quasi-randomized controlled trial. Psychiatry research, 279, 395–396.
④ Yamashita, A., Yahata, N., Itahashi, T., Lisi, G., Yamada, T., Ichikawa, N., Takamura, M., Yoshihara, Y.,
Kunimatsu, A., Okada, N., Yamagata, H., Matsuo, K., Hashimoto, R., Okada, G., Sakai, Y., Morimoto, J., Narumoto,
J., Shimada, Y., Kasai, K., … Imamizu, H. (2019). Harmonization of resting-state functional MRI data across
multiple imaging sites via the separation of site differences into sampling bias and measurement bias. PLoS
biology, 17(4), 1-34.
⑤ Yuji Odagaki Receptor-mediated activation of a certain type of Galpha in brain membranes : Re-establishment
of ［35S］GTPgammaS binding/immunoprecipitation assay. Horizons in Neurosciences Research Vol.38. Nova Science
Publishers. 2020.01.:177-202.
⑥ Odagaki, Y., Kinoshita, M., Ota, T., Meana, J. J., Callado, L. F., & García-Sevilla, J. A. (2019). Optimization
and pharmacological characterization of receptor-mediated Gi/o activation in postmortem human prefrontal
cortex. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 124(6), 649–659.
⑦ Odagaki, Y., Kinoshita, M., & Ota, T. (2019). Functional activation of Gαq/11 protein via α1 -adrenoceptor
in rat cerebral cortical membranes. Clinical and experimental pharmacology & physiology, 46(6), 567–574.
⑧ Yokoyama F., Shono N., Takasugi A., Sato R., Ochi E., Okinaga S., Oda H., Hagiwara Y., Matsuoka T., Ota T.,
& Matsuo K. (2019) Social communication impairments and restricted, repetitive patterns(‶Kodawari‶) considered
from the ‶Comprehension‶ section of the WISC-Ⅳ in autism spectrum disorder. The Archives of Clinical
Psychiatry. 2019.10. 47(3):82-84.
⑨ Yuji Odagaki, Masakazu Kinoshita, J.Javier Meana, Luis F.Callado, Jesús A.García-Sevilla Functional coupling
between M1 muscarinic acetylcholine receptors and Galpha(q/11) proteins distortedly distributed only in
schizophrenic patients :A postmortem study 2019 CINP International Meetiong 2019.10 Athens, Greece
【総数：論文 21 件、学会発表 28 件、講演 41 件】
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6-2．獲得研究費
松尾幸治：2019年度 学内グラント 一般「偏桃体肥大うつ病の病態解明及び診断亜型分類への挑戦」
松尾幸治：DSP 研究サポート「抑うつと自殺関連行動の脳メカニズム の解明研究」
松尾幸治：医学・薬学に関する研究活動への奨学寄付「てんかんおよび抗てんかん薬が与える自動車運転技能および脳
機能」
松尾幸治：大塚製薬奨学寄附金「精神・神経疾患の神経画像研究」
松尾幸治：持田製薬奨学寄附金「抑うつと自殺関連行動の脳メカニズムの解明研究」
松尾幸治：ツムラ奨学寄附金「精神疾患の病態と治療に関与するσ受容体機能に関する基礎的研究」
松尾幸治：2019 年度 アカデミック・コントリビューション
小田垣雄二：塩野義奨学寄附サポート「精神疾患患の病態生理の解明を目指した研究」
小田垣雄二：アステラス・リサーチサポート「1) 統合失調症の脳内生化学的病変に関する研究、2) 気分障害の病態生
理に関する研究、3) 麻薬依存症患者の脳内病変に関する研究、4) 受容体を介した特定の G 蛋白サブタイプの機能的
活性化を検出する新たな測定法の開発、5) 5 HT2A 受容体作動薬に関する研究」
松岡孝裕：2019 年度 ノバルティス研究助成 「ワーキングメモリー課題/自己参照課題/遂行中の脳波 α 帯域事象関連
同期(ERS)/脱同期(ERD)について ─健常群/注意欠如・多動症[ADHD]群での検討─」
渡邊さつき：平成 30 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「動画像によるてんかん発作検知システムの開発
研究」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
以下のような研究会、懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している。
①埼玉精神医学懇話会
②埼玉県児童思春期精神保健懇話会
③埼玉てんかん懇話会

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
1. 教育 ①卒前 精神医学の広範な分野に渡り専門医師による講義が円滑に行われた。また、臨床実習では受け持ち患者
に対して指導医による詳細な指導が行われ、クルズスでは専門領域の担当者との間で活発な議論が行われた。②卒後 病
棟・外来における担当症例の診療を通じて、臨床的な指導が円滑に行われ、各種カンファレンスでも学術的な面も含めた
指導が行われた。
2．研究
臨床研究については、気分障害、てんかん、児童青年期診療といった当科の診療機能における特性を生かす形で、各グ
ループより研究成果の発表がなされた。また、基礎研究についても神経科学領域で継続して論文発表がなされ、神経生理
学領域でも大学院生の学位論文が受理された。
3. 診療
精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療に特化した機能を充実させ、精神科救急入院料（ｽｰﾊﾟｰ救急）の施
設基準も平成 21～令和元年度と 11 年連続で達成することができた。また、法人内他施設と連携した児童青年期診療（か
わごえクリニックと連携）や自殺企図後のこころのケア（国医セ救命救急科と連携）等も引き続き継続することができた。
一方、気分障害やてんかんについては新たに専門診療の拡充を図り、患者数増加につなげることができた。地域の一般精
神科医療に広く対応するとともに、精神科救急診療、精神・身体合併症診療、各種専門診療（気分障害、てんかん、児童
青年期診療、言語療育訓練、自殺企図後のこころのケア）等、当科独自の機能を生かす形で地域に貢献できたと思われる。
7－2．次年度の改善計画
1．教育 ①卒前 講義については引き続き内容を充実させつつ学生の満足度も高める工夫を行っていく。実習については
より臨床場面での体験を重視した内容にカリキュラムを改編する予定である。②卒後 引き続き実臨床での担当症例の診
療を通して指導を行うとともに、各種カンファレンスにおいてはより学術的に踏み込んで指導を行い、これまで以上に精
神医学への理解を深めてもらうよう工夫を重ねていく。
2．研究 今後も気分障害、てんかん、児童青年期診療といった当科の診療機能における特性を生かし、研究報告や臨床症
例報告を継続・発展させ、臨床技能の向上に役立つ知見を集積していきたい。また、従来の基礎研究も継続し発展させ、
各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていきたい。
3．診療 令和 2 年度より、亜急性閉鎖病棟 44 床（個室・保護室 12）に関し、精神科急性期医師配置加算および精神科入
院基本料 13：1 の算定を開始する予定である。令和元年度より、施設基準の達成に向け取り組みを開始しており、精神科
リエゾンチームを立ち上げるとともに、平均在院日数の短縮（80 日以内）、精神・身体両面の対処を要し救急搬送された
事例を 12 時間以内に精神科医が診察（5 件/月以上）等の要件が安定して達成できるよう、診療体制の整備を行ってきた。
令和 2 年度よりこれら施設基準を遺漏なく達成していく。
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1．33）緩和医療科
１．構成員
岩瀬
芳賀
上條
松本
小原
石黒
安部
若林
川田
佐藤

哲（IWASE, Satoru）:教授：運営責任者：診療科長：研究主任：緩和医療学：博士
佳之（HAGA, Yoshiyuki）:兼担教授 :救急医学 :博士
吉人（KAMIJO, Yoshito）:兼担教授 :中毒学、救急医療一般 :博士
佳祐（MATSUMOTO, Keisuke）:兼担助教 :救急医学、緩和医療学
かおり（KOBARA, Kaori）:非常勤医師 :消化器外科学、乳腺外科学
睦子（ISHIGURO, Chikako）:非常勤医師 :救急医学
能成（ABE, Kazunari）:研究員 : 作業療法士
恒平（WAKABAYASHI, Kohei）:研究員：修士（MBA）
昌孝（KAWATA, Masayuki）:研究員 :社会福祉士
拓哉（SATO, Takuya）:研究補助員 :医療事務作業補助者

２．教育
2-1．目的･目標
・基本的緩和ケアの理解(目的)と習得(目標)
・専門的緩和ケアの理解(目的)と実践(目標)
・緩和ケア・コンサルテーションの理解(目的)と実践(目標)
・地域医療介護連携の理解（目的）
・ロコモ/フレイル予防の理解（目的）
2-2．教育内容（担当者）
(1) 緩和ケア総論講義（岩瀬）
(2) 緩和ケア各論講義（岩瀬、松本）
（内容）疼痛、倦怠感、不眠、せん妄、嘔気/嘔吐、食欲不振、呼吸困難、抑うつ、不安、ロコモ、がんロコモ、
フレイル、サルコペニア、カヘキシー
(3) 緩和ケア・コンサルテーション演習（岩瀬）
①院内コンサルテーション ②地域コンサルテーション
(4) ロコモ/フレイル外来（岩瀬）
2-3．達成度
１）緩和ケア講義
医学部 5 年生講義
日時：令和元年 6 月 1 日（土）
、担当者：岩瀬
その他：医学部講義収録：全身倦怠感

哲

医学部 4 年生講義 地域 11
日時：令和元年 10 月 16 日（水）
、担当者：岩瀬 哲
その他 医学部講義収録：地域医療における緩和医療
２）緩和ケア・コンサルテーション
緩和ケアチーム（医師、看護師、薬剤師、管理栄養士）を結成、平成 30 年 4 月よりコンサルト活動を開始。
依頼のあった入院患者の主科および病棟に対し、基本的緩和ケアの実践指導、専門的緩和ケアを提供した
（令和元年度の依頼件数は 211 件 ）。
３）緩和ケア（ロコモ/フレイル）外来
令和元年度は 881 件を診察 。全症例において、在宅医療を推奨、連携したソーシャル・ワーカ、ケア・マネージャ、
訪問看護師、介護福祉士に ADL（日常生活動作）モニタリングの意義についての情報提供し、SNS プラットホーム
（Medical Care Station: MCS）によるリアルタイムの情報共有を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
医学生に対しては限られた講義の中で、緩和ケアチーム、緩和ケア病棟、在宅緩和ケアの概論と身体・精神症状の
コントロールについて伝えることができた。また、研修医に対しては、基本的緩和ケアの習得と専門的緩和ケアの実践
を教育することができた。
次年度の計画としては、医学生に対して系統講義を担当し、緩和ケアチームに研修医と専攻医を受け入れて基本的
緩和ケアの理解と習得、専門的緩和ケアの理解と実践を目指していく。また、地域の訪問看護師、ケア・マネージャ、
介護福祉士に対して ADL（日常生活動作）のモニタリングを通して医療-介護連携の啓発を進めていく。そして、
地域包括ケアの充実を図るために高齢者の救急搬送の低減を目的とした医療-介護連携を進めていく。
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３．研究
3-1．目的・目標
①遠隔在宅支援システムを開発し、地域の救急搬送の低減、医療費の削減を目指す
②がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエビデンスに基づく標準的薬物療法の開発
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①令和元年度（2019 年度）文部科学省基盤研究（B）岩瀬班 研究代表者
課題名「遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究-無作為化比較試験」
②令和元年度（2019 年度）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）研究分担者
課題名「がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエビデンスに基づく標準的薬物療法の開発」
3-3．研究内容と達成度
①についての内容
わが国では 2025 年問題の対策として地域包括ケアの充実が求められているが、地域高齢者の救急搬送は年々増加傾向に
ある。消防白書では、2018 年に全国で救急搬送された患者（5,736,086 人）の 58.8％が高齢者（65 歳以上）であったと
報告されている。これは地域の医療/介護の連携が不十分であることを意味しており、高齢者の救急搬送を予防して、医
療費を削減する医療/介護の新しい連携システムが求められている。
2017 年、当研究チームは日常生活動作（ADL）のモニタリングと救急搬送の相関を前向きに調査し、ADL モニタリングが
終末期在宅患者の救急搬送を低減させることを国際誌に発表した。
2018 年、次に我々は加速度センサー（腕時計型）と筋電センサー（筋貼付型）を用いて遠隔から在宅患者の ADL 定量に
取り組んだが、加速度センサーでは座位-立位などの姿勢の区別が得られず、筋電センサーでは長時間の安定した電極の
貼付が不能であった。2019 年、我々は村田製作所（株）と MTG（株）との 3 者の共同研究契約を締結し、村田製作所が
開発した「ポリ乳酸圧電フィルム」（ピコリーフ TM）を用いて健常人の足首から生理振戦を測定した。そして、ピコリ
ーフによって測定された生理振戦波形（10Hz）と等尺性収縮時の発揮筋力との間に高い相関関係のあることを突き止め
た（相関係数：0.95）。また、その後、ピコリーフを用いて測定したアキレス腱（足首）の生理振戦波形と下肢筋群（前
脛骨筋、腓腹筋、ヒラメ筋、大腿四頭筋）の筋電図波形との間に非常に高い相関のあることを発見した（未報告）
。
これらの先行研究によって我々は①「ADL モニタリングは高齢者の救急搬送を低減する」
、②「ポリ乳酸圧電フィルム（ピ
コリーフ）は遠隔的に ADL を定量する医療機器に成り得る」という 2 つの POC（proof of concept）を取得したと考え
た。そこで、本研究では救急搬送リスクの高い高齢者にピコリーフ内蔵の足首バンドを装着、
「ADL 遠隔モニタリング群」
（介入群）と「ADL 非モニタリング群」
（コントロール群）に無作為化し、介入後 90 日の緊急搬送（率）を両群で比較、
遠隔 ADL モニタリングが高齢者の救急搬送を低減し、ポリ乳酸圧電フィルムがリアルタイムの ADL 遠隔定量を非侵襲的
かつ正確にできることを実証する。
① サンプル数の設定根拠：
プライマリー・エンドポイントである「在宅介入後 90 日の緊急再搬送（率）
」について、先行研究より介入群の推定値
を 65%、対照群の推定値を 35%とし、主要な解析であるカイ二乗検定(両側検定)の有意水準を両側 5%、検出力を 80%とし
た場合、必要な症例数は両群で 86 例(片群 43 例)となり、若干の脱落例を考慮して、目標症例数を両群で 90 例(片群 45
例)と設定した。
①の達成度について
2018 年度
・本無作為化比較試験のための IDMC(独立データモニタリング委員会)およびデータセンター構築。
・データセンターの設置は、緩和ケアの多施設共同試験で国際的に評価の高いオーストラリアの臨床研究グループ
PaCCSC (Palliative Care Clinical Studies Collaborative,
http://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/97/Default.aspx)とノウハウを共有している研究支援組織 JORTC
(http://www.jortc.jp/)に依頼した。
・試験プロトコールの完成と完全非公開型医療介護専用 SNS を選択。
・EDC (Electric Data Capture:電子的臨床情報収集)システム構築。
2019 年度
・埼玉医科大学倫理審査委員会(IRB)に本試験のプロトコール審査依頼（2020 年 11 月 11 日承認）
・2020 年 2 月 19 日 患者登録開始
・2020 年 3 月 31 日 両群で計４例登録
② についての内容
がん対策推進基本計画の全体目標の１つは「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」であ
る。そのためには、患者の苦痛に対して適切な薬物療法を行う必要があるが、実地医療において緩和治療薬の適正な使用
は未だ進んでいない。この最も大きい理由の一つとして、緩和医療に関するガイドラインや教育において、明確なエビデ
ンスに基づいた治療プロトコールが示されていないことがある。したがって、有効な緩和治療を明確にし、そのエビデン
スを創出することが緩和医療領域における最重要課題となっている。痛みは多くのがん患者が経験する症状であり、特に
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神経障害性疼痛（以下、NP）は難治性で質の高い明確なエビデンスのある薬剤がない現状がある。特にがん性の NP に対し
ては、エビデンスに乏しかった（ガバペンチン誘導体使用後の研究は皆無であった）ため、我々は 2012 年、デュロキセチ
ン（以下、DLX）の効果の可能性を報告した（Matsuoka et al Anticancer Research 2012）
。本研究論文は、Pain Management
Online において 2012 年のアクセス数で疼痛部門世界第 1 位を記録しており、疼痛を専門とする臨床家の注目する観察研
究であることが示唆された。そこで、2013 年度には笹川記念保健協力財団のホスピス緩和ケアに関する研究助成を得て、
本先行研究を探索的研究と位置づけ、がん患者の NP に対する DLX の効果を検証するために、ガバペンチン誘導体の不応例・
不耐例に対する「無作為化二重盲検プラセボ対照比較試験」
（シェーマ 1）を企画した。本試験のデータセンター、プロト
コール審査委員会、独立データモニタリング委員会の設置は、厚生労働省「第 3 次対がん総合戦略研究事業」において緩
和ケア臨床試験のために整備され、現在オーストラリアの多施設共同研究グループ PaCCSC(Palliative Care）とノウハウ
共有を行っている研究支援組織 JORTC(NPO 法人日本がん研究・治療機構 http://www.jortc.jp/)と協働して進めた。さら
に、2014 年には文部科学科研費：若手研究(B)を得てプロトコールを作成し、同じく 2014 年分担研究者として厚生労働科
学研究費補助金（がん臨床研究事業）の助成を得て、本研究のプロトコールは 2015 年 2 月、第 3 者機関である JORTC のプ
ロトコール審査委員会の承認を得た。そして、主任研究者の所属機関である近畿大学付属病院の倫理委員会を同年 5 月に
通過、2015 年 7 月より登録が開始された。
② の達成度について
緩和医療に関するガイドラインや教育において、明確なエビデンスに基づいた治療プロトコールが示されていない、が
ん患者の神経障害性疼痛の標準治療が確立する。
創出されるエビデンスは、わが国の緩和ケア領域のガイドラインと教育（厚生労働省委託事業「緩和ケア研修会」
）に反
映される。
現在、保険適応の点から実地医療で使用することができないデュロキセチンについて、
「社会保険診療報酬支払い基金」
の審査情報提供検討委員会に対する本研究成果の提出が早まり、がん患者のアンメット・メディカル・ニーズの解消が期
待できる。
日本初の緩和医療領域の国際多施設共同ランダム化比較試験であるため、緩和医療の恒久的な多施設共同試験体制基盤
を構築することができる。
現在、世界で最も評価される緩和医療組織に成長している PaCCSC との日豪国際共同研究であるため、上記基盤水準の向
上と安定が見込める
セカンドライン試験（AMED 研究費支援：2014 年 4 月～2017 年 3 月（岩瀬班）
、2017 年 4 月～2020 年 3 月）
症例集積期間：2015 年 7 月 登録開始-2017 年 11 月 症例集積終了
成果：2017 年 8 月、プロトコール論文が BMJ Open に Accept
2018 年 6 月、日本緩和医療学会最優秀演題賞受賞、ASCO 発表
2019 年 6 月、主論文が Journal of Pain and Symptom Management に Accept
2019 年 9 月、副論文が Supportive Care in Cancer に Accept
ファーストライン試験（国際共同試験）
2017 年 8 月以降
約 1 年かけて豪州学会等で研究開始の告知。
2017 年 8-12 月
研究開発代表者はプロトコール作成のため渡豪（PaCCSC への留学）
。
2018 年 3 月
プロトコール（英語）の作成を開始～完成し帰国（12 月）
。
2019 年 3 月
本国際共同研究の実行が正式決定、研究開発代表者は本研究を行うため、
2022 年度までの 3 年間の Adjunct Fellow として登録。豪州内でも研究費応募開始。
2019 年 3 月
臨床研究法上の認定倫理審査委員会提出、5 月承認、7 月再提出、9 月再承認。
2019 年 11 月、2020 年 1 月 日豪キックオフミーティング
2019 年 12 月
豪州での本研究のための国家研究費を獲得（2020 年 1 月～）。
2020 年 1-2 月
国際共同研究を jRCT に登録、2 月 4 日登録開始。

日豪国際共同試験(1 月 27 日 jRTC 登録、2 月 6 日試験開始)
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主要評価項目：Day14 の疼痛 NRS（直近 24 時間最悪 NRS の群間比較）
副次評価項目：HADS、SF-MPQ-2、EORTC QLQ-C15-PAL 等
※使用する評価尺度の多くは、患者報告アウトカム（Patient Reported
Outcome：PRO）であり、患者会の評価を事前に受けている
対象症例：160 例（日本 100 例、豪州 60 例）
投与スケジュール

研究体制及び役割
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3-4．自己評価と次年度計画
2018 年に文部科学省科研費（基盤 B）を獲得し、2020 年 2 月には無作為化比較試験を開始するに至った。また、2019 年に
は AMED 委託事業として、緩和ケア・セカンドラインの第３相試験を完遂することができた。そして、緩和ケア・ファース
トラインのグローバル試験（オーストラリアとの共同試験）の準備を整えることができた。また、産学連携により ADL 活
動量計の開発研究を進めることもできたので、令和元年度は目標以上の研究成果を報告することができた。次年度はそれ
ぞれの研究体制を維持し、さらに成果を上げることが期待できる。

４．診療
臨床では、多職種により構成された緩和ケアチーム（医師、看護師、薬剤師、管理栄養士）を設置、入院患者さんの
疼痛緩和や、退院時に向けた在宅環境調整、患者さんの治療方針の決定を支援する為の ACP（人生会議）支援などを中
心とした診療を行なっている。
研究では、文科省科研費（基盤 B）を獲得しており、在宅緩和ケアの臨床試験（RCT）を実施している。
教育では、医学生に対して系統講義を担当し、緩和ケアチームに研修医と専攻医を受け入れて、研修医は基本的緩和ケ
アの理解と習得を、専攻医は専門的緩和ケアの理解と実践を目標とする。また、地域の訪問看護師、ケア・マネージャ、
介護福祉士に対して ADL（日常生活動作）のモニタリングを推奨し、地域包括ケアの充実を図るために救急搬送の低減
を目的とした医療-介護連携システムの開発を行っている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本リンパ浮腫学会
日本リンパ浮腫学会

学術委員会委員長 （岩瀬）
ガイドライン委員会副委員長

（岩瀬）

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
令和元年 8 月

第 5 回 日本キャンサーフォーラム（国立がん研究センター中央病院） 実行責任者：岩瀬

哲

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hamaguchi R, Tsuchiya T, Miyata G, Sato T, Takahashi K, Miura K, Oshio H, Ohori H, Ariyoshi K, Oyamada S,
Iwase S.
Efficacy of oral administration of cystine and theanine in colorectal cancer patients undergoing
capecitabine-based adjuvant chemotherapy after surgery: a multi-institutional, randomized, double-blinded,
placebo-controlled, phase II trial (JORTC-CAM03)
Support Care Cancer. 2019. Dec 6.
②

Matsuoka H, Iwase S, Miyaji T, Kawaguchi T, Ariyoshi K, Oyamada S, Satomi E, Ishiki H, Hasuo H,
Sakuma H, Tokoro A, Matsuda Y, Tahara K, Otani H, Ohtake Y, Tsukuura H, Matsumoto Y,
Hasegawa Y, Kataoka Y, Otsuka M, Sakai K, Nakura M, Morita T, Yamaguchi T, Koyama A.
Predictors of duloxetine response in patients with neuropathic cancer pain: a secondary analysis of a
randomized controlled trial-JORTC-PAL08 (DIRECT) study.
Support Care Cancer. 2019. Nov 25.

③

Mori M, Morita T, Matsuda Y, Yamada H, Kaneishi K, Matsumoto Y, Matsuo N, Odagiri T, Aruga E,
Watanabe H, Tatara R, Sakurai H, Kimura A, Katayama H, Suga A, Nishi T, Shirado AN, Watanabe T,
Kuchiba A, Yamaguchi T, Iwase S.
How successful are we in relieving terminal dyspnea in cancer patients? A real-world multicenter prospective
observational study.
Support Care Cancer. 2019. Oct 19.

④

Kanai Y, Ishiki H, Maeda I, Iwase S.
A survey of practice in management of malignancy-related ascites in Japan.
PLoS One. 2019. Aug 9;14(8)

⑤

Matsuoka H, Iwase S, Miyaji T, Kawaguchi T, Ariyoshi K, Oyamada S, Satomi E, Ishiki H, Hasuo H,
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Sakuma H, Tokoro A, Shinomiya T, Otani H, Ohtake Y, Tsukuura H, Matsumoto Y, Hasegawa Y,
Kataoka Y, Otsuka M, Sakai K, Matsuda Y, Morita T, Koyama A, Yamaguchi T.
Additive Duloxetine for Cancer-Related Neuropathic Pain Nonresponsive or Intolerant to Opioid
PregabalinTherapy: A Randomized Controlled Trial (JORTC-PAL08).
J Pain Symptom Manage. 2019. Oct;58(4):645-653.
⑥

Yoshizawa T, Kamijo Y, Hanazawa T, Suzuki Y, Fujita Y, Usui K, Hirata S, Kishino T.
Which of hemodialysis and direct henmoperfusion is more recommended for treating severe caffeine poisoning?
Am J Emerg Med., 2019.03.010.. doi:10.1016/j.ajem.

⑦

Haga Y, Kamijo Y, Yoshizawa T, Hanazawa T, Yokoyama N, Kishino T.
QTc prolongation and torsade de pointes induced by extreme eperisone overdose.
Clin Toxicol, 2019.1592186.doi: 10.1080/15563650

⑧

Usui K, Kobayashi H, Fujita Y, Kubota E, Hanazawa T, Yoshizawa T, Kamijo Y, et al.
An ultra-rapid drug screening method for acetaminophen in blood serum based on probe electrospray ionization
mass spectrometry.
J Food Drug Anal., 2019.27:786-792.

⑨

Usui K, Minami E, Fujita Y, Kubota E, Kobayashi H, Hanazawa T, Yosizawa T, Kamijo Y, Funayama M.
Application of probe electrospray ionization-tandem mass spectrometry to ultra-rapid determination of
glufosinate and glyphosate in human serum.
J Pharm Biomed Anal., 2019.29:174-181.

6-2．獲得研究費
① 令和元年度（2019 年度）文部科学省基盤研究（B）岩瀬班 研究代表者
課題名「遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究-無作為化比較試験」
② 令和元年度（2019 年度）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）研究分担者
課題名「がん患者の難治性神経障害性疼痛へのエビデンスに基づく標準的薬物療法の開発」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
当診療科については、2017 年 10 月より基本学科として診療と研究、教育を行っており、多職種協働でのチームコンサ
ルテーションについては 2018 年 4 月より診療体制を整えた。救急科などの他の診療科との協力体制が整う中で、外来患者
ついては順調にその数が増加傾向にある。また病院内でのチームコンサルテーションにおいては、各診療科へ認知される
ようになり、依頼件数は増加傾向にある。
研究における活動については、獲得した科研費をベースに研究出口に向けて体制を維持していきたい。教育については
次年度より大学院教育がはじまるに至った。大学院生の指導、そして、専攻医の指導を充実させていきたい。
7－2．次年度の改善計画
臨床（緩和ケアチーム）
2018 年 4 月に緩和ケアチーム（医師 2 名、看護師 1 名、薬剤師 3 名、管理栄養士 2 名）発足、2019 年 4 月から緩和ケア診
療加算（390 点/日）と個別栄養食事加算（70 点/日）の算定を開始した。当緩和ケアチームは、入院患者さんの疼痛/苦痛
緩和や、退院時に向けた在宅環境調整、患者さんの治療方針/療養環境の意思決定支援する為の ACP（人生会議）開催など
を中心とした診療を行なっている。2019 年度は 211 人に介入、緩和ケア診療加算は 24 万 7 千 650 点、個別栄養食事加算
は 4 万 2 千 630 点を算定した。2018 年度の介入件数は 60 件であり、緩和ケアチームの院内での認知度が上がっていると
考えられる。したがって、次年度は現在の体制を維持しつつ、依頼件数と診療加算算定の増加に取り組みたい 。
臨床（外来）
当科では 2025 年問題に備え、地域高齢者の「ロコモ」と「フレイル」を早期に同定し、地域高齢者の日常生活を支援し
て「ロコモ」と「フレイル」の予防を推進、地域高齢者の健康寿命を延伸して、個々の、そして地域の医療費削減を目指
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している。2018 年度は 389 人であったのに対し、2019 年度の外来患者数は 881 人であった。まだ外来をオープンして日が
浅いが、院内の認知度が上がってきてきると考えられ、現体制を維持しつつ、2020 年度はさらに外来関数を増加させたい
。
臨床（入院管理）
2018 年度下半期から当科は救急科とベットを共有しており（西館 6 階全 5 床）
、2019 年度はのべ 1,696 人（1 日平均 4.6
人）の患者を診療した。2020 年度は病棟を南館 5 階に移し、全 10 床で病床を運営する。外来患者数の増加に伴い、次年
度は入院患者数の増加が期待できる。
研究
2018 年に文部科学省科研費（基盤 B）を獲得し、2020 年 2 月には無作為化比較試験を開始するに至った。また、2019 年に
は AMED 委託事業として、緩和ケア・セカンドラインの第３相試験を完遂することができた。そして、緩和ケア・ファース
トラインのグローバル試験（オーストラリアとの共同試験）の準備を整えることができた。また、産学連携により ADL 活
動量計の開発研究を進めることもできたので、令和元年度は目標以上の研究成果を報告することができた。次年度はそれ
ぞれの研究体制を維持し、さらに成果を上げることが期待できる。

教育
次年度の改善計画としては、引き続き医学生に対する系統講義を担当し、研修医と専攻医を受け入れて基本的緩和ケアの
理解と習得、専門的緩和ケアの理解と実践を目指していく。また、地域の訪問看護師、ケア・マネージャ、介護福祉士に
対して ADL（日常生活動作）のモニタリングを指導し、医療-介護連携を推進していく。
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1．34）臨床検査医学（中央検査部）
１．構成員
前田卓哉（MAEDA,Takuya）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：代表指導教員（大学院）
：検査医学：博士
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：教授：検査医学、輸血医学、造血幹細胞移植：博士
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）
：准教授：教育主任：検査医学、超音波診断学、肝臓内科学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育】
疾病の病態生理を正しく理解し、臨床検査を総合的にとらえることができる、問題解決能力の高い臨床医の育成を目
指すとともに、研究マインドの育成を重要な教育目標とする。
【卒後教育】
所属診療科を問わず、中央検査部で持てる診療・検査技術を積極的に共有し、すべての臨床医の診療技術向上に貢献
することを目標とする。
【大学院教育】
臨床検査医学を通じて科学的な思考能力を培い、生物科学を超えた総合的な人間の学問としての医学を自律的に実践
できる人材育成を目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
実践教育を重視し、大学病院中央検査部と一体化となり教育を行っている。基礎医学と臨床医学の融合、研究マイン
ドの育成にも特に力をいれる。基礎医学系教室と連携しながら、医学部および保健医療学部学生に対する積極的な研
究指導を行い、複数の課外学習プログラムを開講している。
【卒前教育】
医学部３年生の「診療の基本」では、臨床医学の導入の役割を果たす。化学・免疫血清、尿・便、細菌・遺伝子、輸
血、超音波検査について担当した（池淵・森吉）
。
「病気の基礎 2」コースでは、
「感染」ユニットの一部を分担してお
り、細菌学・ウイルス学の系統講義、ならびに「感染」実習にも参画した(前田)。医学部５年生の BSL では、採血実
習のほか、血液検査室では末梢血塗抹標本の作成・顕微鏡観察を指導し、細菌検査室ではグラム染色の実践と、さま
ざまな固定標本の観察指導を実施した(全員)。生理機能検査室では心電図、呼吸機能、超音波検査を学生同士で体験
させ、検査法の理解と共に、検査を受ける患者の立場の理解を深めた(全員)。Reversed Clinico- pathological
Conference (R-CPC) 形式の検査データの解釈演習を取り入れ、臨床に即した教育を実践した (前田)。このほか、臨
床実習後 OSCE にも参加し、模擬患者役のボランティアへの指導にも取り組んだ(前田)。
研究マインド育成について、課外学習プログラム(医学部・保健医療学部)を担当・実施した(前田）
。さらに、研究医
養成プログラム学生１名を受け入れ・研究指導に当たったほか、保健医療学部（臨床検査学科）の卒業研究生（1 名）
の受け入れ・指導に当たった(前田)。
保健医療学部生(8 名)の臨地実習を中央検査部全体として受け入れ、指導をした。さらに、外部の臨床検査技師育成
機関(3 施設、9 名)の臨地実習学生を受け入れ、指導した（全員）
。
他大学では、前田が慶應義塾大学医学部「寄生虫学」 (3 時間) を担当した。
【卒後教育】
希望する研修医に対して、超音波検査(主として腹部)を約１カ月間教育指導し、診断力の向上に貢献した(森吉)。中
央検査部では、臨床検査技師による若手医師を対象とした腹部超音波、心臓超音波検査のハンズオンセミナーを実施し
たほか、歯科口腔外科医師を対象とした口腔内エコー検査、頸部臓器エコー検査のハンズオンセミナーも開催した。
【大学院教育】
感染症科・感染制御科とともに社会人大学院生１名を受け入れ、研究指導を実施した。2019 年度には、大学院生が筆
頭著者となる 3 編の英文学術論文を成果として公表した(前田)。
2-3．達成度
教育において、概ね目標の 70%が達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
前年度の自己点検評価を参考とし、BSL のカリキュラムを一部修正し、教育設備・資材の更新・充実を急いだ。臨床
検査技師による指導時間の一部を教員による指導に移行し、新たに検査データの解釈演習の時間を取り入れた。顕微鏡
を用いた観察・指導環境が不十分であったことから、観察実習室を新たに整備し、3 台の教育実習用顕微鏡を導入した。
教育用標本についても新規に作製し、BSL に使用する実習書を作成した。実習書は学生に 1 部ずつ配布し、実習終了後
にも自己学習に活用できるように配慮した。今後も学生の意見や国家試験の出題傾向を踏まえ、随時改定作業を行いた
い。なお、整備した観察実習室やその観察標本については、他診療科での研修医教育のほか、保健医療学部学生ならび
に外部教育機関の臨地実習における教育にも使用し、それぞれの教育効果が高まるように配慮した。
卒前・卒後教育ならびに大学院教育の拡充のため、拡張された遺伝子検査室に新たに研究・教育環境を整備したほか、
ゲノムデータベースの解析ができるコンピュータ環境を整備した。これらは、研修医、臨床検査技師、学部学生、大学
院生の教育・研究に活用し、トランスレーショナル・リサーチの環境整備にも貢献できた。
次年度には、学生による評価をもとに教育環境の充実とカリキュラムの見直しを随時行い、教育効果を高めるための
変化を惜しまず行いたい。また、臨床検査医学の大学院生受け入れのための教育環境整備を継続する。
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３．研究
3-1．目的・目標
日々の診療の中から克服すべき課題を拾い上げ、科学的手法を用いて解決する。基礎-臨床融合型のトランスレーシ
ョナル・リサーチに取り組み、患者の医療に貢献することを研究の目的としている。学内外の研究機関との共同研究を
推進するとともに、本学で行われる臨床研究にも積極的に支援し、中央検査部のレファレンス機能を確立させる。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①分子生物学的手法による感染症診断技術の開発と薬剤耐性菌の分子疫学解析（前田）
②フラグメント解析による神経変性疾患の遺伝子診断とナノポア・シーケンス技術の応用（前田）
③シャーガス病の診断技術の新規開発と、我が国における実態解明（前田）
④超音波診断法の開発（森吉）
⑤先天性異所性骨形成疾患(FOP)遺伝子解析について共同研究（池淵）
3-3．研究内容と達成度
①ナノポア・シーケンス技術を活用した診断技術の開発に取り組んだ。網羅的なゲノムシーケンスによる起炎菌の同定
と、薬剤耐性遺伝子の検出法の臨床的意義を明らかにし、国際学術論文にて公表した。さらに、ストレプトコッカス
属菌の分子同定にナノポア・シーケンスを応用し、その有効性を明らかにした(前田：達成度 70%)。
②トリプレット・リピート病診断へのナノポア・シーケンス技術の実用性を明らかにすることを目的としている。当院
脳神経内科との共同研究として臨床研究計画を作成し、大学病院 IRB において研究計画が承認された(前田：達成度
10%)。
③三菱財団ならびに日本感染症学会の助成を受け、in-house で作製した抗体検査法の有用性を検証するとともに、国
内のシャーガス病の実態調査を開始した。これまでの研究成果をもとに、国内患者の高い合併症発症率を明らかにし、
積極的な介入の必要性を明らかにした（前田：達成度 60%）
。
④皮下腫瘤の超音波検査結果をまとめ、エコーパターンから診断に寄与できる可能性について検討を続けている。汗腺
系腫瘍と毛包系腫瘍の超音波検査所見についてまとめ、学会でその成果を公表した(森吉：達成度 70%)。
⑤ゲノム先天性異所性骨形成疾患(FOP)の遺伝子変異はゲノム医学センター・小児科・整形外科とチームを構成し、全
国の施設から依頼があれば検体搬送を受けて検査をする体制を構築した。また１塩基変異の種類と疾患病態との対応
について、検討を開始した(池淵：達成度 90%）
。
3-4．自己評価と次年度計画
①2 編の国際学術雑誌への成果公表と、
国際学会(欧州臨床微生物学会; ECCMID)において成果を公表した。
次年度には、
小児脳炎・脳症患者に対する網羅的ゲノム解析と、それによる原因微生物の同定技術を確立させ、その実用性を検証
する。さらに、眼科の研究グループとともに、網羅的シーケンス解析による眼感染症の原因微生物の同定法を確立さ
せ、2021 年度開始の先進医療へと発展させる。
②先進医療とリンクした新しい診断技術の開発研究である。ナノポア・シーケンスの特性を活かし、従来のフラグメ
ント解析に変わる正確性の高いシーケンス解析技術を確立し、2021 年度内の成果公表を目指す。なお、本研究計画
の一部は先進医療の内容を含み、2020 年度の本格稼働を目指している。本研究は、脳神経内科との共同研究として
実施する。
③学外から研究費を十分に獲得することができ、長崎大学および NPO 法人と協力し、全国各地で啓発活動を実施した。
次年度は慶應義塾大学と共同し、本年度に完成させた in-house の抗体検査法の有用性を検証し、我が国でも持続可
能な検査キットとしての臨床的意義を検証する。
④超音波診断法ではエコー所見と病理組織診断とを合体して検討する。同じ方法で皮下腫瘤、悪性リンパ腫、その他
の疾患を調査継続する。
⑤FOP の遺伝子診断法に関連し、一塩基変異をすべて検出できる PCR システムを構築した。現在、その成果を海外学術
雑誌の誌面上にて公表する準備をすすめている。

４．診療
専任医師 3 名、臨床検査技師 70 名(常勤)が所属し、非常に多様性に富む組織である。精確かつ信頼性のある検体検
査・生理機能検査を迅速に提供し、大学病院の診療全体に貢献することを目的とする。さらに、大学病院が担うあら
ゆる高度・先進医療に協力し、検査医学の進歩に貢献するために活動している。年々、検査実施件数のほか、検査項
目は増大しており、柔軟に対応できる組織力が求められている。そのため、限られた人員のなか、効率的な業務の実
施が求められており、部門を超えた協力体制の構築、人員の流動的配置が今後の課題である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（池淵）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本感染症学会雑誌編集委員（前田）
、Clinical Parasitology 編集委員（前田）
、日本輸血・細胞治療学会査読委員
（池淵）
、埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
、日本臨床検査医学会査読委員（池淵）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本臨床寄生虫学会理事（前田）、日本感染症学会評議員（前田）、日本寄生虫学会評議員（前田）、日本熱帯医学会
評議員（前田）、埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人（池淵）、埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）、女子栄養大学
非常勤講師（池淵）
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sakai J, Tarumoto N, Kodana M, Ashikawa S, Imai K, Kawamura T, Ikebuchi K, Murakami T, Mitsutake K, Maeda
T, Maesaki S. An identification protocol for ESBL-producing Gram-negative bacteria bloodstream infections
using a MinION nanopore sequencer. J Med Microbiol 2019; 68(8): 1219-1226.
② Imai K, Ishibashi N, Kodana M, Tarumoto N, Sakai J, Kawamura T, Takeuchi S, Taji Y, Ebihara Y, Ikebuchi
K, Murakami T, Maeda T, Mitsutake K, Maesaki S. Clinical characteristics in blood stream infections caused
by Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, and Klebsiella quasipneumoniae: a comparative study, Japan,
2014-2017. BMC Infect Dis 2019; 19(1): 946.
③ Imai K, Nemoto R, Kodana M, Tarumoto N, Sakai J, Kawamura T, Ikebuchi K, Mitsutake K, Murakami T, Maesaki
S, Fujiwara T, Hayakawa S, Hoshino T, Seki M, Maeda T. Rapid and Accurate Species Identification of Mitis
Group Streptococci Using the MinION Nanopore Sequencer. Front Cell Infect Microbiol 2020; 10: 11.
④ Imai K, Misawa K, Osa M, Tarumoto N, Sakai J, Mikita K, Sayama Y, Fujikura Y, Kawana A, Murakami T, Maesaki
S, Miura S, Maeda T. Chagas disease: a report of 17 suspected cases in Japan, 2012-2017. Trop Med Health
2019; 47: 38.
⑤ Watanabe N, Kobayashi K, Hashikita G, Taji Y, Ishibashi N, Sakuramoto S, Mitsutake K, Ikebuchi K, Ebihara
Y. Hepatic gas gangrene caused by Clostridium novyi. Anaerobe 2019; 57: 90-92.
⑥ Tarumoto N, Imai K, Sakai J, Misawa K, Nakayama S, Maesaki S, Ohnishi M, Maeda T. A novel detection procedure
for mutations in the 23S rRNA gene of Treponema pallidum with a peptide nucleic acid-mediated loop-mediated
isothermal amplification assay. ECCMID (Amsterdam, Netherlands) 2019.
⑦ Sakai J, Tarumoto N, Imai K, Maeda T, Maesaki S. A method using the MinION nanopore sequencer for detecting
bacteria and ESBL-producing species in the bloodstream. ECCMID (Amsterdam, Netherlands) 2019.
⑧ Misawa K, Hamamoto T, Imai K, Tarumoto N, Kawana A, Maesaki S, Maeda T. Constructing the rapid detection
methods of drug-resistance mutation of tuberculosis using mobile nanopore sequencer, MinION. ECCMID
(Amsterdam, Netherlands) 2019.
⑨ 加藤由佳, 山田攻, 鈴木雅之, 内野富美子, 山麻衣子, 本田優未, 岡田義昭, 池淵研二 . エルトロンボパグ服用
中患者の自己血血漿の色調変化. 輸血細胞治療学会誌 2019; 65: 845-846.
⑩ 加藤由佳, 深田愛, 中別府奈穂子, 松岡優, 武内信一, 山岡美穂, 池淵研二 . 扁平上皮癌関連抗原(SCCA)測定試
薬の比較検討. 日本臨床検査自動化学会会誌 2019; 44: 647-652.
【総数：論文 7 件、学会発表 13 件、講演 3 件】
6-2．獲得研究費
① （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生物叢の
解析-NTM 感染症の病態解明-」研究代表者（前田）
② （独）日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)「抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応
抗原の解明」研究分担者（前田）
③ 日本医療研究開発機構 (AMED) 先進的医療機器・システム等技術開発事業「迅速ウイルス検出機器導入実証」研究
分担者（前田）
④ 第 50 回 三菱財団社会福祉 事業・研究助成 「我が国に居住する南米出身者のシャーガス病罹患状況調査と診療支
援体制の構築」研究代表者（前田）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
特願 2019-175273「淋菌の DNA ジャイレースのサブユニット A の 83 番目のアミノ酸をコードする塩基配列における変
異の有無を検出するためのプライマーセット、淋菌のフルオロキノロンに対する感受性を評価するためのプライマーセ
ット、及びそれらの使用」(前田; 共同出願)
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 30 回日本臨床寄生虫学会 大会長（前田）

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
少人数の基本学科ではあるが、病院中央検査部としての機能維持(検査業務、精度管理、臨床医とのインターフェー
ス、新規検査技術の導入検証など)のほか、学部・大学院教育、研修医教育、さらには臨床検査技師への教育にも一層
の強化が必要である。
医学部教育においては、臨床検査医学の系統講義および BSL にとどまらず、基本学科の特性を活かせる教育プログラ
ムは多岐にわたり、より一層の教育への参加が必要であると考えている。大学院教育においては、特に臨床検査技師の
卒後教育の一環と捉える必要がある。大学院教育の充実は病院機能強化に直結するため、特に本学保健医療学部と連携
し、大学院教育を積極的に推進することが重要である。高度な技術をもち、国内で指導的役割を果たす臨床検査技師の
育成は重要な機能であり、全力で取り組む必要がある。
研究においては、病院全体のリサーチ・レファレンス機能をもつことが求められており、先進医療のほか、さまざま
な診療科との共同研究・治験に対して、積極的に協力・支援ができる体制を構築する。臨床検査技師の高い専門性を育
成するため、検査技師にとる研究を積極的に行い、さまざまな支援体制の構築に取り組む。組織的な公的研究費獲得を
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図る必要があり、他診療科と連携し、継続した外部資金獲得を目指す。
7-2．次年度の改善計画
持続的な教室の発展を維持するため、若手教員の確保が課題であるほか、学内外と研究機関・医療機関との連携を一
層強化したい。一部施設で老朽化・狭隘化していることから、外部資金も積極的に取り込み、設備・備品の更新を継
続して行う。臨床検査技師のエンゲージメント向上のため、職場環境の改善、業務効率の改善・部内会議のスリム化、
専門資格取得のためのサポート、積極的な研究指導に取り組む。法令を遵守し、透明性の高い運営を行う。
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1．35）中央病理診断部
１．構成員
佐々木 惇 (SASAKI，Atsushi):教授: 運営責任者：教育主任・研究副主任:代表指導教員（大学院）
：神経病理学:博士
山田 健人（YAMADA, Taketo）
：教授：研究主任：腫瘍病理学：博士
石澤 圭介 (ISHIZAWA，Keisuke):准教授(神経内科兼担):神経病理学:博士
市村 隆也 (ICHIMURA, Takaya):講師:外科病理学:博士
金 玲 (JIN, Ling):助教:外科病理学:博士
茅野 秀一(KAYANO, Hidekazu):教授(保健医療学部兼担):血液病理学:博士
小森 隆司 (KOMORI，Takashi):客員教授(東京都立神経病院):神経病理学:博士
塩田 敬 (SHIODA，Kei):非常勤講師:神経病理学:博士
渡辺 宏志 (WATANABE，Hiroshi):非常勤講師(保健医療学部):循環器病理学:博士
島田 哲也 (SHIMADA，Tetsuya):非常勤講師(国立埼玉病院科長):外科病理学
李 治平(JIHEI, Ri):非常勤講師(さいたま赤十字病院・病理診断科):博士
本間 琢 (HOMMA，Taku):客員講師(日本大学医学部):神経病理学:博士
金野
土居
政岡
宮崎
本間
永井
稲田
福島
本木
早坂
阿部
周東

美年子 (KINNO，Mineko) :臨床検査技師:細胞検査士
美枝子 (DOI，Mieko):臨床検査技師:細胞検査士
秀彦 (MASAOKA，Hidehiko):臨床検査技師:細胞検査士
洋美 (MIYAZAKI，Hiromi):臨床検査技師:臨床細胞遺伝学認定士指導士
富夫 (HOMMA, Tomio):実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
俊典 (NAGAI, Toshinori):実験助手：臨床検査技師，病理学兼担
博輝 (INADA，Hiroki）:実験助手：臨床検査技師，病理学兼担，細胞検査士
雅人 (FUKUSHIMA，Masato):臨床検査技師
麻莉菜(MARINA，Motoki):臨床検査技師
楓(KAEDE，Hayasaka):臨床検査技師
楓(KAEDE，Abe):臨床検査技師
真代(SHUTO, Masayo):講師(保健医療学部兼担):博士

須賀

晶子 (SUGA, Akiko):事務員

２．教育
2-1．目的･目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎.に、様々な疾病の原因、形成機序、形態学的特徴、転帰などについて教育
する。
病理学総論:臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ち・分類と病理形態学について教育する。
臓器別病理各論講義:それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する。
CPC 実習:病変の肉眼所見、組織所見の基礎を身に付け、疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める。
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 28 時間、実習 8 時間（担当：病理学、国際医療センター病理診断科及び総合医
療センター病理部教員）
〈3 年生〉
「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：神経 3 時間（佐々木、石澤）
、呼吸器 2 時間（清水禎）
、循環器 3 時間
（清水禎、百瀬、増田）
、消化器 6 時間（永田）
、血液 1 時間（田丸）
、腎・泌尿器 2 時間（増田）
、生殖器 2 時間（安
田）
、内分泌・代謝 1 時間（川崎）
、診療の基本 1 時間（茅野）
〈4 年生〉
「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：感覚器 2 時間（新井、茅野）
、皮膚・運動器 2 時間（藤野、新井）
、免
疫 1 時間（新井）
、医学英語 2 時間（佐々木）
、臨床推論実習 CPC 実習剖検例の症例解析 5 日間（教員全員）
、CCstep1
隔週(分担 教員全員 2020 年 1 月～3 月計 4 回)
〈5 年生〉BSL 隔週（分担、教員全員）計 16 回/年
〈6 年生〉医療総論 1 時間（茅野）
〈研修医〉Clinico Pathological Conference（CPC）年 11 回（分担、教員全員）
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2-3．達成度
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して、病理学の講義・実習時間数は減少しているが、バーチャ
ルスライドを導入し，2 年生の病理総論は効率のよい講義と実習がほぼ実施できている。平成 22 年度からは従来のパ
ワーポイントから脱却し、平成 30 年度より｢標準病理学 第五版～六版・医学書院｣・｢法医学・福島弘文編・南山堂｣
を指定教科書とした。また、4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では、学生をスモールグループに分け、 各グループに対して
一人の教員がきめ細かく指導にあたった。 5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病理部で
主に行い、毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり、各班あたり 1.5 日間と短いが、基礎医学的知識と臨床的知
識の統合的整理に有用と考えられ、満足度の高いものとなっている。研修医を主な対象とした学内 CPC も年 11 回行
われ、卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる。
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い、学生の理解の補助とした。実習では、終了時
に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い、学生の理解度の把握に努めた。4 年生臨床推論ＣＰＣ実習では学
生をスモールグループに分け、各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたっている。また、研修医を主な対象と
する臨床病理検討会(学内 CPC)を年間 11 回開催し、卒後教育にも貢献している。次年度もより専門性が高く、充実度
の高いものとする予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床材料を用いて外科病理診断に役立つテーマを主体として取り組んでいる。
『神経病理学』
『腫瘍病理学』
『血液病理
学』が大きな柱となっている。神経病理では電顕検索と FISH 検索、血液病理では FISH 検索が頻回に行われている。
腫瘍病理では、がん細胞の増殖・浸潤・転移の分子基盤の解明からトランスレーショナル研究を経て、新規分子標的
療法の開発から臨床研究まで行っている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
神経・腫瘍・造血器の病理学的・分子生物学的研究
3-3．研究内容と達成度
各分野とも多方面にわたる病理学的研究を展開しており、業績にみる如く、成果をあげている。研究費補助金も取得
している。
3-4．自己評価と次年度計画
論文 13 件、学会発表 10 件、著書 2 冊の成果があり、活発な研究がなされたものと考えられる。次年度はさらなる
上積みを期している。

４．診療
約 8,600 件の外科病理診断、約 11,000 件の細胞診、40 例(院内 34 例：院外 6 例) の病理解剖を行い、臨床各科と
のカンファレンスを行なっているなど、十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
【佐々木 惇】
Neuropathology : 編集委員 査読 2 件
Pathology International : 常任刊行委員 査読
BRAIN and NERVE : 論文審査委員
Brain Tumor Pathology ：編集委員 査読 3 件
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読委員

6件

【山田 健人】
Cancers：編集委員
Pathology International：編集委員
Bentham Science Publishers eBook：査読委員
International Journal of Molecular Science：査読委員
Cancers：査読委員 6 件
Cells：査読委員
Applied Science：査読委員
Frontiers in Cell and Developmental Biology：査読委員
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【石澤 圭介】
Current Molecular Medicine：査読委員 1 件
International Journal of Ophthalmology & Vision Research：査読委員 1 件
Journal of International Medical Research：査読委員 1 件
Journal of Neuro-Oncology：査読委員 6 件
World Journal of Clinical Cases: 査読委員 2 件

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
認定臨床研究審査委員会副委員長：山田 健人
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木

惇

日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木

惇

日本神経病理学会理事・将来計画委員会委員長：佐々木
日本脳腫瘍病理学会常任理事・学術委員会委員長：佐々木

惇
惇

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sasaki A, J Hirato, T Hirose, K Fukuoka, Y Kanemura, N Hashimoto, Y Kodama, K Ichimura, H Sakamoto, R
Nishikawa. Review of ependymomas: Assessment of consensus in pathological diagnosis and correlations with
genetic profiles and outcome. Brain Tumor Pathol 36:92-101, 2019
② Nishida H, Yamada T. Monoclonal antibody therapies in multiple myeloma: a challenge to develop novel targets.
Journal of Oncology 2019 Nov 3;2019:6084012. doi: 10.1155/2019/6084012.
③ Sasaki A, Hirato J, Inoue T, Kanemura Y, Kodama Y, Ichimura K, Sakamoto H, Nishikawa R. Review of
medulloblastomas for the assessment of genetic profiles and histology: Multicentric Japanese study. 95th
Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists, INC (2019.6.8. Atlanta, USA) J Neuropathol
Exp Neurol 55:649, 2019 (abstracts)
④ Hatano R, Yamada T, Madokoro H, Otsuka H, Komiya E, Itoh T, Narita Y, Iwata S, Yamazaki H, Matsuoka S,
Dang NH, Morimoto C. evelopment of novel monoclonal antibodies with specific binding affinity for denatured
human CD26 in formalin-fixed paraffin-embedded and decalcified specimens.

PLoS ONE 06/2019;

14(6):e0218330. doi: 10.1371/journal.pone.0218330.
⑤ 政岡秀彦,稲田博輝,細沼沙紀,土居美枝子,金野美年子,金玲,市村隆也,石澤圭介,川崎朋範,長谷部孝裕,山田健人,
佐々木惇 悪性葉状腫瘍に発生した扁平上皮癌（いわゆる癌肉腫）の一例 日本臨床細胞学会 2019 年 11 月 17
日 岡山県
⑥ Hayashi M, Madokoro H, Yamada K, Nishida H, Morimoto C, Sakamoto M, Yanagawa H, Yamada T. Novel
antibody-drug conjugate with anti-CD26 humanized monoclonal antibody and transcription factor IIH (TFIIH)
inhibitor, triptolide, inhibits tumor rrowth via impairing mRNA synthesis. Cancers 2019, 11, 1138;
doi:10.3390/cancers11081138
山田 健人、坂元 亨宇、森本 幾夫、林 睦 Anti-CD26 humanized antibody-triptolide conjugate trasnports into
nucleus and inhibits RNA polymerase II activity
第 78 回日本癌学会総会 2019 年 9 月 26-28 日 京都
⑧ 石澤圭介、鈴木智成、川崎朋範、安達淳一、西川亮、佐々木惇 多彩な組織像を示した ependymoma, RELA
fusion-positive（11 歳、男児）の１例 第 37 回日本脳腫瘍病理学会学術集会、2019 年 5 月 31 日～2019 年 6 月
1 日 名古屋(ウインクあいち)
⑨ 佐々木 惇：中枢神経系原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(p325-327) 木崎昌弘、田丸淳一編 WHO 分類改
訂第 4 版による白血病・リンパ系腫瘍の病態学 中外医学社 2019 年
⑩ Okamoto T, Hatano R, Nakano K, Yamada T, Yamazaki H, Kaneko Y, Dan NH, Morimoto C, Ohnuma K. Regulation
of proliferation of malignant mesothelioma cells by CD26-cyclophilin A molecular complex. Advances in
Medicine and Biology Vol. 156. Leon V. Berhardt Ed. Nova Science Publishers. 2019 ISBN 978-1-53616-691-0
(ebook)
【総数：論文 13 件、学会発表 10 件、著書 2 冊】
⑦

6-2．獲得研究費
【山田 健人】
① 基盤研究（Ｂ）
（一般）核内移行するヒト化抗 CD26 抗体によるスーパーエンハンサー標的抗がん療法の開発(課
題番号 19H03519) 研究代表者 550 万円
②

挑戦的研究（萌芽）病理検体を用いた ChIPseq 法の開発と疾患特異的スーパーエンハンサーの同定(課題番号
19K22542) 研究代表者 325 万円
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③

基盤研究（Ｃ）
（一般）難治性多発性骨髄腫のヒト化抗 CD26 モノクローナル抗体を用いた分子標的療法の開発(課
題番号 16K07180)
研究分担者 25 万円

④

基盤研究（Ｃ）（一般）ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規ターゲットの探索と創薬研究(課題番
号 17K09940) 研究分担者 13 万円

⑤

厚生労働省・労災疾病臨床研究事業 悪性胸膜中皮腫のヒト化 CD26 抗体療法確立のための予後・治療効果 予
測バイオマーカーの開発(課題番号 18065135) 研究分担者 225 万円

⑥

共同研究 ニチレイバイオサイエンス株式会社 悪性中皮腫を対象とした CD26 免疫組織染色キット及びコント
ロールスライドの開発に関する基礎的な検討 研究代表者 1250 万円

6-3．受賞
【石澤 圭介】
ポスター賞（第３７回日本脳腫瘍病理学会学術集会）
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
第一の目標である、
「臨床医とコミュニケーションをとり、正しい病理診断を行う」については充分に達成された。
「臨
床病理カンファレンスの定期的開催」も予定通り達成された。
「細胞診と生検診断の迅速性向上」に関しては従来よりも若干改善されたが、未だ不充分な結果であった。研究に関
しては、学会発表は日本病理学会などの全国学会で発表できたが、論文発表が不足の結果に終わった。
「病理のわかる良き臨床医育成」に関しては、初期研修医への教育でかなり達成できた。

7－2．次年度の改善計画
「細胞診と組織診の結果報告までの時間短縮」
、
「英文論文を含む論文発表の増加」
、
「病理医のマンパワーの充実」
、
「医
療安全に向けた病理結果報告の確認」
。
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1．36）輸血・細胞移植部
１．構成員
岡田義昭（OKADA Yoshiaki）
：准教授：運営責任者：診療部長：指導教員（大学院）
：輸血学：博士
池淵研二（IKEBUCHI Kenji）
：教授：代表指導教員（大学院）
：輸血学：血液内科学：博士
小林清子 (KOBAYASHI Kiyoko)：助教：輸血学：博士

２．教育
２－１目的・目標
①

卒前教育：医学部３年生に輸血の基本検査と製剤選択、製剤の適応、輸血トリガーについて知識を与える。また、
同５年生の BSL（12 月まで）と令和２年 1 月から始まった同 4 年生に対する CCstep1（１月より）では、採血や
血液型判定の実技を取得させる。医療学部３年生の臨地実習では輸血基本検査が実践でき、自己血採血の知識を得
ることを目標にしている。

②

卒後教育：初期研修医に対して上記に加えて献血について講義し、実際に献血時の検診医をする際の留意点につい
て解説した。

③

大学院教育：該当なし

２－２教育内容
①

卒前教育：医学部 3 年生の血液内科学の１コマで造血幹細胞の生物学的特性、骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯
血移植のそれどれの特徴、臨床で応用される造血サイトカインの特徴と利用方法、について講義を行った。別の１
コマで輸血の安全性確保のため献血時の問診とスクリーニング検査、安全な血液製剤確保の方法について解説講義
を行った。また診療の基本の１コマで輸血の概要、輸血検査を紹介した。
医学部５年生の BSL では１班 4 名単位、4 年生に対する CCstep1 では１班 3 名単位での実習となっている。半日
の枠の中で採血手技の実習と血液型検査、交差適合試験、不規則抗体検査を実習した。特に血小板製剤の外観試験
の重要性を説明した。またプリントを用いて血液製剤の種類と留意点、輸血副作用の解説、輸血トリガー値、輸血
効果の評価などのミニレクチャーも行った。また、学生から実習への改善点を含めた要望を聞き、改善可能なもの
については改善しより良い実習になるように務めた。
医療学部３年生の臨地実習では、問題のある臨床検体を用いて血液型検査、交差適合試験などの実習を行った。

②

卒後教育：臨床場面を想定して、輸血オーダー方法、どの製剤を何単位オーダーすべきか、輸血効果はどれくらい
が期待できるかを解説した。また、献血事業を解説し、献血の問診の留意点（献血非適切理由）や採血に伴う副反
応などを理解させた。

③

大学院教育：該当なし。

２－３達成度
①

卒前教育：輸血検査、製剤の種類、輸血トリガー値、輸血効果の評価、輸血副作用については十分理解してもらえ
たと考える。

BSL や CCstep1 では、血液製剤を手にして、全血と赤血球液の違い、血小板製剤のスワーリング

現象を観察した。血液製剤の外観チェックの必要性について解説した。自動輸血検査装置と検査内容、カラム凝集
法の判定、放射線照射装置などを見学させ概要を説明した。自己血輸血の適応について説明し、採血現場を見学さ
せた。実際に血液型判定や Rh 抗原の検査を行うことで検査の内容をより理解できたと思っている。また、BSL へ
の改善要望はほとんどなくなり、実習内容は改善できたと考えている。
医療学部生には大学の実習室にはない臨床現場の輸血検査室体制を理解してもらえたと考えている。
②

卒後教育。初期研修医の導入時に１回だけの講義であったが、輸血検査オーダー、製剤オーダー、PDA を用いた

③

大学院教育

輸血実施時照合について理解してもらった。
該当なし

２－４自己評価と次年度計画
①

卒前教育。医学部５年生の BSL と CCstep1 では、採血実習で学生同士がお互いに採血した本人の血液を用いて検
査を実践してもらえたのでより理解が深まったと考えている。医療学部学生には教室では経験できない、臨場感の
ある輸血部で検体搬入、迅速検査など勉強できたと考える。次年度は輸血症例を提示して輸血の適応や輸血量の計
算、副反応の対応法などを演習させる予定である。

②

卒後教育。初期研修医を対象とした講義では、輸血実施時の PDA 照合、輸血適合票の扱い、血液バッグと輸血ラ
インの接続、輸血オーダー時の諸注意、など具体的に役立つ解説講義ができたと考えている。
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来年度は、輸血効果や副反応の判定基準などの演習も加えられると良いと考えている。
また、コメディカルに対しての勉強会は、安全な輸血業務に繋がるものと考え、輸血に伴う副作用についても解
説し重篤な輸血関連の副作用が生じた時に早期に発見できるようにしたい。
③

大学院教育。該当なし。

３．研究
３－１目的・目標
日常臨床で遭遇する稀な血液型、複雑な不規則抗体、輸血による副作用、製剤の選択が難しいケースについて精
査し学会発表できるようにする。また臨床側から共同研究の依頼があった場合には積極的に協力する。また、血液
製剤の病原体不活化法の研究では、これまで行ってきた方法の改良や病原体の不活化効果の評価法の開発を実施す
る。
３－２研究グループ（研究プロジェクト）
①

輸血検査精査グループ（池淵、岡田、小林、山田、鈴木）

②

造血幹細胞研究グループ（池淵、小林）

③

病原体不活化研究グループ（岡田）

３－３研究内容と達成度
①

今年度は、日常業務で経験した症例について学会誌に症例報告した。

②

造血幹細胞研究は、in vitro で培養して生成した血球を利用して、臨床的に遭遇する病態の原因解明を目的に行っ
ている。

③ 赤血球製剤の病原体不活化の研究では、前年度からの光感受性物質と可視光を組み合わせた研究を継続し、MAP 液
においてもウイルス不活化効果が期待できることを明らかにできた。また、継代できないウイルスの培養法を検討
し、B 型肝炎ウイルでは高感受性細胞株を得ることができた。
３－４自己評価と次年度計画
○
1 稀な血液型、特殊は不規則抗体保持者の精査など継続して行い、学会発表できるようにしたい。
○
2 末梢血を用い造血幹細胞の培養を行い、赤血球の分化段階での血液型発現についての研究を予定している。また抗
がん剤投与後の患者末梢血の好中球の核型の形態変化を臨床的に観察したため、培養系で再現できるかトライして
いる。
○
3 赤血球製剤の病原体不活化の研究は期待以上の結果が得られた。来年度はウイルス の種類を増やし、不活化効果
を検討する予定である。

４．診療
輸血療法委員会を通じて安全で適正な輸血医療のため、診療科への情報提供および指導を行い、血液製剤の適正使用
に取り組んでいる。また、今年度から輸血監査の実施と血小板製剤の使用済みバッグの回収を開始した。臨床輸血看護
師を中心としたカンファレンスを定期的に開催し、輸血の安全性向上に努めている。また、部としては、不規則抗体陽
性者、自己抗体陽性者などへの製剤選択に診療科にアドバイスしている。整形外科や産科の予定手術症例を中心に自己
血輸血も推進している。

５．その他
５－１自治体、政府関連委員の有無
埼玉県合同輸血療法委員会世話人（池淵、岡田）
薬事•食品衛生審議会血液事業部会委員（岡田）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（岡田）
５－２学術誌、編集委員、査読委員の有無
埼玉医科大学雑誌編集委員（池淵）
５－３その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
なし
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６．業績
６－1 論文・学会発表
論文発表
① Kobayashi K,Ebihara Y,Asami I,Kinoshita H,Tanazawa T,Taji Y,Ishida
A,Ikebuchi K:Quality of red blood cell and platelet concentrates after
transportation by a pneumatic tube system.ISBT Science Series.2019.14.
379-386
② 加藤由佳、山田攻、鈴木雅之、内野富子

山麻衣子、本田優未、岡田義昭、

池淵研二：エルトロンボバグ服用中患者の自己血血漿の色調変化、
日本輸血細胞治療学会誌65巻

6号、845―846、2019年

③ 岡田義昭、山田攻、鈴木雅之、内野富子、山麻衣子、加藤由佳、本田優未、
池淵研二：交通外傷による敗血症から汎血球凝集反応を呈した１症例、
日本輸血細胞治療学会誌65巻３号、595―599、2019年
④ 岡田義昭：血液製剤を介する E型肝炎ウイルスの感染リスクとその対策、
医学のあゆみ、268巻 514—515、2019年
学会発表
なし
（総数：論文４件、学会発表０件）
６－２獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金

研究代表者

1件

厚生労働科学研究費補助金

分担研究者

2件

日本医療研究開発機構委託研究
６－３受賞

分担研究者

１件

該当なし

６－４特許、実用新案

該当なし

６－５学会、研究会、セミナー等の開催実績

該当なし

７．自己点検・評価
７−１.今年度の点検・評価結果
教育では、取得すべき検査の実習を行い良好であると考えているが、実際の臨床での輸血例の検討が少ないと
評価している。
診療に関しては、課題であった使用済み血小板製剤のバッグ回収と妊婦からの自己血採血時の胎児心拍数のモ
ニター装着は共に 100％実施できている。また、輸血監査も実施しており、診療面では良好な結果であった。
研究面では時間を要したが成果が出てきているが論文にまとめるまで達していない。
７−２.次年度の改善計画
教育では CCstep1 において実際の輸血症例を用いて輸血の適応、輸血量、副反応等を演習する予定である。
診療面では輸血監査の充実と全ての使用済み血液バッグの回収を計画している。
研究面では、論文作成ができるように努める。
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1．37）健康管理センター
１． 構成員
足立雅樹 (ADACHI, Masaki)：准教授：診療運営責任者：センター長：放射線医学 健康管理学：博士
倉光 薫 (KURAMITSU, Kaoru)：准教授：研究主任：副センター長：呼吸器病学 健康管理学：博士
松木盛行（MATUKI, Moriyuki）: 准教授：消化器病学 外科学・内視鏡学：博士
武永 強 (TAKENAGA, Tsuyoshi)：講師：消化器病学 健康管理学 内視鏡学
後藤誠一(GOTOH,Seiichi):講師：内分泌内科学 健康管理学
清水正雄 (SHIMIZU, Masao)：講師：放射線医学 健康管理学 画像医学
(兼担) 丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：教授：副センター長：循環器病学 動脈硬化学：博士
(兼担)井上郁夫(INOUE,Ikuo):教授：内分泌内科学：博士
(顧問) 松崎 宸 (MATSUZAKI, Fukashi)：名誉教授：内科学 健康管理学：博士
(非常勤) 関口浩子 (SEKIGUCHI, Hiroko)：眼科学：博士
(非常勤) 颯佐正俊 (SASSA, Masatoshi)：内科学 循環器病学
(非常勤) 飯田真理子 (IIDA, Mariko)：内科学 呼吸器病学
(非常勤) 左 淳奈 (Hidari, Junnna)：産婦人科学
(看護師・保健師) 磯部幸子師長, 嶋田佳子 主任,小澤久子, 水橋星子,藤原富美子,神戸麻衣子, 吉田志穂美,長谷部洋子,丸山涼子,森
（看護師非常勤）谷藤とも子,中澤美穂, (看護助手) 窪山雅子 (放射線技師) 成田政
田麻美,湯浅美咲（8 月から）羽賀帆南（1 月から）
広, 小川真理子, 栗田京助 (検査技師) 有田信和, 黒岩比呂美, 加藤 香,永島かおり,岡野麻子,阿部慶子, 斎藤真未, (事務) 水村
順孝 事務次長, 蛭間庄司, 原 公郎,松山直美,椿本旨美, 熊倉千絵美, 紫藤さおり, 南 茂雄,（非常勤）柴田明子,

(MA) 市川淳弥,

清水千穂, (管理栄養士)岡村聡之

２．教育
2-1．目的･目標
①予防医学の重要性を大学病院から発信し、日本における健康管理・ドックを広めていく。主として, 社会医学系・地域診療における
生活習慣病の予防と悪性腫瘍の早期発見の重要性を理解し, 画像診断と各種検査結果を基に個々の病態を把握し, 受診者によりわかり
易く面接して健康の大切さを理解していただくことを学ぶ現場である.
② 産業医活動の重要性を理解し、当センタ－における産業医契約ある企業へ出向し産業医活動を学ぶ。また当センターが協力する埼玉
医科大学医師会主催の産業医研修会を開催企画し, 産業衛生学に関しても学ぶ.
今年度も従来通り, 埼玉医科大学医学部 4 年生、埼玉医科大学病院研修医のローテーションと, 毛呂看護学生の健康管理センター実
習の受け入れをおこなった.
2-2．教育内容（担当者）
医学部の学生実習および研修医の指導は主に医師を中心としたスタッフで行われている. 医学生の実習には人間ドックの体験や産業
医活動・労働安全委員会参加体験、企業バス検診巡回などと保健師による栄養指導を経験する。
後期研修医においては予防医学の重要性を理解し、大学病院内ではほぼ経験できなくなった胃透視検査の経験や各種健診画像について
理解する。また巡回検診のバス検診に参加し地域医療の大切さとチ－ム医療を経験する。加えて臨床検査技師や診療放射線技師による,
各種超音波（腹部・甲状腺・頸動脈・心臓・婦人科領域）, 心電図, 胃透視検査などの実地指導も大きな魅力になっている. 毛呂看護
学生の実習指導に関しては, 看護師・保健師スタッフによる熱心な指導が例年通り行われた.
2-3．達成度
学生の教育活動は, 会議, 講義, ＦＤ，その他を含め, 教育主任の清水講師と倉光准教授が中心となって推進している. 健康管理セ
ンターにおける実習, 産業医の役割に関する医学部４年生の実習が通年通り施行され報告された.また、産業医研修会も約 200 名の各都
道府県から医師が参加し実施されたが天候のため 1 日の研修会となった。順延した 2020 年 3 月の産業医研修会も新型コロナ（COVID19）
のため中止となった.
2-4．自己評価と次年度計画
埼玉医科大学病院における職員健診の方法なども新型コロナ（COVID19）対策にして施行することが大切で清水正雄講師中心に検討さ
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れている。2020 年は総合健診学会による実査を当センタ－が更新する時間のため、各業種間にて資料の作成をする。社会学系の地域連
携室との協力による学生の実習に関して, 高い評価をえており,それぞれの論文が作成されている. 実習としては教員スタッフのマン
パワー不足のため診療がメインとなり, きめの細かい指導を実践するにはやや力不足の感が否めない.主に産業医の育成や職場巡視は
毎年実施しているが 今後はより計画性をもったカリキュラムで対応を考える.

３．研究
3-1．目的・目標
開設以来 23 年間のデ－タから, 疾病予防および健康推進と加齢現象の画像診断・評価をテーマとしている. 医師だけでなくスタッ
フ全員が日常業務の中から問題点を抽出して, その解決策の検討を研究課題とし, その解決策を見出し, 実践した結果を, 人間ドック
学会, 総合健診学会, 院内研究会などで報告している.
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
○丸山は①循環器系特に動脈硬化と健康についての臨床研究を行い、英語論文を作成。
○足立は①健康管理センターが抱える問題点とその改善方法 ②大学病院健康管理セン
ターの戦略的な経営計画として,新しいオプション検査の充実に力を注いでいる。
○倉光は ①早期肺がん, 喫煙と肺疾患などの臨床研修をおこなった. また ②埼玉県健康づくり事業団の委員として, 肺がん検診の精
度向上にむけた研究も行っている.
○清水は ①予防医学領域の画像診断を中心に新しいシステム形成の確立 ②ダブルチェック方法の活用の重要性 ③加齢変化を腹部超
音波検査活用にて検討 ④健診における 3 次元眼底撮影装置（OCT）の使用経験⑤蓄積画像の検討などについて研究を行っている.⑥新し
くロコモ健診の運用も織田弘美相談役とともに企画・運用まで施行した。
○松木は ①上部消化管内視鏡のドックにおける問題点について研究を行っている.
○武永は ①上部消化管内視鏡の臨床研究を行った. また
②健康増進に寄与する具体的な健診データの検討・開示に関する研究を行っている.
〇後藤は、内分泌領域における高脂血症・動脈硬化について研究を行った。
○看護部門は ①健診センターだより第 20～22 号を作成し, 生活習慣病予防の啓蒙に努めた. ②アンケート調査を受診者全員におこな
い, 接遇をはじめ業務改善に努め,学会発表を行った. ③乳房の自己検診指導を行い, がんの早期発見の啓蒙に努めた. ④人間ドック
後の看護師・保健師による受診勧奨を行い, 要精査受診率上昇に努めた.⑤保健師による特定保健指導を実施し, 生活習慣病の予防に努
めた. また⑥ドック受診者全員に情報提供として生活指導を行っている.
○検査部門は ①3 次元眼底撮影装置（OCT）導入し,原著論文作成中.
○事務部門は 受診者のプライバシーに配慮するため, 簡易的に個室化するなどのサ
ービスについて改善, 計画性のある運営を実行した.
○ＭＡ部門は 医療者補助として可能な役割について検討, 実行, 結果を報告した.
3-3．研究内容と達成度
1) 乳がん検診の精度向上を目指した画像診断の確立を研究目標としている.
2) 胸部写真の AI 導入により効果的な質的評価ができるかを検討し, その結果を学会にて継続的に報告した.
3) 受診勧奨数を上昇させた.
4) 日本病院会・日本人間ドック学会における優良認定施設に合格し優秀評価を学会でいただいた。.
3-4．自己評価と次年度計画
受診者における面接時間が長いため、よりスムーズな人間ドック体制を確立する。受診者数の増加および受診者の満足度の向上に努
める。
昨年同様午後と土曜日における内視鏡検査施行準備を次年度の目標とする。新オプション検査として運動能力を測定するロコモ度検診
と LOX インデックス検査・頸動脈エコ－検査・血圧脈波検査を含む心・血管検査を次年度 4 月からの運用を目指している。

４．診療
人間ドックが健康管理センターの主たる業務である. 未病のうちに病を予防するという予防医学の理念のもとに, 質が高く, 信頼
のおける健診を提供している. 健診は日帰りドック, 政府管掌, 二日コース(従来の１泊ドック)などに分けられる. その他, 毛呂山
キャンパスや川角キャンパスの教職員や学生の健診に加えて, 毛呂山町や越生町の大腸がん健診等も委託され施行している. 受診者
総数は年々増加しているが,日帰りドックの需要は横ばいとなりやや低下した. これらは評判のよい対応が大きな要因であるが, 事
務職の固定された女性職員の増加が望まれる.医師の不足も考慮し,今後一層運営の効率化を目指す. 要精密検査の紹介も大学病院の
場合は予約システム（カルナ予約）が利用でき, 面接終了後にすぐ受診予約がとれることから, これも好評を得ている. 高齢者の増
加に伴い, ドックや集団健診のありかたも検討する時期にきている. つまり全年齢とも単に一律にするのではなく, 個々の年齢, リ
スクに応じたオプション（検査内容）を提供すべきと思われ,パーソナルドックの体制確立が今後の課題の一つである.

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
なし
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5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本人間ドック医学会理事（足立）社員（清水）
総合健診学会編集委員（足立）実査委員（足立・清水・有田）
総合健診学会・日本ドック学会の査読委員（足立・清水）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県がん検診読影委員（倉光）
埼玉県産業医理事（足立）産業医研修会開催（足立、清水）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Maruyama Y, Goto S, Shimizu M, Adachi M; Effect of Atherosclerotic Risk Factors on Vascular Age and Subsequent Changes
Jpn. J. Clin. Physiol. 50 (2) 77-86 2020 原著
② 渡部良枝, 丸山義明ほか; 行動目標を自ら考え、記載する生活改善記録表を活用した、特定保健指導の有用性 日本ヘルスサポー
ト学会年報 2018 第 4 巻 Review of Japan Society of Health Support Science Vol.42 1-5 原著
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

丸山義明.足立雅樹:心血管系の aging と人間ドック健診 人間ドック学会誌 34；433－442. 2019 総説著書
丸山義明.足立雅樹ほか；２年間の血管年齢変化におよぼす、動脈硬化危険因子の研究 第 60 回日本人間ドック学会学術大会
2019.7.25-26 岡山 学会発表
新井智之、清水正雄、有田信和、足立雅樹ほか；人間ドックにおけるロコモ・骨粗鬆症健診の取り組み第 1 報：取り組み概要
第 60 回日本人間ドック学会学術大会 2019.7.25-26 岡山 学会発表
丸谷康平、清水正雄、水村順孝、成田政広ほか；人間ドックにおけるロコモ・骨粗鬆症健診の取り組み第 2 報：特定健診における
ロコモ健診の有用性
(ア) 第 60 回日本人間ドック学会学術大会 2019.7.25-26 岡山 学会発表
三浦佳代、永島かおり、嶋田佳子、水橋星子ほか；人間ドックにおけるロコモ・骨粗鬆症健診の取り組み第 3 報：健診による行動
変容促進の可能性
第 60 回日本人間ドック学会学術大会 2019.7.25-26 岡山 学会発表
水橋星子、吉田志穂美、小澤久子、小久保より子ほか；人間ドック受診者に対するオリジナルツ－ルを用いた禁煙指導-質問紙調
査による評価第 60 回日本人間ドック学会学術大会 2019.7.25-26 岡山 学会発表
岡村恥之、水橋星子、清水正雄、足立雅樹ほか；積極的支援受診者に食行動質問表を導入した栄養指導の効果
第 60 回日本人間ドック学会学術大会 2019.7.25-26 岡山 学会発表
丸谷康平、清水正雄、水村順孝、織田弘美ほか；人間ドック受診者におけるロコモ、骨粗鬆症、メタボの該当率と 3 疾患の関連に
ついて：男女別による解析
日本総合健診医学会第 48 回大会 学会発表

【総数 12 件：論文 2 件、学会発表 7 件、著書 1 件、座長 2 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉医科大学医師会産業医研修会開催 令和元年 10 月 毛呂山キャンパス

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
ドック受診者の高齢化に伴い経年受診者の減少がみられ、収益減少傾向が軽度であるが見られた。2 月 3 月は通年受診者減少であるが
今年度末期の新型コロナの影響が強く関与していた。健康管理センタ－の質向上と信頼度アップのため丁寧で親切なドック体系と施設
運営に努め、質的には学会発表や論文作成もおこなった。
7-2.次年度の改善計画
健康管理センターは, 人間ドックをはじめとする健診業務が主であるが,社会学系の予防医学の普及に力を入れる必要が現在の国か
らの指導方針にある. 次年度より改善計画として料金改定をすでに施行して受診者減少をカバ－する方針である。バス検診に関して
の充実も検診前に医師も同伴してサ－ビス提供を考える年とする。ドックが予防医学として社会的評価を得るためにも, 疫学的な臨
床研究（エビデンス）が不可欠と考え,今後も引き続き, 研究, 教育に関しても計画性をもって関与していく方針である.
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1．38）医療安全管理学
１．構成員
中島

勧（NAKAJIMA, Susumu）
：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：医療安全管理学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育では、医学生として臨床現場に出る際に必要な医療安全上の知識を習得してもらうことを目指す。特に医師
が法的に定められた資格であり、法を守ることの重要性について認識を強めていただきたい。
卒後教育では、主体的に診療を行う際に安全な医療を提供するために必要な態度・知識・技術を習得してもらうこと
を目指す。医療の実践には法令のみでなく、院内ルールや学会等の定めたガイドラインなどを総合的に適用する必要が
あるため、円滑な診療を行うことを前提とした知識や技術の習得を目指す。
2-2．教育内容
卒前教育としては、6 月に医学部 4 年生に対して、行動科学と医療倫理の一環として、医療安全「基本的予防策と臨
床場面におけるヒューマンエラー防止と組織的リスク管理」について講義を行っている。5 年生になり BSL に参加する
前に、医療安全上の各種ルールができた経緯を知っておいていただき、理解を深めることを目指している。
卒後教育としては、大学病院医療安全対策室長として、同室のメンバーと共に日常的な安全管理、ヒヤリハットレポ
ート提出を通じた部署のリスク管理などを多職種で実践する手法の指導を行う。
2-3．達成度
卒前教育として医学部生への教育は今年度が最初であり、今後の活動を見ながら内容をフィードバックしながら再検
討を繰り返る予定である。
卒後教育としては、診療科や病院全体に対しては、ヒヤリハットレポート数や、安全対策報告書の提出数、紛争事例
の数などで評価ができると考えるが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で診療自体が例年より縮小されており、
今年度の表かは難しい。個々人に対しては、短期間で成果を出すのは難しい領域であり、長期的な視野に立って評価を
行う予定である。
2-4．自己評価と次年度計画
昨年 4 月から医療安全対策室長として卒後教育を担当し、今年度から卒前教育の担当を開始したため、まだ明らかな
成果が出ていない。従って自己評価は次年度以降とさせていただきたい。
次年度計画としては、幅広い職種、経験年数の学生から医療従事者に至るまで、共通して医療安全文化を理解し、実
践につなげられるよう指導を行う予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
医療機器安全情報の共有に関して研究を行っている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
日本医療研究開発機構（AMED）の研究班で研究を行っている。
3-3．研究内容と達成度
医療機器安全管理制度は医療法で医療安全体制の一つとして制定されている。医療機器とは薬機法で定められており、
いわゆる機器に加えて医療材料まで含まれている。院内に導入された数や導入経路は薬剤と比べてはるかに多く、看理
のみならず、不具合や使用法についての情報の医療現場への有効な周知法は定まっていない。AMED の研究期間は令和 3
年度末までの予定であり、その間に国内の医療機器安全管理の現状の調査を行い、情報の周知法、医療機器安全管理に
望ましい体制に至るまで、提言を行うことを目指している。
3-4．自己評価と次年度計画
開始後 1 年経過しているが、現時点では成果が上がる段階に到達していない。次年度以降は全国の医療機関に対する
現状調査のアンケートを作成し、研究班に加わっている 20 か所程度の施設でパイロットスタディーを行い、必要な修正
を行った後に全国向けの調査を行う予定である。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
日本医療安全調査機構 画像診断専門分析部会・部会員、肝生検専門分析部会・部会員
日本医療機能評価機構 評価項目改定部会・部会員、患者安全部会・部会員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本臨床医学リスクマネジメント学会 編集委員
日本コンピュータ外科学会 編集委員
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5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
医療の質・安全学会 理事
日本臨床医学リスクマネジメント学会 理事
看護理工学会 理事
日本医療安全学会 代議員
日本コンピュータ外科学会 代議員
全国医学部長病院長会議 大学病院の医療事故対策委員会 委員
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 監査委員会 委員長
財団法人 生存科学研究所 医療政策研究会 研究員
日本看護協会看護研修学校 特定行為研修講師（医療安全）
日本看護協会神戸研修センター 特定行為研修講師（医療安全）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 中村伸理子、中島勧、他．大学病院の医療事故調査制度への対応 本院と分院の支援状況、日本医師会雑誌 148(3):
487-491、2019 年 6 月
② 藤城和樹、中島勧、他．連続的自己血回収装置における残留血の有効な回収方法の検討、体外循環技術 46(2):
159-160、2019 年 6 月
③ 中村伸理子、中島勧、他．大学病院の医療事故調査制度への対応、本制度の 10 の課題、日本医師会雑誌 148(11):
2213-2218、2020 年 2 月
④ 鹿又一洋、中島勧、他．特定機能病院における医療機器研修の体制構築に向けた取り組み、第 14 回医療の質・安
全学会学術集会、2019 年 11 月、京都市
⑤ 伊集院真奈美、中島勧、他．アレルギー情報の共有化に向けた取り組みについて、第 14 回医療の質・安全学会学
術集会、2019 年 11 月、京都市
⑥ 畠中健吾、中島勧、他．我が国における「臨床中毒研究」の中核となりうる中毒センターを目指して、第 47 回日
本救急医学会学術集会、2019 年 10 月、東京都千代田区
⑦ 水谷渉、中島勧．
「医療水準」とはなんぞや、救急医学 43(7): 974-976、2019 年 6 月
⑧ 中村伸理子、中島勧．添付文書と医療慣行、救急医学 43(10): 1343-1345、2019 年 9 月
⑨ 中島勧．画像診断の見落としはどうすれば防げるか、未読モデル症例への対策を中心に、新医療 47(3): 52-55、
2020 年 3 月
⑩ 中村伸理子、中島勧．終末期医療が殺人罪に 川崎協同病院事件、救急医学 44(3): 363-365、2020 年 3 月
【総数：論文 3 件、学会発表 6 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
日本医療研究開発機構（AMED）
462,800 円 医療機関における医療機器を安全に使用するための情報共有のあり方についての研究（研究開発分担）
6-3．受賞
なし
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
今年度から活動を開始したこともあり、十分な活動は行えていない。以前から継続していた課題については継続でき
ているが、新規課題への着手ができていない点が今後の課題である。
7－2．次年度の改善計画
新規課題への着手、研究費の獲得が必要であるが、それ以前に施設内の医療安全管理体制の充実に努めたい。
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1．39） ゲノム医療科
1． 構成員
大竹

明 （OHTAKE，Akira）

：教授：代表指導教員(大学院) 診療部長小児科学、代謝・遺伝病学、分子生物学：
博士
難波 聡 (NAMBA, Akira)
：准教授：教育主任、研究主任：指導教員（大学院）産科婦人科学、臨床遺伝学、
生殖内分泌学：博士
鶴岡 恵 (TSURUOKA, Megumi)
：助教：認定遺伝カウンセラー
原嶋 宏子（HARASHIMA, Hiroko）：助手：臨床検査技師
【客員】
奥山 虎之(OKUYAMA,Torayuki)
：客員教授：遺伝病学：博士
西村 玄(NISHIMURA, Gen）
：客員教授：放射線学：博士
【非常勤医師】
荒木 和浩(ARAKI Kazuhiro)
川原林 伸昭（KAWARABAYASHI Nobuyuki）
【研究医員】
阿部 裕一（ABE Yuichi）

2．教育
2-1. 目的・目標
【卒前教育】
医学部学生に対して、臨床遺伝学の基礎知識を習得させ、臨床遺伝学に興味を持ってもらう。
【卒後教育】
初期研修医、各科専攻医に対して、臨床遺伝学の幅広い知識を習得させ、臨床遺伝学を臨床に生かすことを学んでもら
う。また、臨床遺伝専門医をめざす医師に対して研修の場を提供する。
【大学院教育】
医学部の大学院教育への関与を検討する。
2-2. 教育内容
【卒前教育】
医学部 2 年生のエネルギー系ユニットにおいて大竹が先天代謝異常症を 2 コマ、医学部３年生の内分泌・代謝学ユニッ
トにおいて大竹が先天代謝異常症を 1 コマ、婦人科疾患ユニットにおいて難波が「婦人科遺伝」を１コマ、４年生の周産
期ユニットにおいて、大竹が「先天異常」を 1 コマ、難波が「周産期臨床遺伝」を１コマ受け持っている。５年生の臨床
実習においては毛呂の産婦人科実習の中で遺伝外来見学を必須としており、NIPT 等の遺伝カウンセリングに立ち会わせ
ている（難波・鶴岡）。
【卒後教育】
小児科・産婦人科をローテート中の初期研修医、両科の専攻医に対しては、毎月第３火曜日の臨床遺伝カンファレンス
において、臨床遺伝学教育を行っている。大学病院各科のみならず、外の病院からも多数の医師の臨床遺伝専門医取得の
ための研修を受け入れている。
【大学院教育】
保健医療学部の遺伝医学コースの教育を担っているが、医学部の大学院教育には関与していない。
2-3. 達成度
【卒前教育】
おおむね達成できている。
【卒後教育】
おおむね達成できている。
【大学院教育】
特になし。
2-4. 自己評価と次年度計画
【卒前教育】
現状で与えられた講義コマでの講義だけでは、体系だった臨床遺伝学の講義を提供できているとはいえない。将来的に
臨床遺伝学ユニット設置を働きかけるべく、各ユニットに遺伝学関連講義が散らばっている現状での講義内容を把握し、
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担当教官の協力を得て順番・内容の整理を図っていきたい。また、2021年から臨床実習（CC step1）においてゲノム医療
科実習を１日組み入れられるよう働きかける。
【卒後教育】
臨床遺伝専門医をめざす医師の研修の場として、今年度中に人類遺伝学会認定の臨床遺伝専門医研修施設に認可される
べく申請を行う。それにより３病院共通の臨床遺伝研修の場として発展させたい。
【大学院教育】
2020年度は大学院生を一人迎えることができたので、その教育体制の充実を図る。

3．研究
3-1. 目的・目標
ゲノム医療学の扱う分野は胎児期から成人まで多岐にわたる。基本的に全ての分野の遺伝子診断、遺伝カウンセリング
に対応しつつ、中心分野をミトコンドリア病に定め、その遺伝子解析、出生前診断の分野で新しい知見を国内外に示して
いく。将来的には着床前診断も視野に入れてゆく。
3-2. 研究グループ(研究プロジェクト）
A. 先天性高乳酸血症・ミトコンドリア病の診断と病因および病態解明に関する次世代シークエンス法を用いた研究．
B. ミトコンドリア病に対する 5-アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムの有効性及び安全性に関する
研究．
C. 濾紙血酵素活性測定法によるファブリー病の診断と治療に関する研究．
D. 進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎 (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva; FOP) の遺伝子診断と新
薬の開発についての研究．
E. ライソソーム病、重症複合免疫不全症に対する新生児オプショナルスクリーニング法の確立．
F. 出生前診断、特に NIPT の研究面への応用．
3-3. 研究内容と達成度
A. 今年 3 月までに日本全国およびアジアの一部の国の 2687 家系 4282 人の検体を受け付け、1100 例余りをミトコンドリ
ア病と酵素診断した。診断された症例のうち 500 例で次世代シークエンス法を用いた遺伝子解析が終了し、うち 280
例で既報告の遺伝子異常を、220 例で新規候補遺伝子異常を発見している（達成度 50%）。
B. 5-アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムを用いた医師主導治験（検証試験）をほぼ終了し、2020
年 10 月にはキーオープンの予定である（達成度 70％）。
C. 心臓内科、神経内科・脳卒中内科との共同で原因不明の心室肥大、不整脈、若年性脳梗塞例を中心に診断を進め、今
年は神経内科で新患 1 人を発見し、これまでに 15 例を診断しうち 12 例に酵素補充療法を開始した（達成度
50％）。
D. ゲノム医学研究センター、整形外科、中央検査部との共同で、検査を開始し、14 人の来院患者と他に 36 人の患者検
体を得て解析した．今後、治療法の開発にも取り組む（達成度 50％）。
E. ライソソーム病と中心とする治療法の確立された病気を対象に 2018 年 2 月から開始した新生児オプショナルスクリ
ーニングは、徐々に参加病院と対象疾患を増やし、今年度は新たに Fabry 病とムコ多糖症 II 型の新患 1 例ずつを発
見した（達成度 20％）。
F. 出生前診断の分野では、NIPT の応用面の研究の端緒についたところである（達成度 10％）。
3-4. 自己評価と次年度計画
各項目の研究達成度は 10%～70%である。ゲノム医療科はまだ立ち上がったばかりの診療科であり、多忙な臨床業務の
合間に今後も精進を続け、研究成果の上積みを図るためには一層の努力を続ける必要がある。特にミトコンドリア病の分
野では、今後も引き続き世界のリーダーとしての役割と果たし続ける。NIPT の応用面の研究の立ち上がりに１年を要し
てしまったので、次年度は速やかに結果発表まで進める。

4．診療
ゲノム医療科の扱う分野は胎児期から成人まで多岐にわたる。基本的に全ての分野の遺伝子診断、遺伝カウンセリング
に対応しつつ、出生前診断等の患者・家族からの要望にも応える必要がある。出生前診断については、将来的には着床前
診断も視野に入れてゆく。診療と研究の中心分野をミトコンドリア病に定め、その新規病因遺伝子の発見や出生前診断の
分野で新しい知見を国内外に示していく。すなわち、今までのところ難病の診断、着床前診断を含む出生前診断を重点的
に診療しているが、今後はがんゲノム医療の中で、特に家族性腫瘍の遺伝カウンセリングも手がけていきた

い。
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5．その他
5-1. 自治体、政府関連委員の有無
自治体；埼玉県指定難病審査専門委員：大竹

明

自治体；埼玉県マス・スクリーニング運営協議会専門委員：大竹
自治体；埼玉県母子保健運営協議会

明

乳児マス・スクリーニング検査事業検討専門部会委員：大竹

自治体；さいたま市先天性代謝異常等検査事業顧問医師：大竹

明

明

5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
大竹 明：日本小児科学会雑誌編集委員会担当理事
査読；Mitochondrion, Annals of Neurology, Biochim Biopys Acta, Journal of Human Genetics、 Pediatrics
International、Clinical Pediatric Endocrinology、Brain & Development、日本小児科学会雑誌、日本マス・スク
リーニング学会雑誌等
難波

聡：臨床スポーツ医学会誌編集委員

5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
大竹 明：日本小児科学会理事 小児慢性疾病委員会主担当、和文誌編集員会＆
移行支援医療委員会副担当）
大竹

明：日本先天代謝異常学会理事

診断基準・診療ガイドライン委員会委員長、

患者登録委員会副委員長
大竹

明：日本マス・スクリーニング学会理事

大竹

明：日本ミトコンドリア学会理事

財務委員長、患者登録・支援委員会委員長

大竹

明：全国遺伝子医療部門連絡会議監事

大竹

明：日本小児科学会埼玉地方会理事

大竹

明：北関東遺伝診療フォーラム代表世話人・事務局

大竹

明：埼玉酵素補充療法研究会代表世話人・事務局

難波

聡：日本人類遺伝学会評議員

難波

聡：日本臨床スポーツ医学会評議員

難波

聡：北関東遺伝診療フォーラム世話人

難波

聡：日本オリンピック協会医学サポート部会員

難波

聡：日本陸上競技連盟医事委員

難波

聡：埼玉県スポーツ協会スポーツ医学専門部会員

常務委員

6. 業績
6-1. 論文・学会発表
① Nyuzuki H, Yamazaki T, Saito M, Ohtake A: First Japanese case of maternal phenylketonuria treated with
sapropterin dihydrochloride and the normal growth and development of the child. Mol Genet Metab Rep 2019
Nov 1;21:100526. doi: 10.1016/j.ymgmr.2019.100526. eCollection 2019 Dec.
②

Ogawa E, Fushimi T, Ogawa-Tominaga M, Shimura M, Tajika M, Ichimoto K, Matsunaga A, Tsuruoka T, Ishige M,
Fuchigami T, Yamazaki T, Kishita Y, Kohda M, Imai-Okazaki A, Okazaki Y, Morioka I, Ohtake A, Murayama K:
Mortality of Japanese patients with Leigh syndrome: effects of age at onset and genetic diagnosis. J
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【総数：論文 英文 31 件 、和文 27 件 、学会発表海外

18 件 、国内
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40 件】

6-2. 獲得研究費
①難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～31 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：ミ
トコンドリア病の調査研究(代表者：後藤雄一) 分担研究費 H31, 240 千円
②難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 29 年度～31 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：先
天代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目指したガイドラインの作成・改訂および診療体制の整備に向けた調査研究（代
表者：中村公俊）分担研究費 H31, 500 千円
③難治性疾患実用化研究事業（平成 29 年度~31 年度, AMED): ミトコンドリア病診療マニュアルの改定を見据えた診療に
直結させるミトコンドリア病・各臨床病型のエビデンス創出研究 (代表者：村山圭) 分担研究費 H31, 260 千円
④臨床ゲノム情報統合データベース整備事業（平成 29 年度~31 年度, AMED)：真に個別患者の診療に役立ち領域横断的に
高い拡張性を有する変異・多型情報データベースの創成（代表者：小崎健次郎）分担研究費 H31, 650 千円
⑤難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）（平成 31 年度～令和 3 年度 厚生労働省科学研究費補助金）：
小児慢性特定疾病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけた研究（代表者：賀藤
6-3. 受賞
該当なし
6-4. 特許、実用新案
該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 15 回北関東遺伝診療フォーラム（事務局、代表世話人：大竹
日

時：2019 年 11 月 20 日（月）18：30 ～ 21：10

場

所：大宮パレスホテル（さいたま市）

第 14 回埼玉酵素補充療法講演会（事務局、代表世話人：大竹
日

時：2020 年 2 月 20 日（木）18:30～20:50

場

所：パレスホテル大宮（さいたま市）
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明）

明）

均）分担研究費 H31, 0 千円

7．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
ゲノム医療科の扱う分野は胎児期から成人まで多岐にわたり、全ての分野の遺伝子診断、遺伝カウンセリングに対応し
つつ、出生前診断等の患者・家族からの要望にも応える必要がある。当科に求められる第一の課題はゲノム医療を通じて
病院全体の医療の質を高めることであり、これについては昨年に埼玉県難病診療連携拠点病院への指定を獲得し、まずは
大目標を 1 つ達成した。さらに実質の診療面でも、基本的に医師 2 人に認定遺伝カウンセラー1 人と言う少人数の体制
で、患者 1 人当たりの医療費も平均よりかなり高く、船出の年としては合格点と思う。
7-2. 次年度の改善計画
診療と研究の中心分野を難病全体、その中でもミトコンドリア病に定め、その新規病因遺伝子の発見や出生前診断の分
野で新しい知見を国内外に示していく。今までのところ難病の診断、着床前診断を含む出生前診断を重点的に診療してい
るが、今後はがんゲノム医療の中で、特に家族性腫瘍の遺伝カウンセリングも手がけていきたい。
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2．1）消化器・肝臓内科
１．構成員
名越澄子（SUMIKO, Nagoshi）
：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：指導教員（大学院）
：
消化器病学：博士
道田知樹（TOMOKI, Michida）
：教授：診療副部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：消化器病学：博士
岡

政志（MASASHI, Oka）
：教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：消化器病学：博士

屋嘉比康治（KOJI, Yakabi）
：特任教授：兼担：指導教員(大学院)：教育副主任：研究主任：消化器病学：博士
加藤真吾（SHINGO, Kato）
：准教授：総務：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：消化器病学：博士
松原三郎（SABURO, Matsubara）：准教授：研修担当医長：教育副主任：研究副主任：消化器病学：博士
高林英日己（HIDEHIKO, Takabayashi）
：講師：外来医長：消化器病学：博士
可児和仁（KAZUHITO, Kani）
：講師：病棟医長：消化器病学：博士
山口菜緒美（NAOMI, Yamaguchi）
：講師：消化器病学：博士
林 健次郎（KENJIRO, Hayashi）：助教：医員：博士
大塚武史（TAKESHI, Otsuka）
：助教：医員
寺井悠二（YUJI, Terai）
：助教：医員：社会大学院生
石橋

朗（AKIRA, Ishibashi）
：助教：医員：社会大学院生

須田健太郎（KENTARO, Suda）
：助教：医員
内田党央(KUMICHIKA, Uchida)：助教(シニア)
山鹿
堀

渚（NAGISA, Yamaga）
：助教（シニア）

裕太朗（YUTARO, Hori）
：助教（シニア）
：社会大学院生

周東成美（NARUMI, Shuto）
：助教（シニア）
加藤秀輔（SHUSUKE, Kato）
：助教（シニア）
田川

慧（KEI, Tagawa）
：助教（シニア）

田中孝幸（TAKAYUKI, Tanaka）:助教（シニア）
鈴木美緒（MIO, Suzuki）:助教（シニア）
客員教授：3 名、非常勤講師：4 名、非常勤医師：5 名

２．教育
2-1．目的･目標
卒前・卒後教育を通じて、
「良き臨床医の育成」を目標としている。大学院教育では、基礎・臨床研究を進めていく過
程で自ら考えて課題を解決することで、実臨床に必須な科学的・論理的思考過程を学ぶことを目指している。
2-2．教育内容（担当者）
1）卒前教育
当科の病棟受け持ち体制は、チーム制で屋根瓦方式をとっているので、BSL および CC の学生も診療チームの一員とし
て診療および朝夕のチームラウンド、カンファレンスに参加してもらう。診療内容については、診療チーム上級医（高
林、可児）及びチーム内担当医師の指導のもと、病状把握の基本、検査データの解析を学ぶとともに、受け持ち患者を
指定し、正しく臨床症状や検査成績を他の医師に伝える事ができるように指導する。教授回診では、回診中に症例に関
する解説を行い、回診後に問題となった症例について discussion とミニレクチャーを行う（名越、岡、道田）
。また、
外来診療の他、上部、下部内視鏡検査（経鼻内視鏡やダブルバルーン内視鏡検査を含む）
・治療(ESD, EMR)、EUS、ERCP、
ENBD などの胆膵系検査・治療、腹部超音波検査、造影超音波検査、肝細胞癌局所治療（ラジオ波）、肝生検の見学など
を積極的に行わせている。特に、消化管早期癌に対する内視鏡治療は実習中に一度は内視鏡室で見学させ解説を行って
いる（道田）
。また、消化管内視鏡検査、炎症性腸疾患、肝疾患、胆膵疾患に関するクルズスも行っている（高林、加藤
真吾、名越、松原）
。BSL の 1 週目終了時には受け持ち症例に関するレポートを添削・解説し、2 週目終了時には口頭試
問を行い評価している（岡）
。
Pre CC の学生には、初診外来の見学および病棟症例の問診・診察を医師の指導の下に行い、消化器に関連する症候を
実体験することにより、講義を受ける際の理解を深められるようにしている（堀）
。
2）卒後教育
スーパーローテート形式の初期臨床研修医教育を行っており、当科には 4～8 週ごとに平均 3～5 人の研修医がローテ
ーションしてくる。当科の研修教育の特徴は、常に指導医と研修医の間での discussion が重視されており、所属する診
療チームでのカンファレンスに参加、問題点を研修医自身で考え完結できる力を身につけさせることを目標にしている
点である。特に、当科における病棟受け持ち体制は屋根瓦式のチーム医療体制であり、チームで担当することによって、
より安全な受け持ち体制となるだけでなく、チーム全員の考えや意見を聴くことにより知識を増やし論理的な思考を養
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うことになる。研修期間中、代表的な消化器疾患に対する主症状の見方、診断への検査計画の立て方、方針の決定を体
験させ、なるべく多くの内視鏡を用いた検査・治療を体験してもらうことを目標としている。また、研修医は教授回診
に参加し、チームの担当症例のプレゼンテーションを行い、教授と discussion を行う（名越、岡、道田）
。
内科専攻医研修では、当科全体の症例検討会で担当患者のプレゼンテーションを行い、積極的に discussion に参加さ
せている。午前中は上部消化管内視鏡検査、午後は下部消化管内視鏡検査および ERCP、小腸内視鏡検査があるので、専
攻医は積極的に参加し、前処置の方法や検査方法を学ぶ。また、なるべく多くの上部内視鏡検査を担当できるよう機会
を提供している。木曜日の夕方から 1 週間に撮影した内視鏡検査写真を読影し、写真のチェックを行うとともに病変の
診断の方法につき指導している（道田、岡）
。引き続き、肝疾患についてのミニレクチャーを行っている（名越）
。
3）大学院教育
毎年 1～2 名の大学院生に学位取得を取得させるべく基礎・臨床研究を指導している（屋嘉比、名越、岡、道田、加藤）
。
2-3．達成度
1）卒前教育
BSL の学生は、症状が明らかな興味深い症例を 1 例受け持ち、チームの一員として病歴の聴取や身体所見の取り方を
学び、病態の理解を深め、得られた情報から鑑別診断・治療計画の立案までの思考過程を学び、指導医の丁寧な指導の
下でレポートを作成し、さらに教育主任のレポート作成の指導を受けて、口頭試問で最終的な評価・指導を受けられて
いる。
2）卒後教育
初期臨床研修医は、典型的な上下部消化管、肝胆膵疾患を多数例経験し、チーム内、当科全体の症例検討会、教授回
診など様々な場で論理的な思考を磨くことができている。内科専攻医研修では、1 年間で上部消化管内視鏡検査の実施・
診断を指導医の指導の下で行えるようになっている。また、
消化器関連の症状を主訴とする初診の症例を外来で診察し、
診断・治療計画を自ら立案することができている。
3）大学院教育
2019 年度は大学院 4 名の学位取得に向けて、基礎研究と臨床研究の指導を行っている。
2-4．自己評価と次年度計画
1）卒前教育
当科のスタッフ全員が熱心に学生を指導し、学生からの評価はおおむね良好である。来年度は COVID19 対策のため、
朝夕のチームラウンド、カンファレンスはサブチームに分かれて参加し、教授回診も初期臨床研修医と CC の学生と交替
で参加するなどの対応と取りながら、なるべく多くの消化器関連疾患の診療を体験できるような体制で臨む予定である。
2）卒後教育
初期臨床研修医は、上下部消化管・肝胆膵と広範囲の臓器に関連する疾患の診断と化学療法も含めた様々な治療を体
験できており、今後の進路に関わらずすべての領域の専門医に必要な消化器疾患の基本的知識を獲得できたと考えてい
る。内科専攻医も消化管内視鏡検査・治療に長期間継続して取り組める体制を堅持することで、消化器領域の専門医と
しての知識と技能を磨きながら、内科専門医としての研修も着実に行えている。指導医も熱心に専攻医の指導をしてお
り、事務面でのバックアップ体制も充実している。来年度は、内視鏡的検査・治療および外来診療の効率化を図り、指
導医との discussion の時間をさらに確保する予定である。
3）大学院教育
杉浦香織（非常勤医師：社会大学院生）は炎症性腸疾患の画像診断に関する臨床研究の成果を論文にまとめ、2020
年度に学位申請の予定である。石橋 朗は炎症性腸疾患に関する基礎研究、寺井悠二は AI による内視鏡診断に関する臨
床研究を行い、2020 年度の学位取得を目指している。堀 裕太朗は後期研修医としての指導を受けるとともに、消化管
ホルモンに関する基礎研究を継続中である。

３．研究
3-1．目的・目標
当科における研究は臨床研究と基礎研究の２面から行われており、臓器別には上部消化管、下部消化管、 肝、胆膵の
4 つの臓器に分類されている。上部消化管については、脳-腸軸 Brain-Gut Axis を key word として機能性胃腸症（FD,IBS）
の病態の解明を目指す研究を行っている。炎症性腸疾患は県内においても最多の患者を診療していることから、厚生労
働省難治性腸管障害に関する調査研究班の研究協力者として、治療法に関する臨床研究を活発に行っており、さらに動
物実験での機序の解明も目指している。肝疾患については、肝炎等克服実用化研究事業 B 型肝炎創薬実用化等研究事
業「次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創薬研究」の研究分担者として、B 型肝炎に対する核酸アナログ製剤耐
性獲得に関わる宿主因子の探索を目的として臨床研究を行っている。また、肝硬変、肝細胞癌に対する治療法に関する
臨床研究や動物実験による肝がん分子標的治療薬の副作用の機序の解明を行っている。胆膵に関しては新たなデバイス
や治療方法を駆使した臨床研究が活発に行われている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）消化管ホルモンと食欲・消化管運動：屋嘉比康治、山口菜緒美、堀裕太朗、細見英里子
2）食欲低下と漢方：屋嘉比康治, 山口菜緒美, 細見英里子
3）炎症性腸疾患の病態の解明：加藤真吾、可児和仁、石橋朗、山鹿渚
4）潰瘍性大腸炎の超音波所見による炎症評価：屋嘉比康治、加藤真吾、可児和仁、石橋朗、杉浦香織、青山徹
5）核酸アナログ製剤耐性獲得に関わる宿主因子の探索：名越澄子
6）肝がん分子標的薬の効果予測と副作用の機序の解明：名越澄子、内田党央
7）AI による内視鏡診断の検討：岡政志、道田知樹、高林英日己、寺井悠二
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8）胆膵疾患に対する内視鏡診断・治療の研究：松原三郎、大塚武史、須田健太郎、藤田徹郎
3-3． 研究内容と達成度
1）消化管ホルモンと食欲・消化管運動
機能性消化管疾患の代表的なものとして過敏性腸症候群（IBS）と機能性ディスペプシア（FD）がある。一方、消化管
ホルモンには消化管運動や食欲の調整作用があり、これらの疾患の発症に関与していると考えられている。当科では以
前より消化管ホルモンと食欲・消化管運動との関係について臨床・基礎研究を行い、多くの成果をあげてきた。今年度
は、動物実験により消化管ホルモンの CCK 依存性に PYY が食欲を抑制し、胃排出率を低下させることを明らかにし、国
内の学会で発表し、論文化の予定である。また、ストレスがこれらの作用を増強する機序を検討し、FD の発症機序を
Brain-Gut Axis の視点から明らかにした。さらに、IBS の発症要因としてのストレスと消化管ホルモンの関係について
も同様に検討を進めている。
2）食欲低下と漢方
六君子湯は食欲を回復させる漢方薬として知られている。今回、六君子湯が消化管ホルモンのグレリン依存性に脳内
食欲中枢と報酬獲得系に作用することを動物実験で明らかにし、国外の学会でも発表を行った。この研究は漢方薬の食
欲回復作用の機序野解明に大きく踏み出すことになる画期的な研究になると思われる。論文を作成、投稿中である。
3）炎症性腸疾患の病態の解明
近年、潰瘍性大腸炎、クローン病に対する新規治療薬が次々と開発され、特に難治性の炎症性腸疾患が紹介される当
科でも多数の症例に新薬を導入している。しかし、これらの新薬の位置づけなどコンセンサスが得られていない課題も
多い。豊富な治療経験をもとに、炎症性腸疾患における各種治療法の短期・長期成績や効果予測因子、寛解導入・維持
療法の限界を踏まえた効果判定時期、治療継続期間などに関する臨床研究を行い、国内の学会で多くの発表を行った。
厚生労働省難治性腸管障害に関する調査研究班の研究協力者としても臨床研究を行っている。また、動物実験で炎症性
腸疾患の病態解明にも取り組んでおり、学位取得を目指している。
4）潰瘍性大腸炎の超音波所見による炎症評価
潰瘍性大腸炎の活動性評価は内視鏡検査で行うが、急性期では苦痛を伴い被検者の負担が大きく、CT では被爆の問題
がある。そこで、侵襲の少ない超音波 Power Doppler を用いて腸管壁の血流の増加、壁の肥厚、層構造の不明瞭化を評
価し、これらが内視鏡的活動度と正の相関を示すが、大きな潰瘍が存在すると血流は逆に低下することを明らかにした。
論文は学術雑誌に掲載予定で、学位申請の準備を進めている。
5）核酸アナログ製剤耐性獲得に関わる宿主因子の探索
肝炎等克服実用化研究事業 B 型肝炎創薬実用化等研究事業「次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創薬研究」
の研究分担者として、多施設から核酸アナログ製剤を投与されて症例の検体を収集し、治療反応性に関わる宿主因子を
検討している。候補となる宿主因子が見いだされ、症例数を増やして解析を進める予定である。
6）肝がん分子標的薬の効果予測と副作用の機序の解明
肝がん分子標的治療薬のレンバチニブの有効性について臨床研究を行い、国内の学会で発表した。さらに、レンバチ
ニブの副作用の発症機序について動物実験により検討を進め、対策につなげることを目指している。
7）AI による内視鏡診断の検討
胃がん検診が従来のバリウム検査から胃内視鏡検診へ移行するのに伴い、画像認識能力が人間を上回る AI（人工知能）
を内視鏡画像読影のアシストとして使用すれば、2 次読影作業の精度とスピードを向上させる事が技術的には可能であ
る。AI 診断能の向上に寄与するために、内視鏡の種類が AI 診断能に影響するか否かを明らかにする目的で臨床研究を
開始している。
8）胆膵疾患に対する内視鏡診断・治療の研究（EUS-FNA における研究）
最近開発されたフランシーン針は、従来の形状の FNA 針に比べ組織採取において非常に優れている。同針を用いた多
施設共同前向きコホート研究の分担施設として症例を集積し、学会で発表し投稿準備中である。また、同針に関して、
当科では従来の陰圧をかけて吸引しながらストロークを行う方法（suction 法）ではなく、陰圧をかけないでストロー
クを行う”no suction 法”を行っており、良好な組織採取率を得ている。陰圧をかけないことから手技が簡略化される
だけではなく、血液の混入を低減できる可能性があり、第一選択の方法になる可能性がある。今後症例が蓄積されたと
ころで過去の手法を historical control として比較し、学会発表・論文化の予定である。
9）胆膵疾患に対する内視鏡診断・治療の研究（ERCP および EUS 下治療における研究）
ERCP および EUS 下治療における手技の工夫やトラブルシューティング、術後再建腸管を有する胆管結石に対するダブ
ルバルーン下 ERCP および EUS 下治療、EUS 下膵管ドレナージ、EUS ランデブーERCP、等について後ろ向きに検討し、学
会発表を行った。今後論文化し発表予定である。前向き研究としては今後多施設共同研究として、術後再建腸管を有す
る胆管結石に対する ダブルバルーン下 ERCP と EUS 下治療の RCT、肝門部悪性胆管狭窄に対するプラスチックステント
の胆管内埋め込み法と従来法の RCT を行う予定である。また、EUS 下ドレナージにおいて、プラスチックステントを安
全・確実に用いるために独自の工夫を行っており、今後特許申請を検討中である。
3-4．自己評価と次年度計画
食欲調節に関する基礎的研究や炎症性腸疾患の病態解明、肝がん分子標的薬の有効性、胆膵疾患に対する超音波内視
鏡を用いた最先端の治療に関する研究など、多くの研究成果を国内外の学会で発表し、一定以上の成果が得られたと考
えている。炎症性腸疾患や胆膵治療に関する多施設共同研究においては、研究分担施設として論文化にも寄与した。ま
た、漢方薬六君子湯の食欲増加作用における報酬獲得系の関与の研究およびストレスが CCK の食欲抑制作用を相乗的に
促進する機序について論文化を進めている。抗 C 型肝炎ウイルス治療における食欲低下へのグレリンの関与についても
論文化の予定である。次年度はこれまで行ってきた研究の成果をまとめて論文化を行い、2 名が学位を取得する予定で
ある。新たなプロジェクトも立ち上がりつつあり、継続している研究をさらに発展させることを目指していく。
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４．診療
消化管疾患は道田知樹教授、岡政志教授、加藤真吾准教授、肝疾患は名越澄子教授、胆膵疾患は松原三郎准教授を中
心に、消化器関連の全領域にわたり最先端の診療を提供できることが当診療科の特色である。すべての消化器疾患に対
応できる地域医療の拠点となれるように、診療内容の充実と人材育成の達成を目指して日々の診療に励んでいる。入院
患者延数は 1,715 人、外来患者延数は 38,840 人であった。
上・下部消化管疾患の内視鏡的診断だけでなく、食道、胃、大腸の早期癌の内視鏡的粘膜下剥離術（ESD）が多数行わ
れている。さらに、ダブルバルーン小腸内視鏡検査やカプセル内視鏡を日常的に行っており、ダブルバルーン小腸内視
鏡の技術は術後再建腸管に対する ERCP にも生かされている。胆膵疾患に対する内視鏡的診断・治療では、従来の内視鏡
的逆行性膵胆管造影（ERCP）だけでなく、最新式のデジタル式経口胆道鏡を導入し、巨大胆管結石に対する治療や胆管
癌の精密な術前検査などを積極的に施行している。また、病理診断のための EUS-FNA に始まり、胆道・膵管・膵仮性嚢
胞・胆嚢・腹腔内膿瘍等に対するドレナージ、術後再建腸管を有する胆管結石など超音波内視鏡（EUS）を用いた最先端
の診断・治療を施行している。さらにウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法や肝硬変の合併症に対する集学的治療、
肝細胞癌局所治療（ラジオ波焼灼療法）
、分子標的薬を用いた化学療法などが多数行われている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
名越澄子
社会保障審議会専門委員（疾病、傷害及び死因分類専門委員会）
厚生科学審議会臨時委員（がん登録部会）
男女共同参画会議第 5 次基本計画策定専門調査会「人材・意識ワーキング・グループ」座長代理
第 24・25 期日本学術会議会員：科学者委員会委員（ゲノム編集技術に関する分科会委員、男女共同参画分科会委員
埼玉県医師会女性医師支援検討委員会
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
名越澄子
埼玉医科大学雑誌 編集委員
日本肝臓学会英文学会誌“Hepatology Research”編集委員
日本呼吸器学会誌 査読委員
岡 政志
日本消化器がん検診学会 編集委員
松原三郎
Clinical Journal of Gastroenterology 査読委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
名越澄子
A member of the Medical Scientific Advisory Committee (MSAC) (World Health Organization)
日本医学会連合：理事、男女共同参画等検討委員会委員長、研究推進委員会委員
日本医学会：幹事、第 31 回日本医学会総会男女共同参画委員会副委員長
全国医学部長病院長会議：男女共同参画推進委員会委員
日本私立医科大学協会：女性医師キャリア支援委員会委員
日本内科学会：理事、評議員、学会在り方委員会副委員長、男女共同参画・働き方改革 WG 代表、関東支部評議員
日本消化器病学会：理事、財団評議員、学会評議員、関東支部幹事、関東支部評議員、医学用語委員会担当理事、ICD-11
検討委員会担当理事、キャリア支援委員会副担当理事、ガイドライン委員会「肝硬変」作成委員会委員、
「NAFLD/NASH」
評価委員会委員
日本消化器関連学会機構：日本消化器病学女性医師・研究者に関する委員会委員
日本肝臓学会：評議員、東部会評議員、演題選定委員会委員、専門医制度審議会委員、欧文誌編集委員会委員、男女
共同参画・キャリア支援委員会オブザーバー
日本高齢消化器病学会：副理事長
日本性差医学・医療学会：理事
日本診療情報管理学会：評議員
肝細胞研究会：幹事
道田知樹
日本消化器病学会：学会評議員、関東支部評議員
日本消化器内視鏡学会：関東地方会評議員
岡

政志
日本消化器病学会：学会評議員、関東支部評議員
日本消化器内視鏡学会：評議員、関東地方会評議員
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加藤真吾
日本消化器病学会：学会評議員、関東支部評議員
日本消化器内視鏡学会：本部評議員、関東地方会評議員
日本消化管学会：代議員
日本潰瘍学会：評議員
日本消化器免疫学会：評議員
日本神経消化器病学会：評議員
日本消化吸収学会：評議員
日本カプセル内視鏡学会：代議員
日本小腸学会：評議員
日本炎症性腸疾患学会：評議員
松原三郎
日本消化器病学会：関東支部評議員
日本消化器内視鏡学会：関東支部評議員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Saito K, Isayama H, Nakai Y, Takahara N, Ishigaki K, Takeda T, Hakuta R, Saito T, Uchino R, Kishikawa T,
Hamada T, Mizuno S, Sasaki T, Kogure H, Matsubara S, Yamamoto N, Ijichi H, Tateishi K, Tada M, Koike K.：
A phase II trial of gemcitabine, S-1 and LV combination (GSL) therapy in patients with advanced pancreatic
cancer. Invest New Drugs. 2019 Apr;37(2):338-344. doi:10.1007/s10637-018-0691-9.
②Hakuta R, Hamada T, Nakai Y, Isayama H, Kogure H, Takahara N, Mizuno S, Yagioka H, Togawa O, Matsubara S,
Ito Y, Yamamoto N, Tada M, Koike K.：Early pancreatic stent placement in wire-guided biliary cannulation:
A multicenter retrospective study. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Jun;34(6):1116-1122.
doi:10.1111/jgh.14453.
③Higashiyama M, Sugita A, Koganei K, Wanatabe K, Yokoyama Y, Uchino M, Nagahori M, Naganuma M, Bamba S, Kato
S, Takeuchi K, Omori T, Takagi T, Matsumoto S, Nagasaka M, Sagami S, Kitamura K, Katsurada T, Sugimoto K,
Takatsu N, Saruta M, Sakurai T, Watanabe K, Nakamura S, Suzuki Y, Hokari R. Management of elderly ulcerative
colitis in Japan. J Gastroenterol. 2019; 54(7):571-586. doi: 10.1007/s00535-019-01580-y.
④Saito T, Nakai Y, Mizuno S, Isayama H, Sasahira N, Watanabe T, Matsubara S, Arizumi T, Togawa O, Hirano
K, Tsujino T, Ishigaki K, Hakuta R, Saito K, Takahara N, Hamada T, Kogure H, Tada M, Koike K.: A
randomized-controlled trial of early endotherapy versus wait-and-see policy for mild symptomatic pancreatic
stones
in
chronic
pancreatitis. Eur
J
Gastroenterol
Hepatol.
2019
Aug;31(8):979-984.
doi:10.1097/MEG.0000000000001457.
⑤Kawaji Y, Isayama H, Nakai Y, Saito K, Sato T, Hakuta R, Saito T, Takahara N, Mizuno S, Kogure H, Matsubara
S, Tada M, Kitano M, Koike K.: Multiple recurrences after endoscopic removal of common bile duct stones:
A retrospective analysis of 976 cases. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Aug;34(8):1460-1466.
doi:10.1111/jgh.14630.
⑥Hisamatsu T, Kato S, Kunisaki R, Matsuura M, Nagahori M, Motoya S, Esaki M, Fukata N, Inoue S, Sugaya T,
Sakuraba H, Hirai F, Watanabe K, Kanai T, Naganuma M, Nakase H, Suzuki Y, Watanabe M, Hibi T, Nojima M,
Matsumoto T; DIAMOND2 Study Group. Withdrawal of thiopurines in Crohn's disease treated with scheduled
adalimumab maintenance: a prospective randomised clinical trial (DIAMOND2). J Gastroenterol.
2019;54(10):860-870. doi:10.1007/s00535-019-01582-w.
⑦Ishigaki K, Hamada T, Nakai Y, Isayama H, Sato T, Hakuta R, Saito K, Saito T, Takahara N, Mizuno S, Kogure
H, Ito Y, Yagioka H, Matsubara S, Akiyama D, Mohri D, Tada M, Koike K.：Retrospective Comparative Study
of Side-by-Side and Stent-in-Stent Metal Stent Placement for Hilar Malignant Biliary Obstruction. Dig Dis
Sci. 2020 Feb 27. doi: 10.1007/s10620-020-06155-z. [Epub ahead of print]
⑧Saburo Matsubara, Kentaro Suda, Tetsuro Fujita, Takeshi Otsuka, Kazuhio Kani, Hidehiko Takabayashi, Shingo
Kato, Masashi Oka, Tomoki Michida, Sumiko Nagoshi, Koji Yakabi：EUS-guided antegrade treatment of common
bile duct stones in patients with surgically altered anatomy -a single center experience. Asian EUS Congress
2019.4 Tokyo
⑨Naomi Yamaguchi, Eriko Hosomi, YutaroHori, ShokiRo, KosukeMaezawa, YumiHarada, Naoki Fujitsuka,
KiyoshigeTakayama, Koji Yakabi：Rikkunshito improves CCK and stress-induced anorexia through the
ghrelin-dependent activation of reward system in the brain in rat. DDW2019. 2019.5
San Diego
⑩Hisamatsu T, Kato S, Kunisaki R, Matsuura M, Nagahori M, Motoya S, Esaki M, Fukata N, Inoue S, Sugaya T,
Sakuraba H, Hirai F, Watanabe K, Kanai T, Naganuma M, Nakase H, Suzuki Y, Watanabe M, Hibi T, Nojima M,
Matsumoto T, DIAMOND Study Group 2. Withdraw of thiopurine in Crohn's disease treated with scheduled
adalimumab maintenance: a prospective randomised clinical tria. DDW2019 2019.5 San Diego, USA.
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【 総数：論文 12 件、学会発表 39 件（国外 6 件, 国内 33 件）
、著書 16 件】
6-2．獲得研究費
名越澄子
肝炎等克服実用化研究事業 B 型肝炎創薬実用化等研究事業「次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創薬研究」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
上・下部消化管疾患、肝疾患、胆膵疾患の消化器疾患全領域において全員が心血を注いで最先端の医療を提供すると
ともに、地域医療の拠点として診療を行ってきた。そのなかで、消化器領域の専門医としての知識と技能を磨きながら、
内科専門医としての研修も着実に行えている。長年培われてきたチーム別の屋根瓦方式のもとで上級医による熱心な指
導体制が堅持され、専攻医、初期臨床研修医、学生に対してそれぞれのレベルで幅広い疾患の知識・手技を獲得させる
ことができた。豊富な症例から多くの症例報告を行い、臨床研究・基礎研究を進めて国内外の学会で発表し、論文も作
成中である。4 名の社会大学院生も順調に研究を進めている。
7－2．次年度の改善計画
診療においては、ESD は高林講師を中心に、他領域は現指導体制を維持して、より質の高い診療を提供していく予定
である。スタッフ全員が高いモチベーションを維持し安全な医療を提供するためにも、人員をさらに拡充する必要があ
る。研究においては、2 名の社会大学院生が学位を取得する予定である。研究に費やす時間が限られている中で進めて
きた研究の成果を次年度中に英文論文として報告し、新しいテーマの臨床研究・基礎研究に着手することで研究の楽し
さを多くの医員に体験させたいと考えている。教育においては、指導医との discussion の時間を十分に確保し内視鏡的
検査・治療および外来診療の効率化を図り、指導医との discussion の時間を十分に確保することが課題である。臨床実
習では、密な状況を避けるために見学の機会を減らさざるを得ないが、収録した内視鏡検査画像などの活用も今後検討
していきたい。
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2．2）心臓内科
１．構成員
松隂 崇（MASTUKAGE, Takashi）:
西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko）
：
神山哲男（KAMIYAMA, Tetsuo）
：
井上芳郎（INOUE, Yoshiro）
：
安藤敏行（ANDO, Toshiyuki）
：
山口隆太郎（YAMAGUCHI, Ryutaro）
：
森本晋平（MORIMOTO, Shinpei）：

教授：運営責任者、診療部長：循環器病学：博士
教授：研究主任：指導教員(大学院)：循環器病学：博士
講師：教育主任、研究員、研修医長：博士
講師：教育員、研究員、副診療部長：博士
助教：教育員、研究員、医員
助教：教育員、研究員、専門医員
助教：教育員、研究員、医員

-兼担・非常勤吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）:
羽田勝征（HADA, Yoshiyuki）
：
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：
竹下亨典（TAKESHITA, Kyosuke）
：
外山堅太郎（TOYAMA, Kentarou）
：
中村嘉宏（NAKAMURA, Yoshihiro）
：

名誉院長：名誉教授
客員教授：循環器病学、心エコー図学：博士
教授（健康管理センター兼担）
：指導教員(大学院)：循環器病学：博士
教授（健康管理科兼担）
：指導教員(大学院)：循環器病学：博士
教授（臨床検査科兼担）
非常勤講師:博士
非常勤講師

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
1. 循環器病患者の身体所見の取り方を身につけ、主な弁膜症、先天性心疾患の聴診所見を述べられる。
2. 虚血性心疾患、心不全の病態生理と治療薬の作用機序を説明できる。
3. 急性心筋梗塞の心電図変化と主な頻脈性・徐脈性不整脈の心電図を判読できる。
4. 1-3 を通じて、医師国家試験合格に十分な能力を付与する。
卒後教育
初期研修医として一般内科初診外来ならびに救急外来で循環器病患者の初期診療ができ、適切なマネージメントが
できる。
後期研修医として循環器専門医を取得するに十分な知識と臨床経験を付与する。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
1. 講義；3 年生ヒトの病気 2 回（西岡、井上）
、6 年生特別演習１回（神山）
、
2. 3 年生 PBL（山口）
3. 4 年生 CC1（１回 3-4 名、2 週間×16 回）および CC（１回 2 名、4 週間×2 回）
診療チームに配属され 1-2 名の患者を受け持ってレポートを作成（各チーム医師）
その内容に沿った小テストを実施（神山）
回診（松隂）
、心臓カテーテル検査/治療（松隂、井上）、デバイス植込手術（安藤、
山口）
運動負荷心電図検査（伊藤）の見学
外来初診患者の問診/診察と鑑別診断の考察（西岡）
クルズス 10 回（松隂、井上、神山、伊藤）
CC は配属チームの初期研修医とともに行動し、上級医が指導
卒後教育
各病棟チームに所属し、上級医指導下での患者診療（各チーム医師）
クルズス（心電図、画像診断、輸液など 井上、神山）
入院患者カンファレンス（火曜日）
心臓カテーテルカンファレンス（火曜日・木曜日）
2-3．達成度
卒前教育
CC1 は知識の確認・補強を目的に、解剖・生理・薬理と臨床の関連を強調してクルズスを中心に行った。各チーム
に学生は２人とし朝夕の病棟回診を共に行った。
また救急初期診療の見学ができるように努めた。CC2 では初期研修医と一緒に行動しつつベッドサイド実習を中心
とし、適時クルズスを行った。
卒後教育
初期研修医は、各疾患の急性期、慢性期を通じて十分な症例経験を積むことが可能であった。特に不安定狭心症・
急性心筋梗塞の初診から緊急対応、ならびにカテーテルインターベンションとその後の管理については一連の流れ
を十分に経験することが可能であった
一方で不整脈専門医が不在である為カテーテルアブレーションの実施が出来ず、ヒス束心電図等の指導に関しては
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目標達成に至らなかった。
また圧倒的な人材不足のため、救急患者対応に全員が同時に集まることが困難であった
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
CC1 は基礎学力ならびに自己意識の向上に努めた。医療従事者になるものとしての意識に個人差があるため我々の
意思を伝えられていない側面がある。CC2 は学生・スタッフとも満足度が高かったと思われる。
卒後教育
初期研修医として必要なことを精選して教育し、ローテート終了時に達成度を評価するシステムを確立する必要が
ある。可能ならば 1 年目、2 年目の研修医がバランスよく配分されることが望ましい。
後期研修医については、地域の医療機関において独力で問題を解決するような研修や、他の専門機関における研修
も考慮する必要がある。

３．研究
3-1．目的・目標
日常診療における疑問点を拾い上げて検討し、診療の質向上につながる臨床研究を行う。また教育的・希少な症例報
告を行うことで多くの医師と情報共有できるように努める。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1. 心不全患者に対するトルバプタン投与による急激な血清ナトリウム濃度変動のリスク予測モデル
2. IVUS、OCT を用いた冠動脈プラークの性状と薬物治療の効果、インターベンションの予後の関連の検討
3. 低侵襲インターベンション
4. 負荷心筋ストレイン法による心筋虚血および viability の評価
5. 分子標的リポソームを用いた血栓破砕療法及びプラークイメージングに関する研究
6. 短時間作用型β遮断剤を用いた急性心筋梗塞の梗塞サイズ縮小効果に関する検討
3-3．研究内容と達成度
それぞれにつき発表を行い、うち一編を論文化した。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床業務で多忙な中で成果をまとめて発表を行い、一編を論文として出版しえた。次年度はさらに若手の研究員と共
にテーマを考えた上で実績を残したいと考えている。

４．診療
川越及び周辺地区の心血管救急を積極的に受け入れ、エビデンスを重視しつつ安全な医療を行うよう努めた。入院の
過半数は処置の必要な緊急入院であり、急性心筋梗塞、急性大動脈解離その他の重症疾患は高度救命救急センターで
救命医と協力した受け入れと診療を行ない、治療成績は良好であった。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員：JACC Case Reports（松隂）
査読委員：Catheter and Cardiovascular Interventions（松隂）
Journal of Interventional Cardiology（松隂）
Journal of Invasive Cardiology（松隂）
American Journal of Cardiology (西岡)
Journal of Cardiology (西岡)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本循環器学会代議員（西岡）
日本心臓病学会代議員（西岡）
日本超音波医学会代議員（西岡）
埼玉県医師会健康スポーツ医講習会の講師（伊藤）
日本 DMAT 隊員（神山）
日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会委員（松隂、井上）

６．業績
6-1． 論文・学会発表
① Shroff A, Matsukage T.
Ingenuity and Inspiration

J Am Coll Cardiol Case Rep. 2019 Dec 1;5 718-719
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計1編
②

学会発表
松隂

崇

2019.4.13

Canpass 08: KCKL2019 京都

2019.6.11

Hikyaku: Slender Club Japan Live Demonstration & Annual Meeting 2019 兵庫

2019.6.12

King of Slender: Slender Club Japan Live Demonstration & Annual Meeting 2019 兵庫

2019.6.12

dTRA : Slender Club Japan Live Demonstration & Annual Meeting 2019 兵庫

2019.8.24

Method for Utilizing OCT: OCT Workshop in Kamakura

2019.9.7

Over View - Distal Transradial Access: Sappro Live Demonstration 2019 北海道

2019.11.15

How to use dTRA : Ground Round in Detroit St. John Providence デトロイト

2019.12.4

dTRA Overview：The 5th Global Intervention Meeting in Akabane 東京

2019.12.14

Onyx DES in Extra Small Vessel：The 25th Kamakura Live Demonstration Course 2019

2020.1.16

Indication/Contraindication/Advantage/Disadvantage of dTRA

神奈川
米国
神奈川

Singapore Live 2020 シンガポール
他 1 発表
③

西岡利彦 9 発表：計 20 発表

招聘術者
松隂

崇

2019.5.16

Showa University Hospital, Tokyo, Japan

2019.5.24

Otaru Municipal Hospital, Hokkaido, Japan

2019.6.1

Slender Club Japan Live Demonstration & Annual Meeting 2019 in Amagasaki
Operator: Hakuhoukai Central Hospital, Hyogo, Japan

2019.6.22

Higashi-kani Hospital, Gifu, Japan

2019.7.21

Kin-ikyo Chuo Hospital, Sapporo, Japan

2019.9.5

Toyama Prefectural Central Hospital, Toyama, Japan

2019.9.26

Tottori University Hospital, Yonago, Japan

2019.11.12

Tokai University Hospital, Isehara, Japan

2019.11.14

Ascention St. John Hospital, Detroit, MI, U.S.A

2019.11.21

JCHO Yokohama Central Hospital, Yokohama, Japan

他 4 施設

計 14 施設

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
国内外の招聘手術を中心に低侵襲カテーテル治療の啓蒙を行った。また例年通り、川越市病診連携事業の一環として
川越医師会との共催で川越循環器談話会（年 2 回）を開催し、川越地区で循環器診療に従事されている病医院の方々
と症例検討、特別講演などを通じ連携の充実を図った。

７．自己点検・評価

7－1. 今年度の点検・評価結果
卒前教育についてはより優しく理解しやすい指導が必要であると思われる。同時に医療に携わることの神聖さを実地
医療を通じて伝えていくことで、医学への更なる興味と共に質の高い教育が提供できる方向を目指した。
卒後教育に関しては、臨床能力の向上に主眼が置かれがちであるが、臨床研究に携わる能力が身に付くように教育す
る必要がある。
残念ではあるが研究・診療においては基本的な目標は達成されなかった。これは圧倒的な人材不足によるものであり、
緊急対応に追われる中で日々の診療をこなすことに終始してしまう傾向にあった。
7－2．次年度の改善計画
学生教育に関しては、より早期から直接患者に触れる機会を増やすことで、その後の医学教育をより充実したものへ
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繋げていきたい。個々の症例ベースでより深く介入することが、自己意識を含めた学生の質を向上することになると
考えている。
診療に関しては、日中などスタッフが十分にいる場合には救急患者を複数同時に受け入れられるように努力したい。
今後は現在実施していない不整脈のカテーテルアブレーション治療や経カテーテル大動脈弁留置術に関しても、スタ
ッフの拡充が出来次第導入の方向で検討したい。またスタッフは救急対応などで多忙であり研究に費やす時間の余裕
が少ないが、日々の臨床の中で実施可能なプロトコルを立案する方針とする。
現状の最大の課題は何よりも新規医局員の充足であり、魅力ある「明るい開かれた教室づくり」を目指していく。
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2．3）呼吸器内科
１．構成員
植松

和嗣（UEMATSU, Kazutsugu）
：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：

森山

岳 （MORIYAMA, Gaku）
：講師：病棟医長：教育主任：診療副部長

教山

紘之（KYOYAMA, Hiroyuki）
：助教

坂井

浩佑（SAKAI Kosuke）
：助教

菊池

聡（KIKUCHI, Satoshi）
：助教

研究主任：外来医長：代表指導教員（大学院）:呼吸器疾患、肺癌、胸膜疾患、びまん性肺疾患：博士

平田

優介（HIRATA, Yusuke）:助教

小林

由美子

桑原

由樹（KUWABARA Yoshiki）
：助教

小島

章歳（KOJIMA Akitoshi）：助教

戸田

麻衣子（TODA Maiko）
：助教

西村

博明（NISHIMURA Hiroaki）
：助教

三上

慎太郎

三上

友理子（SAITO, Yuriko）：非常勤医師

(KOBAYASHI，Yumiko)：助教

(MIKAMI，Shintaro)：大学院生

２．教育
2-1．目的･目標
（卒前教育）
1. 種々の呼吸器疾患の病態生理、診断法、治療法の基本を理解する。
2. 呼吸器疾患患者の身体所見の取り方を身につけ、画像診断の基本を習熟する。
3. 肺癌、びまん性肺疾患、各種呼吸器感染症の胸部Ｘ線、胸部 CT 所見を理解する。
4. COPD、喘息などの慢性呼吸器疾患の管理・治療法を理解する。
5. 急性呼吸不全などの急性期疾患の呼吸管理、診断・治療法について理解する。
6. 肺癌をはじめとする呼吸器腫瘍性疾患について診断、治療法について理解する。
（卒後教育）
1. 病棟担当チームの一員として入院症例を受け持ち、その診断、治療計画を立て、実践していく。
2. 臨床カンファレンスにおいて、受け持ち症例のプレゼンテーションを簡潔および的確に行い、質疑にも応答する。
3. 入院症例の検査、治療に関して、患者さんおよびご家族へ説明を行い、同意を得る場に指導医とともに積極的に参
加する。
4. 気管支鏡検査、胸腔穿刺、胸腔ドレナージなどの検査、治療手技に積極的に参加する。
5. 以上を通して、呼吸器疾患全般の病態、診断、治療の理解を深める。
（大学院教育）
1. 難治性疾患である肺癌、中皮腫、間質性肺炎の臨床的な知識を蓄え、新たな治療法開発への社会的ニーズを理解し、
基礎的な研究手技を用いて発症のメカニズムの解明およびそのメカニズムを応用した治療法を追求する。
2. 研究を通して得られたデータを解析し、論文としてまとめる。
2-2．教育内容（担当者）
1. ３、５年生講義（植松）
2. ５年生の BSL（2 週間）
担当医のもとで 1-2 名の患者を受け持ち、呼吸器疾患患者の主訴、現病歴から身体所見までの取り方、診断までの
検査計画、検査結果の評価、診断、治療について学び、関連した事項についてレポートする（担当

主治医）。ま

た初診外来、再診外来の見学を通じて呼吸器外来診療について理解を深める。気管支鏡検査の見学を通じて内視鏡
診断学にふれる。クルズスにより呼吸器疾患の理解を促し口頭試問にて評価を行う。
（卒後教育）
1. 研修医は病棟担当チームに所属し、入院症例を担当し、その診断、治療を上級医とともに計画し実施にあたる。
2. 気管支鏡検査、胸腔穿刺、胸腔ドレナージを上級医とともに行い習得する。
（大学院教育）
1. 肺癌、中皮腫、間質性肺炎に関わる知識を、臨床および文献の抄読を通して習得する。
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2. 上記疾患の発症メカニズムの解明や、新たな治療法の開発のための研究計画をたて、その実施に必要な実験手技を
習得する。
2-3．達成度
（卒前教育）
５年生の BSL においては、受け持った患者のレポート作成を通しての疾患の理解、外来での診療の流れの把握、
気管支鏡検査の意義および実施手順の把握は、達成されていた。
（卒後教育）
外来、病棟での臨床を通して、各種呼吸器疾患に関する知識の習得を試みる機会を与えることができた。それら
知識の習得状況を確認する方法を工夫していきたい。
（大学院教育）
定期的に研究関連のミーティングおよび文献抄読会を開催することで、肺癌、中皮腫、間質性肺炎の病態解明に関
する新規知識を学ぶことができた。
当科でこれまで行ってきた肺癌、中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究を継続した。
間質性肺炎モデルマウスを用いて、発症に関連する遺伝子変化を網羅的に解析できる研究システムの構築に取り組ん
でいる。
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）中堅スタッフが減っていく中、年間を通しての BSL 教育は、各スタッフへの大きな負担増となっているが、
年間通して継続できた。次年度からは更に充実した教育を行っていきたい。
（卒後教育）前期研修医には、病棟担当チームの一員として、診断、治療に関する多様な機会を与えることができた。今
後も、診断、治療の各種知識、技術を習得していけるように工夫していきたい。
（大学院教育）肺癌、中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究を継続したい。間質性肺炎モデルマウスを用い、間
質性肺炎の病態解明を試みたい。

３．研究
3-1．目的・目標
呼吸器疾患診療において重要な課題を取り上げ、その解決のために基礎と臨床の観点から有用な研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1. 肺癌化学療法の有用性に関する研究
2. COPD の病態および治療に関する研究
3. 気管支喘息の病態および治療に関する研究
4. 肺癌、中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究
5. 間質性肺炎モデルマウスを用いた間質性肺炎発症に関与する遺伝子の同定
3-3．研究内容と達成度
１について多施設共同研究を施行している。このうち胸腺癌に関しての研究が国際誌（The Oncologist）に発表され
た（6-1．論文・学会発表・著書②）。さらに当科のこれまでのデータから非小細胞肺癌に関しての研究を行い国際誌
（International Journal of Clinical Oncology）に発表した（6-1．論文・学会発表・著書①）。４に関して、中皮腫
細胞における Heat Shock Protein 70 機能阻害による抗腫瘍効果を検討した結果を論文にまとめ英文誌に投稿し、現在
査読中である。５に関して、これまでの結果を国内学会で発表することができた（6-1．論文・学会発表・著書⑥）
。
3-4．自己評価と次年度計画
これまでの研究成果をふまえて学会での発表を行うことができた。さらに論文として発表していきたい。
多施設共同研究に関しては現在症例が蓄積されつつある。今後さらに当センターの研究棟を使用させて頂きながら基
礎的研究を継続したい。

４．診療
中堅スタッフが減り厳しい状況の中、川越地区医療機関から紹介を受けた呼吸器疾患患者は積極的に受け入れを行い、
エビデンスに基づく良質な呼吸器内科診療を行うよう努めた。他職種とのチーム医療に心がけ、また他科との協力的関
係に基づく包括的医療に努め、実践できたものと考える。病病連携、病診連携を進展し、地域完結型の医療モデルの確
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立を今後の目標としたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
査読 植松和嗣 肺癌 1 報、International Journal of Clinical Oncology 7 報
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sakai K, Kuramoto J, Kojima A, Nishimura H, Kuwabara Y, Toda M, Kobayashi Y, Kikuchi S, Hirata Y, Mikami-Saito
Y, Mikami S, Kyoyama H, Moriyama G, Gemma A, Uematsu K. Validation of prognostic impact of number of
extrathoracic metastases according to the eighth TNM classification: a single-institution retrospective
study in Japan. Int J Clin Oncol. 2019;24(12):1549-1557.
② Tateishi K, Ko R, Shukuya T, Okuma Y, Watanabe S, Kuyama S, Murase K, Tsukita Y, Ashinuma H, Nakagawa T,
Uematsu K, Nakao M, Mori Y, Kaira K, Mouri A, Miyabayashi T, Sakashita H, Matsumoto Y, Tanigawa T, Koizumi
T, Morita S, Kobayashi K, Nukiwa T, Takahashi K; North East Japan Study Group. Clinical Outcomes of Second-Line
Chemotherapy in Patients with Previously Treated Advanced Thymic Carcinoma: A Retrospective Analysis of 191
Patients from the NEJ023 Study. Oncologist. 2020;25(4):e668-e674.
③ 三上慎太郎，植松和嗣 ．Part3 検査

4．動脈血液ガス分析．臨床現場で使える!!総合診療内科マニュアル（中元秀友 監

修）219-223 東京医学社（東京）2019 年 5 月 20 日
④ Sakai K, Toda M, Kyoyama H, Nishimura H, Kojima A, Kuwabara Y, Kobayashi Y, Kikuchi S, Hirata Y, Moriyama
G, Watanabe W, Akutsu K, Nakai M, Yamada T, Gemma A, Uematsu K. Vascular Ehlers-Danlos Syndrome with a Novel
Missense Mutation in COL3A1: A Man in His 50s with Aortic Dissection after Interventional Treatment for
Hemothorax as the First Manifestation. Intern Med. 2019;58(23):3441-3447.
⑤ 植松和嗣．非小細胞肺癌治療 up-to-date～デュルバルマブとオシメルチニブの蓄積される使用経験～．第 234 回日
本呼吸器学会関東地方会

ランチョンセミナー

2019 年 5 月 25 日

⑥ 三上慎太郎, 坂井浩佑, 植松和嗣, 金澤智．間質性肺炎モデルマウス肺における遺伝子発現の次世代シークエンサー
による網羅的解析．第 59 回日本呼吸器学会学術講演会

2019 年 4 月 12 日

⑦ 桑原 由樹, 西村 博明, 小島 章歳, 戸田 麻衣子, 小林 由美子, 菊池 聡, 平田 優介, 坂井 浩佑, 教山 紘之, 森
山 岳, 植松 和嗣．免疫チェックポイント阻害薬による肺癌治療中に続発性副腎機能低下症をきたした 4 例．第 60
回日本肺癌学会学術集会

2019 年 12 月 6 日

⑧ 坂井 浩佑, 倉本 譲司, 西村 博明, 桑原 由樹, 小島 章歳, 戸田 麻衣子, 小林 由美子, 菊池 聡, 平田 優介, 教
山 紘之, 三上 慎太郎, 三上 友理子, 森山 岳, 弦間 昭彦, 植松 和嗣．免疫チェックポイント阻害薬の効果予測因
子としての腫瘍増大速度の検討．第 57 回日本癌治療学会学術集会

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
なし
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2019 年 10 月 25 日
【総数：論文 ４ 件、学会発表 ４ 件、講演 ０ 件】

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
中堅スタッフが減る中、各医師は大変な努力をもって臨床、教育、研究にあたった。その中で、近隣の病院と連携を取
りながら、診療の効率化を図っていくように努めた。川越地区の病病、病診連携を目指し、近隣の病院との協力体制が徐々
に構築されつつある。教育に関しても、限られた人員の中、年間を通して卒前、卒後教育、大学院教育における目標を達
成できるように努めた。研究においては、これまでの臨床、基礎研究の成果が蓄積しつつある。
7－2．次年度の改善計画
教育に関しては、限られた人員の中、役割の分担および効率化を図りたい。卒前、卒後教育に関して、教育内容を病態、
手技、手法などに分け担当者を決め、当科研修期間中の習得を目指せるように計画している。
研究については、小人数のスタッフでこれまで行ってきた臨床および基礎的研究の成果を論文としてまとめつつある。
診療では、COVID-19 が広がる中、呼吸器疾患診療においては、本疾患の可能性を常に考える必要があり、日常診療をこ
れまで通り継続するのが困難な状況にある。その中にあって、近隣の病院とうまく連携を取りながら、診療の効率化を図
っていくように引き続き努めていきたい。
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2．4）内分泌・糖尿病内科
１．構成員
泉田 欣彦（IZUMIDA, Yoshihiko）：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：内分泌代謝学：
博士
大竹 啓之 (OTAKE, Hiroyuki): 講師：病棟医長、研修担当医長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：内分泌代謝学：
博士
大村 卓士（OMURA, Takashi）：助教
山崎 悠理子（YAMASAKI, Yuriko）：助教 非常勤１類
松田 昌文（MATSUDA, Masafumi）：客員教授:内分泌代謝学：博士
的場 玲恵 (MATOBA, Reie) ：助教（後期研修医） [2019 年 3 月 31 日退職]
梅原 敏弘（UMEHARA, Toshihiro）:助教：博士 非常勤１類
大村 栄治（OHMURA, Eiji)：客員教授:大学院教員:内分泌代謝学,成長因子,腫揚学：博士
和田 誠基（WADA, Seiki）：客員教授：内分泌代謝学,副甲状腺ホルモン：博士
中島 啓（NAKAJIMA, Kei）：客員教授：生活習慣病：博士
秋山 義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）：非常勤講師：内分泌代謝学:博士
森田 智子（MORITA, Tomoko）：非常勤講師:内分泌代謝学:博士
矢津 麻佐子（YAZAWA, Masako): 非常勤講師：内分泌代謝学:博士
皆川 真哉（MINAGAWA, Shinya）: 非常勤講師
Houda Sellami-Mnif: 研究員 [2019 年 3 月 31 日退職]
コンサルタント（甲状腺）：三橋 知明先生（埼玉医科大学総合医療センター検査部教授）

２．教育
2-1．目的･目標
学生教育：臨床実習を通じ内科疾患、とくに糖尿病などの代謝疾患、内分泌疾患について基本的な診断、治療のプロセスを通
じ患者管理について習得する。また、糖尿病の患者教育についてチーム医療の面から理解する。小講義を通じ基本的な医学知識
を習得する。
研修医教育：初期研修においては内科疾患、とくに糖尿病などの代謝疾患、内分泌疾患について診断、治療のプロセスを通じ
患者管理について習得する。後期研修においては糖尿病などの代謝疾患、内分泌疾患について診療を自分で行い学会発表や論
文作成を行う。
診療スタッフ教育：栄養代謝リンクナース養成講座などを看護部と協力して企画運営し、看護師をはじめとした病棟スタッフの代
謝疾患(糖尿病など)の診療レベルを向上に寄与する。
2-2．教育内容
学生教育：主に教育入院患者を受け持ち、診療記録を作成し評価する。また小講義を糖尿病、甲状腺、副腎、脳下垂体につい
て受け知識の確認を行う。抄読会に参加し、病棟症例検討会では発表を行う。栄養代謝リンクナース回診、糖尿病教室などでコメ
ディカルスタッフとのチーム医療の現場を見学する。
初期研修医：入院患者を指導医や後期研修医と一緒に病棟患者を受け持ち、診療を行う。また、可能であれば外来で予診を行
う。
後期研修医：日本糖尿病学会、日本内分泌学会の研修項目について病棟と外来において患者の診療を行い習得する。外来で
は新患担当をまず受け持つ。また臨床研究を行う。症例報告や研究発表、論文作成なども行う。
診療スタッフ：看護師特定行為研修（２区分：「栄養および水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤と魚関
連」）の講義と実習を担当する。栄養代謝リンクナース養成講座で病棟看護師への講義を担当する。
2-3．達成度
学生教育：医学生 5 年のベッドサイド実習，5,6 年のクリニカルクラークシップについては初期研修医に近い実習を行い、予診も
とってもらい、学会(糖尿病学会地方会、内分泌学会地方会)への出席も自発的に促した。医学生５年の実習においては iPad を用
い、小クイズの実施、iPad によるスライド閲覧と小セミナー実施、感想の記述などを行うことで資源を有効活用することができた。医学
生の 5,6 年の臨床講義の一部を担当した。希望の医学生には研究員の Houda Sellami-Mnif さんと英語での症例検討に参加してい
ただいた。2020 年 1 月以降はカリキュラムの変更と当科スタッフの変更で今後対応できるように準備をしている。
初期研修：初期研修医の１ヶ月間のローテート研修を担当した。パソコンや iPad を経由し研修の後に感想を院内サーバー上に
掲載。
後期研修／専門医研修：的場医師（助教）は内分泌・糖尿病専門医研修中であるが育児の為時間短縮勤務や週４日勤務となる
ことがあった。山崎医師（助教）は育児の為時間短縮勤務や週４日勤務となることがあったが日本内科学会総合内科専門医の資格
を得た。診療科としては日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本甲状腺学会の研修施設として認定されている。
看護師特定行為研修に係る特定行為区分のうち「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」、「血糖コントロールに係る薬剤投
与関連」の２区分の研修が昨年度に引き続き実施あれ、今年度も２名の看護師(椛島美雪、宮田俊一)の研修が修了した。
2-4．自己評価と次年度計画
スタッフはほとんどの時間を外来診療で費やすために学生や研修医の指導に割く時間も十分とはいえなかった。しかし医学生や
初期研修の実習について、iPad を利用しスタッフの指導を補った。
内分泌疾患診療においては和田客員教授のもとで副甲状腺の専門診療が充実している。また、副腎腺腫の診断と当院外科で

0540

の加療や各種負荷試験の症例の診療を担当している。次年度も内分泌疾患診療の充実が望まれる。甲状腺疾患は大竹医師を中
心として充実している。毎週１度甲状腺エコーカンファを継続し実施している。
令和２年度からは新任の泉田教授の元で教育面でのさらなる充実を予定している。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床研究のプロトコールを作成し実施を開始する。また研究結果を発表する。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
「埼玉県の糖尿病専門医療施設における 1 型糖尿病の実態調査（後方視的観察研究）」は大学病院島田教授の元でのデータ
集積研究であり、今年度は基礎的データベース作成に協力した。
プロインスリンの臨床応用、FMD(flow mediated dilatation)や Pasesa®(血圧測定時動脈硬化指標測定装置)による介入評価、外
来データの集計解析による診療実態の把握と検討 の課題について引き続き実施。チュニジア出身の医師 Houda Sellami-Mnif さ
んは英語、フランス語、アラビア語が使用でき研究員(research fellow)として加わり随時カンファレンスなどに参加した。GLP-1 受容
体作動薬を用いた検討とインスリン作用解析のデータ蓄積の解析を行う。2 名の実験助手によりラットを用い放射性同位元素で糖代
謝測定しインスリン感受性指標を研究するプロジェクトが進んだ。
3-3．研究内容と達成度
1）プロインスリンの臨床応用
主に外来において、空腹時採血によりプロインスリン自体やプロインスリンとインスリンや C-ペプチドとの比について介入状態な
どによる違いについてデータを解析し、糖尿病学会年次学術集会で発表した。
2）FMD(flow mediated dilatation)と Pasesa®による介入評価
また FMD 解析の新しいソフトウェアを購入し、多くの診療パラメータとの関連を解析し学会発表を行った。血圧測定による動脈硬
化指標についても Pasesa®を用いた研究を進めている。
3）外来データの集計解析による診療実態の把握と検討
外来データで電子カルテに定型的に入力されない部分はテンプレート入力が可能となるようにしている。また半年ごとに電子カ
ルテデータを情報管理部門で抽出し解析を行った。解析結果はインターネットで公開している。（http://www.endo-smc.umin.jp/jp/）
GLP-1 受容体作動薬とインスリン併用臨床データを用いた解析を Houda さんが英文論文として発表した。
4）インスリン感受性指標の研究
ラットを用いブドウ糖負荷試験、インスリンクランプを用いインスリン感受性指標を研究するための基礎実験を進めている。
3-4．自己評価と次年度計画
引き続き研究結果は日本糖尿病学会などで発表した。川越医師会、川越歯科医師会、明海大学のスタッフとの医科歯科連携に
よる臨床データ解析にアドバイスを続けている。次年度は泉田教授の元で遺伝子解析やデータベースについての研究が進められ
てゆく予定である。

４．診療
糖尿病診療についてはパラダイムシフトとして血糖管理を低血糖なく長期血糖が維持でき膵β細胞保護が主となり合併症の進
展を抑制するという治療が主流となってきた。
糖尿病は医療法の５大疾病の１つであり埼玉県の地域医療計画に従い中核病院としての役割を継続する。地域からの期待と需
要が非常に多く医療教育の場の提供という大きな使命も担っており糖尿病教室と糖尿病教育入院を医療チームで実施している。埼
玉医科大学総合医療センター内の CDEJ(糖尿病療養指導士)認定者数も日本でもトップクラスとなっている。大学病院などの基幹
病院で病棟診療において各病棟に栄養代謝リンクナースが配置されたがこれは日本で最初の試みであろう。
CGM(持続血糖モニター)は入院で主に実施してきたが、今後はリブレの普及もあり外来診療において積極的に持続血糖モニタ
－を実施したい。
外来患者は新患も多数で、また入院診療においても併科で診療していることが多く非常に多忙であるが、スタッフの質と量の両
面の充実に地域から信頼される医療に努めたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉糖尿病対策推進会議 委員（松田 昌文）
「埼玉県方式」による糖尿病重症化予防 コンサルタント（松田 昌文）
埼玉県医科歯科連携推進会議 糖尿病作業部会 委員（松田 昌文）
日本糖尿病学会関東甲信越地方専門医認定委員会 委員（松田昌文）
一般社団法人日本医療安全調査機構 センター調査 別調査部会 個別調査 C48 部会長（松田昌文）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
論文査読：英文 39 論文（松田 昌文）
CPC 1 件（山崎悠理子）
研究会・協会主催講演会 演者 13 件（松田昌文） 3 件（泉田欣彦)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
糖尿病 無料相談会･市民公開講演会 全国糖尿病週間. 2019 年 11～12 月：皆川真哉先生(皆川医院、当科非常勤医師)を
中心に実施。
市民公開講座 1 件（松田昌文）
川越地域糖尿病療養研究会（女子栄養大学と当院他、川越坂戸地域の医療スタッフ、http://lsm.diabetes-smc.jp/）
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６．業績
6-1．論文・学会発表 （代表 10）
① Houda SM, Toshihiro U, Yuriko Y, Hiroyuki O, Reie M, Anna S, Masafumi M.: Combination use of liraglutide and insulin to
Japanese patients with multiple insulin injection: efficacy and cost. Diabetol Int. 11(1):49-56, 2019.
② 深井 智子, 望月 司, 松田 昌文, 皆川 真哉, 中野 文夫, 吉川 賢, 竹下 玲, 河合 裕直, 八木 裕太, 田中 入, 草間
薫, 安井 利一: 川越市における糖尿病に関わる歯科医科連携の試みに関して(第一報) 糖尿病連携手帳の記載項目での
関連調査から 明海歯科医学 48 巻 1 号 Page1-7, 2019.
③ 秋山 義隆, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 大竹 啓之, 森田 智子, 皆川 真哉, 矢澤 麻佐子, 和
田 誠基, 大村 栄治, 松田 昌文, 羽藤 泰, 儀賀 理暁, 中山 光男: 呼吸器感染を契機に挿管・人工呼吸器管理を余儀
なくされた気道狭窄を伴うバセドウ病の一例 日本内分泌学会雑誌 95 巻 3 号 Page979, 2020.
④ 川越 雅弘, 南 拓磨, 長谷川 元, 松田 昌文, 犬飼 敏彦, 片山 茂裕: 埼玉県糖尿病性腎症重症化予防事業における受
診勧奨の効果の検証 日本公衆衛生学会総会抄録集 78 回 Page343, 2019.
⑤ 秋山 義隆, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 大竹 啓之, 森田 智子, 皆川 真哉, 矢澤 麻佐子, 和
田 誠基, 大村 栄治, 松田 昌文, 三橋 知明: 2 度の妊娠でいずれも妊娠後期に FT4 再上昇を認め KI でコントロールされ
た妊娠期一過性甲状腺機能亢進症の遷延例 日本内分泌学会雑誌 95 巻 4 号 Page1369, 2020.
⑥ 大竹 啓之, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 阿部 義美, 森田 智子, 秋山 義隆, 皆川 真哉, 大村
栄治, 松田 昌文: 反応性低血糖を疑われていたインスリノーマの 1 例 糖尿病 62 巻 7 号 Page444, 2019.
⑦ 大竹 啓之, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 皆川 真哉, 松田 昌文: 2 型糖尿病患者におけるデュラ
グルチド投与前後の臨床管理指標と血管指標(AVI, API)の検討 糖尿病 62 巻 Suppl.1 Page S-255, 2019.
⑧ 望月 司, 皆川 真哉, 松田 昌文, 廣瀬 哲也, 中野 文夫, 吉川 賢, 河合 裕直, 八木 裕太, 深井 智子, 竹下 玲, 草
間 薫: 川越市における糖尿病に関わる医科歯科連携の試みに関して(第 3 報) 糖尿病 62 巻 Suppl.1 Page S-165, 2019.
⑨ 秋山 義隆, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 大竹 啓之, 森田 智子, 皆川 真哉, 矢澤 麻佐子, 和
田 誠基, 大村 栄治, 荒川 浩, 松田 昌文: 視床下部性肥満を伴う 2 型糖尿病に対し胃スリーブ手術およびリラグルチドで
血糖コントロールされた頭蓋咽頭腫の一例 糖尿病 62 巻 Suppl.1 Page S-152, 2019.
⑩ 秋山 義隆, 的場 玲恵, 坂下 杏奈, 山崎 悠理子, 梅原 敏弘, 森田 智子, 大竹 啓之, 中島 啓, 和田 誠基, 大村 栄
治, 松田 昌文: ラトケ嚢胞術後 12 年後に下垂体前葉機能が正常化した一例 日本内分泌学会雑誌 95 巻 1 号 Page448,
2019.
【総数：論文 4 件（原著 1、総説 3）、著書(分担 2)、学会発表 8 件、講演 17 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
川越地域糖尿病療養研究会（森田 智子、秋山 義隆、松田 昌文、泉田 欣彦）

７．自己点検・評価

7-1.今年度の点検・評価結果
平成 31(令和元)年度の業務につき常勤医師の人事考課による自己点検、評価を行った。限られた資源にもかかわらず十分とは
言えないが診療業務はほぼ支障なく実施できていた。教育業務や研究業務ついて今後更に以下のように取り組んでゆく。平成 24
年度に iPad を医学生教育に iPad を導入し平成 25 年度に iPad mini を初期研修に導入し同年 11 月末に iPad mini retina を後期
研修医に導入しサーバープログラムを MySQL と PHP を用いて充実させてきた。糖尿病診療では SGLT-2 阻害薬をはじめさらに多
くの薬物の利用が可能となり「病棟血糖管理マニュアル第２版（金原出版）」「外来血糖管理マニュアル（金原出版）」に添った診療を
継続している。さらに大学病院として日本初の病棟での血糖管理などを担当する栄養代謝リンクナースの配置と栄養代謝リンクナー
ス回診を開始した。
7-2.次年度の改善計画
これは看護部中心の活動であり今後チーム医療は「栄養代謝センタ」ーとして運用することができるとよいであろう。次年度は泉
田教授が主導される体制となり更なる発展が期待される。 (文責 松田 昌文)
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2．5）血液内科
1．構成員
木崎昌弘 (KIZAKI, Masahiro)：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）、指導
教員（大学院）：血液内科一般、造血器腫瘍の発症機序の解明、分子標的療法の開発：医学博士
森茂久 (MORI, Shigehisa)：医学教育センター教授（兼担） : 血液内科一般、分子標的療法の開発：医学博士
得平道英 (TOKUHIRA, Michihide)：教授：診療副部長：教育員：研究員：指導教員（大学院） : 血液内科一般、悪性リン
パ腫、血小板疾患：博士（医学）
多林孝之 (TABAYASHI, Takayuki)：准教授：教育員：研究副主任：病棟医長：指導教員（大学院）血液内科一般、造血
器腫瘍の発症機序の解明：博士（医学）
佐川森彦 (SAGAWA, Morihiko)：講師：教育主任：研究副主任：専門医員：大学院教員（大学院）：血液内科一般、造
血器腫瘍の発症機序の解明：博士（医学）
富川武樹 (TOMIKAWA, Tatsuki)：講師：庶務医長：外来医長：教育員：研究員：血液内科一般、造血幹細胞移植をめぐ
る諸課題の臨床的解析：博士（医学）
阿南朋恵 (ANAN, Tomoe)：助教：教育員：研究員：血液内科一般、造血幹細胞移植、至適な移植前処置の開発：博士
（医学）
渡邉純一 (WATANABE, Junichi)：助教：教育主任：血液内科一般：博士（医学）
木村勇太 (KIMURA Yuta)：助教：研修医長：教育員：研究員：血液内科一般、造血器腫瘍の治療、悪性リンパ腫の治療
法開発
高橋康之 (TAKAHASHI Yasuyuki)：助教：教育員：研究員：血液内科一般、骨髄性白血病の病態解析：博士（医学）
田中佑加 (TANAKA, Yuka)：助教：教育員：研究員：血液内科一般、造血器腫瘍の治療、悪性リンパ腫の分子病態解
析：社会人大学院生
永沼謙 (NAGANUMA, Ken)：専攻医：血液内科一般、造血器腫瘍の治療
小林 大祐 (KOBAYASHI, Daiyu)：助教：造血幹細胞移植後のリハビリの免疫能に及ぼす影響：社会人大学院生
中世古玲子 (NAKASEKKO, Reiko)：客員准教授：血液内科一般、適切な造血幹細胞移植の開発：博士（医学）
鎌田徹治 (KAMATA, Tetsuji)：客員講師：出血凝固：博士（医学）

2．教 育
2-1．目的・目標
・卒前教育
モデルコアカリキュラムに基づく血液内科学に対する必要な基本的知識のみならず、実診療に必要な医学・科学を学
ぶ際の思考過程や研究マインドを育成し、柔軟性の高い学生教育を目的とする。病態の理解や症候学を中心に実診療に
即した実践的な疾患の理解と能動的学習を身につけることを目的とする。
・卒後教育
血液内科学を通じて、内科全般的な知識、技術、接遇について学び、基礎研究を含めたファンダメンタルな思考過程
の育成を目的とする。実診療の現場において、実践的な診療技術および知識を習得するための教育を施す。また、最先
端の血液学に関するトピックスを提供する。
・大学院教育
血液内科学の state of art に精通し、自ら考え実践することで新たな発見に繋がる研究を推進し、医学の発展に寄与す
る研究成果を追求する。
2-2．教育内容
・卒前教育
卒前責任者は木崎教授/得平教授/多林准教授が担当した。医学部 BSL においては、病棟では患者 1 名を担当し、病
歴、診察、血液データ、画像などの読影、鑑別疾患、治療方法などについて学ぶ。研修終了時には担当患者のレポート
を提出させて、理解度の確認を行った。外来では外来診療を見学することにより、外来でしか見ることの出来ない血液
疾患を中心の学習を行った、また、スタッフからは種々の血液疾患に関するクルズス（小講義）を受け、疾患に対する
理解を深めるとともに、 担当患者の診療においては主治医より診察などのスキルを学んだ。5 年生の CC (Clinical
Clerkship)においては、 BSL と同様の内容に加え, 1 ヶ月に及ぶ期間があることから、 患者への IC (informed consent)の仕
方、 化学療法における管理方法や急変時の対応なども学んだ。 また、木崎教授/得平教授/多林准教授が慢性骨髄性白血
病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫類縁疾患などの血液学の講義を行った。
また、総合医療センター看護専門学校の生理学・血液病、病態学 I・血液内科領域の講義を富川講師、渡邉助教が担
当した。森教授（兼担）は平成 21 年度より医学教育センター教授となり、 当方との兼任を行いながら学生教育を行っ
ている。
・卒後教育
臨床研修教育責任者は木崎教授/渡邉助教が担当した。 初期臨床研修では、 内科診療の全般的な知識および技術を取
得すると同時に、 血液疾患全般に渡る診断と治療の基本が学べるよう教育を行った。血液内科では、抗がん剤による大
量化学療法、 造血幹細胞移植、 輸血など学ぶ重要な機会であることから、 積極的に参画し学習できるよう患者などを
考慮した。 また、木崎教授を筆頭に病棟総回診、 カルテ回診、 カンファレンス、 クルズス、抄読会等を通じて血液学
に対するさらなる理解を深めた。 週 2 回の外来骨髄検査には、 研修医を積極的に参加させ、 骨髄穿刺や髄液検査、 髄
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注などの血液疾患の診療に必要な基本手技を習得させた。 後期研修では、 さらなる内科学における知識、 技術の向上
とともに、 血液学全般に渡る知識、 技術、 接遇を身につけ、 血液専門医の資格取得を目指すべく、 自分のテーマを見
つけて学会発表を行った。
・大学院教育
責任者は木崎教授が担当した。 血液内科では造血器腫瘍の病態解明や新たな治療法開発のための基礎研究を始め、 豊
富な臨床症例からの臨床研究も積極的に行っており、 本人が興味あるテーマを見いだし、 学位取得のみならず医学界に
寄与できる研究を積極的な展開を行っている。
2-3．達成度
・卒前教育
系統講義および BSL/CC ともに予定通りの内容の教育は行えたものと考えている。
・卒後教育
初期臨床研修医に対して予定通りの内容の教育は行えたものと考えている。
・大学院教育
平成 26 年、平成 28 年度より、それぞれ高橋康之、 田中佑加が社会人大学院生として入局し、 初期臨床研修医および
大学院生としての教育が開始された。 高橋康之は、初期臨床研修と大学院教育を並行して行う本学初の研究マインド育
成自由選択プログラムを選択し、平成 29 年「TOPK を標的とした多発性骨髄腫に対する新たな治療法確立を目指した基
礎的解析（Thesis）」にて博士（医学）の学位を取得した。田中佑加は、令和 2 年 2 月に「Tanaka Y, Momose S,
Tabayashi T, Yamashita T, Sawada K, Higashi M, Sagawa M, Tokuhira M, Rosenwald A, Kizaki M, Tamaru J: Abemaciclib, a
CDK4/6 inhibitors, exerts preclinical activity against aggressive germ center derived B-cell lymphomas. Cancer Science 112 (2):
749-759, 2020.」にて博士（医学）の学位を取得し、3 年間で大学院博士課程を早期修了した。またリハビリ科より小林
大祐が社会人大学院生として血液内科の大学院医学研究科博士課程に加わり、大量抗がん剤による化学療法や造血幹細
胞移植後の主に造血器腫瘍を中心にした血液疾患とリハビリをテーマに、現在研究を推進している。それらの成果は、
複数の英文論文とし発表している。
2-4．自己評価と次年度計画
・卒前教育
学生における講義、BSL、CC の評価はおおむね良好であり, 目標は達成できたと考えている。 来年度は、今年の結果
を踏まえ、 個々においてスライドや資料の改善に向けて取り組んでいく方針である。 卒前研修として、 血液内科の特
徴であるオールマイティな臨床および研究に接触することによって内科学, 血液学を超えて学問を学ぶきっかけになるよ
うなプログラムを構築したいと考えている. 学生教育においては, 積極的な臨床実習への参加を促し, 深い理解を求めるよ
う、 今後クルズスの改訂なども含め考慮している
・卒後教育
初期臨床研修医を日本血液学会学術集会や日本血液学会関東甲信越地方会などの学会等に積極的に参加させ、1 つの症
例を深く掘り下げ病態の解明や新たな治療に関する考察を行うことで、血液内科学の知識をさらに学習させることが出
来た。評判も良好であり、来年度も初期臨床研修医の学会参加に関しては継続したい。全般的知識の蓄積のみならず、
心豊かな人格ある医師を育てることも心がけたいと考えている. その一方で、 血液内科を選択する初期研修医は他の内
科と比較しても少ない傾向がある。 次年度はさらなる研修医の増加について, ヒアリングを通じの特徴がさらに出せる
ようなプログラムを考案したい.
・大学院教育
木崎は本学大学院医学研究科長として大学院運営の責任者として大学院教育を推進しているが、血液内科ではほぼ毎
年大学院生を迎えており, これまで順調な経過を辿っていると理解している. 社会人大学院生の田中佑加は後期研修医と
しても指導するとともに、多発性骨髄腫の難治性の解明やホジキンリンパ腫の基礎解明に向けた基礎実験を行っており,
さらなる発展を指導していく方針である。また、社会人大学院生としてリハビリ科所属の理学療法士小林大祐を受け入
れており、病棟での業務を行いながら、主に造血幹細胞移植後の患者への運動負荷と免疫能の関係に関する研究を推進
している。今後も、医師のみならず多職種の大学院生を受け入れたいと考えている。

3．研 究
3-1．目的・目標
基礎研究においては、これまで一貫して推進してきた造血器腫瘍の分子病態の解明とそれらを基盤とする新たな治療
法を開発するための研究を目的とする。白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の治療は抗がん剤によ
る化学療法が主体である。しかしながら、抗がん剤による治療は侵襲が大きく、時として致命的な合併症を惹起する。
そこで、血液内科においては侵襲が少なく、疾患の分子病態に即した新たな分子標的治療薬の開発を基礎研究の目的と
している。
一方、臨床研究においては白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など多岐に渡る臨床治験を行い、本邦における新たな
治療法の開発や、実臨床に即した治療方法の提言など目的としている。さらには、日常の診療の中で疑問となったこと
や解決されていない点を Clinical Question として検討し、臨床的意義や治療法への模索も重要な研究テーマとしている。
また、病棟では看護師や理学療法士による血液疾患における研究も共同で行っており、チーム医療の一環として重要と
認識している。
3-2．研究プロジェクト
1. 基礎研究
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(1) 分子病態を基盤とする造血器腫瘍に対する新規治療法の開発
(2) 造血器腫瘍幹細胞/前駆細胞の同定とそれらを標的とした新たな治療法の開発
(3) 分子基盤基づいた多発性骨髄腫に対する新たな治療法の開発
(4) 間葉系幹細胞の生物学的特性を基盤とした生体侵襲の少ない新たな多発性骨髄腫治療戦略の開発
(5) 白血病幹細胞に対する Ribonucleotide reductase を標的とした治療法の開発
(6) 造血器腫瘍データベースの構築による分子病態の解明
2-1．特定臨床研究・臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞
・JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）：JCOG1105
・JSH（日本血液学会）：JSH—MM15
・W—JHS（西日本血液臨床研究グループ）：WJHS—MM01、WJHS-MM02
・多発性骨髄腫治療抵抗性のバイオマーカーの検索
・再発または難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミドおよびデキサメタゾン併用療法の
多施設共同前向き観察研究
・新規治療標的 MMG49 抗原の多発性骨髄腫における発現の解析
・（本学単独研究）：細胞内シグナル伝達経路を標的とした多発性骨髄腫に対する新規分子標的治療薬の開発
＜白血病関係＞
・JALSG（日本成人白血病治療共同研究グループ）：JALSG-AML209GS、JALSG-CS11、JALSG-ALL-CS-12、JALSGCML212、JALSG-APL212、JALSG-APL212G、JALSG-AML209GWS、JALSG-CS-17、JALSG-DS-STOP216、JALSGCS-17-Molecular、JALSG-PhALL219、JALSG-APL219R、JALSG-CML-RE-STOP219
・ KSGCT（関東造血幹細胞移植共同研究グループ）：KSGCT1303、KSGCT1702、KSGCT-Ph 陽性白血病に対する同
種移植後の血液学的再発予防のための TKI 投与期間と終了時期
・慢性期慢性骨髄性白血病(CP—CML)患者におけるポナチニブの血中濃度と治療アウトカムに関する研究
・全身性の初回治療またはベストサポーティブケアを受けた、強化治療に非適応の AML 患者を対象とした実臨床下
における治療パターンおよび治療結果
・JSH-J-SKI
・JSCT（日本細胞移植研究会）：JSCT-ALL/MRD2019
・（本学単独研究）：急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群ならびに白血病幹細胞に対する Ribonucleotide Reductase
を標的とした治療法の開発
・（本学単独研究）：急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫に対する XPO１を標的とした治療法の開発
＜リンパ腫関係＞
・JCOG0601、JCOG0907、JCOG0908、JCOG1305、JCOG1411
・KSGCT1301
・新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究（FOREST）
・高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後方視的観察研究（HORIZON
study）
・（本学基盤施設研究）：自己免疫性疾患におけるリンパ増殖疾患の共同研究 後方視的解析
＜骨髄異形成症候群、骨髄増殖性腫瘍関係＞
・JSH-MPN15、JSH-MPN-R18
・JALSG-CS11-MDS-SCT
＜移植関係、その他＞
・JSHCT（日本造血細胞移植学会）：造血細胞移植および細胞治療の全国調査（TRUMP）
・KSGCT 移植データベース作成 後方視的研究、KSGCT1701
・非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業
・HBV 既往感染歴を有する同種造血幹細胞移植レシピエントに対する、HB ワクチンによる HBV 再活性化予防法のラ
ンダム化検証試験（PREBENT—HBV）
・血液腫瘍を主とした糖タンパク質解析
・JDCHCT(日本造血細胞移植データセンター)：同種臍帯血移植における methotrexate(MTX)および mycophenolate
mofetil(MMF)の投与量に関する後方視的検討
・WJHS-AA02
3. 治験
1. 高齢者急性骨髄性白血病に対する NS−17 の臨床第Ⅱ相試験 -NS-17:Aza 前治療歴を有する成人の急性骨髄性白血病
（AML）患者を対象としたグアデシタビン(SGI−110)と医師選択による治療法の治療効果を比較する第Ⅲ相、多施設
共同、無作為、非盲検試験 -SGI-110-072. 高リスク骨髄異形性症候群、慢性骨髄単球性白血病又は低芽球比率急性骨髄性白血病の患者に対する一時治療とし
ての Pevonedistat ＋アザシチジン併用投与とアザシチジン単独投与を比較する第３相ランダム化非盲検比較試験 –
Pevonedistat-3001 試験-
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3.
4.

5.
6.
7.

IDH1 変異を持つ急性骨髄性白血病未治療の 18 歳以上の被験者を対象としたアザシチジン併用下の AG−120 に関す
る第３相、多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験 –AG120-C-009再発性の低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とした copanlisib (PI3K 阻害薬)と標準的な免疫化学療法と
の併用と標準的な免疫科学療法単独と比較する無作為化、二重盲検、プラセボ対照、多施設共同、第Ⅲ相臨床試験
–CHRONIS-4免疫抑制療法未治療の再生不良性貧血患者を対象とした AMG531 第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験
特定の再発又は難治性造血器腫瘍患者を対象とした AMG397 の安全性、忍容性、薬物動態および有効性を評価する
第Ⅰ相非盲検試験
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にレナリドミド及びデキサメタゾン併用時のカルフィルゾミブの週１回
投与と週２回投与を比較する無作為化非盲検第Ⅲ相試験

3-3．研究内容と達成度
1. 基礎研究
血液内科における基礎研究は、いまだ難治である白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の発症や進展
に関する分子病態を明らかにし、病態に基づく新たな概念の治療法を開発し、臨床応用を目指すことにある。Cyclin D3
を標的とする悪性リンパ腫に対する治療開発を目的とした基盤研究や多発性骨髄腫細胞に発現する CD38 分子の生物学
的特性を生かした新たな治療開発研究を推進するなど、これまでの研究に加え、革新的な一層の臨床応用を目指した研
究を展開したい。
1) 高悪性度悪性リンパ腫に対する CDK4/6 阻害薬による新たな治療法の開発
高悪性度悪性リンパ腫に対する Cyclin D3 を標的とした新規治療法の開発
これまでの先行研究により、われわれは Cyclin D3 がリンパ節胚中心の形成に必須であり、正常胚中心 B 細胞と同様に
濾胞性リンパ腫（Follicular lymphoma; FL）にも Cyclin D3 をコードする CCND3 遺伝子が高発現することを見出してい
る。FL は、進行は緩徐であるが化学療法への感受性が低く、高悪性度リンパ腫にしばしば形質転換する予後不良の悪性
リンパ腫である。さらに、バーキットリンパ腫や高悪性度びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（Diffuse large B-cell
lymphoma; DLBCL）は、難治な悪性リンパ腫である。本研究は、治癒の難しいこれらの高悪性度悪性リンパ腫に対し、
Cyclin D3 の共役因子である CDK4/6 複合体を標的とした新たな分子標的療法開発を目的とする。CDK4/6 阻害薬
Abemaciclib 及び Palbociclib を基軸とする高悪性度悪性リンパ腫に対する分子標的療法の有効性とその分子作用機序を検
討し、治療効果を認める症例を特定し、治療適応となる生物学的バイオマーカーを探索する。我々が有する膨大な悪性
リンパ腫のデータベースやリンパ節生検パラフィン標本を用いて CDK4/6 阻害薬による高悪性度悪性リンパ腫の細胞死
誘導効果や分子機構を明らかにし、さらにマウスを用いた in vivo での検討を加えることで、Cyclin D3 を標的とする画期
的な治療の臨床応用を目指した基盤研究を遂行する。
2) CD38 を介する骨髄微小環境との相互作用を基盤とする多発性骨髄腫の新規治療法開発
多発性骨髄腫の病態解析研究の進歩は目覚ましいものがあり、分子病態に基づく多くの新規治療薬が開発されている。
しかし、多発性骨髄腫は今なお治癒を得ることが難しい難治性造血器腫瘍であり、治療成績向上のためには新たな概念
の治療法の開発が必要である。骨髄腫細胞は骨髄微小環境との相互関係の中で病態形成されるため、骨髄腫細胞のみを
標的にするのではなく、骨髄腫前駆細胞の生存維持に重要な役割を果たす骨髄微小環境を含めた治療標的を選択するこ
とは理論的妥当性を有する。最近、骨髄腫細胞に高発現する CD38 に対するモノクローナル抗体が開発され、新たな抗
体医薬として治療成績の向上に寄与しているが、CD38 分子の機能的側面は不明な点も多い。CD38 は細胞間の接着/ホー
ミングに関する受容体としての機能を有することも明らかにされており、骨髄腫細胞に高発現する CD38 と骨髄微小環
境を構成する種々の細胞との相互作用については明らかでない点も多く興味深い。そこで、本研究は、CD38 分子の接
着/ホーミング分子としての新たな機能的側面に注目し、申請者がこれまでに多くの成果をあげてきた多発性骨髄腫に対
する分子標的治療薬の開発に関する知見を基に、CD38 を介する骨髄種細胞と骨髄微小環境の生物学的相互作用に基づ
く生体侵襲の少ない新たな多発性骨髄腫に対する治療理念を確立することを目的とし研究を展開する。
3) 造血器腫瘍幹細胞/前駆細胞の同定とそれらを標的とした新たな治療法の開発
これまでに造血器幹細胞/前駆細胞分画を分離する系を確立し、これら分画を標的にするような低分子化合物や生理活性
物質の同定を行ってきた。引き続き、それらの分子作用機構の詳細を明らかにするとともに、マウスモデルを用いて in
vivo での効果についても解析を行う。本研究を通し造血器腫瘍幹細胞あるいは前駆細胞の存在とその生物学的特性を明
確にし、幹細胞/前駆細胞を標的にした革新的な造血器腫瘍の治療理念を確立し、治療成績のさらなる向上を目指す。
4) 分子基盤に基づいた多発性骨髄腫に対する新たな治療法の開発
骨髄腫細胞は骨髄微小環境との相互関係の中で病態形成されるため、骨髄腫細胞のみを標的にするのではなく、骨髄腫
前駆細胞の生存維持に重要な役割を果たす骨髄微小環境を治療標的とすることは理論的妥当性を有する。本研究は、こ
れまでに教室が多くの成果をあげてきた多発性骨髄腫に対する分子標的治療薬の開発と活性酸素（Reactive oxygen
species; ROS）による白血病細胞の細胞死研究に関する知見を基に多発性骨髄腫における骨髄腫前駆細胞と微小環境の生
物学的特性を明確にし、ROS を介する骨髄腫前駆細胞および骨髄微小環境を標的にした生体侵襲の少ない新たな治療理
念を確立することを目的とする。昨年度から免疫チュックポイント阻害薬や細胞周期チェックポイント阻害を行う
WEE-1 に注目して研究を進めている。
5) 間葉系幹細胞の生物学的特性を基盤とした生体侵襲の少ない新たな多発性骨髄腫治療戦略の開発
組織幹細胞である間葉系幹細胞は、骨髄微小環境を構成する重要な細胞であり、骨や軟骨などへの多分化能を有し多発
性骨髄腫の新たな治療標的として肝要と考えられる。本研究は、骨髄腫間葉系幹細胞の生物学的特性を明確にし、それ
らを標的とした ROS を介した生体侵襲の少ない新たな治療理念を確立する。
6) 白血病幹細胞に対する Ribonucleotide reductase を標的とした治療法の開発
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急性骨髄性白血病（AML）の治癒を目指すためには白血病幹細胞を標的とした治療法の開発が急務である。我々は、多
発性骨髄腫において DNA 修復機構に関連する Ribonucleotide Reductase (RR) large subunit (M1)および RR small subunit
(M2)の阻害が腫瘍細胞の増殖に重要であり、その阻害薬が新規治療薬となる可能性につき報告した（Clin Cancer Res.
2017;23:5225-37）。これらの結果をもとに、AML ならびに白血病幹細胞に対し RRM1 および RRM2 の遺伝子
knockdown や新規特異的阻害剤での in vitro, in vivo での効果判定ならびに分子学的メカニズムの解析を行うことで、
AML の治癒に導くことが可能な新規治療薬の開発に関する研究を推進する。
7) 造血器腫瘍データベースの構築による分子病態の解明
病理学教室と共同で、当科が有する豊富な造血器腫瘍症例の詳細なデータベースを構築し、臨床病理学的な病態解析研
究を推進する。その上で日常診療の中から提出された Clinical Question を解決するための臨床研究を促進し、治療法の発
展を目指す。
2. 臨床研究
「多発性骨髄腫関係」
新たな治療法の開発を目的に、種々の多発性骨髄腫に関する研究プロジェクトを推進している。これまで、血液内科
においては生体に優しい造血器腫瘍の治療法の開発を目的とし、多くの生理活性物質による腫瘍細胞のアポトーシス誘
導機構を明らかにし、それらに基づく治療法開発に関する基盤研究を行ってきた。金製剤オーラノフィンが多発性骨髄
腫細胞のアポトーシス誘導を惹起することを見いだし、血液内科にて多発性骨髄腫および類似疾患であるキャッスルマ
ン病の臨床試験を行い一定以上の効果を認めた。さらにその後、がん開発研究助成金飯田班の一員として、多発性骨髄
腫におけるバイオマーカーの検索の研究、特にサリドマイド，レナリドミドにおける重要蛋白の一つであるセレブロン
に焦点を当て、継続して検討を行っている。
「白血病関係」
慢性期慢性骨髄性白血病においては東日本 CML 研究会に参加し、本邦における新たな知見が展開されることが期待
されている STAT1/STAT2 試験という慢性骨髄性白血病（CML）に対するチロシンキナーゼ阻害剤の切り変え試験、中
止試験に患者登録した。これらの臨床試験では、良好な成績が出ており、海外での発表、および論文化が進んでいる。
日本血液学会における臨床試験にも積極的に参加、数多くの症例を登録している。また日本の白血病治療における重要
な臨床研究組織である JALSG に参加し、ほぼ全ての臨床研究に参加し、本邦における白血病のエビデンス構築に取り組
んでいる。また、CML 患者の後方視的解析グループでは、日本のエビデンスとして、チロシンキナーゼ阻害剤の有効性
と安全性に関して解析を行い、多数の学会報告、論文報告を行うことができた。
「リンパ腫関係」
リンパ腫関係の臨床試験には、JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）の一員として参加している。JCOG は、国立がん
研究センターがん研究開発費（旧がん研究助成金）研究班を中心とする共同研究グループで、国立がん研究センター多
施設臨床試験支援センターが研究を直接支援する研究班の集合体であり、がんに対する標準治療の確立と進歩を目的と
して様々な研究活動（多施設共同臨床試験）を行っている。血液疾患においては、悪性リンパ腫を主体とした多くの臨
床研究が行われており積極的に参加をすることで、本邦における悪性リンパ腫の新たな知見の集積に寄与する方針であ
る。また、以前より注視しているメトトレキサート惹起リンパ増殖性疾患の症例集積を行い、本邦では最も多い症例を
有し、種々の臨床研究を進め論文化を行った。さらに新たな知見が得られており、継続して研究を進める予定でいる。
「移植関連」
造血幹細胞移植に伴う致死的感染症の予防および効果的な治療法の開発に関する研究を進めている。同種造血幹細胞移
植は、白血病や悪性リンパ腫などの造血器腫瘍に対して治癒を期待できる唯一の治療法である。しかしながら、前処置
に大量抗がん剤や全身照射を用いるために、その治療過程においては常に感染症との戦いといっても過言ではない。当
院では、令和元年度に無菌病棟が新たに開設されたこともあり、造血幹細胞移植の治療成績を向上させるために、個々
の免疫能に合わせた効果的な感染症の予防や治療法開発を目的とした研究を推進している。無菌病棟にて造血幹細胞移
植を施行する造血器腫瘍患者の予防的な抗真菌薬、抗ウイルス薬投与の条件を様々に変えた際の臨床的な合併症につい
て、T 細胞、B 細胞、Treg, Breg, NK 細胞やマクロファージなどの免疫担当細胞の機能解析を合わせて行うことにより、
移植患者の免疫能と感染症予防について検討している。さらに、感染症合併患者に対しては免疫能に合わせた効果的な
抗菌薬の使用についても解析している。
「その他」
造血器腫瘍細胞株の樹立と解析においては、これまで同様、患者の同意の元、血液疾患における細胞株の樹立を目指
し病態解明を行う。 これまでに樹立した急性リンパ性白血病患者由来細胞株に認められる新規の融合遺伝子である
MEF2D-DAZAP1 の解析など、これまでに樹立した細胞株のさらなる解析を行いながら、多くは難治性患者からの細胞株
樹立であることから、難治性造血器腫瘍を克服する機序の同定とそれらに対する治療研究まで発展させる方針である。
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究および臨床研究とも上記の様々なプロジェクトを推進し、多くの研究成果を国内外の学会にて発表し、さら
に英文論文化することで一定以上の成果を認めたと考えている。昨年度より臨床試験の増加が著しく、数多くのプロジ
ェクト研究が増加したが、次年度もさらに臨床試験や研究を展開する予定である。
次年度の計画としては、継続しているプロジェクトをさらに発展させ、成果の得られた研究については積極的に論文
化を行う方針である。論文化については、日常診療に関する業務が多忙なこともあり、一部停滞している部分もある
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が、できる限りの英文論文化を目指したいと考えている。また、次年度の新たなプロジェクトとして、現在いくつか注
目している基礎および臨床研究があり、それらの実現に向けて取り組みたい。昨年度からの継続している臨床試験（治
験）以外にも新たな新規治療薬に関する治験も開始され、さらなる発展を示している。多発性骨髄腫や急性白血病、骨
髄異形成症候群などに関する臨床試験（治験）では複数の臨床試験が順調に進行しており、より多くの症例を蓄積して
いきたいと考えている。また、病理部と共同で進めている悪性リンパ腫患者のデータベースをより進めることにより、
わが国においても最も大きなデータベースを構築したいと考えている。

4．診療
年々患者数の増加、臨床研究、基礎研究の充実、教育システムの確立がなされている。次年度も現状を踏襲しつつ、
さらなる発展を目指す。

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
木崎
がん研究開発費「高感受性悪性腫瘍に対する標準治療確立のための多施設共同研究」（大江班）」研究班班員（国立が
んセンター）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）専門委員
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）課題評価委員
科学研究費委員会専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌：
木崎
血液内科（編集委員長）Japanese Journal of Clinical Oncology（Review Board)， Open Leukemia Journal（Editorial Board)，
Anti-Cancer Drugs（Editorial Board), International Journal of Oncology（Editorial Board)，International Journal of Myeloma
（Associate Editor), Annals of Hematology & Oncology（Editorial Board）
査読：
木崎
International Journal of Hematology, Cancer Science, Japanese Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Internal Medicine,
Leukemia, Leukemia Research, FEBS letter, Apoptosis, International Journal of Molecular Science, Cancer Letters, International
Journal of Clinical Oncology.
得平
Internal Journal of Hematology, Japanese Journal of Clinical Oncology, Internal Medicine, Cancer science, 臨床血液.
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関る業務
富川講師、木村助教が骨随移植推進財団の調整医師として活動中である．

6．業 績
6-1． 論文・学会発表
① Yamashita T, Higashi M, Kawano R, Momose S, Tokuhira M, Kizaki M, Tamaru J. Anaplastic large cell lymphoma with TP63
rearrangement: a dismal prognosis. Pathology International, 69 (3): 155-159, 2019.
② Kizaki M. Molecular pathogenesis of leukemia and leukemic stem cells (LSCs). International Journal of Hematology. 109 (1):
3-4, 2019.
③ Kizaki M, Takahashi N, Iriyama N, Okamoto S, Ono T, Usui N, Inokuchi K, Nakaseko C, Kurokawa M, Sumi M, Nakamura F,
Kawaguchi T, Suzuki R, Yamamoto K, Ohnishi K, Matsumura I, Naoe T, and the New TARGET investigators. Efficacy and
safety of tyrosine kinase inhibitors for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia over a 5-year period: results
from the Japanese registry obtained by the New TARGET system. International Journal of Hematology, 109 (4): 426-439,
2019.
④ Tokuhira M, Saito S, Suzuki K, Higashi M, Momose S, Shimizu T, Mori T, Kimura Y, Amano K, Okamoto S, Takeuchi T, Tamaru
JI and Kizaki M:Clinicopathological features of clinical methotrexate-related lymphoproliferative disorders (c-MTX-LPD).
Leukemia and Lymphoma, 2019; 60 (10): 2508-2515.
⑤ Iriyama N, Tokuhira M, Sato E, Sugimoto K, Takaku T, Ishikawa M, Nakazato T, Fujita H, Kimura Y, Fujioka I, Asou N, Komatsu
N, Kizaki M, Hatta Y, Kawaguchi T. Smoking influences the outcomes of patients receiving tyrosine kinase inhibitors for chronic
myeloid leukemia in the chronic phase: A retrospective analysis. Hematological Oncology, 2019; 37 (3): 323-325.
⑥ Tokuhira M, Tamaru J, Kizaki M. Clinical management for other iatrogenic immunodeficiency-associated lymphoproliferative
disorder. Journal of Clinical Experimental Hematopathology 59 (2): 72-92, 2019.
⑦ Ishikawa M, Iriyama N, Tokuhira M, Takaku T, Sato E, Sugimoto KJ, Nakazato T, Fujita H, Kimura Y, Fujioka I, Komatsu N,
Asou N, Kizaki M, Hatta Y, Kawaguchi T. Potential role for second-generation tyrosine kinase inhibitors in patients with
chronic myeloid leukemia harboring additional clonal chromosome abnormalities: a retrospective CML Cooperative Study
Group analysis. Oncology Report, 42 (6): 2836-2843, 2019.
⑧ Kurita D, Miyoshi H, Ichikawa A, Kato K, Imaizumi Y, Seki R, Sato K, Sasaki Y, Kawamoto K, Shimono J, Yamada K, Muto R,
Kizaki M, Nagafuji K, Tamaru J, Tokuhira and Ohshima K. Methotrexate-associated lymphoproliferative disorders in patients
with rheumatoid arthritis clinicopathologic features and prognostic
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factors. American Journal of Surgical Pathology, 43 (7): 869-884, 2019.
Tokuhira M, Tanaka Y, Takahashi Y, Kimura Y, Tomikawa T, Anan T, Watanabe J, Sagawa M, Higashi M, Momose S, Amano K,
Tabayashi T, Nakaseko R,Tamaru J and Kizaki M: The clinical impact of absolute lymphocyte count in patients with
methotrexate-associated lymphoproliferative disorders. Journal of Clinical and Experimental Hematopathology, 60 (2): 41-50,
2020.
⑩ Tanaka Y, Momose S, Tabayashi T, Yamashita T, Sawada K, Higashi M, Sagawa M, Tokuhira M, Rosenwald A, Kizaki M,
Tamaru J: Abemaciclib, a CDK4/6 inhibitors, exerts preclinical activity against aggressive germ center derived B-cell
lymphomas. Cancer Science 112 (2): 749-759, 2020.

⑨

英文論文 12 件、 邦文論文 9 件、著書 5 件、学会報告 32 件、講演 9 件.
6-2．獲得研究費
1. 木崎昌弘
令和元年度がん研究開発費（大江班）【29-A-3】
成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究
（分担課題名：リンパ系腫瘍・多発性骨髄腫に対する標準的治療確立のための多施設共同研究）
2. 多林孝之
令和元年度文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 C (17K09939)
細胞内シグナル伝達経路を標的とした難治性骨髄腫に対する治療構築のための基礎研究 （代表）
3. 佐川森彦
令和元年度文部科学省科学研究費補助金 基盤研究 C (19K08823)
白血病幹細胞に対する DNA 修復関連分子を標的にした新規治療法の開発 （代表）
4. 木村勇太
令和元年度「若手医師育成研究助成費」かもだ特別賞（令和 1 年 12 月-令和 2 年 11 月）
Cyclin D3 を標的とした再発難治性濾胞性リンパ腫の分子標的治療の開発
5. 髙橋康之
令和元年度「若手医師育成研究助成費」かもだ研究支援賞（令和 1 年 12 月-令和 2 年 11 月）
慢性好中球性白血病発症の分子機構の解明：形質細胞性腫瘍との関連について
6. 田中佑加
平成 30 年度「若手医師育成研究助成費」かもだ特別賞（平成 30 年 12 月-令和 1 年 11 月）
Cyclin D3 を標的とした高悪性度 B 細胞リンパ腫の新規治験法の開発
7. 富川武樹
平成 30 年度「若手医師育成研究助成費」かもだ研究支援賞（平成 30 年 12 月- 令和 1 年 11 月）
びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫中枢神経再発高リスク症例に対する造血幹細胞移植医療の確立を目指した研究
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
診療においては県内でも有数の血液診療施設であり、多くの血液疾患の診療を行った。エビデンスに基づく標準治療の
みならず、新規治療薬の早期臨床試験（治験）にも積極的に参加し、多くの患者を登録し新規治療薬の臨床への導入に
大きく寄与した。診療方針として造血器腫瘍から一般血液疾患まで、すべての血液疾患を対象とした診療を展開し、治
癒を目指した積極的な医療を心がけている。造血幹細胞移植についても適応を慎重に判断し、あらゆる移植に対応でき
る施設となった。常に患者ファーストの姿勢で血液診療を推進しており、その意味での内外からの評価は高いと考えて
いる。今後は、これまで要望してきた無菌病棟の設置を実現させ、より質の高い診療を実践できるように努めていきた
いと考えている。
研究については、令和元年度も多くの臨床研究を行った。その成果を国内外の学会に報告し、高い評価を受けてい
る。基礎研究については、造血器腫瘍の発症機構の解明とそれらを基盤とした新規治療法開発を主軸として研究活動を
行った。人員の問題や臨床に費やす時間が多いなどの課題を抱えており、十分な研究が遂行できたとは言いがたい状況
である。また、研究成果をより優れた英文論文として報告することもより積極的に行う必要があり、今後の課題と考え
ている。
卒前、卒後教育に関しては全員で行い高い評価を得ていると考えている。学部学生に対しては、特に 5 年生 BSL そし
て CC などの少人数教育では患者中心に実際の臨床に即した教育を推進しており、学生に病態解明、鑑別診断、治療の
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判断などについて論理的な思考により結論を導き出すような教育を実践している。小講義（クルズス）も血液疾患のす
べての領域をカバーしており、今後はより能動的な学生教育の推進が必要と思われる。卒後の初期臨床研修医に対して
は、疾患のみならず患者環境などの社会的背景も踏まえた診療を心がけるような指導を行なっている。血液診療を通し
てより良い医療の実践と研究マインドの醸成を目的に症例に基づく学会発表の機会を設けることも積極的に行なってい
る。興味を持つ若手には、よりレベルの高い最先端の血液教育を施したいと考えている。
以上のように、血液内科は少ない人員で診療、研究、教育のすべての分野を高いレベルで実践するように努めてい
る。今後も、知識、技術のみならず患者の立場に立って診療のできるオールマイティな若手血液内科医を育てるととも
に、社会にも還元できる魅力ある診療科を目指したい。また、高齢化社会を迎えて緩和ケアなど終末期医療の充実化も
大切である。周辺医療機関との連携を深め、この地域の血液診療コンソーシアムを構築し、ハード面での整備を行うと
ともに、全人的な医療に向けてさらに努力を行い、われわれの技量を社会に還元していけるよう鋭意邁進したいと考え
ている。
7-2. 次年度の改善計画
総合医療センター血液内科の課題は診療、研究、教育の 3 分野を極めて少人数でこなしている点である。大学病院と
してふさわしい活動を行い、成果を上げ全国的にも高い評価を受けていると考えているが、それらを支えているのは少
数のスタッフであり、個々人の能力を最大限に発揮しているが、体力的、精神的にもそろそろ限界に来ている。現在の
ところ、活動を縮小することは考えていないので、血液内科に興味をもつ若手を少しでも勧誘し、育成することが例年
と同じく課題であると考えている。
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2．6）神経内科
１．構成員
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：代表指導教員(大学院)：
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
免疫性神経疾患：博士
深浦彦彰（FUKAURA, Hikoaki）
：准教授：指導教員(大学院)：教育主任：免疫性神経疾患：博士
傳法倫久（DEMBO, Tomohisa）
：准教授：研究副主任：脳血管障害 :博士
木下正信（KINOSHITA, Masanobu）
非常勤医師：筋緊張性ジストロフィー：博士
三井隆男（MITSUI,Takao）
非常勤医師：電気生理学，末梢神経疾患
山里将瑞（YAMAZATO, Masazumi）
非常勤医師；脳血管障害
王子 聡（OJI, Satoru）
講師：教育副主任：免疫性神経疾患，血液浄化療法：博士
助教：パーキンソン病
吉田典史（YOSHIDA, Norihito）
伊﨑祥子（IZAKI, Shoko）
講師：重症筋無力症：博士
小島美紀（KOJIMA, Miki）
非常勤医師：視神経脊髄炎
助教：脳血管障害
田島孝士（TAJIMA, Takashi）
成川真也（NARUKAWA, Shinya）
非常勤医師：電気生理学，末梢神経疾患
原 渉 （HARA, Wataru）
助教：頭痛
齋藤あかね（SAITO, Akane）
非常勤医師：神経疾患
鈴木理人（SUZUKI,Masato）
助教：パーキンソン病，認知症
石塚慶太（ISHIZUKA, Keita）
助教：電気生理学，末梢神経疾患
田中 覚（TANAKA, Satoru）
助教：免疫性神経疾患：大学院
古谷真由美（FURUYA, Mayumi）
助教：血液浄化療法
宮内敦生（MIYAUCHI, Atsuo）
助教：脳血管障害
杉本恒平（SUGIMOTO,Kouhei）
助教：神経疾患，電気生理学
山鹿哲郎（YAMAGA, Tetsuo）
助教：神経疾患
橋本ばく（HASHIMOTO, Baku）
助教：神経疾患：大学院
山元正臣（YAMAMOTO, Masaomi）
助教：神経疾患

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：国家試験合格を得るためのみならず、将来現場に立ち患者様を診察する際に役立つ様な実践に沿った知識の
習得を目指す。また、チーム医療の一旦を担う存在であることを理解してもらえる様に努める。
卒後教育：患者様にとって満足度の高い医療を提供することを目標とし、常に教室員が質の高い医療を習得する様努力
している。また同時に、患者様との人間関係のみならず、教室員や医療スタッフ全員がお互いに信頼・尊敬し合える人
間性を身につける様に心掛け、常に人間性の向上を目指している。研修医・教室員の教育・指導に当たる際にも、単に
診療技術を指導するだけではなく、人間性のレベルを向上することを意識して指導している。
大学院教育：臨床の大学院であるため、主に神経疾患の病態解明に重きをおき、臨床研究のみならず免疫学の基礎知識
を習得し、研究指導をしている。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育（担当：野村、深浦）：講義以外に、実習では外来や病棟での医師としての基本的な態度、神経疾患の問診の
とり方、神経診察方法を指導し、シミュレーターを用いた腰椎穿刺の実習や誘発筋電図を実際に学生同士で体験するな
どを行う。また、総合医療センターでは臨床実習生のための『神経内科テキスト』を作成し、各神経疾患をテーマとし
たクルズスも同時に行っている。
卒後教育（担当：野村、深浦、王子）
：医師としての基本的な態度、神経疾患の問診のとり方、神経診察方法、神経内科
領域全般の指導を実際の臨床に沿って行っている。全員が後期研修医中に日本内科学会認定内科医を取得する様に指導
すると同時に、日本神経学会神経内科専門医取得のための勉強会も週に 1 回行っている。また、臨床研究を含めた学会
活動も積極的に参加する様に指導している。
大学院教育（担当：野村、深浦、坂本(機能部門)）
：神経免疫学の基本的な知識の整理を行い、新たな神経免疫検査法を
取得するため大学病院、中央研究施設、機能部門との協力の基に研究を行っている。また、当施設では、抗体測定系の
開発、T 細胞、B 細胞の測定系の確立を行っている。
2-3．達成度
卒前教育：主に試験結果と BSL 修了時に施行する口頭試問と学生からのアンケートを基に常に指導方法の確認を行って
いる。達成率：80％
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卒後教育：指導医は常に指導方法の確認を行い、研修医の習熟度についてディスカッションを行い、必要に応じて適切
な修正や新たな指導の試みにも取り組んでいる。
達成度：80％
大学院教育：
本年度は、基礎的知識の習得、新たな研究、実験方法の習得を主観とした。達成度：80％
2-4．自己評価と次年度計画
指導医はお互いの指導内容を検討し合い、統一した指導体制が継続するよう心掛けている。次年度は、さらに教室員の
体制を強化し、研修医教育・BSL 学生教育を充実させるべく教育計画に取り組んでいる。
卒前教育：昨年の達成度 80 ％を基にクルズスの内容の一部変更と担当者の変更を行った。また、クルズスの時間帯の
変更を行い、学生が病棟実習できる時間を増やすように試みる。
卒後教育：指導医はお互いの指導内容を検討し合い、統一した指導体制が継続するよう心掛ける。当科に特異的な筋電
図や脳波、脳脊髄液検査の実際の検体処理を習得出来る様にローテーションを行い研修する予定である。また、各人に
臨床研究のテーマを与えて最低でも年に 1 回は学会報告を行う。

３．研究
3-1．目的・目標
下記の各研究テーマについて、臨床研究・基礎研究を継続し、免疫性神経疾患、脳血管障害などの病棟解明を目指して
いる。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1) 免疫性神経疾患に関する研究
2) 脳血管障害に関する研究
3) Parkinson 病に関する研究
4) 免疫性神経疾患に対する血液浄化療法に関する研究
5) 末梢神経障害に関する研究
3-3．研究内容と達成度
1) 免疫性神経疾患に関する研究
2) 脳血管障害に関する研究
3) Parkinson 病に関する研究
4) 免疫性神経疾患に対する血液浄化療法に関する研究
5) 末梢神経障害に関する研究
上述の各テーマに対する研究内容を定期的に学会報告し、常に新たな知見を得るために更なる研究計画を検討している。
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法では腎・高血圧内科(人工腎臓部)、臨床工学技士との定期的な研究会を開催して
いる。
3-4．自己評価と次年度計画
学会・研究会報告、論文発表などを通して客観的な評価を行い、更に医局会で定期的に研究内容を評価・検討している。
今後は、動物実験を用いた免疫性神経疾患の原因蛋白の解析および病態の解明を行う予定である。
４．診療
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法や免疫グロブリン静注療法、免疫抑制剤などを中心に加療している。脳梗塞に対
しては、血栓溶解療法を中心として急性期の加療を行い、適応症例には血管内治療を積極的に行っている。学会・研究
会、論文、ハンズオンセミナーなどを通して最新の情報を得ると同時に客観的な評価を行い、さらにカンファレンスで
定期的に診療内容を評価・検討している。また治験にも協力し新たな治療法の確立にも貢献している。
5．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
(1)野村恭一
免疫性神経疾患に関する調査研究班員
1. 免疫性ニューロパチーの治療反応性予測に基づく有効な治療戦略の構築
2. 令和元年度「エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分
類・治療アルゴリズムの確立」研究班
(2)深浦彦彰
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免疫性神経疾患に関する調査研究班員
1. 多発性硬化症生体試料バンクを活用したアジア人特有の遺伝環境因子探索による
病態解明

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
野村恭一
編集委員
日本神経学会
MS FRONTIER(多発性硬化症の先端情報誌)
査読委員
日本神経免疫学会 日本アフェレシス学会
Journal of Internal Medicine
深浦彦彰
査読委員
Internal Medicine, Journal of Neurology and Psychiatry,
PLoS one, Scientific report
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
(1) 野村恭一
MS キャビン（難病患者会への支援） 重症筋無力症患者会
慢性炎症性脱髄性多発神経炎友の会
(2) 深浦彦彰
MS キャビン（難病患者会への支援）
(3) 王子 聡
重症筋無力症患者会、MS キャビン（難病患者会への支援）
(4) 伊崎 祥子
重症筋無力症患者会

６．業績
6-1． 論文・学会発表・著書
① 王子 聡，野村 恭一．神経疾患におけるアフェレシス 薬物療法とのすみわけ．腎と透析 2019;87:469.
② 山元 正臣，野村 恭一，ほか．Blue toe 症候群と多発脳塞栓で発症し，CA125 異常高値を示したトルソー症候群の
77 歳男性例．臨床神経学 2019;59;618.
③ 吉田 典史，野村 恭一．最新の診断法(2)DAT スキャン Pharma Medica 2019;37-23.
④ Shoko Izaki, Kyoichi Nomura, et al. Association between peripheral plasmablasts and postoperative
exacerbation with thymoma-associated myasthenia gravis.
Clinical and Experimental Neuroimmunology 2019;10;110.
⑤ 鈴木 理人，野村 恭一．末梢神経障害による神経障害性疼痛 病態と治療 急性/慢性炎症性脱髄性多発性神経根
障害．Clinical Neruoscience 2019;37;1356.
⑥ 田中 覚，野村 恭一，ほか．フマル酸ジメチルを使用した多発性硬化症患者における末梢血 T・B リンパ球サブセ
ットの変動．神経免疫学 2019;24:160.
⑦ 成川 真也，野村 恭一．Fisher 症候群と FS/GBS オーバーラップ症候群の横隔神経伝導検査の比較．末梢神経
2019;30:62.
⑧ 石塚 慶太，野村 恭一，ほか．慢性炎症性脱髄性多発根神経炎とギラン・バレー症候群における潜在性顔面神経麻
痺と瞬目反射．末梢神経 2019;30:329.
⑨ 古谷 真由美，野村 恭一，ほか．自己免疫性辺縁系脳炎に対する血液浄化療法の有効性．日本アフェレシス学会雑
誌 2019;38:213.
⑩ 杉本 恒平，野村 恭一，ほか．同時期・地域に発症した GD1a/GA1 複合体抗体陽性の急性劇症型ギラン・バレー症
候群の連続 4 症例．末梢神経 2019;30:342.
【総数：論文 13 件、学会発表 23 件、講演 19 件】
6-2．獲得研究費
厚生労働省難治性疾患（神経免疫疾患）政策および実用化研究班
かもだ賞

平成 31 年度

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
(1) 第 9 回臨床神経軽井沢カンファレンス
2019 年 6 月 （軽井沢）

７．自己点検・評価
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7-1．今年度の点検・評価結果
学部：2004 年度に埼玉医科大学総合医療センター神経内科部門を開設し、2005 年度には内科学の一部門としての神経内科
となり、日常診療・教育・臨床研究に全力で取り組んでいる。教室員は徐々に充実してきているが、外来診療および入院
診療は多忙を極め、医局員全員が全力で診療に当たっている。教育に関しては、研修医教育に加えて BSL 教育も加わり、
日常診療の中で教育を並行して行っている。研究に関しては、臨床研究を中心に行っている。診療に関しては神経内科部
門を立ち上げ、患者さんにとって満足度の高い診療を提供できるように努力してきた。
大学院：令和元年度は田中覚医師の神経免疫学分野における博士論文が修了し、学位申請に向けてまとめを行っている。
本教室が開設され、3 人目の大学院修了生を迎え、研究を継続・発展することに努めてきた。
7-2. 次年度の改善計画
学部：救急診療を始め、多忙を極める中ではあるが、さらに BSL・研修医教育に熱心に取り組んでいく。
大学院：現在、橋本ばく医師が大学院生で研究を主に行っているが、引き続き神経免疫学分野における研究活動を積極的
に行っていく。
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2．7）リウマチ・膠原病内科
１．構成員
天野

宏 一 （A M A N O , K o i c h i ）：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究主任：

近藤

恒 夫 （K O N D O , T s u n e o ）：講師：博士、教育主任

武井

博 文 （T A K E I , H i r o f u m i ）：助教

代表指導教員（大学院）
：膠原病：博士

倉沢

隆彦（KU RASAWA， Takahiko）：助教

千野

健太郎（C H I N O ， K e n t a r o ）：助教：博士

柴田

明 子 （S H I B A T A ， A k i k o ）：助教

岡田

悠 介 （O K A D A ， Y u s u k e）：助教

＜非常勤＞
竹 内

勤 （TAKEUCHI, Tsutomu ）：客員教授：博士

伊藤

達 也 （I T O ,

高野

泰 秀 （TAKANO, Yasuhide

青木

和 利 （A O K I , K a z u t o s h i ）：非常勤講師：博士

長澤

逸 人 （NAGASAWA, Hayato

小川

祥 江 （O G A W A ,

H i r o e ）：非常勤講師：博士

髙木

賢治(T A K A G I

K e n j i ):非常勤講師：博士

奥山

あゆみ（O K U Y A M A ,

関口

酒井

）：非常勤講師：博士

）：非常勤医師

篤 （I I Z U K A , A t s u s h i ）：非常勤医師：博士
幸 治 （N I S H I M U R A , K o j i ）：非常勤医師

菊池
齋藤

）：非常勤講師

A y u m i ）：非常勤講師：博士

直 哉 （SEKIGUCHI, Naoya

飯 塚
西村

T a t s u y a ）：非常勤講師：博士

潤 (K I K U C H I , J U N )：非常勤医師：博士
亮 太 （S A K A I ， R y o t a）：非常勤医師
俊太郎（S A I T O ， S h u n t a r o ）：非常勤医師：博士

２．教育
2-1．目的･目標
医師としての倫理観、使命感をもって患者の治療にあたることができるリウマチ膠原病専門医を育成することを目標
とする。
2-2．教育内容（担当者）
1) 学生教育
6 年生の領域別疾患コースの免疫・膠原病・アレルギー性疾患ユニットの講義 6 コマ中 1 コマを担当（天野 1）
4 年生のヒトの病気コースの免疫ユニットの講義 25 コマ中 7 コマを担当（天野 2、近藤 2、青木 1、武井 1、倉沢 1）
2) 初期研修医教育
研修医クルズス
臨床病理カンファレンス
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける
回診（天野）
：病態把握、鑑別診断、治療法選択などの考え方を学ぶ
3) 後期研修医教育
回診／カルテ回診（天野）
：治療方針決定能力を養う
カンファレンス／抄読会：最新の臨床・研究面での topics を学ぶ
症例報告／学会発表：症例の presentation と症例のまとめ方を学ぶ
4) 大学院教育
週１回のカンファレンスにて研究テーマについて discussion し、学位取得を目指す
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2-3．達成度
学生教育：90%
初期研修医教育：80％
後期研修医教育：80％
大学院教育：60％
2-4．自己評価と次年度計画
学生教育（卒前教育）では４年生の免疫ユニットの講義５年生の BSL を担当してきた。初期研修医の教育では、週
に２回の回診の際の discussion や週１回の抄読会などで知識や考え方を身につけてもらうよう努めてきた。今後、内
容の充実をはかって学生に膠原病の魅力が伝わるような講義、指導に心がけたい。
後期研修医教育では、週１回臨床、研究のための抄読会やカンファレンスを励行し、各個人の医師としてのレベル
アップに資するよう指導をしていく。全員が各自の臨床研究のテーマを持ち、目標に向かって努力するという雰囲気
を醸成していきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床現場で問題となっている課題を取り上げ、その中から各人が研究目標を明確にしてその達成をめざす。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
関節リウマチ（RA）の治療に関する臨床研究
① メトトレキサートとトシリズマブで寛解となった関節リウマチ患者に対するトシリズマブ単独による寛
解維持療法に関する研究（申請番号 402、UMIN 000005590）
全身性血管炎に関する臨床研究
① 大血管の血管炎（側頭動脈炎、高安動脈炎）およびリウマチ性多発筋痛症に対するトシリズマブ単独療
法の有用性に関する研究（申請番号 638、UMIN 000008812）
② ANCA 関連血管炎に対するリツキシマブの有効性と安全性およびリツキシマブ治療中のサイトカイン、蛋
白発現プロフィールおよびリンパ球発現動態に関する研究（申請番号 1058）
ステロイド骨粗鬆症の予防に関する臨床研究
① 高齢者ステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法の検討〜テリパラチドかビスフォスフォネート製剤か？
（申請番号 682、UMIN 000009222）
② ステロイド性骨粗鬆症に対するテリパラチド治療終了後のデノスマブの有用性〜ビスホスホネート製剤
との比較（申請番号 1034、UMIN 000014570）
3-3．研究内容と達成度
RA-①： MTX＋Tocilizumab で寛解となった患者の MTX を中止するか継続するかを無作為に割り付け、両群の寛解維持
率を比較。28 例で登録終了し解析中。達成度 100％（論文投稿中）
。
血管炎-①：高安動脈炎、巨細胞動脈炎（GCA）、リウマチ性多発筋痛症（PMR）の３疾患にトシリズマブ単独治療を試
み有用性を評価。高安 8 例、GCA4 例、PMR13 例を登録。登録は中止し現在解析し、論文を投稿中。達成
度 100％（論文化済）
。
血管炎−②：ANCA 関連血管炎患者でリツキシマブを開始した前後で免疫学的パラメーターの動態を観察し、病態の解
析を行う。8 例登録。達成度 40％
骨粗鬆症①：ステロイドを開始する高齢者にビスホスフォネート製剤または PTH 製剤を無作為に割り付け、骨粗鬆症
の進展防止効果を比較。26 例で登録終了し解析中。達成度 95％。
骨粗鬆症②：PTH 製剤による治療を終了したステロイド性骨粗鬆症患者を対象に、デノスマブ群とビスホスホネート
製剤（種類は問わない）群のいずれかに無作為に割り付け、両群の有用性を比較。登録 27 例。達成度
90％。
3-4．自己評価と次年度計画
すでに論文化されたものもあり、全体として目標の 90％くらいは行えた。
次年度は新たなテーマを見つけて臨床研究を開始する予定である。
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４．診療
リウマチ・膠原病領域において、質量とも国内で１、２を争うと言って過言ではない診療実績を誇る。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県疾病対策課；特定疾患審査会委員（天野）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
リウマチ科（科学評論社）編集委員（天野）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本リウマチ財団 医療情報委員会委員（天野）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Chino K, Kondo T, Sakai R, Saito S, Okada Y, Shibata A, Kurasawa T, Okuyama A, Takei H, Amano K:
Tocilizumab monotherapy for polymyalgia rheumatica: A prospective, single-center, open-label study. Int J
Rheum Dis 2019; 22 (12): 2151-2157
②

Tanaka Y, Oba K, Koike T, Miyasaka N, Mimori T, Takeuchi T, Hirata S, Tanaka E, Yasuoka H, Kaneko Y,
Murakami K, Koga T, Nakano K, Amano K, Ushio K, Atsumi T, Inoo M, Hatta K, Mizuki S, Nagaoka S, Tsunoda
S, Dobashi H, Horie N Sato N. : Sustained discontinuation of infliximab with a raising-dose strategy after
obtaining remission in patients with rheumatoid arthritis: the RRRR

study, a randomized controlled trial. Ann

Rheum Dis 2020; 79(1): 94-102
③

Isobe M, Amano K, Arimura Y, Ishizu A, Ito S, Kaname S, Kobayashi S, Komagata Y, Komuro I, Komori K,
Takahashi K, Tanemoto K, Hasegawa H, Harigai M, Fujimoto S, Miyazaki T, Miyata T, Yamada H, Yoshida A,
Wada T, Inoue Y, Uchida HA, Ota H, Okazaki T, Onimaru M, Kawakami T, Kinouchi R, Kurata A, Kosuge H,
Sada KE, Shigematsu K, Suematsu E, Sueyoshi E, Sugihara T, Sugiyama H, Takeno M, Tamura N, Tsutsumino
M, Dobashi H, Nakaoka Y, Nagasaka K, Maejima Y, Yoshifuji H, Watanabe Y, Ozaki S, Kimura T, Shigematsu
H, Yamauchi-Takihira K, Murohata T, Momomura SI; JCS Jpint Working Group.: JCS 2017 guideline on
management of vasculitis syndrome. Circ J 2020; 84(2): 299-359

④

Yamagata K, Usui J, Nagata M, Sugiyama H, Sada KE, Muso E, Harigai M, Amano K, Atsumi T, Fujimoto S,
Yuzawa Y, Kobayashi M, Saito T, Ito T, Hirawa N, Homma S, Dobashi H, Tsuboi N, Ishizu A, Arimura Y,
Makino H, Matsuo S; Research Committee of Intractable Renal Disease and the Research Committee of
Intractable Vasculitis Syndrome of the Ministry of Health, Labour, and Welfare of Japan. : Histopathological
classification of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated glomerulonephritis in a nationwide Japanese
prospective 2-year follow-up cohort study. Clin Exp Nephrol 2019; 23(3): 387-394

⑤

Kato M, Kaneko Y, Tanaka Y, Inoo M, Kobayashi-Haraoka H, Amano K, Miyata M, Murakawa Y, Yasuoka H,
Hirata S, Nagasawa H, Tanaka E, Miyasaka N, Yamanaka H, Yamamoto K, Yokota I, Atsumi T, Takeuchi T.:
Predictive value of serum amyloid a levels for requirement of concomitant methotrexate in tocilizumab
initiation: A post hoc analysis of the SURPRISE study. Mod Rheumatol 2020; 30(3): 442-449

⑥

T. Kurasawa, Y. Okada, A. Shibata, K. Chino, H. Takei, T. Kondo, K. Amano ：Clinical problems of elderly onset
rheumatoid arthritis patients in Japan 21st Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress
2019.4.10 Brisbane, Australia

⑦

柴田 明子，岡田 悠介，千野 健太郎，倉沢 隆彦，武井 博文，近藤 恒夫，天野 宏一 ：自験例における PM/DM 患
者の再燃に関する研究 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術集会

⑧

岡田 悠介，柴田 明子，千野 健太郎，倉沢 隆彦、武井 博文，近藤 恒夫，天野 宏一： Superb Micro-vascular Imaging
による頸動脈壁内血流信号検出に基づく高安動脈炎の疾患活動性評価法の有用性

第 63 回日本リウマチ学会総

会・学術集会
⑨

近藤 恒夫，岡田 悠介，柴田 明子，千野 健太郎，倉沢 隆彦，武井 博文，天野 宏一：

前治療薬の種類によるト

ファシチニブの有効性の差に関する検討 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術集会
⑩

倉沢 隆彦，岡田 悠介，柴田 明子，千野 健太郎，武井 博文，近藤 恒夫，天野 宏一：ANCA 関連血管炎に対するリ
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ツキシマブによる寛解導入治療の有効性と安全性 第 63 回日本リウマチ学会総会・学術集会
【 総数：原著 13 件、総説 3 件、国際学会発表 1 件、国内学会発表 17 件、研究会 1 例 】
6-2．獲得研究費
【厚生労働行政推進調査事業費補助金；難治性疾患等政策研究事業】
難治性血管炎に関する調査研究（分担者；天野宏一、主任；針谷正祥）
軟骨炎症性疾患の診断と治療体系の確立班

（分担者；天野宏一、主任；鈴木登）

【日本医療研究開発機構研究費；難治性疾患実用化研究事業】
難治性血管炎診療の CQ 解決のための多層的研究班

（分担者；天野宏一、主任；針谷正祥）

6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 29 回川越リウマチ懇話会 2019 年 7 月 17 日
第 30 回川越リウマチ懇話会 2020 年 2 月 19 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療：総勢７人で、多数の外来患者の診療をこなし、入院患者の多少の減少はあったものの大きなトラブルもなく、
十分な診療が行えたと評価できる。
教育：知識の伝達のみにならないよう、診療に対する考え方などを伝えるように努めたが、研修医の興味をそそるよ
うな内容に欠けていたようで、専攻医の獲得は十分にできなかった。
研究：基礎研究の論文はなく、研究業績は十分とは言えないが、臨床研究では多くの多施設共同研究に積極的に参加し、
協力した。その成果はいくつか論文化され、十分な成果があったと思われる。
7－2．次年度の改善計画
診療：2020 年度は慶應大学の大学院を卒業した１名が増員となり、特に病棟の診療において患者数を増やして入院
の規模を拡大したい。
教育：近藤教育主任を中心に、学生教育を充実させ、研修医教育についても診療を通した教育のみでは知識が散漫
になりがちであるので、クルズスなどで系統的な知識を持てるような教育を加えたい。
研究：慶應大学の大学院を卒業した酒井亮太助教を指導者とし、岡田悠介助教らによる血管炎の基礎的研究を進め
ていく予定である。また、臨床研究では、RA の治療に関する研究（主に JAK 阻害薬に関するもの）を近藤講師を中心
に教室全員で推進するとともに、倉沢隆彦助教による血管炎症候群の臨床研究を昨年に引き続いて行う。新たに膠原
病に合併する進行性間質性肺炎の臨床研究（柴田明子助教）
、ループス腎炎の治療に関する臨床研究（近藤講師、酒井
助教）を進めていく予定である

0558

2．8）腎・高血圧内科
１．構成員
長谷川 元（HASEGAWA, Hajime）：教授：運営責任者：診療部長、研究主任、教育副主任：代表指導教員（大学院）：腎生
理学（水電解質代謝・酸塩基平衡）
、腎不全、高血圧：博士（医学）
叶澤 孝一（KANOZAWA, Koichi）：准教授：教育主任、診療副部長：指導教員（大学院）
：高血圧、糖尿病：博士（医学）
小川 智也（OGAWA, Tomonari）
：准教授：診療副部長、血液浄化センター長：指導教員（大学院）
：腎不全、血液浄化療法：
博士（医学）
田山 陽資（TAYAMA, Yosuke）
：非常勤講師（派遣中）
：：(–)：：博士（医学）
清水 泰輔（SHIMIZU, Taisuke）：助教：診療副部長：大学院教員（大学院）
：水電解質異常、腎不全：博士（医学）
岩下 山連（IWASHITA, Takatsugu）
：助教：診療副部長：(–)：：学位無し
岩永 みずき（IWANAGA, Mizuki）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
羽田野 実（HATANO, Minoru）
：助教：病棟医長：(–)：：学位無し
原 宏明（HARA, Hiroaki）
：助教（社会人大学院）
：外来医長：(–)：：学位無し
岡崎 晋平（OKAZAKI, Shinpei）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
稲村 めぐみ（INAMURA, Megumi）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
黒澤 明（KUROSAWA, Akira）
：助教（社会人大学院）
：研修医長：(–)：：学位無し
肥田 徹（HIDA, Toru）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
小暮裕太（KOGURE, Yuta）
：助教：研修医長：(–)：：学位無し
佐野 達郎（SANO, Tatsuro）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
木場 藤太（KIBA, Toda）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
岡田 良美（OKADA, Yoshimi）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
佐藤紗映子（SATO, Saeko）
：助教（非常勤 1 類）
（社会人大学院）
：診療医員：(–)：：学位無し
塩田 裕也（SHIODA, Yuya）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
安田 邦彦（YASUDA, Kunihiko）：助教：診療医員：(–)：：学位無し
：助教：診療医員：(–)：：学位無し
山本 亮（YAMAMOTO, Ryo）
河合 雄一郎（KAWAI, Yuichiro）
：非常勤（派遣中）
：：(–)：：学位無し
小川 公己（OGAWA, Koki）
：助教：診療医員：(–)：：学位無し
廣瀬 賢人（HIROSE, Kento）
：助教：診療医員：(–)：：学位無し
寺尾 政昭（TERAO, Masaaki）
：後期レジデント（社会人大学院）
：診療医員：(–)：：学位無し
中村 裕美子（NAKAMURA, Yumiko）
：後期レジデント：診療医員：(–)：：学位無し
下郷 優（SHIMOZATO, Yu）
：後期レジデント：診療医員：(–)：：学位無し
佐藤 真理子（SATO, Mariko）
：専攻医：診療医員：(–)：：学位無し
岡本 茉樹（OKAMOTO, Maki）
：専攻医：診療医員：(–)：：学位無し
関口 桃子（SEKIGUCHI, Momoko）
：専攻医：診療医員：(–)：：学位無し
濱田 隆行（HAMADA, Takayuki）
：専攻医：診療医員：(–)：：学位無し
御手洗 哲也（MITARAI, Tetsuya）
：客員教授・名誉教授：：(–)：糸球体病理学：博士（医学）
松村 治（MATSUMURA, Osamu）
：客員教授：：(–)：糸球体病理学：博士（医学）
加藤 仁（KATO, Hitoshi）
：客員准教授：：(–)：腎性骨病変：博士（医学）
松田 昭彦（MATSUDA, Akihiko）
：客員准教授：：(–)：血液浄化療法、腹膜透析：博士（医学）
吉川 賢（KIKKAWA, Masaru）
：非常勤講師：：(–)：：学位無し
野入 千絵（NOIRI, Chie）
：非常勤医：：(–)：：博士（医学）
星 綾子（HOSHI, Ayako）
：非常勤医：：(–)：：学位無し

２．教育
2-1．目的･目標
「腎臓内科学全般の基礎知識を身につけさせ、併せて知的好奇心を喚起すること」を目標として掲げ、担当領域を中心と
した内科学全体への興味を引き出し、魅力を伝えることを重視している。また大学院生については「臨床に貢献しうる、
独自の研究を展開できる人材の育成」を目標に掲げている。
2-2．教育内容（担当者）
学部学生、看護学生への講義
長谷川教授、叶澤准教授、小川准教授、清水講師、岩下助教が以下の講義を担当している。
医学部２学年調節系ユニット（腎臓生理学）３時限分（腎臓の機能、体液調節 担当：長谷川元）
医学部３学年腎・泌尿器ユニット（腎臓内科学）４時限分（尿細管機能異常、水電解質代謝異常、酸塩基平衡異常、担
当：長谷川元）
、２時限分（遺伝性腎疾患、カルシウム・リン代謝異常、担当：叶澤孝一）
、2 時限分（腎生検組織の見
方 膠原病に伴う腎疾患、担当：岩下山連）
医学部６学年内科総論 ２時限分（体液異常のまとめ、K 代謝異常・酸塩基平衡異常のまとめ、担当：長谷川元）
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保健医療学部理学療法学科・医用生体工学科２学年 腎・尿路１時限分（腎臓の構造と機能、担当：長谷川元）、1 時限
分（血液浄化療法、担当：清水泰輔）
総合医療センター附属看護専門学校 2 学年 腎疾患 6 時限分（担当：叶澤孝一）
埼玉県立常磐高等学校 看護専攻科１学年腎疾患学 3 時限分（腎臓の構造と機能、腎臓の病気、腎不全と血液浄化療法、
担当：長谷川元）
川越市医師会川越看護専門学校看護学科 2 学年 腎・透析療法（担当：小川智也）
卒前学生の臨床実習(BSL)とクリニカル・クラークシップ(CC)
当科では旧カリキュラムでの BSL 期間が一週間と短いこともあり、講義の補強と実戦的な知識を身につけてもらうこと
を主眼としたクルズス中心（7 テーマ）の実習内容としていました。しかし学生の満足度が必ずしも高くないという結
果を受け、部内で学生実習内容の練り直しを行い、2019 年 5 月より従来のクルズスを全て廃止し、学生に対する問題提
起型の双方向性を重視した small group teaching (SGT)という形式に改め、以下の 3 テーマを設定した。
①体液異常へのアプローチ（水電解質、酸塩基平衡異常）
（担当：長谷川元）
②腎機能低下状態へのアプローチ（慢性腎不全）
（担当：叶澤孝一）
③腎臓の病気へのアプローチ（腎炎、ネフローゼ症候群）
（担当：岩下山連）
また教育主任以外に学生教育担当者を 1 名選任し（廣瀬賢人）
、病棟での病歴聴取、身体所見の取り方の指導、代表的症
例を題材としたディスカッションなど、診療現場での実習機会を増加、充実をはかった。また見学・参加型実習として、
シャント手術見学、外来見学、血液透析・腹膜透析見学の見学時間を増やした。
CC 学生に対するクルズスは 4 週間の実習期間の前半に集中させ、後半は配属診療チームとともに病棟診療、チームカン
ファレンス、病棟症例検討会、重症・新患カンファレンスへの参加、カテーテル挿入手技や手術（局麻下のシャント作
成術、全麻下のテンコフカテーテル挿入術）、血管内治療（PTA）への参加を通じて「主治医チームの一員」として行動
させることで自主学習の動機づけを行い、医療人としての自覚を持たせるよう、特に配慮している。さらにチーム内の
教室員が行っている研究活動への参加、研究会・学会への出席を通じ、診療のみならず研究、教育をも担う医師の多様
な活動を体験出来るよう配慮している。
CC クルズス
①VA(バスキュラーアクセス)の基本（エコーの使い方、見方を含めて）
（担当：清水泰輔）
②腎・高血圧内科領域の救急に対する緊急対応（担当：羽田野実）
③病理組織標本の見方 （担当：小暮裕太）
④腎と栄養管理、食事・点滴オーダー作成の実際（担当：原 宏明）
⑤腎炎診療の基本、ステロイドや免疫抑制薬の使い方や副作用（担当：岩下山連）
⑥水・電解質代謝異常の基本・輸液の基本的考え方 （担当：長谷川元）
⑦体外循環療法の基本（種類と導入時のポイント）
（担当：小川智也）
⑧移植の適応と実際 （担当：黒澤 明）
⑨血圧管理の基本、降圧薬の使い方（担当：叶澤孝一）
初期研修医に対する教育
研修医への指導・教育は基本学科としての基本的かつ主要な責務であるとの認識を、基本学科構成員全員が共有してい
る。指導にあたり重視している点は、①内科全般あるいは臨床医学全般に関わる基本スキルの修得、②論理的な内科診
断法の修得、③医療安全と多職種医療連携に対する意識の向上、などである。指導内容の平準化、救急対応や基本手技
を確実に修得させることに加え各指導医の負担軽減をも考慮し、当科独自の研修医クルズスを毎月実施している。2019
年度の実施内容は以下の通りである。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

VA(バスキュラーアクセス)の基本（エコーの使い方、見方を含めて）
（担当：安田邦彦、清水泰輔）
呼吸不全、高カリウム血症、アシドーシスといった当科領域の救急に対する緊急対応（担当：羽田野実）
病理組織標本の見方の基本 （担当：小暮裕太）
食事・点滴作成の実際 （担当：原 宏明）
腎炎診療の基本（講師：岩下山連）
水・電解質代謝異常の基本・輸液の基本的考え方 （担当：長谷川元）
血液浄化療法の基本（種類と導入時のポイント）
（担当：小川智也）
腎移植の適応と実際 （講師：黒澤 明）
血圧管理の基本と降圧薬の使い方（担当：叶澤孝一）

研修医発表会
毎月最終木曜の医局抄読会（8:15〜）、医局集談会（17:00〜）の時間を研修医発表会にあてている。1 年目研修医には
受け持ち症例と関連したテーマをあたえ、指導医の指導によりプレゼンテーションに仕上げ、発表を経験してもらって
いる。2 年目研修医には受け持ち症例の中から一例を選び、症例報告の形にまとめ、発表させている。通常の診療業務
では体験できない経験の場としている。
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専攻医に対する教育
新専門医制度カリキュラムに対応した、後期研修プログラムを実施し、2019 年度は 4 名が新制度の下で後期研修をおこ
なっている。後期研修では、腎臓内科としては国内トップクラスの豊富な外来・入院患者の臨床経験を活かし、広く一
般的診療能力を有した内科専門医、さらに腎臓専門医や透析専門医をはじめとした専門領域の専門医を育成することを
目標としている。
大学院生に対する教育
2019 年度には 4 名の大学院生が在籍しており、全て社会人院生となっている。基礎研究に従事するもの 3 名、臨床研究
をテーマとするもの 1 名である。指導教員とのディスカッションのみならず、院生以外の基礎・臨床研究を行っている
教室員を交えた意見交換、相互の実験データ確認などを目的に、研究ミーティングを定期的に開催し、研究進捗の確認
と計画の修正等を行っている。
2-3．達成度
学生教育
当科で実施している BSL 後のアンケート調査では、概ね 80%程度の学生に肯定的な意見をもらっている。残余の 20%は「ク
ルズスを増やして欲しい」、「手術見学を増やして欲しい」、
「診療科（教室）のことをもっと知りたい」等の意見となって
いる。
研修医教育
初期研修医に対する教育では、平成 26 年度より開始した当科独自のクルズスは好評であり、またカンファレンスなどで
の研修医教育のあり方に対しても肯定的な意見が多いようである。19 年度は 18 年度に比してローテーション希望の研修
医数も増加（導入研修を除く 1 年目 27 名、2 年目 13 名、計 40 名）し、20 年度は更に増加している（導入研修を除く 1
年目 33 名、2 年目 11 名、計 44 名）ことも、当科の研修医教育が一定の評価を得ている証左の 1 つと考えている。
2-4．自己評価と次年度計画
学生教育については、新カリキュラムでは当科の実習期間も二週間に増えることから、今一度実習体制を見直し、参加
型実習時間の増加、討論型実習の拡充を図っていく予定である。
研修医教育については、研修医教育担当者（岩下山連 診療副部長）及び指導医とともに、全員で研修医の指導にあたっ
ていく体制を強化していきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
腎・高血圧内科では、①創造性のある、客観的視野を持った臨床医の育成に資すること、②現在及び近未来の腎疾患臨
床に貢献すること、の 2 点を主眼に研究を進めている。臨床上の諸問題を自ら解決しうる創造性を持ち、論理的かつ科学
的な臨床を行いうる医師の育成には研究の経験が必要かつ有益であるとの信念のもと、当学科構成員にはそれぞれ個別の
研究テーマを持って研究を行い、英文原著の発表に最大限の努力を傾注すること、その結果として出来る限り学位を取得
すること、また大学院進学を積極的に推進すること、を指導原則としている。
テーマの選定に当たっては進行性腎障害の進展抑制を大目標としながら、近未来の進行性腎障害や透析導入原因疾患と
して、高齢化を背景とした粥状硬化性、細動脈硬化性の血管障害に起因する虚血性腎障害、尿細管間質障害の比重が大き
くなると予測される点に鑑み、高血圧、糖尿病等の生活習慣病はもとより、栄養面や代謝面の問題点と腎障害との関連に
着目し臨床への貢献度の高い研究テーマを選定するよう心がけている。
また血液浄化療法部（血液浄化センター）においては、大学病院内科教室としては極めて多数の内シャント作成術やシ
ャント血管内血栓除去術（PTA）を実施し、また県内最多の腹膜透析実施施設である特長を生かし、アクセスの維持・評価、
腹膜機能の評価等の臨床研究を継続している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
基礎研究
基礎研究ではモデル動物を用いた解析が中心で、vivo 実験は第１研究棟で行い、解析を第２研究棟内の当学科研究室で
行っている。
(1)
尿細管浸透圧受容機構における TRPV4 の役割
研究担当者：寺尾 政昭 後期レジデント、社会人大学院生
(2)
腎線維化、腎障害進展に関する CaSR と claudin の生理的・病的意義の解析
研究担当者：黒澤 明 助教、社会人大学院生
(3)
果糖（フルクトース）過剰摂取に伴う高血圧発症機序に関する基礎的解析
研究担当者：原 宏明 助教（社会人大学院）
(4)
マグネシウム負荷による進行性腎障害進展抑制の可能性の検討
研究担当者：高栁 佳織 専任研究員（理学修士、徳島大学分子栄養学社会人大学院生）
(5)
Claudin-16 の制御機構 （岐阜薬科大学との共同研究）
臨床研究
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(12)
(13)

Na 依存性ブドウ糖輸送体(SGLT)-2 阻害薬の腎保護効果に関する研究
研究担当者：佐藤 紗映子 非常勤医員、大学院生
腎血管超音波を用いた尿細管間質障害重症度予測に関する研究
研究担当者：羽田野 実 助教
遺伝性多発性嚢胞腎(ADPKD)の腎障害進展に関する臨床的パラメーターに関する研究
研究担当者：小暮 裕太 助教
膜性腎症の予後予測因子に関する臨床解析
研究担当者：岩下 山連 助教
進行性腎障害に与える尿酸代謝異常の関与と治療適応に関する解析
研究担当者：中村 裕美子 後期レジデント
妊娠高血圧症候群(HDP)への腎尿細管・間質障害の関与の検討
研究担当者：佐藤 真理子 専攻医
血液透析、腹膜透析の自律神経機能への影響の相違に関する解析
研究担当者：下郷 優 後期レジデント

診療成績解析
(14)
遺伝性多発性嚢胞腎に対する tolvaptan による治療効果の解析
研究担当者：小暮 裕太 助教
(15)
IgA 腎症に対する扁摘パルス療法の治療効果予測因子の解析
研究担当者：山本 亮 助教
(16)
顕微鏡的多発血管炎治療の予後規定因子に関する解析
研究担当者：佐藤 真理子 専攻医
(17)
内シャント PTA 治療後の開存期間予測に関する検討
研究担当者：安田 邦彦 助教
3-3．研究内容と達成度
「果糖（フルクトース）過剰摂取に伴う高血圧発症機序に関する基礎的解析」及び「Na 依存性ブドウ糖輸送体(SGLT)-2
阻害薬の腎保護効果に関する研究」は、いずれも論文投稿準備中である。また「腎血管超音波を用いた尿細管間質障害重
症度予測に関する研究」
、
「遺伝性多発性嚢胞腎(ADPKD)の腎障害進展に関する臨床的パラメーターに関する研究」の 2 課題
についても論文投稿準備作業中である。
「尿細管浸透圧受容機構における TRPV4 の役割」及び「腎線維化、腎障害進展に関
する CaSR と claudin の生理的・病的意義の解析」の院生が行っている基礎研究テーマについては予備実験が終了し、本実
験を 19 年度に実施した。データとして必ずしも満足のいくものでは無いため、実験内容を修正し、実験を繰り返している。
「マグネシウム負荷による進行性腎障害進展抑制の可能性の検討」についても、再実験を予定している。
「膜性腎症の予後
予測因子に関する臨床解析」は後方視的手法による臨床研究であるが、腎生検結果を見直し、解析パラメーターを見直し
ながら研究成果のまとめを行っている。
「顕微鏡的多発血管炎治療の予後規定因子に関する解析」及び「IgA 腎症に対する
扁摘パルス療法の治療効果予測因子の解析」の診療解析 2 テーマについては有益な結果が得られ、当科の診療の質的向上
に貢献している。今後研究としての論文化を目指し、ブラッシュアップを行っていく予定である。
3-4．自己評価と次年度計画
18 年度の英文論文数 11 編に対し 19 年度は 1 編のみとなり、活動はやや低調であった。仕上げの段階となっている研究
成果のまとめに時間がかかっていることと、新規の研究テーマが報告の段階に至っていなかったことが原因である。20 年
度はまとめの段階となっている 4 テーマの論文化を遅滞なく進め、残余のテーマについても引き続き進捗を図っていきた
い。

４．診療
当科には 38 床の病床が割り当てられ、ここ数年 100-105%程度の安定した稼働率で運用している。一方在院日数は毎
年減少し、19 年度は 22 日を下回るようになっている。外来患者数は漸増傾向を維持し、初診患者数は増加してきてい
る。当科の診療内容は多岐にわたっているが、膠原病・血管炎の腎障害診断及び診療実績が全国平均の 4-5 倍と極めて
多いこと、遺伝性多発性嚢胞腎の診療実績が全国有数であること、手術・カテーテルインターベンション件数が極めて
多いこと、腹膜透析管理数が県内最多であること、などが特徴と言える。当科では常勤派遣（6 施設、11 名）
、非常勤派
遣（22 施設）
、地域別性格別の年間 6 回の連携会などを通じ医療連携ネットワークを構築している。これにより、①当
科外来からの予約入院例を調整することで年間を通じ 100-105%程度の安定した病床稼働率を維持している、②県立セン
ター病院、地域の基幹病院とのネットワークにより診療密度の濃い紹介事例が増え、稼働額も毎年着実に増加している、
③教室員を常勤派遣している施設とは機動的な病病連携が可能となり、在院日数の減少をもたらしている、など当科診
療成績の安定と向上に役立っている。血液浄化分野でも多数の維持透析施設と強固な連携関係を構築している。これに
より新規透析導入、重症透析症例管理、急性血液浄化、特殊血液浄化など、急性期、超急性期施設である大学病院の役
割に特化した診療内容の維持が可能となっている。
腎・高血圧内科では「腎疾患を中心に多領域にわたる多様な診療体制を維持し、患者中心の医療を提供すること」を
目標に診療活動を行っている。本館 2 階西病棟 42 床のうち、個室 4 部屋を除く 38 床を主として使用し、外来は内科（4）
外来の 3 ブースと、血液浄化センター内の 3 ブースを使用し、初診外来を毎日 1 枠、再診外来を毎日 2 枠、腹膜透析外

0562

来を週 4 枠、アクセス外来を週 3 枠、腎移植外来を週 2 枠行っている。また看護師が主体で実施している腎不全療法選
択外来を週 2 枠実施している。この他特殊外来として腎不全外来、腎炎外来、糖尿病外来、高血圧外来、多発性嚢胞腎
外来を設置している。
当科の診療内容は腎炎・ネフローゼなどの一次性腎疾患から糖尿病、膠原病・血管炎などの二次性腎疾患、体液電解質
異常、多発性嚢胞腎やファブリー病、アルポート症候群などの遺伝性腎疾患、腎不全、血液透析や腹膜透析導入、透析
用シャント手術やカテーテルインターベンション、腎移植など、極めて多岐にわたっている。診療上の特徴としては膠
原病・血管炎の腎障害診断及び診療実績が全国平均の 4-5 倍と極めて多いこと、遺伝性多発性嚢胞腎の診療実績が全国
有数であること、手術・カテーテルインターベンション件数が極めて多いこと、腹膜透析管理数が県内最多であること、
等を挙げることが出来る。当科入院症例の半数以上は他施設からの紹介及び転院搬送症例であり、その半数以上は当教
室で構築した関連施設、連携施設を介しての紹介例である。地域的にも、医療機関の性格的にも幅広い連携施設ネット
ワークの構築により、①当科外来からの予約入院例を調整することで年間を通じ 100-105%程度の安定した病床稼働率を
維持している、②県立センター病院、地域の基幹病院とのネットワークにより診療密度の濃い紹介事例が増え、稼働額
も毎年着実に増加している、③教室員を常勤派遣している施設とは機動的な病病連携が可能となり、在院日数も毎年減
少してきている、などの効果が見られている。
血液浄化センターは全て腎・高血圧内科からの出向医師により運営され、各医師は半年ないし１年間のローテーション
としている。診療責任者は小川智也 血液浄化センター長（准教授）である。透析設備は個室 3 床（陽圧対応 1 室、陰
圧対応 2 室）
、外来透析用いす形透析ベッド 5 床を含む、全 20 床を有し、この他個人用コンソール 2 台と HDF 用コンソ
ール 2 台、血漿交換用装置 3 台により、血液透析導入、腹膜透析導入及び外来管理、急性血液浄化、特殊血液浄化に対
応している。診療目標は「質の高い最先端の血液浄化療法を提供する」としている。透析関連の連携施設ネットワーク
も広範囲に構築しており、
当科の年間約 150 例の新規透析導入症例の紹介、
病状悪化の維持透析症例の迅速な受け入れ、
幅広い地域を対象とした透析用アクセス不良事例への対応、等を通じ、強固な連携関係を構築している。これにより新
規透析導入、重症透析症例管理、急性血液浄化、特殊血液浄化など、急性期、超急性期施設である大学病院の役割に特
化した診療内容の維持が可能となっている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県慢性腎臓病対策協議会 代表： 長谷川元
埼玉県糖尿病対策推進会議 幹事： 長谷川元
埼玉県疾病対策協議会 委員：長谷川元
埼玉県特定疾患審査会 委員： 長谷川元
埼玉県医療事故調査専門委員 長谷川元
埼玉県災害時透析医療確保マニュアル検討委員、第３ブロック長：小川智也
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
学術誌編集委員
透析医会誌
小川智也
Fluid Management Renaissance 長谷川元
学術誌査読委員： Am J Physiol 長谷川 元
Nephrology, Dialysis and Transplantation 長谷川元
Clin Exp Nephrol 長谷川元
Clin Exp Nephrol Case Rep 長谷川 元、小川智也
J Clin Medicine 長谷川元
Pharmaceutical Report 長谷川元
International J Neuroscience 長谷川元
Nephron, Experimental Nephrology 長谷川 元
Nephrology 長谷川元
Neutrients 長谷川元
Medicine 長谷川元
Exp Physiology 長谷川元
Hemodialysis Int 小川智也
J Vasc Access 小川智也
Renal Replacement Ther 小川智也
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本腎臓病協会埼玉県支部 代表 長谷川元
日本腎臓学会 評議員：長谷川元、叶澤孝一
日本透析医学会 評議員：長谷川元、小川智也
日本高血圧学会 評議員：叶澤孝一
日本臨床生理学会 評議員：長谷川元
高血圧関連疾患モデル学会 評議員：長谷川元
日本アフェレーシス学会 評議員：小川智也
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日本急性血液浄化学会 評議員：小川智也
日本腎臓学会 広報委員会連絡委員：長谷川元
日本透析医学会 学術委員会学術専門部小委員会委員：小川智也
日本透析医学会 専門医制度委員会研修プログラム小委員会委員：小川智也
日本透析医学会 学術委員会ガイドライン手順書作成 WG 委員：小川智也
日本透析医学会 総務委員会 HP・電算機小委員会委員：小川智也
日本透析医学会 統計調査委員会地域委員：小川智也
日本アフェレシス学会 認定制度委員会委員：小川智也
氷川フォーラム 代表幹事：長谷川元
関東腎研究会 代表幹事：長谷川元
腎と妊娠研究会 理事、研究会事務局長：長谷川元、事務局：岩下山連
埼玉体液カンファレンス 代表世話人：長谷川元
埼玉腹膜透析研究会 筆頭幹事：長谷川元、事務局長：小川智也
腎間質障害研究会 幹事：長谷川元
多発性嚢胞腎研究会 幹事：長谷川元
臨床体液研究会 世話人：長谷川元
トランスポーター研究会 幹事：長谷川元
腎臓病と栄誉・代謝・食事フォーラム 世話人：長谷川元
日本腎不全栄養研究会 幹事：小川智也
日本アクセス研究会 評議員：小川智也
日本 HDF 研究会 評議員：小川智也
日本医工学治療学会 理事・評議員：小川智也
バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会 幹事：小川智也
日本サイコネフロロジー研究会 事務局長、世話人：小川智也
日本 HDF 研究会 評議員：小川智也

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Marunaka K, Fujii N, Kimura T, Furuta T, Hasegawa H, Matsunaga T, Endo S, and Ikari A. Rescue of tight
junctional localization of a claudin-16 mutant D97S by antimalarial medicine primaquine in Madin-Darby
canine kidney cells. Scientific Rep 9 (1): 9647, 2019 2019.
② Saeko Sato, Koichi Kanozawa, Kaori Takayanagi, Mai Aoyagi, Mariko Sato, Masaaki Terao, Kento Hirose, Yuta
Kogure, Hiroaki Hara, Taisuke Shimizu, Hajime Hasegawa.Remission of tubulo-interstitial nephropathy and
its correlation to the reduction of albuminuria by SGLT2 inhibitor in patients with advanced stages of
diabetic kidney disease. 52nd Annual Meeting of American Society of Nephrology (Nov 6–10, 2019) Washington
DC, USA
③ Hajime Hasegawa, Tetsuya Mitarai, Yasuhiko Tomino, Hitoshi Yokoyama, Kunio Yamagata, Masayuki Iwano,
Shinichi Akiyama, Kaori Takayanagi, Takatsugu Iwashita, Taisuke Shimizu, Tomonari Ogawa, Koichi
Kanozawa. Clinical advantage of mizoribine in elderly patients with primary membranous nephropathy. 52nd
Annual Meeting of American Society of Nephrology (Nov 6–10, 2019) Washington DC, USA
④ Takatsugu Iwashita, Kaori Takayanagi, Maiko Yamasaki, Takayuki Hamada, koki Ogawa,
Ryo Yamamot, Saeko Sato, Toru Hida, Hiroaki Hara, Taisuke Shimizu, Hajime Hasegawa. Clinical analysis of
short-term therapeutic response factors in membranous nephropathy. 52nd Annual Meeting of American Society
of Nephrology (Nov 6–10, 2019) Washington DC, USA
⑤ Koichi Kanozawa, Saeko Sato, Yuta Kogure, Akira Kurosawa, Minoru Hatano, Hiroaki Hara, Taisuke Shimizu,
Takatsugu Iwashita, Tomonari Ogawa, Hajime Hasegawa.The study on the transition of renal function of SGLT2
inhibitors for type 2 diabetes with moderate to severe renal impairment. 52nd Annual Meeting of American
Society of Nephrology (Nov 6–10, 2019) Washington DC, USA
⑥ Taisuke Shimizu, Kaori Takayanagi, Kurosawa Akira, Iwashita Takatsugu, Hara Hiroaki , Terao Masaaki ,
Ogawa Tomonari, Kanozawa Koichi, Yumiko Nakamura, Saeko Sato, Hajime Hasegawa. Involvement of CaSR,
claudin-14 and 16 in the development of hypermagnesiuria associated with tubulo-interstitial nephropathy.
56th Annual Meeting of European Renal Association (Jun 14–16, 2019) Budapest, Hungary
⑦ Hasegawa, Mitarai, Tomino, Yokoyama, Yamagata, Iwano, Akiyama, Takayanagi K, Iwashita T, Shimizu T, Hara
H, Hatano M, Kogure Y. Clinical significance of mizoribine in elderly patients with primary membranous
nephropathy. 56th Annual Meeting of European Renal Association (Jun 14–16, 2019) Budapest, Hungary
⑧ Takatsugu Iwashita, Kaori Takayanagi, Maiko Yamasaki, Mai Aoyagi, Akira Kurosawa, Saeko Sato, Masaaki Terao,
Tomonari Ogawa, Koichi Kanozawa, Hajime Hasegawa. Clinical analysis of short-term therapeutic response
factors in membranous nephropathy. 56th Annual Meeting of European Renal Association (Jun 14–16, 2019)
Budapest, Hungary
⑨ Taisuke Shimizu1, Kaori Takayanagi, Akira Kurosawa, Masaaki Terao, Hiroaki Hara, Takatsugu Iwashita, Maiko
Yamasaki, Yumiko Nakamura, Mariko Sato, Yu Shimozato, Akira Ikari, Hajime Hasegawa. Involvement of CaSR,
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claudin-14 and 16 in the development of hypermagnesiuria associated with tubulo-interstitial nephropathy.
15th International Magnesium Symposium (Mar 20-22, 2019), Bethesda, MA, USA
⑩ Kanayama Y, Ogawa T, Sasaki Y, Tokui K, Yoshino H, Morita T, Sakurai Y, Hasegawa H Study of two different
methods of blood purification, both performed simultaneously, on newborn babies weighing 3kg. Annual
Dialysis Conference. Mar 15-19, 2019, Dallas USA
【総数：論文 1 件、学会発表 9 件、講演 ○ 件】
6-2．獲得研究費
約 700 万
6-3．受賞
第 64 回埼玉腎臓研究会 最優秀演題賞 佐藤真理子 専攻医 2019 年 4 月 20 日、川越市
第 16 回氷川フォーラム 優秀演題賞（氷川賞）佐藤紗映子 非常勤 1 類・社会人院生 2019 年 11 月 2 日、さいたま市
第 48 回埼玉透析医学会 ベストプレゼンテーション賞 佐藤紗映子 非常勤 1 類・社会人院生 2019 年 11 月 2 日、さい
たま市
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 64 回埼玉腎臓研究会・代表幹事 長谷川元（2019 年 4 月 20 日 川越市）
第 4 回初雁腎・透析療法セミナー 代表：長谷川元、事務局：小川智也（2019 年 5 月 11 日、川越市）
第 15 回氷川フォーラム・代表幹事 長谷川元（2019 年 5 月 18 日 さいたま市）
第 10 回埼玉アクセス研究会 事務局長 小川智也、2019 年 7 月 28 日 さいたま市）
第 30 回日本サイコネフロロジー研究会 事務局長 小川智也、2017 年 7 月 6-7 日 長崎市）
第 28 回埼玉臨床体液カンファレンス 代表世話人：長谷川元（2019 年 7 月 13 日 さいたま市）
第 4 回むさしの国心腎連携フォーラム 代表：長谷川元、事務局：清水泰輔（2019 年 8 月 29 日、熊谷市）
埼玉腹膜透析研究会 メディカルスタッフセミナー 筆頭幹事 長谷川元、事務局 小川智也 2019 年 9 月 1 日 さいた
ま市）
第 5 回初雁腎・透析療法セミナー 代表：長谷川元、事務局：小川智也（2019 年 9 月 7 日、川越市）
第 16 回氷川フォーラム・代表幹事 長谷川元（2019 年 11 月 2 日 さいたま市）
第 47 回関東腎研究会・運営幹事・事務局：長谷川元（2019 年 1 月 19 日 東京）
第 6 回初雁腎・透析療法セミナー 代表：長谷川元、事務局：小川智也（2020 年 1 月 25 日、川越市）
第 5 回むさしの国心腎連携フォーラム 代表：長谷川元、事務局：清水泰輔（2020 年 2 月 27 日、熊谷市）＊COVID-19
のため中止
第 30 回腎と妊娠研究会・理事・研究会事務局 長谷川元（2020 年 3 月 7 日 さいたま市）＊COVID-19 のため中止
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム 2020・大会長（2020 年 3 月 21 日、東京）＊COVID-19 のため中止

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育面では、BSL 及び CC-1 の内容の大胆な見直しを行った。また BSL から CC-1 への変更に際して当科の実習期間が 1 週間
から 2 週間へ延長され、症例に則したベッドサイド教育プログラムの構築が可能となった。当科で毎回実施しているアンケート調査
では満足度も高く、一定の成果を挙げ得たものと考えている。初期研修医に対しては、19 年度も 40 名以上のローテを受け入れ、内
科医あるいは臨床医としての基本スキルを会得させることを第一の目標に教育を実施した。しかし 10 名以上を受け入れた 2 年目研
修医教育については必ずしも十分とは言い難く、臨床医における研究の重要性に対する意識喚起が更に必要と考えている。
診療面では、多岐にわたる疾患の受け入れは一層促進され、また各種の先進的な医療の取り組み状況も良好と考えている。教
室としての治療成績の解析についても、多発性嚢胞腎における Tolvaptan 使用効果、血管炎に伴う腎障害の長期予後解析、IgA 腎
症に対する扁摘パルス療法の有効度予測解析などの結果を出しており、内科領域では難しい治療成績の数値化、根拠に基づい
た科学的な治療選択を行えるようになってきている。広域かつ強固な医療連携ネットワークの構築の進展は、診療科の稼働率向上、
在院日数の短縮と共に、各種重症症例の受け入れを積極的に行うことで診療密度の濃い、急性期症例の割合の増加につながって
いると考えている。研究面でも積極的な推進を図ったものの、18 年度に比して英文原著論文数、英文症例報告数、研究費獲得額
などはいずれも減少しており、目標を達成したとは言い難い。研究指導層の手薄さ、臨床や教育分野での負担増などが背景にある
と考えられ、次年度に向けての対策が必要と考えている。その一環として、19 年末に研究技術員の増員を基本学科雇用として行っ
た。
7－2．次年度の改善計画
教育面では CC-1 に対する教育プログラムの一層の充実、特に症例に密着した参加型の実習内容の充実を図っていく。CC-2 に
対しては、診療チームへの組込みと診療参加の促進を図っていく。研修医教育では、1 年目と 2 年目における差別化、明確な目標
設定を徹底していきたい。診療面では 19 年度の内容の充実を図り、急性期、超急性期、高度専門医療を担う大学病院にふさわし
い診療内容を加速させていきたい。研究面では、19 年度未達であった各種成果の論文化、これを基礎とした研究費の獲得に注力
すべく、研究指導層の充実を行いたい。
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2．9）感染症科・感染制御科
１．構成員

秀明（OHNO, Hideaki）
：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：指導教員（大学院）
：感染症学：
博士
小野 大輔（ONO, Daisuke）
：助教：教育副主任：研究副主任：診療副科長：感染症学：博士
川村 隆之（KAWAMURA, Takayuki）：助教（専攻医）
：感染症学
岡 秀昭（OKA, Hideaki）
：准教授（兼担：総合診療内科所属）
：感染症学：博士
酒井 純（SAKAI, Jun）
：助教（兼担：毛呂山キャンパス感染症科所属）
：感染症学：博士
大野

２．教育

2-1．目的･目標
感染症はすべての臓器に発症しうるものであり、その理解に当たっては全身的な医学的知識の整理が必要となる。
また、微生物学や免疫学など基礎医学的な知識も要求される分野である。感染症学の教育においては単に知識の詰め
込みではなく、これら知識を融合させ、臓器や疾患のみでなく個人として広く疾病を俯瞰する能力の習得を目的とし
ながら、感染症分野における医師国家試験レベルを十分クリアできる水準に到達することを目標とする。
2-2．教育内容（担当者：大野秀明）
卒前教育としては、毛呂山キャンパス、日高キャンパスの感染症科・感染制御科と分担して学部教育を担当してい
るため、詳細はそちらを参照されたい。令和元年度は医学部 6 年生（3 コマ）
、4 年生（1 コマ）の講義を分担した。
卒後教育として、研修医を対象とした抗菌薬の使用法などの講義を行った。大学院教育は総合診療内科の院生を対象
に行った。
2-3．達成度
分担分野については概ね教育できたとは考える。
2-4．自己評価と次年度計画
令和 2 年度も卒前教育は感染症総論、各論等の講義分担を行い、問題演習も交え確実な知識の習得を目指す。特に昨
年度と同様に、過去の医師国家試験問題を分析し、正答への導き方についての教育を行う。卒後教育も研修医を主な対
象として感染症関連の講義や、セミナー等を開催したい。さらに、臨床感染症センターとも協力しながら、広く大学院
教育も行っていきたいと考える。

３．研究

3-1．目的・目標
各種感染症の迅速診断法や原因菌種迅速同定法の開発、真菌感染症の病態解明、真菌・
抗酸菌の病原性・病原因子の解明、院内感染制御法の検討
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
高病原性クリプトコックス感染症における宿主感染防御機構に関する研究
（国立感染症研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
3 年前より北米でアウトブレイクを起こしている高病原性 Cryptococcus gattii の病原性や宿主感染防御機構に関する
研究を行っている。9-10 週齢の C57BL/6J（日本クレア）マウス（メス）を用い、変異型 Cryptococcus gattii 株（JP01
株：VGIIa 型、JP02 株：VGIIc 型）、北米アウトブレイク株（R265：VGIIa 型）
、C. neoformans H99 株とした。これ
らの菌株を経気管的に感染させ、14 日後に肺の病理組織学的所見、肺でのサイトカインの発現等を検討した（共同研究
成果を含む）
。肺の病理では H99 株では炎症細胞浸潤や肉芽腫形成が良好に行われていたが、JP02 株や R265 株の高病
原性の C. gattii 株では肉眼的に肺容積の増大を認め、炎症細胞の集積、肉芽腫形成が極めて乏しい所見であった。平成
29 年度も、このような背景から、感染後どの段階で病態の差異が生じるのかを、C. neoformans と対比しながらマクロ
ファージによる貪食能に焦点を当てて検討を行った。この検討において、莢膜薄層の C. neoformans ではマクロファー
ジの貪食が認められ、さらにこれはインターフェロンγ（IFN-g）の添加で促進されるのに対し、高病原性 C. gattii 株
では莢膜を薄層化してもマクロファージによる貪食はみとめられず、ざらに IFN-g 添加によっても貪食の亢進が認めら
れないという、菌種による貪食反応の差異が観察された。
3-4．自己評価と次年度計画
研究に使用できる時間の減少に伴い、予定通りの進捗が得られていないと考える。令和 2 年度も貪食能に関する研
究を継続するとともに、高病原性 C. gattii 感染症における IFN-g の感染防御に果たす効果について研究を行う予定で
ある（共同研究）
。

４．診療
感染症科・感染制御科は、総合診療科と合同ではあるが、外来診療と入院診療を開始したのに加え、入院患者を主な
対象とした感染症診療（院内紹介、コンサルテーション）
、感染症科カンファレンス（週 2 回）
・ラウンド、抗菌薬カ
ンファレンスなどを行っている。令和元年度の実績では感染症診療依頼（各診療科からの紹介診療）587 症例、感染
症科ラウンド 242 回、血液培養陽性者モニタリング症例：595 例などである。令和 2 年度も引き続き総合診療内科と
合同で感染症外来、入院診療を行うことなど、更なる感染症診療の充実を図る予定である。
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５．その他

5-1．自治体、政府関連委員の有無
・川越市感染症審査協議会委員長（大野）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
・学会誌査読 4 件（大野）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本感染症学会評議員（大野、岡）
、日本医真菌学会教育委員会副委員長
（大野）
、日本臨床微生物学会評議員（大野）

６．業績

6-1．論文・学会発表・著書
（論文発表）
①

Sakai J, Imanaka K, Kodana M, Ohgane K, Sekine S, Yamamoto K, Nishida Y, Kawamura T, Matsuoka T, Maesaki
S, Oka H and Ohno H. Infective endocarditis caused by Capnocytophaga canimorsus; a case report. BMC Infectious
Diseases 19, article number 927, 2019.

（共著）
②

大野秀明. 6．肺結核症・結核性胸膜炎
臨床呼吸器感染症学（迎

A. 肺結核症

寛編）
、p218-233、南江堂、東京、2019.

（学会発表）
③

西田祐介、山本

慧、酒井

純、岡

秀昭、大野秀明 . MSSA 菌血症治療中に感染性冠動脈瘤による心筋梗塞を発症

した 1 例. 第 93 回日本感染症学会総会、名古屋国際会議場、名古屋、2019.
④

原

竜也、長山直美、大澤雄一郎、近藤正巳、酒井

純、大野秀明 . VCM 投与中に血小板減少を来した１例. 第 67

回日本化学療法学会総会、東京ドームホテル、東京、2019.
⑤

酒井

純、西田祐介、山本 慧、小島章歳、岡

秀昭、植松和嗣、中村茂樹、宮崎義継、大野秀明 . 病理標本の遺

伝子学的検査にて確定診に至った肺ムーコル症、肺放線菌症の 2 例. 真菌症フォーラム 2019 学術集会、千里ライフ
サイエンスセンター、大阪、2019.
⑥ 大澤雄一郎、原

竜也、灘谷直美、関根 進、西田祐介、岡

秀昭、近藤正巳、大野秀明 . 当院における抗真菌薬

の使用状況についての検討. 第 40 回関東医真菌懇話会、京王プラザホテル、東京、2019.
⑦

山本

慧、野崎由迅、山下裕敬、川村隆之、西田祐介、酒井 純、小野大輔、三村一行、岡 秀昭、大野秀明 . Ureaplasma

parvum による骨盤内炎症性疾患の一例. 第 68 回日本感染症学会東日本地方会総会学術集会、第 66 回日本化学療法
学会東日本支部総会合同学会、仙台国際センター、仙台、2019.
【総数：論文 2 件、学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費
競争的研究費：日本学術振興会学術研究助成基金助成金（文部科学省科研費）
基盤研究 C（H29－H31 年度）代表：大野秀明
奨学寄附金：3 社
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価

7-1. 今年度の点検・評価結果
本年度よりスタッフ 3 名体制となり、診療体制がやや充実してきた感はある。一方、研究に関しては、国立感染症研究
所との共同で進めているクリプトコックスに関する研究があるが、進捗状況に遅れが認められている。教育に関しては、
3 キャンパスでの分担であり、担当分に関しては職責を全うできたのではないかと考える。
7-2. 次年度の改善計画
令和 2 年度も総合診療内科との合同ではあるが、引き続き外来診療と入院診療も行っていき、益々の充実を図りたい。
一方、研究に関しては、診療により思う様に時間は割けないが何とか進捗させていきたいと考えている。また、令和 2 年
度は更なる論文発表数、学会発表数の増加を目標としたい。教育に関しては、令和 2 年度も学生等の講義など教育の分担
も行われる予定であり、学生のニーズを掴みながら講義を組み立てたい。
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2．10）総合診療内科
１． 構成員
岡 秀昭
三村一行
西田裕介
野崎由迅
山本 慧
山下裕敬

（OKA, Hideaki）
：准教授：診療部長：代表指導教員（大学院）
：感染症・HIV・総合診療：博士
（MIMURA, Kazuyuki）
：助教：診療副部長：教育主任
（NISHIDA, Yusuke）：助教：医局長
（NOZAKI, Yujin）
：助教
(YAMAMOTO, Kei)：助教
（YAMASHITA, Hirotaka）
：助教

２．教育
2-1．目的･目標
感染症を中心とした臓器非特異的な内科診療を行い感染症への高いサブスペシャリティ
を有した総合内科専門医を養成する。
2-2．教育内容（担当者）
感染症コンサルテーション症例を通じて、総合内科的な病歴、身体所見に基づいた臨床推論を学ぶ
抗菌薬の適正使用を学ぶ
臨床微生物学を学ぶ
教育回診、カンファランスに加え、適宜に教育的なミニレクチャー、口頭試問を行う。
（岡秀昭、三村一行）
2-3．達成度
教育に定評がある即戦力の指導医として三村一行助教が赴任され、きめ細かい指導が可能となった。さらに野崎有迅助
教も教育スタッフとして有能な人材であり、活躍が期待されるできた。当科の研修は自由選択であるが、ほぼ毎月 2−3 名
のローテーション希望があった。
2-4．自己評価と次年度計画
スタッフの充実により、教育体制も整ってきた。内科の基本である総合診療内科として
臨床研修の基礎となり貢献したい。そのためにはシステムの構築と安定化を図りたい。

３．研究
3-1．目的・目標
日常の臨床疑問点を解決できるような臨床研究のデザインを行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
西田助教の大学院進学により、研究を進めていきたい。
3-3．研究内容と達成度
該当なし
3-4．自己評価と次年度計画
大学院生の獲得あり。研究テーマの決定とデザインを行い、研究を開始する。

４．診療
感染症コンサルテーションと、外来での不明熱、不明炎症、H I V など特殊感染症外来や病棟診療をより充実させてい
く。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
（論文）
①

1.Jun sakai, Kazuhito Imanaka, Masahiro Kodana, Kana Ohgane, Susumu Sekine
AU

- Kei Yamamoto, Yusuke Nishida, Toru Kawamura, Takahiro Matsuoka, Shigefumi Maesaki, Hideaki Oka, Hideaki

Ohno
Infective endocarditis caused by Capnocytophaga canimorsus;a case report
BMC Infectious Diseases 20191104 19(927):1-5
②

keisuke kamada, Takeshi Matsuda - Satoshi Konno, Hideaki Oka
A Sickle cell Crisis in a Blood culture Bottle Internal medicine 20191213 3698-19

（学会発表）
③ 岡秀昭
骨軟部組織感染症
④

抗菌薬の使い方考え方

日本麻酔科学会関東甲信越支部学術集会

2019年9月

岡秀昭
プラチナ流感染症コンサルテーション

⑥

2019年5月q

岡秀昭
ICUでの発熱のみかた

⑤

第62回日本形成外科学会総会・学術集会

第68回日本感染症学会東日本地方会学術集会

仙台

2019年10月

経験豊富なエイズ指導医との連携によりSalvage療法が奏功した1例
西田裕介, 岡秀昭,大野秀明, 小野大輔,川村隆之,山下裕敬, 山本慧,野崎由迅, 三村一行,酒井純 第33回日本エイズ
学会総会

（著書）
⑦ 岡秀昭

熊本

2019年11月

編集・著

感染症治療クリスタルエビデンス
⑧

金芳堂

京都

2018年4月

岡秀昭
感染症プラチナマニュアル2019（第5版）メディカルサイエンスインターナショナル、東京、2019 2月

⑨

岡秀昭、山本舜悟
最新

侮れない肺炎に向き合う

医事新報社
⑩

肺炎球菌肺炎に本当に狭域ペニシリンで戦って良いか？ペニシリンの投与法

日本

2019 2月

岩岡秀昭、岡秀昭、南郷栄秀
ここが知りたい！内科外来ハンドブック

中外医学社

2019年4月
【総数：論文 ２ 件、学会発表 ５ 件、講演 23 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
当科は２０１７年に新規開設された。順調にスタッフ増員し、診療教育について業務拡大できていると評価するが、研究
に対する実績が乏しい。今後もさらにスタッフ医師の増員を図り、診療、教育、研究体制を構築し、本学の運営に貢献し
たい。
7－2．次年度の改善計画
大学院生の獲得があり、指導医も充実してきたことから、臨床研究の体制づくりと実績を出していきたい。
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2．11）消化管外科・一般外科
１．構成員
石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：消化器外科（特に下部消化
管外科，胃外科，遺伝性大腸癌, 癌化学療法）
：博士
持木彫人（MOCHIKI, Erito）：教授：副診療部長：臨床工学部長：教育主任：指導教員（大学院）：消化器外科（特に
食道・胃外科，腹腔鏡手術，癌化学療法）
：博士
辻 美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：教授（兼担）
：指導教員（大学院）
：腫瘍外科学，外科侵襲学，消化器内視鏡，医学教
育：博士
石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）
：准教授（兼担）
：指導教員（大学院）
：消化器外科（特に下部消化管外科，癌化
学療法）,医学教育：博士
熊谷洋一（KUMAGAI, Youichi）
：准教授：病棟医長：大学院教員（大学院）
：消化器外科（特に食道外科）
：博士
中島日出夫（NAKAJIMA, Hideo）：客員准教授：癌化学療法：博士
石畝 亨（ISHIGURO, Toru）
：講師：研修医長：消化器外科（食道・胃、癌化学療法）
鈴木興秀（SUZUKI, Okihide）
：講師（兼担）
：研究主任：博士
母里淑子（MORI, Yoshiko）
：講師（兼担）
：博士
天野邦彦（AMANO, Kunihiko）
：助教：外来医長
幡野 哲（HATANO, Satoshi）
：助教：博士
豊増嘉高（TOYOMASU, Yoshitaka）
：助教：博士
村松俊輔（MURAMATSU Shunsuke）
：助教：博士
山本 梓（YAMAMOTO, Azusa）
：助教
伊藤徹哉（ITO, Tetsuya）
：助教
近谷賢一(CHIKATANI, Kenichi)：助教
山本瑛介（YAMAMOTO, Eisuke）
：助教
牟田 優（MUTA, Yuu）
：助教
坂本眞之介（SAKAMOTO, Shinnosuke）
：助教
石川博康（ISHIKAWA, Hiroyasu）
：助教
熊倉真澄（KUMAKURA, Masumi）
：助教
非常勤講師：全 28 名 非常勤医師：全 2 名

２．教育
主に医学部 5 年生の各グループに対して 2 週間の bedside learning
（BSL）
を行っている．
また，
clinical clerkship(CC)
に基づいて学生が，医療チームの一員として，より自覚をもって参加できる 4 週間の臨床実習も行っている．
卒前教育
2-1．目的･目標
消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，急性虫垂炎，鼠径ヘルニアなど）の患者を
受け持ち，その病態を理解したうえで手術および周術期管理について学ぶこと．
目標
1）外科的処置の適応を判断し，リスク評価ができる．
2）外科の基本的診療手技を実施できる．
3）基本的な術前術後管理ができる．
2-2．教育内容（持木彫人）
BSL 期間中，学生は病棟診療チームの一員となり朝 8 時 30 分からの病棟チーム回診から診療終了時刻まで担当医と
行動をともにして，病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理）
，診療記録の記載や電子カルテの使用法，チ
ーム医療のあり方などを指導した．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンス（術前・術後カンファレンス，Clinical
Conference，抄読会）に参加し，消化管・一般外科疾患の病態，診断，治療に関する知識を深める．クルズスは 2 回で，
外科総論および消化器・一般外科の知識を確認する問題形式のレポートの解説，手術に参加する前に解剖学的事項の確
認と糸結びの講習を行っている．
2-3．達成度
2 週間を通じて病棟チームの一員として行動することにより，外科医の一日を連日体験することで，当該領域への理
解も深まっているものと考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
今後の実習内容改善の目的で BSL 最終日に実際に学生から感想を聞く時間を設け，またアンケートを行っている．当
科の実習に対する学生からの反響やアンケート結果はある程度満足のいく結果である．
卒後教育
前期研修医が選択で，1 ヶ月単位で当科にて研修を行っている．
2-1．目的･目標
医師として，当科で診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，
急性虫垂炎，鼠径ヘルニアなど）の患者の受け持ちグループの一員として，その病態を理解した上で手術，周術期管理
について学ぶこと．
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2-2．教育内容（持木彫人）
上級医と共に臨床グループの一員として，朝 8 時 30 分からの病棟回診を行い，受け持ち患者の手術に助手として参加
する．病歴聴取，診察，検査，手術（術前準備から術後管理）
，診療記録の記載，外科チーム治療について教育する．月
曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンスに参加し，受け持ち患者の術前プレゼンテーションを行う．また，水曜午後の
診療部長回診にも参加する．鼠径ヘルニアに関しては，十分な助手経験の後，術者として執刀する．また，アニマル・
ラボ等にも積極的に参加している．
2-3．達成度
1 ヶ月間にわたり，消化管・一般外科の臨床グループの一員として行動することで，外科医の仕事を理解すると共に，
消化管・一般外科領域への理解が深まると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
術者として執刀することで，病態，解剖の理解を深めることができると共に，医師としての責任感が芽生えるものと考
えられる．
大学院教育
2 名の社会人大学院生が研究に従事した．遺伝性大腸癌/消化管ポリポーシスの原因遺伝子解析（パネル検査）の評価
及び，家族性大腸腺腫症疾患者の十二指腸病変の十二指腸病変の遺伝子変異について解析を行った．

３．研究
3-1．目的・目標
消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ等．
3-3．研究内容と達成度
1.大腸癌の予後予測因子（臨床病理学的因子）の解明．
2.進行・再発大腸癌の各種化学療法と臨床的効果予測因子との関係．
3.大腸癌における新規癌関連遺伝子の網羅的解析．
4.大腸癌化学療法の効果予測因子の研究．
5.遺伝性大腸癌（リンチ症候群，家族性大腸腺腫症など）の臨床病理学的検討と遺伝学的解析
6.胃癌の予後予測因子の解明．
7.進行胃癌に対する集学的治療の開発
8.腹腔鏡補助下胃切除術における神経温存の研究
9.胃切除術における迷走神経温存の消化管運動およびホルモン分泌からみた生理学的評価
10.術後逆流性食道炎発生における胃切除術後の食道運動機能評価
11.食道癌術後合併症のリスク因子の解明．
12.食道癌に対する拡大内視鏡（エンドサイト）の有用性．
13.高齢者消化器癌手術における適切な術式選択とその妥当性の評価．
14.消化器外科領域の腹腔鏡手術の低侵襲性とその評価と新たな手術手技，器具の開発．
15.穿孔性腹膜炎の予後予測因子の検討．
16.消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究．
17.稀な腫瘍（小腸癌，後腹膜腫瘍）の臨床病理学的検討と治療成績．
18.家族性大腸腺腫症・潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術の工夫と成績．
19.消化器癌手術における手術部位感染のリスク因子解析．
20.消化器癌の悪性度評価と転移能の研究．
21.直腸癌リンパ節転移診断に関する研究.
上記のいずれの研究にも着手しており，一部では論文化も終了している．
3-4．自己評価と次年度計画
H17 年度からの新体制となり業績が徐々に結実している．安定した研究環境，研究体制の確立を目指している．低侵
襲手術，消化管関連ホルモンの研究に着手している．また，進行大腸癌に対する化学療法の感受性予測因子に関する基
礎的研究にも一定の成果を収めている．また，遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症，リンチ症候群）の基礎的研究にも着
手し，リンチ症候群の網羅的スクリーニングを開始した．これらの検討項目について次年度解析および発表していく予
定である．消化管外科としての独創性のある従来の臨床研究と平行して基礎的な研究をバックグラウンドに置いた真に
臨床に還元できるエビデンスレベルの高い研究を追及している．

４．診療
急性虫垂炎・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの一般外科的疾患から，食道・胃・大腸の悪性疾患・炎症性腸疾患・緊急
性の高い急性腹症・急性消化管出血・腹部外傷など幅広い範囲でそれぞれの専門医が診療を担当している．手術に関し
ては，機能温存手術や，腹腔鏡補助下手術などの低侵襲手術も積極的に取り入れて行っており，治療成績の向上に努め
ている．

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし.
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5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Surgery Today, Case Report 編集委員（持木）
日本外科系連合学会誌 編集委員（石田/石橋）
日本消化器病学会雑誌 編集委員・査読委員（持木）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし.

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Ozawa T, Ishihara S, Fujishiro M, Saito H, Kumagai Y, Shichijo S, Aoyama K, Tada T
Novel computer-assisted diagnosis system for endoscopic disease activity in patients with ulcerative
colitis.
Gastrointest Endosc 89: 416-421, 2019
② Kumagai Y, Takubo K, Kawada K, Aoyama K, Endo Y, Ozawa T, Hirasawa T, Yoshio T, Ishihara S, Fujishiro
M, Tamaru JI, Mochiki E, Ishida H, Tada T
Diagnosis using deep-learning artificial intelligence based on the endocytoscopic
observation of the esophagus.
Esophagus16: 180-187, 2019
③ Kumamoto K, Nakachi Y, Mizuno Y, Yokoyama M, Ishibashi K, Kosugi C, Koda K, Kobayashi M, Tanakaya K,
Matsunami T, Eguchi H, Okazaki Y, Ishida H
Expressions of 10 genes as candidate predictors of recurrence in stage III colon cancer patients receiving
adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy.
Oncol Lett 18: 1388-1394, 2019
④ Yoshimatsu K, Ishibashi K, Koda K, Yokomizo H, Oda N, Oshiro M, Kato H, Oya M, Nakajima H, Ooki S, Maekawa
H, Matsunami T, Tsubaki M, Yamada T, Kobayashi M, Tanakaya K, Yokoyama M, Ishida H
A Japanese multicenter phase II study of adjuvant chemotherapy with mFOLFOX6/CAPOX for stage III colon
cancer treatment after D2/D3 lymphadenectomy.
Surg Today 49: 498-506, 2019
⑤ Tanakaya K, Kumamoto K, Tada Y, Eguchi H, Ishibashi K, Idani H, Tachikawa T, Akagi K, Okazaki Y, Ishida
H.
A germline MBD4 mutation was identified in a patient with colorectal oligopolyposis and early‑onset
cancer: A case report.
Oncol Rep 42: 1133-1140,2019
⑥ Amano K, Ishida H, Kumamoto K, Okada N, Hatano S, Chika N, Tajima Y, Ohsawa T, Yokoyama M, Ishiabshi
K, Mochiki E.
Purse-string approximation vs. primary closure with a drain for stoma reversal surgery: results of a
randomized clinical trial.
Surg Today 49: 231-237, 2019
⑦ Amano K, Fukuchi M, Kumamoto K, Hatano S, Ohno H, Osada H, Ishibashi K, Ishida H.
Pre-operative evaluation of lateral pelvic lymph node metastasis in lower rectal cancer: comparison of
three different imaging modalities
J Anus Rectum Colon 4: 34-40, 2020
⑧ Shida D, Kobayashi H, Kameyama M, Hase K, Maeda K, Suto T, Itabashi M, Funahashi K, Koyama F, Ozawa H,
Noura S, Ishida H, Kanemitsu Y, Kotake K, Sugihara K.
Factors affecting R0 resection of colorectal cancer with synchronous peritoneal
metastases: a multicenter prospective observational study by the Japanese Society
for Cancer of the Colon and Rectum.
Int J Clin Oncol 25: 330-337, 2020
⑨ Yoshino T, Kotaka M, Shinozaki K, Touyama T ,Manaka D, Matsui T, Ishigure K , Hasegawa J, Inoue K, Munemoto
Y, Takagane A , Ishikawa H, Ishida H, Ogata Y , Oba K, Goto K , Sakamoto J , Maehara Y , Ohtsu A.
JOIN Trial: Treatment Outcome and Recovery Status of Peripheral Sensory Neuropathy During a 3-year
Follow-Up in Patients Receiving Modified FOLFOX6 as Adjuvant Treatment for Stage II/III Colon Cancer.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology 84:1269-1277,2019
⑩ Ito T, Kono K, Eguchi H, Okazaki Y, Yamamoto G, Tachikawa T, Akagi K, Okada Y, Kawakami S, Morozumi M,
Tamaru JI, Ishida H.
Prevalence of Lynch syndrome among patients with upper urinary tract carcinoma in a Japanese
hospital-based population.
Jpn J Clin Oncol 50: 80-88, 2020
【総数：論文 33 件、学会発表 78 件、講演 20 件】
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6-2．獲得研究費
令和元年度 埼玉医科大学若手医師育成研究助成費 かもだ研究支援賞（100 万円）山本 梓
令和元年度 埼玉医科大学若手医師育成研究助成費 かもだ研究奨励賞（50 万円）熊倉真澄
6-3．受賞
該当なし.
6-4．特許、実用新案
該当なし.
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 28 回日本癌病態治療研究会,川越,2019.6.27-28

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
診療面では，診療科構成員が一丸となって緊急手術，待機手術にあたった．良・悪性疾患に関わらず，高度かつ専門
的な外科治療を遂行することに心がけた．腹腔鏡補助下手術が増加し，患者および近隣の医療機関のニーズに対応して
いる．治療成績も満足できるものと考えている．
教育面では，BSL，CC の充実に関しては，学生の希望をリアルタイムで把握した.
研究面では，臨床研究においてデータの一部,その一部を英文誌等で報告した.遺伝性大腸癌に関する遺伝学的研究に
おいては多施設共同研究の代表として，着実な成果をおさめ同様に英文誌等で報告した．
7-2．次年度の改善計画
診療面では，診療の質のさらなる向上と診療件数の増加に努めたい.
教育面では，より充実した臨床実習を目指すべく若手スタッフの啓発に努める.
研究面では，成果をさらに公表し続けるとともに基礎医学とのコラボレーションをさらにすすめる.
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2．12）肝胆膵外科・小児外科
１．構成員
（肝胆膵外科部門）
別宮好文（BECK, Yoshifumi）:教授：運営責任者、診療部長：指導教員（大学院）
：肝胆膵外科：博士
牧

章(MAKI, Akira)：准教授：診療副部長：大学院教員（大学院）
：肝胆膵外科：博士

助教：駒込昌彦（外来医長）
、二宮理貴（病棟医長）
、三井哲弥、長田梨比人、小暮亮太、阿部 学
非常勤講師: 赤松延久、浅川真巳、石田隆志、帯津良一、坂本裕彦、篠原一彦、長谷川潔
非常勤医師：藤田麻依子
（小児外科部門）
小高明雄（ODAKA, Akio）
：教授：診療副部長、教育主任、外来医長：指導教員（大学院）
：小児外科：博士
井上成一朗（INOUE, Seiichiro）
：准教授：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）
：小児外科：博士
助教：牟田裕紀、竹内優太（大学院）
非常勤講師: 池田理恵、池袋賢一、川嶋

寛

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育は主に BSL と CC の学生を、卒後教育は初期研修医と専攻医（後期研修医）をそれぞれ対象にして、肝胆膵
外科・小児外科の幅広い基礎的な臨床能力がつくように教育している。
2-2．教育内容（担当者）
学生は、患者の入院から手術、退院まで受持ちとして共に診療、各種検査に加わる。初期研修医と専攻医に対して
は、連日のカンファレンスと回診を中心として、術前診断、手術、および周術期管理について教育している。主な教
育担当者は、肝胆膵外科では別宮好文、牧

章、二宮理貴、三井哲弥で、小児外科では小高明雄、井上成一朗、牟田

裕紀であった。
2-3．達成度
卒前、卒後教育とも、日々の診療の中で、達成度を細かく確認している。肝胆膵外科では、月～金の早朝８時から
１時間、入院全症例のチェックを行い、引き続き病棟の全員回診を行っている。この際、症例のプレゼンテーション
を実演させ、また個々の実技についてもスタッフ全員で教育の達成度を確認している。また、毎週水曜日の午後 5 時
より術前術後の検討会を開催している。小児外科では、月曜日の術前術後カンファレンスと火曜日の全員回診、およ
び金曜日の手術実習中に教育の達成度を確認している。
2-4．自己評価と次年度計画
総合医療センター外科では平成 17 年度から専門分野による細分化が行われ、当科は肝胆膵外科および小児外科の教
育を担当している。教育内容については、これまで肝胆膵チームと小児・周産期チームが行ってきたものを移行して
発展させてきた。肝胆膵外科と小児外科ではそれぞれの科に関連する事項の総合的なクルズスを行っており、充実し
た卒前卒後教育を行っている。来年度も肝胆膵外科、小児外科共に、クルズスなどの教育内容をさらに充実させてい
きたい。

３．研究
3-1．目的・目標
教室の研究テーマは研究内容の項で示すように多数あるが、その中で肝胆膵外科と小児外科に共通する目標は、安
全で真に低侵襲な手術法を確立することにある。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
肝胆膵外科グループと小児外科グループがあり、互いに領域を超えて協力し合う方針を取っている。
3-3．研究内容と達成度
① 肝胆膵外科における安全な肝切除、膵切除の確立
② 膵癌に対する新規抗癌剤の安全な投与方法の確立
③

術中ナビゲーションを用いた安全・正確な肝切除術の研究

④

肝胆膵外科・小児外科領域における安全な鏡視下外科手術の確立
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⑤

腹腔鏡下肝切除、膵切除の確立

⑥

新生児の未熟性に起因する消化管疾患の病態解明と至適外科治療法の開発

⑦

先天性横隔膜ヘルニアと横隔膜弛緩症の病理学的鑑別診断の研究

⑧

マウス神経芽腫モデルを用いた抗腫瘍免疫応答の解明と新しい免疫療法の開発

以上の内容を重点的に研究して、その成果は学会発表や論文として公表した。
3-4．自己評価と次年度計画
肝胆膵外科では、これまで築いてきた研究を継続しつつ、新しい研究も開始することができた。小児外科では、研
究マインド育成自由選択プログラムを選択している大学院生の竹内優太が専攻医として加わった。来年度は、研究内
容をさらに充実させ、成果を出して行きたい。

４．診療
肝胆膵外科では高難度外科手術に加えて、生体肝移植と腎移植手術を行っており、膵腎同時移植も来年度に向けて
準備中である。小児外科では NICU の増床と PICU の開設に伴い、新生児手術を中心に症例数を増やしており、技術面
では特に内視鏡手術の技術向上に心がけている。来年度も肝胆膵外科グループと小児外科グループが協力して正確・
丁寧な手術を心掛け、それぞれが得意とする領域の治療成績をさらに向上させていきたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
小高明雄：埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
小高明雄：小切開・鏡視外科学会誌編集委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
小高明雄：日本小児外科学会保険診療委員会顧問

６．業績
6-1．
①

②
③
④
⑤
⑥

論文・学会発表・著書
Inoue S, Horiuchi Y, Setoyama Y, Takeuchi Y, Beck T, Murakami T and Odaka A: Mobilization of
multi-functional tumor infiltrating lymphocytes following co-administration of anti-PD-1/PD-L1
antibodies in a murine neuroblastoma model 51st congress of the International Society of Pediatric
Oncology (Lyon, France) Oct 24, 2019.
Muta Y, Odaka A, Inoue S, Beck Y: Isolated anorectal malformation with rectoperineal fistula in
monozygotic twins. Journal of Pediatric Surgery Case Reports 49:101285, 2019.
駒込昌彦、牧 章、小暮亮太、三井哲弥、長田梨比人、宮田陽一、二宮理貴、別宮好文：門脈再建に浅大腿静脈
グラフトを用いて切除した局所進行膵 MAEC の 1 例．癌と化学療法 46(4):817-819, 2019.
長田梨比人、駒込昌彦、三井哲弥、二宮理貴、牧 章、別宮好文：右側肝円索を伴う partial HELLP 症候群によ
る肝破裂の１例．日本臨床外科学会雑誌 80(5):957-963, 2019.
小暮亮太、駒込昌彦、三井哲弥、長田梨比人、宮田陽一、二宮理貴、牧 章、別宮好文：遠位胆管癌術後 8 年後
に脾門部リンパ節再発を来した 1 例．癌と化学療法 46(13): 2473-2475, 2019.
荒木啓樹、井上成一朗、小高明雄、牟田裕紀、竹内優太、青木正康、加部一彦、側島久典、田村正憲 新生児
胃瘻造設患児に対する周術期看護～先天性食道閉鎖症患児の安全な胃瘻固定方法の開発の試み. with NEO
32(2):137-142, 2019.
【総数：論文 5 件、学会発表 28 件】

6-2．獲得研究費
井上成一朗：基盤研究（C）: Immune checkpoint 遮断を導入した新規神経芽腫集学的治療の開発, 課題番号 18K08550
（2018-2020 年度）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
別宮好文：第 853 回外科集談会（東京大学山上会館、2019/6/22）
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７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
平成 17 年４月に総合医療センター外科の細分化が行われ、肝胆膵外科・小児外科は誕生した。平成 25 年度からは
別宮好文教授が就任し、肝胆膵外科グループにとっては大きな転換期を迎え、新しく移植医療を開始し、腎移植を軌
道に乗せ、生体肝移植も施行できた。小児外科グループでは NICU の増床と PICU の開設に伴い、新生児手術を中心に
症例数を増やし、さらに研究面でも大学院生が 1 名加わり、これまでの研究を発展させることができた。
7－2．次年度の改善計画
肝胆膵外科グループと小児外科グループ共に、教育、研究、診療のいずれにおいても内容をさらに充実させて行く。
特に肝胆膵外科グループは移植医療に重点を置いており、生体腎移植の増加、膵腎同時移植の開始、および生体肝移
植の継続を目標としている。また、小児外科グループは内視鏡手術の技術向上に重点を置いており、技術認定医の育
成を目標としている。
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2．13）血管外科
１．構成員
佐藤 紀（SATO，Osamu）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：血管外科学：博士
出口 順夫（DEGUCHI，Juno）
：教授：教育主任,研究主任：指導教員（大学院）
：血管外科学：博士
橋本 拓弥（HASHIMOTO，Takuya）
：講師：指導教員（大学院）：血管外科学：博士
山本 諭（YAMAMOTO，Satoshi）：助教：大学院教員（大学院）：博士
須原 正光（SUHARA，Masamitsu）
：助教：大学院教員（大学院）
：博士

２．教育
2-1．目的･目標
血管疾患の診断学および治療学を習熟し、幅広い知識と安定した技術を身につけ、地域社会に貢献できる臨床医の育
成を目指している。
2-2．教育内容（出口順夫）
・卒前教育：学部学生に対しては、実習を中心の指導となる。実習期間内に患者への接し方から始め、診断や治療にお
ける考え方から個別の疾患の知識の体得、及び診療技術などの実践的な教育を行っている。具体的には、血管疾患（腹
部大動脈瘤や下肢閉塞性動脈硬化症）の患者を受け持ち、その背景と病態を理解して、患者レポートを作成し、手術、
術後管理について学ぶ。また、担当外の疾患については疾患レポートを作成し、病態を理解するよう指導している。
・卒後教育：主として研修医や専攻医に対して、血管疾患の理解と治療における基本的な概念を学んで貰っている。月
から土まで回診を行い、創傷の観察のポイントや創傷治癒の考え方について教育している。また、基本的な画像診断
ができるように教育し、患者ごとに緊急性や選択など病態に沿った治療ができるよう指導している。外科の基本手技
を体得する、カンファランスで患者のプレゼンテーションができる、ことも具体的な目標にしている。
2-3．達成度
・卒前教育：最終レポートの段階で、疾患の病態について記載できているため概ね達成できている
・卒後教育：入院患者の指示等ができるようになっており周術期管理の技術は達成されている。また、殆どの手術に参
加して貰うなかで、基本手技の向上がみられている。
2-4．自己評価と次年度計画
・卒前教育：担当した疾患については、基本的な病態の理解はできているため概ね目標に到達していると考える。実習
が主体なので、手術以外にもビデオや講演などの題材も取り入れて、より理解が定着することを計画している。
・卒後教育：終了前に、血管疾患に対するアプローチの著しい向上が見られていることが多く概ね良好な結果と考える。
卒前教育と同じように、ビデオや講演などの題材もそろえて、手術外で落ち着いて学修する機会を提供することを予
定している。

３．研究
3-1．目的・目標
研究対象は血管疾患全般であり、具体的には閉塞性動脈疾患および、胸部・腹部大動脈瘤を中心とした臨床研究、基
礎研究をおこなっている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
研究プロジェクトは、閉塞性動脈疾患、胸部・腹部大動脈瘤、静脈血栓 に大きく分けられ、それぞれに病態解明、
リスク因子解析を行っている。
3-3．研究内容と達成度
１） 破裂性腹部大動脈瘤に対する回復手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究
２） 感染性動脈瘤の治療選択に関する全国多施設観察研究
３） 外傷性胸部大動脈解離に対する血管内治療の有用性の検討
４） 重症虚血死患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建術の有効性に関する多施設・前向き観察研究
(WARRIORS study)
５） 包括的慢性高度下肢虚血の血流代謝異常を可視化定量する、新しい核医学検査法の開発
６） 術前栄養状態による血行再建成績の予測に関する研究
７） 日本における重症虚血肢患者の血行再建後のリスク予測モデルの検討（JCLIMB 参加研究）
８） 担がん患者に合併した静脈血栓塞栓症における非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬リバーロキサバン治療の前向き
臨床研究 (PRIMECAST study)
これらは、現在進行形であるが、一部は論文化されている。
3-4．自己評価と次年度計画
研究そのものの進行は比較的順調であるが、多施設共同のものが中心となっており、次年度は当院から情報を発信す
るようなプロジェクトを立ち上げて行きたい。
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４．診療
当科の診療は血管疾患全般にわたり、特に腹部以下の動脈疾患に対して高度で専門的な治療を提供している。治療成
績は概ね良好であるが、高齢化や糖尿病・透析患者の増加に伴い、疾患自体の重症化と緊急度が高くなり、治療自体の
難易度が上昇している。我々の診療目標は、血管疾患治療における地域社会の中核として質の高い医療を提供すること
であり、診療スタッフの量的な充実を図り更なる治療成績の向上を目指したい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
橋本拓弥：厚生労働省：難治性血管炎 班会議 委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
佐藤紀： 以下査読委員 Journal of Vascular Surgery, Circulation Journal, Surgery Today, Surgical case reports,
日本心臓血管外科学会雑誌、日本血管外科学会雑誌、脈管学、静脈学
出口順夫：Annals of Vascular Diseases 編集長、脈管学 編集委員、日本血管外科学会雑誌 編集委員
以下査読委員 PLOS ONE, Journal of Vascular Surgery, Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology,
Circulation Journal, Surgery Today, Surgical case reports, Journal of Cardiology cases, 日本心臓血管外科
学会雑誌、日本血管外科学会雑誌、静脈学
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本血管外科学会理事・評議金、日本心臓血管外科学会評議員、日本脈管学会評議員、日本静脈学会評議員、日本臨床
外科学会評議金、日本下肢救済・足病学会評議員、日本リンパ浮腫治療学会評議員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①

Short Interposition with a Small-Diameter Prosthetic Graft for Flow Reduction of a High-Flow Arteriovenous Fistula.
Hashimoto T, Deguchi J, Akagi D, Yamamoto S, Suhara M, Sato O. J Vasc Surg. 2020；in press

②

Angiosome ~ from the standpoint of bypass surgery. Deguchi J. Ann Vasc Disease. 2020;13:126-131

③

Sarcopenia as a possible negative predictor of limb salvage in patients with chronic limb-threatening ischemia. Taniguchi R,
Deguchi J, Hashimoto T, Sato O. Ann Vasc Dis. 2019;12:194-19.

④

包括的高度慢性下肢虚血における鼠径靱帯以下のバイパス手術成績と Controlling Nutritional Status Score の
検討 山本諭、出口順夫、橋本拓弥、須原正光、佐藤紀

⑤

脈管学

J Jpn Coll Angiol 2020;60:35-41

原発性上肢深部静脈血栓症の検討 山本諭、橋本拓弥、出口順夫、須原正光、佐藤紀

日血外会誌 2019;28:249-253

⑥

大血流シャントに対する小口径人工血管間置術 埼玉医大総合医療センター 血管外科 橋本拓弥 須原正光、山
本諭、出口順夫、佐藤紀 第 47 回日本血管外科学会総会 名古屋
⑦ Controlling Nutritional Status Score からみた透析症例の重症下肢虚血に対する手術治療成績 埼玉医科大学
総合医療センター 血管外科 山本諭、須原正光、橋本拓弥、出口順夫、佐藤紀 第 47 回日本血管外科学会総会
名古屋
⑧ 透析患者の重症下肢虚血に対する至適治療選択における血清 P 濃度 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科
橋本拓弥 須原正光、山本諭、出口順夫、佐藤紀 第 60 回日本脈管学会総会 東京
⑨ 悪性疾患を伴った上肢深部静脈血栓症の検討 埼玉医科大学 総合医療センター 血管外科 山本諭、須原正光、橋
本拓弥、出口順夫、佐藤紀 第 39 回日本静脈学会総会 名古屋
⑩ 慢性動脈閉塞と動静脈瘻を伴った下腿鬱滞性潰瘍の 1 例 埼玉医科大学 総合医療センター 血管外科 須原 正
光、山本諭、橋本拓弥、出口順夫、佐藤紀 第 39 回日本静脈学会総会 名古屋
【総数：論文 4 件、学会発表 6 件、講演 3 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療における目標は「地域における血管疾患に対して質の高い医療を十分に提供すること」であるが、原則として緊急
要請に対して対応しており、また緊急入院や緊急手術に対して対応はできていると考えている。その成績も入院時の治療
方針に沿ったものになっている。しかし、その達成はスタッフの献身的な対応によって可能となっており、少なくとも長
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期的な診療継続が可能な状態ではない。数年前からスタッフの増員を掲げていたが、今年はマイナスにはなっていないが
来年は定年退職によりマイナス１になる予定であり、かなり厳しい改善計画が必要である。
研究部門は、臨床研究を充実させることを目標に挙げていたが、全国レベルの多施設観察研究に多数（５つ）参加する
ことができている。
7－2．次年度の改善計画
地域医療に対する貢献に対して来年は具体的な目標値を持たない代わりに、現在の状態を維持しながら、スタッフの増員
を図り、労働環境にも配慮した安定した地域貢献を図りたい。
研究部門は、現在進行中の他施設共同研究を継続するだけではなく、当院独自の臨床研究を少なくとも２題は開始し、可
能なら他施設共同に広げて行きたい。
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2．14）ブレストケア科
１．構成員
矢形
黒野
黒住
樋野
高野
守屋
松田
二宮
山田
藤本
三階
高田
榊原

寛
(YAGATA, Hiroshi)：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）
：乳腺外科：博士
健司（KURONO, Kenji）：助教
昌史（KUROZUMI, Masafumi）
：客員教授：病理学：博士
興夫（HINO, Okio）
：客員教授：病理学：博士
利実（TAKANO, Toshimi）
：客員教授
智之 (MORIYA, Tomoyuki)：客員准教授：乳腺外科：博士
正典（MATSUDA，Masanori）
：非常勤講師：腫瘍内科
淳 （NINOMIYA, Jun）
：非常勤講師：乳腺外科
博文（YAMADA, Hirofumi）
：非常勤講師：乳腺外科
浩司（FUJIMOTO, Hiroshi）
：非常勤講師：乳腺外科
貴史（SANGAI, Takafumi）
：非常勤講師：乳腺外科
護 （TAKADA, Mamoru）
：非常勤講師：乳腺外科
淳太（SAKAKIBARA, Junta）
：非常勤講師：乳腺外科

２．教育
2-1．目的･目標
（卒前教育）教育全般における目的・目標となるが、これまでに学習してきた基礎知識を実際の臨床において確認し、
乳腺疾患、特に乳癌の診断、外科的治療、全身療法を中心に専門的知識を習得する。また、単に乳癌の診断と治療だけ
に目を向けるのではなく、患者が診断、治療を受けた後も社会の中で安心して生活できるような支援の実際を経験する
ことを目標とする。
（卒後教育）初期研修医は患者の社会的背景や合併症を含めたケアを重視した全人的な問診を行うことができ、画像の
読影ができる。病理診断を評価し治療の適応について理解できる。手術の助手を務めることができるといったような、
診断から治療までの経過を十分に理解し、指導医のもと実施する。専攻医は病棟主治医として指導医の指導を受けなが
ら、症例を十分に経験する。卒後 8 年目までには外科専門医、日本乳癌学会乳腺専門医の取得を目標に、指導医のもと
で術者として手術を行っていく。
（大学院教育）臨床において、乳腺に関する標準的な診療を実施し、この領域で適切に患者対応ができる能力が得られ
るよう育成する。また、研究の方向性を指導教員と議論、計画し、学位取得のための指導を実施していく必要がある。
2-2．教育内容（担当者）
（卒前教育）実習教育は、矢形、黒野、守屋が担当。3 年生導入実習では、外来診療にて患者の訴えや症状の観察、対
応の実際を見学、指導する。4 年生臨床入門実習では、手術日の際は、外科的手技の実際を見学。5 年生 BSL は、乳腺外
科分野、特に乳癌の診断から治療までの一連の流れを掴むため、外来, 病棟での診療を通して指導を行う。外来での生
検と手術見学、縫合などの手技を指導し、最終日に 1 症例のレポートを提出してもらい、ディスカッションを実施する。
（卒後教育）矢形、黒野、守屋が担当。以下の目的・目標に沿って指導を実施。マンモグラフィ、乳房超音波、乳房 MRI
検査の読影、細胞診、組織診の習熟、乳癌の病理診断評価と治療の選択、悪性腫瘍摘出術の実際、国際的ガイドライン
に沿った標準治療と EBM を理解できるための指導を実施する。
2-3．達成度
（卒前教育）引き続き人員不足による激務の中、医師間で協力しながら丁寧に指導を行った。短い実習期間ではあるが、
症例をもとに乳腺腫瘍学の理解と手術手技が深められたとの評価が得られている。
（卒後教育）研修医に対する卒後教育は、スタッフの病欠と退職により、卒後教育を実施することができなかった。
専門医取得に関しては、黒野助教が乳腺専門医を取得した。
2-4．自己評価と次年度計画
スタッフの病欠もあり教育を行うことができなかったが、来年度は体制を整え卒前・卒後教育の充実を図る。

３．研究
3-1．目的・目標
乳腺領域を中心とする臨床研究を行い、医療の質及び、乳癌患者の QOL が向上するよう努める。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
研究グループは形成しないが、各自がテーマを決めて互いに協力する体制である。
3-3．研究内容と達成度
1．乳癌患者へのヨガに対する意識調査（矢形）
進み、乳癌学会で発表した。

患者の QOL に関する他施設共同研究においては、統計解析、考察が
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2．BRCA 遺伝子検査に関するデータベースの作成（矢形） HBOC における共同研究については倫理委員会にて承認後、
研究期間の延長と登録事業機関が日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構へ変更になったため、再度倫理委員会に申請、
承認を得て、登録事業に参加し実施している。
3．ホルモン受容体陽性乳癌における癌間質と予後の関連性についての研究（守屋、黒野）
4．その他、研究協力のためのアンケート実施
3-4．自己評価と次年度計画
激務の中ではあるが、医療の質や患者の OQL 向上のための研究を少しずつ実施できている。
次年度も引き続き進めていく。

４．診療
乳癌患者数の増加に伴い国際水準の医療、患者中心の医療、チーム医療を推進していくことが目標であり、スタッフ数
に応じた実績を継続していけるよう努めていきたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
査読委員（矢形）
：乳癌の臨床, 日本乳腺甲状腺超音波医学会雑誌,
日本オンコプラスティックサージャリー学会雑誌
編集委員（矢形）
：日本乳腺甲状腺超音波医学会
日本オンコプラスティックサージャリー学会
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本乳癌学会評議員（矢形）
、日本家族性腫瘍学会評議員（矢形）
、埼玉乳がん検診検討会代表世話人（矢形）
、
PINK（乳がん患者のための雑誌）医学監修（矢形）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Fushimi A, Yoshida A, Yagata H, et al. Prognostic impact of multifocal and multicentric breast cancer versus
unifocal breast cancer. Surg Today. 2019 Mar;49(3):224-230, 2019
② 埼玉乳がん検診検討会活動報告
矢形 寛、甲斐 敏弘、二宮 淳、齊藤 毅、歌田 貴仁、廣瀬 哲也、秦 怜志、洪 淳一、中野 聡子、足立 雅樹： 埼
玉県医学会雑誌 (0389-0899)54 巻 1 号 Page np48(2019.12)
③ 第 27 回 日本乳癌学会総会
エリブリン投与中下肢の筋力低下をきたすも中止後比較的速やかに回復した再発乳がん 2 例
小泉 沙織、矢形 寛、黒野 健司、守屋 智之、松田 正典
④ 第 27 回 日本乳癌学会総会
質問票による乳がん患者へのヨガに対する意識調査 多施設共同研究 SBCCSG38
矢形 寛、黒野 健司、守屋 智之、小西 寿一郎、君塚 圭、秦 玲志、金子 しおり、黒田 徹、井上 賢一、甲斐 敏
弘、蓬原 一茂、齊藤 毅、二宮 淳、黒住 昌史、石川 秀樹、埼玉乳がん臨床研究グループ
⑤ 第 27 回 日本乳癌学会総会
乳腺量測定ソフトを用いた乳房構成の判定 医師判定との一致率と閾値の検討
中野 聡子 、井廻 良美 、壬生 明美 、大塚 正彦 、佐野 雅隆 、甲斐 敏弘 、矢形 寛 、齊藤 毅 、二宮 淳 、埼玉
乳がん検診検討会ワーキンググループ
⑥ 第 42 回 日本乳腺甲状腺超音波学会
乳がん手術に超音波診断をいかに応用するか(Comprehensive ultrasound による切除範囲決定への応用) 乳房温
存手術の適切な切除を目指した超音波検査の活用法
矢形 寛
⑦ 【超実践!乳房超音波マニュアル】(第 1 章)乳腺疾患の基礎知識 わが国の乳癌(解説/特集)矢形 寛
Medical Technology (0389-1887)別冊超音波エキスパート 18 Page6-9(2019.04)
⑧ 高濃度乳房の問題点と対策 高濃度乳房の告知に関する現場の取り組みと現状 埼玉乳がん検診検討会報告(解
説)。矢形 寛 、甲斐 敏弘 、二宮 淳 、齊藤 毅 、洪 淳一 、中野 聡子 、歌田 貴仁 、廣瀬 哲也 、足立 雅樹 、
大崎 昭彦 。日本乳癌検診学会誌 (0918-0729)28 巻 1 号 Page9-11(2019.04)
⑨ 第 42 回日本乳癌学会
「検診カテゴリーと診断カテゴリーに基づく乳がん検診精検報告書作成マニュアル」についての公聴会 乳腺診療
マネジメントの均てん化を目指して
植松 孝悦、石田 孝宣 、大貫 幸二 、笠原 善郎 、鯉淵 幸生 、鈴木 明彦 、角田 博子 、中島 一毅 、矢形 寛 、
渡邉 良二 、岩瀬 拓士 、日本乳癌学会検診関連委員会
【総数：論文 5 件、学会発表 5 件、講演 1 件】
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6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
学会、研究会、セミナー等の開催実績
With you 小江戸 〜あなたとブレストケアを考える会〜
埼玉乳がん検診検討会、Edo Breast Cancer Seminar、小江戸乳癌会議

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
（教育）スタッフの病欠もあり、 医学生、 研修医への教育目標は達成することができなかった。今後はスタッフの体
制を整え、研修医教育体制を強化し、研修希望者数を増やしていく必要がある。乳腺専門医取得に向けた指導におい
ては、適宜症例カンファレンスを行い、指導内容を充実させ指導にあたっている。
（研究）一つの研究は日本乳癌学会学術総会で研究成果を発表することができた。しかし、一部の研究においては当科
スタッフであり研究代表者が病欠となり、研究継続を断念することとなった。しかし、ブレストケア科としては、こ
れらの研究経験をいかして新たな研究に生かしていきたい。また、JOHBOC の他施設共同研究に関しては、データの登
録作業が可能となり、遺伝カウンセラーの協力を得ながら登録を進めている。
（診療）2015 年 4 月に診療を開始して 4 年間，乳癌患者の増加もあり、外来受診者数が増え、入院、手術件数も多い中、
スタッフの指導, 医学生の受け入れ, 会議・委員会, 研究, 学会発表と, 役割が多い中で目標に向けて努力している.
今後は、乳腺外科を専攻する医師の確保が必要となるが、問合せ、見学等が少ない状況が続いているため、どうアピ
ールできるかを模索している。各医師が患者に寄り添う医療を心掛け、時間をかけて診療にあたっており、今後も近
隣病院との連携を図りながら患者の満足度が上がるよう体制を整えていきたい。

7－2．次年度の改善計画
（教育）スタッフは新たに２名が追加となり３名となった。術前術後の定期カンファレンス及び病理カンファレンス等
の体制を整えることで研修医教育体制を整え、研修希望者数を増やしていく。乳腺専門医取得に向けた指導において
は、カンファレンス及びベッドでの指導と手術指導を行い、指導内容を充実させ乳腺専門医取得を目指す。
（研究）JCOG 乳がんグループにおいて研究事務局として“JCOG1204「再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアッ
プとインテンシブフォローアップの比較第 III 相試験」
”を行っている。最終登録が終了しており、逸脱を最小限に
抑え最終解析が行えるよう引き続き試験のマネジメントを行う。データベースを充実させ後ろ向きの preliminary の
検討を行い、埼玉医科大学国際医療センター埼玉医科大学病院と連携し前向き試験を計画する予定である。
（診療）2020 年度はスタッフが 3 人となった。手術件数においては、スタッフが 3 人体制であった 2018 年の 207 症例
を目標としている。ブレストケア科のデータベースを導入し、NCD を含めたデータベースの充実を行う。
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2．15）呼吸器外科
１．構成員
中山

光男（NAKAYAMA, Mitsuo）
：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：研究副主任

福田

祐樹（FUKUDA, Hiroki）
：講師：教育主任：大学院教員(大学院) ：呼吸器外科全般：博士

：代表指導教員(大学院)：呼吸器外科全般、気管気管支外科：博士
羽藤

泰（HATOU, Tai）
：講師：研究主任：指導教員(大学院) ：呼吸器外科全般、癌免疫：博士

青木

耕平（AOKI, Kohei）
：助教：病棟医長：博士

井上

慶明（INOUE, Yoshiaki）：助教：博士

杉山

亜斗（SUGIYAMA, Ato）
： 助教：大学院生（社会人枠）

山口

雅利（YAMAGUCHI, Masatoshi）
：助教（後期研修医）

儀賀

理暁（GIKA, Masatoshi）：緩和医療科教授：呼吸器外科兼任
：大学院指導教員(大学院)：呼吸器外科全般、緩和医療：博士

泉

陽太郎（IZUMI, Yotaro）
：客員准教授

２．教育
2-1．目的･目標
真に社会から信頼され必要とされる臨床外科医の育成を目的とし、特に呼吸器外科領域の疾患に精通する医師の育成に
力を注いでいる。また、研究能力を兼ね備えた臨床医の育成も同時に目標としている。
卒前教育では、それまでに学んできた基礎医学や診察技能に関するバラバラの知識を統合し、実際の臨床に結び付ける
能力を養成する目的で、受け持ち患者を通して問題点の発見、分析、基礎的知識との照合、それらを統合しての問題解決、
といった臨床医に必要とされる能力の育成を目標とした実習を行なっている。また、患者および他の医療スタッフとの信
頼関係を構築するための心構えや、患者中心の医療を実践するための患者の立場に立った考え方なども実際の診療を体験
する中で会得できるように配慮している。
卒後教育では、初期研修医には呼吸器外科の診断から治療までの大筋の流れを理解することを目標とし､気管支鏡検査な
ど呼吸器外科医に不可欠な検査や基本的な切開縫合手技などが行えるように指導している。後期研修から卒後 8 年目まで
の医師には外科専門医および呼吸器外科専門医の資格の取得を目標として、年次ごとの到達目標を明らかにし、それを達
成するための支援システムを作り、病棟入院患者の受け持ちから手術の助手、手術の執刀までが行えるよう指導している。
大学院教育では、臨床医学研究分野に関する研究者並びに職能人として、高度で最先端の臨床医学研究に従事し、自立
して研究・医療活動を行うに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的として教育を行っている。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育では、主に呼吸器外科分野のベッドサイドラーニング（BSL）、クリニカルクラークシップ（CC）および課外プ
ログラム を担当している。BSL の学生は、呼吸器外科手術患者の受持ち医師と共に診察、外科治療、気管支鏡検査などに
加わり、担当した疾患に対する教科書的知識の総括を含めた症例レポートを作成する (担当者：福田、中山)。火曜日の午
後、木曜日の午前中にはクルズスを行い(担当者：福田、杉山、山口)、また、BSL が予定通り効果を上げているかを知る
ために、BSL 終了時に学生に試問を行っている(担当者：福田)。CC では呼吸器外科患者 1～2 名の受持ちとして医師と共
に入院から退院までの診察、外科治療、気管支鏡検査などに加わり、診断、治療方針の決定、治療（手術、周術期管理、
化学療法など）など呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるよう実習を進めている(担当者：福田、中山)。課外プログ
ラムでは 4，5，6 年生向けに胸部 X 線読影および気管支鏡検査や手術の見学など呼吸器外科への興味を醸成するプログラ
ムを企画した（担当者：中山）
。
卒後教育では、初期研修医には研修プログラムに沿い､呼吸器外科疾患の診断と病態の評価の実践および基本手技の習得
の指導を行っている(担当者：羽藤)。後期研修から８年目までの医師を対象に、関連他施設での研修も含め、外科診断、
手術手技、周術期管理など呼吸器外科に必要な臨床能力が身につくように教育し、外科専門医、呼吸器外科専門医、気管
支鏡専門医の資格を取得することができるように指導している(担当者：中山)。
大学院研究では、呼吸器外科分野の臨床医学研究を教育指導し、研究成果の論文発表並びに学位取得に向けた指導を行
っている(担当者：羽藤、中山)。
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2-3．達成度
卒前教育の BSL は、1 週間で術前診断､手術、術後管理に関する見学型実習が行なわれ、クルズスも含めて概ね予定通り
の目標を達成できた。6 年生の CC には 3 名、5 年生の CC には 3 名が実習に参加して、呼吸器外科患者 1～2 名を受持ち、
医師と共に入院から退院までの診察、外科治療、気管支鏡検査などに加わった。呼吸器外科診療の大筋の流れが理解でき
るような実習が行われ、概ね予定通りの目標を達成できた。
卒後教育では、山口助教（後期研修医）が済生会宇都宮病院から帰院し外科専門医取得に向けた研修を継続。杉山助教
が呼吸器外科専門医を取得した。
大学院教育では、杉山助教が社会人枠埼玉医科大学大学院 2 年生となり、学位取得に向けた研究を継続した。
2-4．自己評価と次年度計画
BSL、CC は概ね予定通りの目標を達成できたと考えている。次年度も卒前教育のさらなる充実に努める予定である。
卒後教育や大学院教育も順調に行われ、山口助教の外科専門医取得に向けた研修や、杉山助教の大学院での学位取得に向
けた研究などが継続されている。
次年度の卒後教育では山口助教（後期研修医）が外科専門医を取得する予定である。また、大学院教育では杉山助教が
大学院 3 年生として学位取得に向けた研究を継続して、次年度中にデータ取得を完了し次々年度に論文として報告するこ
とを計画している。

３．研究
3-1．目的・目標
日常の臨床から生じる問題点を研究テーマとして臨床研究を行い，成果を日々の臨床にフィードバックしていく事を目
的としている。特に呼吸器疾患の手術・診断技術の向上や肺癌を中心とする肺悪性腫瘍の治療成績向上に寄与する臨床研
究を行うことが目標である。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
〈基本学科〉
1.

葉切非耐容症例の臨床病期 Ｉ 期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究（中山，福田）

2.

未治療 StageⅢB/Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験（中山、福田）

3.

原発性肺癌術前後の免疫学的・栄養学的指標の変動と予後の単施設後方視的検討（羽藤、中山）

4.

肺切除術後の胸腔ドレーン形状についての後方視的比較（山口、羽藤、中山）

5.

TNM 分類第 8 版を用いた非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法の多施設共同前向き観察研究（ILO 1804）
（羽藤、
中山）

6.

降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 JBES1703/JACS1806（羽藤、中山）

7.

胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究（羽藤、中山）

8.

癌の免疫療法に外科手術を併用することの妥当性の検討（羽藤、中山）

9.

高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化（井上、中山）

10. 気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究（井上、中山）
11. 転移性肺腫瘍に対する肺切除症例データベース作成のための多施設共同コホート研究（羽藤、福田、中山）
〈大学院〉
12. 原発性非小細胞肺癌切除例の高位血管内皮細胞新生とその腫瘍免疫における意義の検討（杉山(院)、羽藤、中山）
3-3．研究内容と達成度
1. 葉切非耐容症例の臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究
関東甲信越肺癌研究会（慶應義塾大学、大阪大学、埼玉医科大学国際医療センター、埼玉医科大学総合医療センタ
ー、東京女子医科大学、独協医科大学、都立駒込病院、埼玉循環器病・呼吸器病センター、新潟県立がんセンター）
での多施設共同研究。研究結果を第 60 回日本肺癌学会学術集会で発表した。
2.

未治療 StageⅢB/Ⅳ肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験
埼玉・栃木の肺がん研究グループとの共同で、進行・再発肺扁平上皮癌に対する nab-PTX/CDGP 併用療法の有用性
を検討。症例集積、データ解析を終了し、2019 World Conference on Lung Cancer で発表し、論文を Annals of Oncology
に投稿した。

3.

原発性肺癌術前後の免疫学的・栄養学的指標の変動と予後の単施設後方視的検討
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原発性肺癌根治切除前後の好中球-リンパ球比率と予後について、術前値よりも術後値の方が優れた指標であるこ
とを見いだした。研究成果を第 24 回アジア太平洋呼吸器学会総会 The 24th Congress of the Asian Pacific Society
of Respirology 2019 (Hanoi, Viet Nam)で発表した。また同コホートを用いて、好中球のみから算出する derived
neutrophil-to-lymphocyte ratio を用いた検討を行い、第 72 回 日本胸部外科学会総会(京都)で発表した。
4.

肺切除術後の胸腔ドレーン形状についての後方視的比較
胸腔ドレーンとして 24Fr の silastic drain と通常の同口径 thoracic catheter のどちらが優れるかについて
historical controlled cohort を用いて後方視的な検討を行った。排液流量はほぼ同程度に優れていたが、肺瘻に
ついては silastic drain で劣る点が問題であることを指摘した。研究成果を第 24 回アジア太平洋呼吸器学会総会
The 24th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology 2019 (Hanoi, Viet Nam)で発表し、論文を BMC
Surgery 誌に投稿中である。

5.

TNM 分類第 8 版を用いた非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法の多施設共同前向き観察研究（ILO 1804）
進行肺癌の術後補助化学療法の再検証を行う、帝京大学医学部呼吸器外科を基幹施設とした前向き多施設共同研究
で、症例の集積が開始された。

6.

降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 JBES1703/JACS1806

7.

胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究

症例の集積は終了した。
現在症例を集積中である。当院はすでに 20 例以上を登録していて、全国的にも症例が多い状況である。
8.

癌の免疫療法に外科手術を併用することの妥当性の検討
マウスをもちいた動物実験で、腫瘍を移植したマウスを免疫チェックポイント阻害剤と抗 VEGFR2 阻害薬の併用療
法で治療し、その後手術群と非手術群での比較を行う。パイロット実験での動物モデルの調整が完了し、リンパ球の
免疫記憶の変容や Myeloid-Derived Suppressor Cells の動態についての検討を開始した。

9.

高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌に対する癌関連遺伝子変異検索の臨床応用とその実用化
埼玉医科大学（現自治医科大学）呼吸器内科萩原教授との共同研究で、高速シークエンサーを用いて少量の癌細胞
から複数の癌関連遺伝子変異を検索する方法を確立。成果を学会発表し、論文も掲載された。現在は、実臨床での実
用化に向け臨床試験が計画されている。

10. 気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究
埼玉医科大学呼吸器内科萩原教授との共同研究で、急性肺障害原因遺伝子である MUC4 の遺伝子変化が急性肺障害
を起こす機序とその対策を検討。症例の集積は終了しデータを解析中である。
11. 転移性肺腫瘍に対する肺切除症例データベース作成のための多施設共同コホート研究
後方視的データ集積であった転移性肺腫瘍研究会の研究を前向き研究へと更新したものであり、症例の前向き集積
が開始された。
12. 原発性非小細胞肺癌切除例の高位血管内皮細胞新生とその腫瘍免疫における意義の検討
2012 年 4 月～20173 月までに当院で根治的肺切除を受けた原発性肺腺癌症例を対象として免疫組織学的に評価を行
う。PNAd 陽性高位血管内皮細胞の出現頻度, CD31 陽性血管内皮細胞の密度や組織構築, CD4 および CD8 陽性 T リン
パ球の局在, CD11c 陽性樹状細胞の定量を行い,臨床的指標との間での相関を統計学的に解析する。本研究は杉山亜
斗助教（社会人大学院生）が主体となり進めており、対象となる症例からの同意取得がほぼ完了し、現在は組織学的
な評価、データの集積中である。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究を積極的に行い、学会発表、論文掲載など概ね今年度の目標は達成されたと考えている。テーマ 1 は研究を終
了し、2 は論文掲載をもって研究を終了する。次年度は、テーマ 3 は成果を第 120 回外科学会総会で報告し、論文を完成
させる予定であり、テーマ 4 も論文掲載を予定している。テーマ 6 は 2020 年の気管食道科学会で成果が報告される予定で
あり、テーマ 9 では臨床試験の開始が予定されている。テーマ 5，7，8，10 は集積したデータを解析し、結果を学会発表
する予定であり、テーマ 11 は症例の集積を継続する予定である。テーマ 12 は次年度中にデータ取得を完了し, 次々年度
に論文として報告することを計画している。また、井上助教が研究の発展を目指し、カナダの Princess Margaret Cancer
Center に留学する予定である。
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４．診療
総合医療センター呼吸器外科では、肺癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、自然気胸、胸部外傷、膿胸、気管・気管支狭窄な
ど呼吸器外科領域の疾患全般を対象に専門的な診療を行っている。各疾患ともに手術療法が主体であり、標準術式はもと
より、難易度の高い手術とされている気管気管支再建術や血管形成術を駆使した機能温存手術、左房や胸壁などを合併切
除する拡大手術、胸腔鏡を用いた低侵襲手術など様々な手術を施行している。腫瘍性疾患のみならず炎症性疾患（気管気
管支結核、結核性膿胸、非結核性抗酸菌症、アスペルギローマ）の手術症例が多いことも特色の一つである。埼玉県中西
部の中核施設であるため、合併疾患を有する症例も含め、他施設では治療に難渋する症例が数多く集まるが、手術療法で
は合併症の発生率、治療成績ともに良好な結果を残している。さらに、気管・気管支疾患は、有数の専門施設として近隣
都県からも患者が紹介され、気管気管支再建手術、YAG レーザー治療、ステント治療など最先端の治療を数多く行ってい
る。また、外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては、化学療法、放射線治療を中心とした集学的治療を行い、支
持療法、緩和医療なども積極的に行っている。呼吸器外科疾患に対し安全で質の高い国内最高レベルの医療を常に提供す
ることを目標とし、患者さん一人一人の病状に応じたきめ細かな医療を提供しながら、中核施設として地域医療にも貢献
している。
年間手術件数は総手術数(全麻症例のみ)288 例で、主な疾患では肺悪性腫瘍 171 例（原発性肺癌 136 例、転移性肺腫瘍
33 例、その他 2 例）
、気胸 49 例、縦隔腫瘍 30 例（重症筋無力症合併胸腺腫 4 例を含む）
、炎症性疾患 15 例（膿胸 8 例、
間質性肺炎 2 例、肺膿瘍 1 例、肺アスペルギルス所 1 例、肉芽腫 1 例、結核性気管支狭窄 1 例、結核腫 1 例）
、胸膜腫瘍 5
例、胸壁腫瘍 4 例、肺分画症 3 例、肺良性腫瘍 2 例、気管癌 1 例、肺胞蛋白症 1 例、その他 7 例となっている。肺癌の治
療に関しては、Ⅰ期症例では外科治療単独あるいは内服化学療法の併用を行い、Ⅱ期以上の症例にはプラチナ製剤および
新規抗癌剤を用いた術後化学療法を行ったうえで術後治癒率の向上に努めている。手術例は肺葉切除およびリンパ節郭清
の標準術式がもっとも多いが、早期症例には胸腔鏡下手術を取り入れ、局所進行肺癌症例（左房や大動脈に浸潤した症例、
胸壁に浸潤した症例、気管気管支再建を必要とする症例など）にも積極的に外科的治療を中心とした集学的治療をおこな
っている。また、80 歳以上の超高齢者や低肺機能の場合には、QOL と予後とのバランスを考慮に入れた手術術式を選択し
ている。術後 5 年以上が経過した肺癌手術症例(1997－2014)の 5 年生存率は、IA 92% IB87%, IIA82%, IIB55%, IIIA55%,
IIIB36%である。なお、外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては、化学療法、放射線治療を中心とした集学的治療
を積極的に行い、支持療法、緩和医療も取り入れて、肺癌患者の予後延長、および、QOL の改善、維持に寄与している。
なお、令和元年 5 月に儀賀理暁准教授が緩和医療科教授（呼吸器外科兼任）に昇格した。
呼吸器外科の手術症例数は肺癌を中心に徐々に増加し全身麻酔手術 288 例が行われたが、当面の目標としている全身麻
酔手術 300 例を目前に頭打ちの状態となっている。治療成績の面では良好な結果を収めており、地域医療の中核病院とし
て患者中心の安全で質の高い診療が行なわれていると考えている。特に気管気管支疾患では、有数の専門施設として埼玉
県内はもちろん近隣都県からも患者が紹介され、気管気管支再建手術、YAG レーザー治療、ステント治療など数多くの治
療を行っている。
次年度以降も継続して安全で質の高い診療を行ない、手術症例数の更なる増加を目指す所存である。
また総合医療センターに導入が予定されている da Vinci を用いて呼吸器外科のロボット手術実施を目指す予定である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県外科医会理事（中山）
、埼玉県肺がん検診委員会委員(中山)、
川越市肺がん検診委員（中山）
、さいたま市肺がん検診読影委員（中山）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
著書「呼吸器外科テキスト」呼吸器外科専門医合同委員会編集
雑誌「Oxford Medical Case Reports」
雑誌「World J Surgical Oncol」

査読（羽藤）

査読（羽藤）

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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査読（中山）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Tai Hato, Masatoshi Yamaguchi, Ato Sugiyama, Kohei Aoki, Yoshiaki Inoue, Hiroki Fukuda, Masatoshi Gika,
Morihiro Higashi, Mitsuo Nakayama
Hatched "egg" of thymoma with sarcoidosis
World Journal of Surgical Oncology 17:151-155, 2019
②

Fumiyoshi Ohyanagi, Yoshiaki Nagai, Takashi Kasai,
Mitsuo Nakayama,

Nobuyuki Koyama,

Kunihiko Kobayashi, EISHIN Hoshi,

Kiyoshi Mori

Updated Data of KRSG 1302 Study :Nedaplatin and Nab-Paclitaxel for Patients with Previously Untreated Advanced
Squamous Cell Lung Cancer
2019 World Conference on Lung Cancer 2019 年 9 月
③

Masatoshi Yamaguchi, Tai Hato, Ato Sugiyama, Yoshiaki Inoue, Kohei Aoki, Hiroki Fukuda, Masatoshi Gika, Mitsuo
Nakayama
Comparison of chest Drainage tube types (Blake vs. Thoracic catheter) after lung resection
APSR 2019 2019 年 11 月

④

Tai Hato, Masatoshi Yamaguchi, Ato Sugiyama, Yoshiaki Inoue, Kohei Aoki, Hiroki Fukuda, Masatoshi Gika, Mitsuo
Nakayama
Postoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio among the cases with non-small cell lung cancer
APSR 2019 2019 年 11 月

⑤

儀賀理暁・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・羽藤泰・福田祐樹・中山光男
学校における「がん教育」に腫瘍(呼吸器)外科医が届け得るもの
第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会

⑥

2019 年 5 月

井上慶明・杉山亜斗・青木耕平・羽藤泰・福田祐樹・儀賀理暁・小林国彦・萩原弘一・中山光男
非小細胞肺癌手術症例における包括的遺伝子変異検索結果と臨床背景の検討
第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会

⑦

2019 年 5 月

杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・羽藤泰・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
85 歳以上の超高齢者肺癌手術症例の検討
第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会

⑧

2019 年 5 月

羽藤泰・山口雅利・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
肺癌手術症例における術前後 derived neutrophil-to-lymphocyte ratio (dNLR)の検討第 36 回日本呼吸器外科学会学
術集会

⑨

2019 年 5 月

福田祐樹・杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・羽藤泰・儀賀理暁・中山光男
難治性気胸に対し硬膜外麻酔を静脈麻酔併用下に胸腔鏡下手術を施行した症例の検討第 36 回日本呼吸器外科学会学
術集会

2019 年 5 月

⑩ 高橋伸政・澤端章好・川村雅文・大塚崇・堀尾裕俊・坂口浩三・中山光男・吉谷克雄・千田雅之・星永進
肺癌消極的縮小手術の成績と至適縮小手術－縮小手術多施設前向き研究(KRSG-0801)の結果を踏まえて
第 60 回日本肺癌学会学術集会

2019 年 12 月
総数：論文 3 件、学会発表 17 件、講演 0 件】

6-2．獲得研究費
2019 年度奨学寄付金（第一三共学術研究支援）50 万円/年
2019 年度奨学寄付金（中外製薬学術研究支援）20 万円/年
2019 年度奨学寄付金（大鵬製薬学術研究支援）50 万円/年
2019 年度奨学寄付金（アステラス製薬学術研究支援）10 万円/年
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
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７.自己点検・自己評価
7‐1.今年度の点検・評価結果
1997 年 4 月に診療を開始してから 23 年、2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 11 年半が経過し、病診連携や病病連
携を通じて地域に根ざした診療体制が確立されている。
山口雅利医師が済生会宇都宮病院から帰院し、杉山亜斗医師が社会人枠大学院生を継続しているため、呼吸器外科の構成
員は中山教授、儀賀理暁准教授、福田講師、羽藤講師、青木助教、井上助教、杉山助教（大学院生）
、山口助教（後期研修
医）の 8 名となった。しかし、儀賀理暁准教授が緩和医療科教授（呼吸器外科兼任）に昇格し、呼吸器外科に従事する余
裕がほとんどないため、実質 7 名体制となっている。
教育に関しては、卒前教育の BS では 1 週間で術前診断､手術、術後管理に関する見学型実習が行なわれ、クルズスも含め
て概ね予定通りの目標を達成できた。6 年生の CC には 3 名、5 年生の CC には 3 名が実習に参加して、呼吸器外科患者 1～
2 名を受持ち、医師と共に入院から退院までの診察、外科治療、気管支鏡検査などに加わった。呼吸器外科診療の大筋の
流れが理解できるような実習が行われ、概ね予定通りの目標を達成できた。卒後教育では、山口助教（後期研修医）が済
生会宇都宮病院から帰院し外科専門医取得に向けた研修を継続。杉山助教が呼吸器外科専門医を取得した。大学院教育で
は、杉山助教が社会人枠埼玉医科大学大学院 2 年生となり、学位取得に向けた研究を継続した。
研究に関しては、少ないスタッフで多忙な診療の合間をぬって、基礎研究、臨床研究、研究発表などを積極的に行ってお
り、現在の人員の状況から考えれば概ね満足のゆく活動が行われていると考えているが、成果を論文として発表するまで
にはもう少し時間を要する状況である。
診療に関しては、手術枠の拡充および効率的運用も相俟って呼吸器外科の手術症例数は肺癌を中心に徐々に増加してきた
が、当面の目標としている全身麻酔手術 300 例を目前に頭打ちの状態となっている。治療成績の面では良好な結果を収め
ており、地域医療の中核病院として患者中心の安全で質の高い診療が行なわれていると考えている。特に気管気管支疾患
では、有数の専門施設として埼玉県内はもちろん近隣都県からも患者が紹介され、気管気管支再建手術、YAG レーザー治
療、ステント治療など数多くの治療を行っている。
7‐2.次年度の改善計画
教育に関しては、卒前教育では pre CC、CC1、2、3 へのカリキュラム変更に適切に対応し、卒前教育のさらなる充実に
努める所存である。卒後教育では総合医療センターの外科専門医研修プロクラムを更に充実させ、外科を専攻する若手医
師の確保に努める所存である。なお、山口助教（後期研修医）が外科専門医を取得する予定である。また、大学院教育で
は杉山助教が大学院 3 年生として学位取得に向けた研究を継続して、次年度中にデータ取得を完了し次々年度に論文とし
て報告することを計画している。
研究に関しては、継続中の研究の集積したデータを解析し、成果を学会や論文で発表することを目指し、併せて研究費の
獲得などに向けた努力を積み重ねる所存である。
診療に関しては、次年度も継続して安全で質の高い診療を行ない、手術症例数の更なる増加を目指す所存である。また総
合医療センターに導入が予定されている da Vinci を用いて呼吸器外科のロボット手術実施を目指す予定である。
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2．16）心臓血管外科
1．構成員
今中和人(IMANAKA, Kazuhito)：教授：運営責任者：診療科長、研究主任：代表指導教員（大学院）：心臓血管外科全般：博士
山火秀明(YAMABI, Hideaki) ：講師：教育主任：指導教員（大学院）：心臓血管外科全般：博士
松岡貴裕（MATSUOKA, Takahiro）：助教：心臓血管外科全般
乾 明敏（INUI, Akitoshi）：助教：心臓血管外科全般：博士

2．教育
2-1．目的・目標
（卒前教育）心臓内科と合同の臨床実習プログラムにおいて、人工心肺をはじめとした心臓大血管手術のprincipleと、絶妙な人体のメ
カニズムに配慮しつつ診療が行われなければならないことを十分に理解させる。懇切に示したうえで、手術見学実習に参加させる。
（卒後教育）修練目標は，臨床においては心臓血管外科専門医認定基準を満たす技量に加え，高い倫理観を持ち，医療事故防止対策，
感染対策，医療経済等にも十分に配慮できる有能で，信頼される心臓血管外科専門医を育成することにある．この領域における医学の
進歩に貢献する着眼・創意工夫の能力を養うとともに、その実施の機会を提供する。
（大学院教育）上記、卒後教育に同じ。
2-2．教育内容
（卒前教育）2-1．の内容をクルズスで懇切に示したうえで、手術見学実習に参加する。
（卒後教育）高齢者，ハイリスク患者を含む各種の心臓疾患・血管疾患症例を、担当医として十分に経験する．心臓疾患・血管疾患に
関する症状と理学的所見，画像診断，生理学的検査などの検査結果を解析する．心臓血管外科専門医取得に必要な修練すべき手術を経
験するとともに，一定の業績(学会発表，論文)および研修実績(学会参加) を獲得する．
（大学院教育）上記、卒後教育に同じ。
2-3．達成度
（卒前教育）目標どおりの成果を得た。
（卒後教育）助教は、多数の症例を経験でき，卒後8－10年で心臓血管外科専門医の取得申請を行える状態である．研修医は応募が少な
く、公正に評価できない．
（大学院教育）該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）変更なし
（卒後教育）変更なし
研修医、学生に対する指導に一層重点をおき、心臓血管外科領域に対する理解度と関心を高める．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床科であることから，特に心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行ってきた．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①低侵襲胸部大動脈手術
②心臓血管手術と脳・臓器保護の研究
③輸血量節減の研究
3-3．研究内容と達成度
弓部大動脈手術の低侵襲化を推進し、良好な成績をおさめた。また、脳保護に関する積極的方針に基づく手術を、特にハイリスク症例
においていくつか実施し、その成果を学会や論文に発表した（予定、in press を含む）。
3-4．自己評価と次年度計画
特に研究①、②については、臨床応用を行い始めており、積極的脳保護については症例を積み重ねつつある段階である。引き続き、上
記研究を中心にすすめてゆく予定である。

4．診療
手術症例数は100例強で、疾患の内訳も、ほぼ例年通りで、冠動脈関連が40％弱、弁膜症、大動脈＋その他が各約30％であった。
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5．その他
5-1. 自治体・政府関係委員
該当なし
5-2. 学会誌、編集委員、査読委員
編集委員
雑誌「胸部外科」
On line journal “Case report in emergency medicine”
査読委員
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Circulation Journal
Journal of Cardiology
General Thoracic and Cardiovascular Surgery
日本心臓血管外科学会雑誌
雑誌「心臓」
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文・総説
①

Sakai J, Imanaka K, Kodana M, Ohgane K, Sekine S, Yamamoto K, Nishida Y, Kawamura T, Matsuoka T, Maesaki S, Oka H, Ohno

②

山火 秀明, 乾 明敏, 松岡 貴裕, 重松 幸佑, 今中 和人 妊娠 38 週で急性 A 型大動脈解離を発症した Marfan 症候群

H Infective Endocarditis Caused by Capnocytophaga Canimorsus; A Case Report. BMC Infect Dis. 2019 Nov 4;19(1):927
の 1 例 日本心臓血管外科学会雑誌 2019; 48(6): 425-427
学会発表・その他
①

山本 慧, 酒井 純, 西田 裕介, 岡 秀昭, 大野 秀明, 松岡 貴裕, 関根 進, 今中 和人 Capnocytophaga canimorsus による感染
性心内膜炎の 1 例 日本感染症学会 2019.4 名古屋

②

坂本 航, 河野 彬子, 松村 峻, 関根 麻衣, 岡 俊太郎, 岩本 洋一, 石戸 博隆, 今中 和人, 増谷 聡 MSSA 感染性心内膜炎に伴
う脳底動脈解離の初症例 第 55 回日本小児循環器学会総会 2019.6 札幌

③

乾 明敏, 松岡 貴裕, 山火 秀明, 今中 和人 脳梗塞・髄膜炎で発症した学童期感染性心内膜炎の一例 第 180 回 日本胸部外科学

④

今中和人 素材か道具か人間か―ベストプラクティスはどこに ケアネット ジャーナル四天王 1001 2019.1.28

会関東甲信越地方会 2019.6 東京
⑤

今中和人 要するに LAD ケアネット ジャーナル四天王 1008 2019.2.25

⑥

今中和人 「豪華盛り合わせ」のパワーとオトク感 ケアネット ジャーナル四天王 1056 2019.6.4

⑦

今中和人 飽くことなき向上心 ケアネット ジャーナル四天王 1093 2019.8.7

⑧

今中和人 蛇足の教え ケアネット ジャーナル四天王 1116 2019.9.30
【総数：論文 2 件、学会発表 3 件、その他 6 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許
該当なし
6-5．学会・研究会等の開催実績
該当なし
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7．自己点検・評価
7-1 今年度の点検・評価結果
人員の少ない中、緊急，重症症例も受け入れ、許容しうる成績を挙げた．また，最新技術も積極的に取り入れることにより，治療困難
な症例を救命することができた．院内、法人内各部門との連携も良好であった。ただ、論文と学会活動が十分でなかった。大学院生は
在籍なし。
7-2 次年度の改善計画
院内、法人内各部門との連携をさらに改善し、手術症例数、人員の増加を目標とする。また診療内容をさらに向上させ、全構成員が後
進を指導できる心臓血管外科専門医となることを目標とする．
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2．17）整形外科
１．構成員
税田和夫（SAITA,Kazuo）
：教授：診療部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：脊椎外科：博士
星川淳人（HOSHIKAWA,Atsuto）
：准教授(R1 年 8 月〜)：診療副部長：指導教員（大学院）
：膝関節外科、スポーツ医学：
博士
荻原哲(OGIHARA Satoshi): 准教授(R1 年 12 月〜)：研究主任：脊椎外科、周術期感染：博士
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）：准教授：外傷学 （救命救急センターと兼担）
大饗和憲(OOAE, Kazunori) ：講師：外傷学 （救命救急センターと兼担）
：博士
中曽根功(NAKASONE, Isao) ：講師：教育主任：人工関節、足の外科
中村春彦（NAKAMURA, Haruhiko）
：講師：膝関節外科
、
〔助教〕
：島田憲明(SHIMADA, Noriaki)、小林陽介(KOBAYASHI, Yousuke) (〜R1 年 5 月)、田沼優一（TANUMA, Yuichi）
野村英介（NOMURA Eisuke）、金澤貴仁（KANAZAWA,Takahito）(R1 年 6 月〜)、武井良太（TAKEI,Ryota）、井上良輔
（INOUE.Ryosuke）
、市川頼子(ICHIKAWA, Yoriko)、池宗慧(IKEMUNE, Satoshi)
〔非常勤講師〕:関谷繁樹(SEKIYA, Shigeki)、石上浩庸（ISHIGAMI, Hironobu）、井上純一（INOUE, Junichi）、加藤直
樹(KATO, Naoki)、伊藤順一(ITO, Junichi)
〔非常勤医師〕: 高瀬千衣子（TAKASE, Chieko）
、山本邦彦（YAMAMOTO, Kunihiko）
、吉澤貴弘(YOSHIZAWA, Takahiro)、
小林陽介(KOBAYASHI, Yousuke) (R1 年 6 月〜)、佐々木有記(SASAKI Yuki)、増田隆三（MASUDA, Ryuzou）
、黒畑順子
（KURUHATA.Junko）
、高村一豊（TAKAMURA, Kazutoyo）
、
、酒枝和俊（SAKAEDA, Kazutoshi）
、白木克彦（SHIRAKI,katuhiko）
林進（HAYASHI, Susumu）
、
松本理沙（MATUMOTO,Risa）
、
金澤貴仁（KANAZAWA,Takahito）
(〜R1 年 5 月)、
佐藤慧(SATO,Kei) 、
深堀賢斗(FUKABORI, Kento)、山下哲(YAMASHITA, Tetsu)、小林史明(KOBAYASHI, Fumiaki) 、丸峻典(MARU, Takanori)、
田部雅之(TANABE, Masayuki)、西村圭司(NISHIMURA, Keiji)

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
医学部学生に対して整形外科学の知識と診断および治療方針決定の考え方を理解させることを目的とした。4 年生の
系統的講義では、腰椎疾患の病態，診断，治療について解説した。5 年生の BSL 実習では，症例を通して単なる知識で
はなく医療面接、診察，診断，治療がどのように関連しているかの過程を理解することを目標とした。
総合医療センター看護学校の学生に対しても整形外科学の考え方、注意点を習得させることを目標にした。
卒後教育
初期研修医に対して、整形外科の基本的身体診察法、基本的臨床検査、基本的手技、診断および治療方針決定の考え
方を理解し、習得させることを目標にした。
専攻医に対しては、整形外科すべての分野を幅広く担当し，実践を通じて適切な診断と治療法を身につけることを目的
とし，4 年目には専門医資格を取得することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
医学部４年生講義
皮膚・運動器ユニット：脊椎疾患（2）腰椎（税田和夫）
医学部６年生
総合学習 C ユニット：医師国家試験に向けての臨床推論－脊椎・神経疾患
BSL 実習
隔週で 4 名に対して行った。全スタッフが担当し、できるだけ学生に密着して教育にあたった。各学生 1 症例を受け
持ち、病歴聴取、診察、検査の評価、さらに手術に手洗いをして参加し，診療チームの一員として参加することを義務
づけ，与えられた症例について，担当医の指導のもとにプレゼンテーションとレポート作成を行わせた（病棟医長，病
棟担当医）
．
月曜夕方、火曜朝、金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診に参加した．
金曜日にレポートを元に試問を行い，理解の程度をチェックし、レポートを修正させて評価した（税田和夫）
その他
OSCE 試験官（武井良太）
．卒業試験試験官（星川淳人）
、入試試験官（税田和夫、中村春彦）
、4 年生アドバイザー（中
村春彦）を行った。
卒後教育
初期研修医に対しては、5 つの診療チームをローテーションさせてチーム別疾患の指導を行い、さらにカンファラン
スなどでは全スタッフが指導にあたった。月曜夕方、火曜朝、金曜朝のカンファレンスと火曜朝の教授回診を行い、月
曜日には抄読会を行った。
看護教育
総合医療センター看護学校１年生に対し、整形外科学について総計 12 時間講義を行った（田沼優一）
。
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2-3．達成度
卒前教育
医学部学生に対する講義では、担当の分野に関して学生に十分な知識を習得させることができたと考える。また BSL
についてもほぼ目標を達成できたと考える。
卒後教育
初期研修医についても、整形外科的視点を身につけさせ基本的事項を習得させることができたと考える。専攻医は、
整形外科医としての知識・技術を身につけ、関連病院のスタッフとして活動できる能力と資質を身につけた.
看護教育
看護学生については 8 割程度の理解度であった。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
医学部学生に対する講義については、重要なポイントを明示して記憶させるように心がけたが、さらに理解しやすい
講義内容、方法をめざす。BSL については医師の予行として患者の問題を自ら考える姿勢を身につけられるように指導
してきたが、次年度もできるだけ学生に密着して教育にあたる。さらに最初に基本的知識を確認する試験を予定してい
る。
卒後教育
初期研修医についても引き続き担当指導医の直接的な指導に加えて、全スタッフによる指導を続ける。専攻医教育は、
2 名の専攻医の 2 年目研修を行った。
看護教育
看護学生講義については、講義内容、手法について改善の余地をさぐる。

３．研究
3-1．目的・目標
四肢および脊椎の運動器に関する実績をまとめ臨床研究を行う。あわせて基礎的研究も開始する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
膝・スポーツグループ（膝前十字靱帯損傷の診断法および治療法に関する研究、変形性膝関節症に対する脛骨骨切り
術後の骨癒合、人工骨の吸収および関節面の術後変化に関する研究）
脊椎グループ（頚髄症の手術法に関する比較研究、骨粗鬆症性椎体骨折の治療法に関する研究、感染性脊椎炎に関す
る研究、腰部脊柱管狭窄症に対する手術法の研究、感染性脊椎炎の治療法に関する研究）
人工関節グループ（人工股関節置換術の安全な手術手技の研究）
肩グループ（肩関節鏡視下手術手技の研究、リバース型人工関節置換術の研究）
多施設との共同研究（脊椎周術期感染の危険因子に関する研究、骨軟部腫瘍治療成績の新しい評価法の開発）
3-3．研究内容と達成度
骨粗鬆症性椎体骨折の治療法、脊椎周術期感染の危険因子に関する研究、感染性脊椎炎の予後不良因子、前十字靭帯
損傷膝における大腿筋力の影響や手術成績、膝の運動解析、肩腱板断裂の術後成績、人口膝関節術後成績に関し学会発
表を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれ経時的に行ってきている研究テーマであり、診療実績と 2 編の論文、また 3 編の症例報告論文を残せた。基
礎的研究は十分にできなかった。次年度は臨床研究を論文の実績に残るよう充実を図り、基礎的研究も進めたい。

４．診療
四肢の運動器と脊椎という広範囲にわたる領域の外傷と変性疾患を主に取り扱うことが特徴であり、運動器の機能再
建を主目的としている。臨床実績は、外来患者総数: 26.404 人、入院患者総数：876 人、手術総数：851 件であり、手
術件数は増加した。1 人当たりの手術数とすると限界に近いと考えている。R2 年度は、5 名の採用者があったが、専門
医教育が始まったばかりである。今後、彼らの成長ともに、手術件数の増加を目指したい。今後とも診療の質のさらな
る向上を目指すのと同時に、さらに多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
税田：Journal of Spinal Research、Journal of Orthopaedic Science 査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
税田：日本整形外科学会専門医資格認定委員
星川：日本スケート連盟医事委員会選手強化部会部員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 物部芳郎、星川淳人、佐々木有記、中村春彦、税田和夫、酒井宏哉：3 次元電磁気センサーを用いた Gravity-assisted
pivot-shift test における膝関節動態の評価．JOSKAS 44(3)：644-649,2019
② Saita K, Monobe Y, Ogihara S, Kobayashi Y, Sato K, Nishimura K, Tanabe M：A case of vertebral fracture associated

0594

③

④

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨
⑩

with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis treated by successful conservative treatment. Spine Surgery
and Related Research 3(4)：401-403,2019
Ogihara S, Yamazaki T, Shiibashi M, Maruyama T, Chikuda H, Miyoshi K, Inanami H, Oshima Y, Azuma S, Kawamura
N, Yamakawa K, Hara N, Morii J, Okazaki R, Takeshita Y, Sato K, Tanaka S, Saita K：Risk factor analysis of
deep surgical site infection after posterior instrumented fusion surgery for spinal trauma: A multicenter
observational study. World Neurosurgery vol.134(February 2020):e524-e529,2020
Hoshikawa A, Hiraoka H, Monobe Y, Shiraki K, Sasaki Y, Nakamura H, Saita K, Sakai H：Midterm Clinical Results
After All-Epiphyseal Double-Bundle Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament in Children With Open
Physes. Orthopaedic journal of sports medicine 8(3) doi: 10.1177/2325967120910083,2020
荻原哲、山崎隆志、稲波弘彦、丸山徹、三好光太、高野裕一、東成一、大島寧、河村直洋、山川聖史、原慶宏、森井
次郎、岡崎廉太郎、竹下祐次郎、田中栄、税田和夫：多施設前向き手術部位感染(SSI) サーベイランスによる変性性
疾患に対する胸腰椎後方固定術における深部 SSI 危険因子の検討．第 48 回日本脊椎脊髄病学会、2019/4/18-20
税田和夫、荻原哲、小林陽介、西村圭司、田部雅之：第１腰椎骨粗鬆症性椎体圧潰に対するインスツルメンテーショ
ン手術の検討．第 48 回日本脊椎脊髄病学会、2019/4/18-20
税田和夫、荻原哲、小林陽介、佐藤慧、遠藤実、神田翔太郎：感染性脊椎炎の予後不良因子．第 93 回日本整形外科
学会学術総会、2019/5/9-12
荻原哲、山崎隆志、丸山徹、稲波弘彦、大島寧、東成一、河村直洋、山川聖史、竹下祐次郎、田中栄、税田和夫：多
施設前向き手術部位感染(SSI) サーベイランスの手法を用いた成人頚椎後方手術における深部 SSI 危険因子の検討．
第 93 回日本整形外科学会学術総会、2019/5/9-12
中村春彦、星川淳人、佐々木有記、税田和夫：ACL 再建術後に再建靭帯が過緊張である症例の臨床成績.第 11 回日本
関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会、2019/06/13-15
中曽根功、田沼優一、金澤貴仁、税田和夫：Anterolateral supine approach における術中上殿神経下肢の走行．第
50 回日本人工関節学会、2020/02/21-22
【総数：論文 4 件、学会発表 20 件、講演 5 件】

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
6-4．特許、実用新案
なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. 第 9 回 埼玉県央慢性疼痛研究会（2019 年 11 月 12 日）
2. 第 19 回 埼玉骨折治療研究会整形外科（2019 年 12 月 5 日）
3. 第 22 回 Ortho Seminar in Saitama（2020 年 2 月 6 日）
4. 第 27 回 埼玉骨・関節疾患研究会（2020 年 2 月 13 日）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育に関しては、医学部学生に対する講義を税田が担当し、次年度も内容の充実をはかる予定であったがコロナ禍
により配信授業になってしまった。CC step1 については学生に密着して教育にあたるよう心がけた。研修医については少
数であったので、全スタッフによる直接的指導を行った。診療においては、構成員全員がそれぞれの持ち場で努力して業
務を行った。その結果、どの分野においても評価できる治療成績を残せた。研究については、以前よりも論文が増加した。
7－2．次年度の改善計画
コロナ禍の今後の推移により方向性が大きく変化するであろう。
教育に関しては、医学部学生に対する講義は、通常授業であれば内容の充実をはかりたいと考えるが、配信授業の場合
は移動を控えることとのバランスで考えたい。CC step1 については、学生に密着する時間を増やして教育にあたりたい。
研修医についても引き続き担当指導医の直接的な指導に加えて、全スタッフによる指導を続ける。診療においては、構成
員全員がそれぞれの持ち場で技術と知識の向上により成績向上を目指したい。研究については、すでに投稿中の論文もあ
り研究成果の増加を図っている。研究の重要性を構成員に教育し、より多くの業績を残すことを目標にする。
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2．18）脳神経外科
１．構成員
松居 徹（TORU, Matsui）
：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育員：代表指導教員（大学院）
：頭蓋底外科：
良性脳腫瘍の外科：脳卒中の外科：博士
庄島 正明(MASAAKI, Shojima)：教授：診療副部長：研究員：教育主任：学位論文審査教員（大学院）
：脳血管障害：血
管内治療：博士
大宅 宗一(SOICHI, Oya)：教授：診療副部長：病棟医長：研究副主任：教育員：学位論文審査教員（大学院）
：脳血管障
害：良性脳腫瘍：博士
印東 雅大（MASAHIRO, Indo）
：講師：外来医長：研究員：教育員：指導教員（大学院）
：脳血管障害：脳腫瘍：博士
中村 巧(TAKUMI, Nakamura)：助教：研修医長：研究員：教育員：大学院教員（大学院）
花北 俊哉(SHUNYA, Hanakita)：助教：専門医員：研究員：教育副主任：指導教員（大学院）
：博士
吉田 信介(SHINSUKE, Yoshida)：助教：研修医長：研究員：教育員：大学院教員(大学院)
岡野 淳(ATSUSHI, Okano)：助教：専門医員：研究員：教育員：大学院教員(大学院)
齊藤 徹(AKIRA, Saito)：助教：専門医員：研究員：教育員：大学院教員(大学院)
遠藤 昌亨(MASAMICHI, Endo)：助教：医員：研究員：教育員
轟 和典(KAZUNORI, Todoroki)：助教：医員：研究員：教育員
：助教：医員：研究員：教育員
岳田 安奈（ANNA, Takeda）
海津 啓之(HIROYUKI, Kaizu)：非常勤講師 武蔵野総合病院理事長（現 霞ヶ関南病院病院長）
：非常勤講師 三愛病院脳神経外科部長・さいたまガンマナイフセンター長
小原 琢磨（TAKUMA, Obara）
鈴木 千尋(CHIHIRO, Suzuki)：非常勤講師 鈴木脳神経外科理事長・院長
平川 亘(WATARU, Hirakawa)：非常勤講師 池袋病院副院長
藤澤 直顕(NAOAKI, Fujisawa)：非常勤医師
花 大洵(TAIJYUN, Hana)：非常勤医師

２．教育
2-1．目的･目標
卒前：卒前教育としての脳神経外科の BSL では、入院患者を担当し問診・診察を通して基本的な診療技術を学ぶととも
に、手術見学、レポート作成、カンファレンス参加を通して、知識を深める機会を提供している。ほとんどの医学部学生
はその後脳神経外科以外の科を専攻するが、他科の医師にとっても重要な脳神経外科疾患を中心に小講義（クルズス）も
行っている。
卒後：卒後教育としては、卒後 7 年間で脳神経外科の標準的臨床が出来る教育を目指しており、具体的には脳神経外科
専門医を取得することを目標とする。さらに卒後 10 年までには、学位を取得し個人の専門性を高める指導を行っている。
また当科には血管内治療指導医、脳卒中の外科技術指導医、神経内視鏡認定医等の指導医が在籍しており、これらの資格
取得が可能である。結果として、卒後 15 年で施設の長として独り立ちする実力を確保することが目標としている。

2-2．教育内容（教育主任：庄島 正明、教育副主任：花北 俊哉）
卒前：実習は教育主任の指導のもと、入院患者を担当し問診・診察を通して基本的な診療技術の学習、手術・処置等の
見学、カンファレンス参加、レポート作成が中心となる。平日朝の病棟回診のほか、毎週月曜・木曜の症例カンファレン
スと回診や抄読会、月 1 回の神経内科・脳神経外科合同カンファレンスとリサーチカンファレンスにも参加している。ま
た、庄島教授による意識障害患者の診察実習、大宅教授による講義のほか、非常勤講師による講義を開催している。
レポート作成については、他の学生が読んで「ためになる」ことを意識した内容を目指すように指導している。画像所
見をカルテ記載から読み取り、患者から病歴や既往歴を聴取し、手術の内容を自分の言葉で記載してレポートを完成させ
ている。加えて担当した患者に関連した国試形式の問題を作成させて、脳神経外科領域に関するより深い理解が得られる
ことを目指している。実習最終日に学生同士で互いに発表しあうことで、より学習が深まる工夫を凝らしている。
BSL（現在の CC step1）の学生は原則 1 日に 1 度、教育主任や教育副主任とミーティングの時間を設けている。レポー
トの添削や実習中の疑問点の解説など、きめ細かい指導を心がけている。実習期間が 4 週間ある CC（現在の CC step2）の
学生の場合には、抄読会で発表する機会を設けている。学生には予め論文を１つ指定し、教育主任とミーティングでの添
削を複数回受けながら、レジュメを仕上げて発表に臨んでいる。
ただし、令和元年度については COVID-19 感染防止対策のため、令和 2 年 3 月以降の学生実習が中止となった。
卒後：卒後教育としては、初期研修医はチームの一員として入院患者を診療する。予定手術は高度な技術を要する難症
例が多く、ほかにも緊急の新入院も含め連日3～4人の入退院があり、臨床実地訓練には十分である。初期研修終了後に脳
神経外科の研修を集中的に行う専攻医となれば、専攻医1年目終了時点で脳出血や転移性腫瘍、2年目終了時点で内頚動脈
内膜剥離術や簡単なクリッピング術などの定型的な手術の術者となることも可能である。また、教室員全員に平等に基礎
研究および臨床研究の可能性が用意されている。脳神経外科学会総会をはじめ様々な発表の機会があり、上級医の指導下
に多くの経験を積むことができる。結果的に10年目を迎える頃には、脳神経外科専門医でしかも学位取得者となることを
目指して指導する。
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2-3．達成度
卒前：2019年9月に発行された本学医学教育センター『教育活動実績登録2018年度データ集』にて、「2018年度診療科別
すべての教育活動集計（総合医療センター）」で当科は36部門中20位であった。昨年度も同等の実績を維持していると思
われる。
卒後：大学病院は、診療、研究、教育をバランスよく実施することが要求される。当院は高度医療を提供する大学病院
であると同時に、地域の基幹救急病院の側面もあり、そのため研修教育施設としては十分な入院患者数や手術数を有して
いる。
研究に関しても、後述の複数の臨床研究が進行しており、今後も多くの研究成果を発表できる見通しである。教育につ
いては、学生や初期研修医の指導は勿論、脳神経外科専攻医の指導にも力を入れている。また、他大学出身の学生や他施
設で初期研修中の医師の当科見学は常時受け入れており、多くの見学者が訪れている。引き続き当科で研修を希望する研
修医の指導に邁進していく。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前：今後も引き続き学生に対してきめ細かく、満足度の高い教育を目指していきたい。
卒後：本学の初期研修医および当科と提携している関連施設からの後期研修医は、数ヶ月から1年間のローテーションを
受け入れており、当科の手術教育は非常に好評を得ている。
平成30年4月の遠藤助教に引き続き、令和元年度も当科の研修プログラムに参加する専攻医を1名迎えることができた。
令和2年度についても、3名の専攻医が加入予定である。遠藤助教はローテーションで、国立成育医療研究センター脳神経
外科に1年間の予定で出向が決まっている。今後も専攻医の施設間ローテーションを順次行うとともに、引き続き専攻医の
獲得に力を入れていく。

３．研究
3-1．目的・目標
当科では臨床に根ざした研究を基本的な姿勢としており、主に研究を通して論理的思考と臨床への還元方法を学ぶこと
を目標としている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①頭蓋底部の手術アプローチ
②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
⑤未破裂脳動脈瘤のより高度な悉皆研究
⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
⑦三叉神経痛のphase contrast MRIによる病因診断法の開発
3-3．研究内容と達成度
①頭蓋底部の手術アプローチ
当科の脳腫瘍手術数は年間100件を超え、頭蓋底技術が必要な手術リスクの高い症例が多い。埼玉医科大学解剖学教室の
多大なるご協力のもと、頭蓋底部のcadaver studyを積極的に手術教育に取り入れている。また新たなアプローチの開発に
も取り組んでいる。平成30年度はintradural anterior petrosectomyを利用した頭蓋底深部バイパス術について医学雑誌
に報告した。
②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
髄膜腫や神経鞘腫などは良性腫瘍ではあるが、ときに急速な再発や悪性化も経験する。しかし、多くの手術技術や手術支
援機器が発達した現在でも、こうした個々の腫瘍の生物学的特性を術中に推測し手術戦略に取り入れる方法がない。当科
では髄膜腫の摘出組織を用いて術中にフローサイトメトリー検査を行い、個々の腫瘍の増殖能・浸潤性との関連を調べて
きたが、その成果は平成31年4月に医学雑誌へ掲載された。
③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
漢方である五苓散の再発予防における有効性を示す報告はあるが、その効果については未確立である。術後五苓散内服治
療に関して無作為に割り付けする研究である。現在論文執筆は終了し、各誌へ投稿する作業を行っている。
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
内頚動脈内膜剥離術（CEA）によって眼動脈血流増加を介して網脈絡膜血流動態が改善することで視力が改善すると仮説
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を立て、当院眼科と協力し、コントラスト法（CSV-1000）を導入して正確な視力測定を行っている。平成 31 年 4 月にアメ
リカのサンディエゴで開催された米国脳神経外科会議年次総会のプレナリーセッションにて、吉田信介助教が発表を行っ
た。現在論文執筆は終了し、各誌へ投稿する作業を行っている。
⑤未破裂脳動脈瘤のより高度な悉皆研究
未破裂脳動脈瘤の自然歴の報告は日本でも大規模のものが存在するが、その悉皆性は決して高いとはいえず追跡から漏れ
る症例が存在する。そこで、悉皆性をより可能な限り高めた自然歴を追跡するため、外来患者に協力を仰ぎ5年間の追跡調
査中である。真の破裂率を求めて未破裂脳動脈瘤を有する患者の不安の軽減に資することを目的とし、すでに180名以上の
患者に協力していただいている。
⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
脳神経外科においては術前の画像評価と手術アプローチの検討が極めて重要である。様々な画像の融合と 3D 画像で、特
に頭蓋底病変などでは手術アプローチの検討が可能である。より安全かつ確実な手術を可能にするのみならず、術者以外
の医師やコメディカル、患者とその家族、また学生などと情報の共有が可能となる。融合画像の実用性に関しては当科内
では十分に確立しており、実際の手術の安全性を高めている。
⑦三叉神経痛の phase contrast MRI による病因診断法の開発
血管圧迫のない三叉神経痛でも、開頭により三叉神経周囲のくも膜を切開することにより劇的に症状が改善する症例が存
在する。血管圧迫がない場合の手術適応を決定するために術前に髄液の流れを phase contrast MRI にて評価し診断基準と
なるか、利用可能性を検討している。現在までに 10 数人のデータを蓄積している。
3-4．自己評価と次年度計画
①頭蓋底部の手術アプロ一チ
困難な臨床例の手術に応用して、低侵襲な手術を行い、良好な成果を上げている。
②髄膜腫・神経鞘腫に対する術中迅速増殖能評価法
研究結果が平成31年4月に医学雑誌に掲載された。今後は遺伝子変異解析を行って、髄膜腫の生物学的特性の理解を深める
研究を行う予定である。
③慢性硬膜下血腫術後再発における五苓散の有用性について
予定登録数に達し、解析も終了した。現在は各誌に投稿中である。
④内頚動脈内膜剥離術後の網脈絡膜血流動態の変化と視力の関連について
予定登録数に達し、解析も終了した。現在は各誌に投稿中である。
⑤未破裂脳動脈瘤の悉皆研究
症例を蓄積している段階である、現段階で180例強の登録がある。今後も登録数を増やしつつ5年の追跡期間中の出血率を
明らかにする予定である。
⑥脳神経外科における融合画像の臨床応用に関しての研究
手術困難な頭蓋底腫瘍や稀なアプローチの症例などでは術前に融合画像を作成し、術前検討に非常に有効になっている。
引き続き症例を蓄積し、今後はCFDやtractography、MRAなどを応用しより高度な画像研究を進めていく予定である。
⑦三叉神経痛のphase contrast MRIによる病因診断法の開発
現在症例蓄積中である。

４．診療
埼玉西部地区における脳神経外科疾患高度医療施設として期待される機能を十二分に果たすべく努力し実績を上げている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
教授 庄島 正明 Masaaki Shojima（カテーテル手術）
①公益財団法人 日本放射線技術学会 学術研究班 脳動脈瘤に対する数値流体力学解析における医用画像の取り扱いに
関する標準化 班員
（平成 30 年 4 月 29 日～令和 2 年 4 月）
②独立行政法人医薬品医療機器総合機構 科学委員会 コンピュータシュミレーションを活用した医療機器ソフトウェア
の審査の考え方に関する専門部会委員
（令和元年 11 月 1 日から令和 3 年 10 月 31 日）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
①診療部長・教授 松居 徹 Toru Matsui
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(頭蓋底外科、脳卒中の外科)
Journal of Neurosurgery
Neurosurgery
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Neurological Research
Neuroscience Letters
Neurologia medico-chirurgica
CI研究
脳と循環
脳神経外科（医学書院）
Neurology
World Neurosurgery
Jornal of Neuroscience
②教授

庄島

正明

Masaaki Shojima

（カテーテル手術）
B&R
Journal of Biorheology
Journal of Neuroendovascular theraphy
Journal of Cerebrovascular disease
CI研究
③教授

大宅

宗一

Soichi Oya

(脳血管障害、良性脳腫瘍)
Neurologia medico-chirurgica
Journal of Neurosurgical Sciences
World Neurosurgery
脳神経外科速報
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Oya S, Yoshida S, Tsuchiya T, Fujisawa N, Mukasa A, Nakatomi H, Saito N, Matsui T. Intraoperative
quantification of meningioma cell proliferation potential using rapid flow cytometry reveals intratumoral
heterogeneity. Cancer Med. 2019;8(6):2793-2801
② Indo M, Oya S, Shojima M, Inokuchi K, Yahata T, Sugiyama S, Matsui T. Prevention of thromboembolic infarction
after surgery for traumatic cervical fracture with vertebral artery occlusion by preoperative endovascular
coil embolization. World neurosurgery. 2019;129:e838-844
③ Oya S, Shinsuke Y, Tsukasa T, Masamichi E, Takumi N, Masahiro I, Masaaki S, Toru M. Effectiveness of MR
digital subtraction angiography as a substitute of preoperative diagnostic cerebral angiography and computed
tomography angiography. Poster presentation. AANS (American Association of Neurological Surgeons) Annual
Meeting. New Orleans, 2019.4.15
④ Yoshida S, Oya S, Endo M, Tsuchiya T, Nakamura T, Indo M, Shojima M, Matsui T. Visual improvement after
carotid endarterectomy is associated with the increased chorioretinal blood flow confirmed by laser speckled
flowgraphy. AANS (American Association of Neurological Surgeons) Annual Meeting. New Orleans, 2019.4.17
⑤ Shojima M, Okamoto Y, Niizuma T, Ohta M. Visual behavior during coil embolization of aneurysm model.
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East Asian Conference of Neurointervention (EACoN 2019). Osaka, 2019.7.10
⑥ Hanakita S. Retrosigmoid approach, Skull Base 360 degree. IRCAD TAIWAN Endo/Micro Skull Base Course.
Taichung, 2019.9.24
⑦ Oya S. Ultra-early optic canal decompression for the resection of anterior clinoidal meningioma.
2019 Congress of Neurological Surgeons. San Francisco, 2019.10.21
⑧ A Case of acute development of left internal carotid artery anterior wall aneurysm immediately after the
rupture of left middle cerebral artery aneurysm. 遠藤昌亨、大宅宗一、松居徹．
Japan Neurosurgery English Forum. 2019.7.26
⑨ バイパス術後の血行動態評価における 4D-TRANCE を用いた 4D-MRA 画像の有用性について.
第 43 回日本脳神経 CI 学会総会. 齊藤徹、大宅宗一、土屋一洋、松居徹. 2020.1.24
⑩ 慢性期意識障害の評価システム構築に際しての準備作業と現況について. 松居徹.
第14回日本病院前救急診療医学会総会. 2019.12.8
【総数：論文 9 件、学会発表 43 件、講演 23 件】
6-2．獲得研究費
①吉田信介：埼玉医科大学令和元年度 若手医師育成研究助成費 かもだ研究支援賞

1,000 千円
上記の他、奨学研究費多数

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
①令和元年 9 月 11 日 埼玉脳血管内治療フォーラム
②令和元年10月18日
地域医療連携Meeting in 川越 ～てんかん～
③令和元年 10 月 30 日 第 2 回埼玉若手脳神経外科手術研究会

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
当科は現在、脳神経外科専門医8人、脳卒中の外科学会技術指導医4人、血管内治療専門医3人、脳卒中専門医7人、神経
内視鏡専門医1人、日本脊髄外科学会認定医1人を有する診療科である。
当脳神経外科における代表的手術は、脳動脈瘤(破裂、未破裂を含む)および脳腫瘍(原発性および転移性を含む)である。
当科における総手術件数は平成30年が555件、令和元年は560件と県内有数の手術件数を誇る。
脳動脈瘤への当科の基本姿勢としては、動脈瘤の特徴と患者の状態に応じて、開頭術と血管内手術を適切に使い分ける
こととしている。令和元年において、破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術は24件、血管内コイリング術は24件であ
った。未破裂脳動脈瘤に対して開頭手術件17件、血管内手術は17件であった。未破裂脳動脈瘤に関しては、巨大動脈瘤や
増大傾向にある動脈瘤など必要な症例を主に治療の対象としており、一方で多くの未破裂脳動脈瘤患者が外来通院してお
り、慎重に経過を観察している。
脳腫瘍に関しては、髄膜腫・聴神経腫瘍などの頭蓋底腫瘍の手術を当科の特色と位置付けている。平成28年は脳腫瘍の
手術件数が100件に到達し、頭蓋底手術以外にもグリオーマなど悪性脳腫瘍、下垂体腫瘍などの症例が増えた。また手術の
レベルを向上させる手段として、最新のナビゲーションシステムへのtractographyの融合によって、腫瘍摘出時の脳機能
保存を最大限に活かしている。また、当院の中央検査部生理機能検査室による術中モニタリングに関する多大なる支援に
よっても、脳神経機能温存率が高まった。また神経内視鏡専門医も在籍し、頭蓋底腫瘍や脳室内腫瘍に対する内視鏡下手
術についても、平成29年度は8件、平成30年度は6件、令和元年度は14件と増加傾向にある。さらに、診断面においても平
成29年から当院放射線科に神経放射線診断医を迎え、昨年度も引き続き当科のカンファレンスにご参加いただいている。
平成29年10月に開始された神経内科と当科との合同カンファレンスも引き続き月1回のペースで開催され、脳梗塞の症例に
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ついて検討を行っている。
後期研修医の指導にも力を入れており、早期から執刀する機会を与えている。指導医は適宜アドバイスや術者交代など
で患者に最善の治療を行うことは当然の前提である。学生や研修医の見学も多くなっており、今後教室員の充実が期待さ
れる。
7－2．次年度の改善計画
数年前から進めてきた複数の臨床研究のデータをまとめ、論文として発表することを目指す。また多施設共同研究を推進
する。臨床面では、さらに地域との脳卒中連携を高めることにより、さらなる虚血性脳卒中の症例の増加を期待している。
教育面では、近年増えつつある専攻医の教育を重視し、全国でもトップクラスの知識と技術の習得が可能となる環境を整
えたい。
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2．19）形成外科・美容外科
１．構成員
三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：悪性腫瘍･外傷後の皮弁・再
建外科、 乳房再建，褥瘡・難治性潰瘍，熱傷創傷治癒，顔面骨骨折・顔面腫瘍の内視鏡手術，体幹･四肢軟部腫瘍：博士
大西文夫（ONISHI, Fumio）：講師：教育主任：研究主任 ：外来医長：大学院教員：マイクロサージャリー，再建外科，リ
ンパ浮腫の外科治療、悪性腫瘍・外傷後の皮弁・再建外科：博士
山川知巳（YAMAKAWA, Tomomi）：助教：病棟医長：医局長
繼渉（TSUGU, Wataru）
：助教
鈴木愛弓 (SUZUKI, Ayumi):助教
澤口悠（SAWAGUCHI,Haruka）:助教
菊地陽（KIKUCHI, Akira）
：助教
木山麻衣子(KIYAMA, Maiko):助教
屋宜佑利香（YAGI, Yurika）:助教
中島由佳理（NAKAJIMA, Yukari）:助教
馬場美帆（BABA, Miho）:助教
小泉沙織（KOIZUMI, Saori）:助教
二宮裕（NINOMIYA, Yu）:助教
樋野忠司（HINO, Tadashi）:（非常勤）講師
荻島信也（OGISHIMA, Shinya）
：（非常勤）助教
福澤見菜子（FUKUZAWA, Minako）：(非常勤)助教

２．教育
2-1．目的･目標
（卒前教育）隔週 1 日の BSL を有効に利用して形成外科の理解度を深める
（卒後教育）選択による研修医の形成外科的知識・基本手技の習得を目指す。
2-2．教育内容（担当者）
（卒前教育）4年生の形成外科講義では，三鍋教授が「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」を担当した．学生実習 では，
午前中は手術見学とし，午後は縫合練習機を用いて器械縫合の実習を行った（大西、担当者）．
（卒後教育）外来・病棟・手術・当直など実際の診療業務に参加し研修を行った。
2-3．達成度
（卒前教育）形成外科の理解度は達成している
（卒後教育）形成外科の基本知識・手技を習得している。
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）学生講義、BSL で特に問題はない。
（卒後教育）選択した研修医に好評である。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床に結び付いた基礎研究を行い、研究結果を臨床へフィードバックする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) VEGF 遺伝子導入による実験的自己組織移植法の開発
2) 皮膚・皮下脂肪内の微細血管網を利用するハイブリッド人工皮弁の開発
3) 3-territory flap による choke 血管の構造変化とその機能の解明
4) 皮弁による管腔臓器作成と血行形態の検討
5) 3DCTA を用いた血流評価研究
6) PRP（多血小板血漿）の難治創治療への応用
7) リンパ浮腫の新しい診断・治療法の開発
8) ICG 蛍光造影を用いた皮弁の血行動態の研究
9) 画像診断による皮弁穿通枝評価
10) 乳房インプラントと乳房形態に関する研究
3-3．研究内容と達成度
乳房再建領域では臨床でより良い結果を出すための研究がおこなわれており、学会発表も多数行った。リンパ浮腫の画
像診断と病態研究、それに基づく外科的治療を積極的に行っており、国内外で学会発表も行っている。また、皮弁の血
行動態に関する研究は症例データを蓄積中であり、今後の研究成果が待たれる。
3-4．自己評価と次年度計画
現状では臨床研究中心であり、継続的な基礎研究は行えていないが、日々の臨床疑問から研究を展開する努力を続ける。
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４．診療
全体的に診療について幅広くこなし、安定した治療成績を提供している。今後は大学病院として先進医療の開発や治験
にもかかわっていけるよう努力をしたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本形成外科学会会誌編集委員（三鍋教授）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 大西 文夫, 繼 渉, 鈴木 愛弓, 山川 知巳, 三鍋 俊春 リンパ浮腫治療の長期成績：リンパ管細静脈吻合術の蜂
窩織炎治療成績 第 46 日本マイクロサージャリー学会学術集会（2019.11）
② 大西 文夫, 山川 知巳, 繼 渉, 鈴木 愛弓, 三鍋 俊春 癌治療進歩と乳房再建 多様化する乳癌治療に安定し
た乳房再建術を提供する 第 46 日本マイクロサージャリー学会学術集会（2019.11）
③ 山川 知巳, 三鍋 俊春, 鈴木 愛弓, 矢形 寛, 黒野 健司, 守屋 智之, 秦 怜志 乳房切除・再建は当科ではこう
やる：乳腺外科は臥位、形成外科は立位・座位で診る 体位による乳房形態の変化と当科で行う立位・座位での
診察 第 27 回日本乳癌学会総会(2019.07)
④ 三鍋 俊春 形成外科 Topics! 注意喚起!乳房インプラントが原因とされる新たな合併症 未分化大細胞型リン
パ腫 BIA-ALCL 形成外科 62 巻 10 号 Page1130-1133(2019.10)
⑤ 福澤 見菜子, 三鍋 俊春加齢性眼瞼下垂症に対する手術によって得られる若返り・美的効果の検討 日本形成外
科学会会誌 39 巻 9 号 Page425-431(2019.09)
⑥ 山川 知巳, 三鍋 俊春, 鈴木 愛弓 【人工物による乳房再建のリカバリー】インプラント乳房再建におけるエキ
スパンダー挿入後の unfavorable result とリカバリー 形成外科 62 巻 8 号 Page829-835(2019.08)
⑦ 荻島 信也, 三鍋 俊春 【形成外科の治療指針 update 2019】体幹疾患 包茎 形成外科 62 巻増刊 Page
S145(2019.06)
⑧ 荻島 信也, 三鍋 俊春 【形成外科の治療指針 update 2019】体幹疾患 毛巣洞 形成外科 62 巻増刊 Page
S144(2019.06)
⑨ 大西 文夫, 継渉、鈴木愛弓、三鍋 俊春 集中排液のパラダイムシフト リンパ管細静脈吻合術を軸とした術後
集中排液 第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10)
⑩ 鈴木 愛弓, 大西 文夫、継渉、 三鍋 俊春 インドシアニングリーン蛍光リンパ管造影による上肢リンパ浮腫の
異常所見について分析 第 28 回日本形成外科基礎学術集会（2019.11）
【総数：論文 6 件、学会発表 20 件、講演 1 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会学術集会開催（2019 年 10 月 10-11 日、さいたま市）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
顔面や四肢の外傷の治療に加えて、眼瞼下垂などの変性疾患、下肢難治性潰瘍の治療や腫瘍切除後・外傷後の再建手術（乳
房再建含む）
、今まで有効な治療法のなかったリンパ浮腫に対する外科治療など幅広く、バランスの良い症例・治療実績を
有している。
7－2．次年度の改善計画
診療に関しては引き続き患者満足度の高い治療を心がけ、安定した治療成績を維持する。教育については次世代を担う若
手医師の獲得・育成に力を入れ、充実した専門医教育を目指す。研究については臨床研究を主体とし、新たな治療法の開
発や産学連携を進める。
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2．20）(1）小児科（小児科）
１． 構成員
田村

正徳（TAMURA Masanori）：特任教授：指導教員（大学院）：新生児学、小児呼吸器病学、小児集中治療

森脇

浩一（MORIWAKI Koichi）：教授：運営責任者、診療部長：大学院教員（大学院）：小児血液学：博士

阪井

裕一（SAKAI Hirokazu）：教授：教育主任、研究副主任、診療副部長、小児総合医療センター長：代表指導教員

学：博士

(大学院)：小児集中治療学：博士
櫻井

淑男（SAKURAI Yoshio）：教授：研究副主任、診療副部長、小児救命救急センター長：指導教員（大学院）：

増谷

聡（MASUTNI Satoshi）：准教授：教育副主任、診療副部長：指導教員（大学院）：小児循環器学：博士

荒川

浩（ARAKAWA Hiroshi）：講師：医局長：小児内分泌学

小児集中治療：博士

高田

栄子（TAKADA Eiko）：講師：外来医長：小児神経学

石戸

博隆（ISHIDO Hirotaka）：講師：小児循環器部門外来医長：小児循環器学：博士

田中

理沙（TANAKA Risa）:講師：病棟医長：小児免疫学

奈倉

道明（NAKURA Michiaki）：講師：教育副主任、研究副主任：小児神経学

長田

浩平（OSADA Kohei）：講師（留学中）：専門医員：小児集中治療学

岩本

洋一（IWAMOTO Yoichi）：講師（新生児部門と兼担）：教育副主任、研修医長、小児循環器部門病棟医長：
小児循環器学

奈須

康子（NASU Yasuko）:講師：専門医員：障害児医療

水田

桂子（MIZUTA Keiko）：助教：専門医員：小児神経

漆原

康子（URUSHIHARA Yasuko）：助教：専門医員：小児腎臓

布施

至堂(FUSE Michitaka) :助教：専門医員：一般小児科

小林

信吾（KOBAYASHI Shingo）：助教：PICU 病棟医長：小児集中治療

谷川

祥陽（TANIKAWA Shoyo）：助教：専門医員：小児内分泌

猪野

直美（INO Naomi）:助教：専門医員：小児内分泌

板倉

隆太（IYAKURA Ryuta）：助教(PICU)：専門医員：小児集中治療

小牧

健

（KOMAKI Takeshi）：助教：専門医員：小児血液
（MIYAMOTO Ai）：助教(PICU)：専門医員：小児集中治療

宮本

和

河野

彬子（KAWANO Akiko） :助教(PICU)：専門医員：小児集中治療

百瀬

太一（MOMOSE Taichi）：助教：専門医員：小児アレルギー

内田

悠太（UCHIDA Yuta）：助教(PICU) ：医員：小児集中治療

坂本

航（SAKAMOTO Wataru）：助教(PICU)：医員：小児集中治療

森田

真知子(MORITA Machiko) :後期研修医 3 年目(2019 年 11 月より国立成育医療研究センターへ出向)

小島

英雄(KOJIMA Hideo) :後期研修医 2 年目(2019 年 7 月より NICU へ)

西村

恵理(NISHIMURA Eri)：後期研修医 2 年目

中川

遼太(NAKAGAWA Ryota)：後期研修医 2 年目(2019 年 7 月より)

関根

麻衣(SEKINE Mai) : 後期研修医 1 年目

林

亮

（HAYASHI Ryo）：後期研修医 1 年目

非常勤
山内

秀雄（YAMANOUCHI Hideo）

：教授（兼担）：小児神経学

新井

幸男（ARAI Yukio）：非常勤講師:小児神経学

山﨑

崇志（YAMAZAKI Takashi）：非常勤講師：小児免疫学

山﨑

和子（YAMAZAKI Kazuko）：非常勤講師：小児免疫学

齋藤

孝美（SAITO Takami） ：非常勤医、小児栄養学

今井

智子（IMAI Tomoko）：非常勤医、小児集中治療部門
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２．教育
2-1. 目的・目標
当科は大学病院としての機能に加え、埼玉県西部地区の人口１００万人を超える医療圏の中核病院小児科として一次か
ら三次を兼ねたあらゆる疾患や異常、相談に対処すべく、新生児、発達、血液、神経、循環器、内分泌、予防接種、乳幼
児健診、育児相談などの専門外来の他、小児一般および救急など幅広く診療を行っている。そのため安全で質の高い医療
を提供し、地域から信頼される小児科医の養成を目指す。
2-2. 教育内容（担当者：研修担当

岩本洋一、卒前担当

阪井裕一）

1)卒前教育
2019 年度も昨年同様、新生児部門の側島久典客員教授が 4 年生「母体・胎児・新生児」ユニット、1 年生「良医への
道：地域医療とチーム医療」ユニットを担当し、加部一彦教授が 6 年生、および 4 年生「母体・胎児・新生児」ユニッ
トを担当した。
通常の実習では 5 年生の Bed Side Learning (BSL)および 5 年生、6 年生の Clinical Clerkship (CC)を受け入れてい
る。BSL、CC とも一般小児部門と新生児部門で実習期間の半分ずつを担当している。BSL では病棟で担当患者を決めてレ
ポートを作成するほか、小児科の色々な分野についてクルズスを行っている。CC も同様のスタイルであるが、レポート
作成は課さず、広く小児医療の経験および文献を読む練習などを行っている。
またカリキュラムの変更で 2020 年 1 月から 4 年生の CC ステップ 1 が始まったが、新型コロナウイルス感染症流行の
影響で、２月末より中断となった。
その他の卒前教育では、1 年生の early exposure、4 年生の見学について対応した。また森脇が４年生の OSCE 前の身
体診察のまとめと OSCE の胸部ステーションリーダー、3 年生の導入クリニカルクラークシップのテューたを務めた。
また森脇教授、櫻井教授、荒川講師、高田講師、山﨑講師、奈倉講師、田中講師らが総合医療センター看護専門学校の
小児科の講義を分担して担当し、病棟実習にも協力している。
2)卒後教育
・小児科の初期臨床研修
初期研修において小児科が必修でなくなり、ローテートしてくる初期研修医は減少してきた。その反面、ローテートし
てくる初期研修医は小児科に興味を持っているものが多く、新生児部門、小児集中治療部門、小児循環器部門のある当科
では多彩な研修が可能である。一般小児部門での研修が基本であるが、1 か月の研修期間の中で希望があれば他の部門で
研修できるように配慮している。
一般小児部門では病棟にて指導医のもとで受け持ち医として、患者の管理、基本的検査法などについて研修する。教授
回診としては、毎週金曜日の総回診において、受け持ち症例のプレゼンテーションを行い、指導を受ける。新入院受け持
ち症例は毎日、翌朝にプレゼンテーションを行う。当直は救急医療研修として必須である。
・後期研修
2019 年度は、3 人が当科に入り、一般小児部門 2 人と新生児部門 1 人に別れて後期研修を開始した。後期研修 2 年目
は 4 人で、1 年目と一般小児部門と新生児部門を入れ替わって研修した。但し、病棟等の事情で小島英雄と中川遼太の交
代は 3 か月ずれて 6 月になった。後期研修 3 年目は 1 人で、カルガモの家、PICU を 3 か月ずつローテートし、小児循環
器部門を 1 か月ローテートしたあと、成育医療研究センターへ出向した。
・卒後教育に関連する行事
指導医の指導を受け、抄読会で主として英語文献を抄読発表する。その他、当科主催のセミナー・講演会が年に数回開
催されるほか、地域の小児科関連の臨床検討会や研究会が月に 1 回程度開催されるのでその参加と症例報告などを発表
することが推奨されている。有志の勉強会も適宜開かれている。
当小児科は、米国心臓学会と連携した PALS（Pediatric Advanced Life Support）の普及活動に積極的に取り組んで
おり、関東・東北・北海道をカバーする Training Center に定期的にインストラクターを派遣している。後期研修医は
医局の全面的支援の元にこの PALS の Provider 講習会(2 日間コース)を受講させている。初期研修医には当科の AHA 公認
インストラクターによる Mini PALS を実習させている。
・症例検討会

：重症患者や新生児部門から一般小児部門に引き継ぐ患者について全小児科（一般小児科・新生児

両部門）で毎週（金）13:00-14:00
・抄読会 ：毎週（火）午後 5:30-7:00 の医局会の中で行なっている。

0605

2-3. 達成度
後期研修医の熱意にもよるが、初期研修も含めた５年間の研修で一般的な小児科で診る疾患には充分対処できるように
なっている。５年間の研修後には小児科専門医試験受験資格をすべての研修医は取得している。専門医試験は 2 名が受
験し、共に合格した。
2-4. 自己評価と次年度計画
卒前教育・卒後教育ともほぼ期待されただけの成果はあげられた。後期以降の研修としては以下の４つのコースがある。
・

小児科臨床コース：初期研修 2 年の後、後期研修医として、２年間は一般小児部門、１年間は新生児部門で研修し、
日本小児科学会の小児科専門医資格を取得した６年目以降は各人の希望に従い、当院もしくは連携小児専門医療機関
（国立成育研究医療センター等）で小児集中治療学・小児内分泌学・小児血液学などの subspeciality の研磨がで
きる。

・

新生児部門臨床コース：新生児部門に比重を置いた研修を受け、一般小児科の研修も受ける。小児科専門医取得した
６年目以降は周産期（新生児）専門医の受験資格をとるべく新生児部門で診療・研究をする。当院の総合周産期母子
医療センターは日本周産期・新生児医学会の基幹研修施設となっている。

・

小児国際保健医療協力コース：当科は小児国際医療協力にも力をいれている。小児科専門医取得した６年目以降に海
外医療協力に参加したい医員は国際医療協力の関連施設で研磨を受け、海外医療協力に出かけるときは教室がバック
アップし帰国後の受入保証もする。

・

小児科学大学院コース：小児科専門医取得後、ゲノム研究所などの埼玉医科大学他部門とも協力しながら医学博士号
の取得に取り組むコースである。

３．研究
3-1. 目的・目標
安全で質の高い、地域から信頼される小児科医となるには、既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく、新しい知識
を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である。当科はそのような臨床に即した研究が施行できる医師を
養成することを目的としている。
3-2. 研究グループ
新生児学

小児呼吸病学

小児集中治療学

発達小児科学

小児在宅医療に関する研究

3-3. 主な研究内容と達成度
獲得した研究費ごとに記載する。
・厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野））
障害福祉サービス等における医療的ケア児への質の高い医療的ケア児の判定基準確立の
ための研究

主任研究者

田村正徳

2019 年度で終了

達成度 100%

・厚生労働行政推進調査事業費補助金政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供に資する研究
主任研究者
・AMED

田村正徳 2019 年度で終了

達成度 100%

低酸素性虚血性農法に対する自己臍帯血幹細胞治療に関する研究

分担研究者

田村正徳

達成度 50%

・埼玉県小児在宅医療推進事業

達成度 90%

・文部科学省科研費（基盤 C） Protective effect of early administration of caffeine in
newborn animal models of ventilator induced lung injury and chronic lung disease
モハメド ハメド フセイン
・文部科学省科研費（基盤 C）
レドキシンの重要性

達成度 50%
熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオ

難波文彦

・文部科学省科研費（若手研究）
酵素の重要性

小林信吾

達成度 60%
高濃度酸素性肺障害マウスにおけるピルビン酸脱水素

達成度 50%

・文部科学省科研費（若手研究）

新生児慢性肺疾患動物モデルにおけるヒアルロン酸

プロテオグリカン結合蛋白質の重要性

百瀬太一

達成度 50%

・新生児臨床研究ネットワーク
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・学内グラント

全体で達成度 50%

未熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオレドキシンの重要性
宮本和・西村理恵
新生児慢性肺疾患に対する脱分化脂肪細胞を用いた再生医療・細胞治療に関する研究
坂本航
・埼玉医科大学若手研究者育成研究費
新生児慢性肺疾患マウスモデルにおけるヒアルロン酸・プロテオグリカン結合蛋白質の
重要性

大島あゆみ

未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン静注療法 松村峻
低血糖ハイリスク新生児における持続血糖モニタリングの精度に関する研究
系統的レビューを用いた早産・低出生体重児の合併症予防に関する包括的研究
機械的伸展刺激に対する胎児由来肺線維芽細胞の細胞応答に関する研究

百瀬太一
小牧健

板倉隆太

3-4. 自己評価と次年度計画
厚生省科学研究費をいただいた上記研究に関しては主任研究者または分担研究者である田村特任教授のもとに所定の成
果を得て成果を公表することができた。個別研究面にも力を入れ魅力ある小児科学教室とするため、更に研修体制を充実
して人材確保し、人材を教育しながら研究体制を確立していきたい。

４．診療
診療科の特色としては、埼玉県西部地域の小児の一次から三次までを兼ね備えた医療機関として機能している。専門
外来の他に、小児一般及び救急など幅広く診療を行っている。急性期疾患が入院患者の多くを占め、小児集中治療に力を
入れている。目標としては、幅広い疾患に対応できる医療機関である。
診療実績としては 2019 年小児科入院症例の疾患内訳は、のべ入院総数が 1,038 件であった。24 時間体制の救急外来を
開いていることもあり、呼吸器や消化器の感染症による急性期疾患の入院が多かった。小児科外来患者数は時間内・時間
外延べ 23,893 人に達した。そのうち小児循環器部門は 2,396 人を占める。また一次から三次までの 24 時間体制の救
急・時間外診療をしているため、日勤以外の時間外患者数は延べ 5,738 人に達した。近年取り入れた小児救急医療のト
リアージ体制とその PR の効果が現れ、軽症の時間外患者が減少している。
２０１９年６月には稼働後３年経過した PICU が８床から１６床のフル稼働になった。また一般病棟の改装が終了する
予定である。さらに次年度は院内で小児の心臓手術も予定している。看護体制では、原則付き添いなしを予定している。
今後はすべての紹介患者の受け入れと、病棟内での医療事故・院内感染の防止に努めたい。

５．その他
5-1. 自治体、政府関連委員の有無
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（田村正徳）
産科医療補償制度再発防止委員会（田村正徳）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（田村正徳）
小児在宅医療の現状と課題令和元年度厚生労働省委託事業.「小児在宅医療に関する人材養成講習会」（田村正徳、奈倉
道明）
埼玉県医師会小児在宅医療小委員会（田村正徳、森脇浩一、奈倉道明）
埼玉県下の母子保健運営に関する協議（田村正徳）
科学研究費委員会専門委員として申請書の評価を行う（田村正徳）
埼玉県下の新生児の救急搬送受入に関する協議（田村正徳）
埼玉県災害時小児周産期リエゾン（森脇浩一）
埼玉県立病院運営協議会委員（森脇浩一）
第１０回九都県市合同防災訓練・図上訓練（森脇浩一）
川越市保健センター

子どもの心の健康相談

相談医（髙田栄子）

ふじみ野市就学支援委員会委員（髙田栄子）
埼玉県立川島ひばりが丘養護学校

巡回指導医（髙田栄子）

埼玉県地域医療構想検討会（奈倉道明）
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5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
増谷

聡

日本小児循環器学会 学術雑誌(国内誌)編集委員

査読
田村正徳

Pediatric Critical Care Medicine, Pediatrics International

森脇浩一

日本小児科学会雑誌、Pediatrics International

5-3. その他、医学あるいは社会貢献に関わる業務
日本集中治療医学会

国際交流委員会（田村正徳）

日本呼吸療法医学会

評議員（田村正徳）

三学会（日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔学会）合同呼吸療法士認定試験委員会委員（田村正徳）
小児科専門医制度での新生児研修医カリキュラムの作成等（田村正徳）
日日本看護協会小児在宅移行支援指導者育成事業研修会

本の新生児医療の現状と課題〜NICU から在宅に移行する児の

特性と発達支援（田村正徳）
日本小児科学会埼玉地方会理事（田村正徳、側島久典、森脇浩一、櫻井淑男、高田栄子）
日本小児科学会専門医試験症例要約評価委員（森脇浩一）
日本小児科学会埼玉地方会総務委員（森脇浩一）
日本小児科学会埼玉地方会学術副委員長（森脇浩一）
埼玉県小児血液同好会代表幹事（森脇浩一）
北関東小児がん研究会幹事（森脇浩一）
日本集中治療学会新生児・小児集中治療委員会委員（櫻井淑男）
日本小児科学会社会保険委員会（奈倉道明）
日本小児医療保健協議会合同委員会重症心身障害児（者）・在宅医療委員会（高田栄子）
小児二次救命処置講習会開催（PALS)埼玉、仙台、福島、新潟、弘前、秋田、岩手、旭川、札幌（櫻井淑男）
PALS(pediatric advanced life support)講習会インストラクター（櫻井淑男、石戸博隆）
埼玉県糖尿病協会主催糖尿病サマーキャンプ（荒川浩、谷川祥陽、猪野直美）

６．業績
6-1. 原著書・共著書・論文・学会発表
①

（著書・翻訳）監修：田村正徳, 前田浩利, 共著：側島久典, 高田栄子, 石戸博隆, 奈倉道明, 奈須康子 はじめよ
う ! おうちでできる 子どものリハビリテーション&やさしいケア はじめよう ! おうちでできる 子どものリハビ
リテーション&やさしいケア 三輪出版 2019.09; 1-307.

②

（原著論文）Ishido H., Masutani S., Mikami Y., Baba K., Fuse M., Mizuta K., Tanaka R., Sugamoto K.,
Iwamoto Y., Senzaki H.: Modified underlying cardiac disease severity in twin-twin transfusion
syndrome. Ann Pediatr Cardiol.12:336-338, 2019.

③

（原著論文）Ozawa J, Watanabe T, Ito M, Miyake F, Nagano N, Ogawa R, Matsumura S, Araki R, Tamura M,
Namba F. Defining the reference range of regional cerebral tissue oxygen saturation using a new
portable near-infrared spectroscopy device for term infants. Early Human Development 2020.02;
(141):104941.

④

（原著論文）Itakura R, Takayanagi N, Kobayashi S, Sakurai Y, Iwamoto Y, Ishido H, Moriwaki K, Tamaru
JI, Masutani S. First Report of Fatal Secondary Abdominal Compartment Syndrome Induced by Intestinal
Gas Accumulation without Organic Occlusive Intestinal Lesion in a Child with Sepsis. Am J Case Rep.
Am J Case Rep. 2019.07; 20:1011-1015.

⑤

（原著論文）Yuta Uchida, Yoichi Iwamoto, Yasuko Urushihara, Michiaki Nagura, Risa Tanaka, Hiroshi
Arakawa, Hirotaka Ishido, Koichi Moriwaki, Satoshi Masutani Case of Incomplete Kawasaki Disease with
No Symptoms Except Fever Causing the Development of Coronary Aneurysm International Heart Journal
2019.06; doi: 10.1536.

⑥

（原著論文）Machiko Morita,

Kosuke Tanaka, Shun Matsumura, Masanori Tamura and Fumihiko Namba.

Perinatal factors associated with bubbly/cystic appearance in bronchopulmonary dysplasia: a
nationwide, population-based cohort study in Japan. The journal of maternal-fetal & neonatal
medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of
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Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 2019 Aug
18;1-6.doi: 10.1080/14767058.2019.1628945.Online ahead of print.
⑦

（原著論文）森脇浩一、奈倉道明、田村正徳 気管切開をしている在宅医療児の地域中核病院における緊急受入れに
関する調査 日本小児科学会雑誌 2019.10; 123(10):1565-1570.

⑧

（総説）Masutani S. Activin A ― A Potentially Useful Biomarker of Diastolic Dysfunction ―.
Circulation Journal.83:1443-1445, 2019.

⑨

（学会発表）森脇浩一 シンポジウム 6 医療的ケアがあっても、おうちに帰りたい〜今こそ、薬・薬連携の真価が
問われる小児在宅医療〜

⑩

小児在宅医療の現状と問題点 第 29 回日本医療薬学会 2019.11; 福岡市

（学会発表）櫻井淑男, 坂本航, 内田悠太, 河野彬子, 足立智子, 宮本和, 板倉隆太, 小林信吾, 阪井裕一, 森脇
浩一, 田村正徳 小児救命救急センターにおける重症被虐待児の診療から見えてきたもの

第 122 回日本小児科学会

学術集会 2019.04; 金沢市
【総数：著書 3 件、論文 24 件、学会発表 14 件】
6-2. 獲得研究費
・厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野））
障害福祉サービス等における医療的ケア児への質の高い医療的ケア児の判定基準確立の
ための研究

主任研究者

田村正徳

2019 年度で終了

・厚生労働行政推進調査事業費補助金政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供に資する研究
主任研究者

田村正徳 2019 年度で終了

6-3. 受賞：該当なし
6-4. 特許・実用新案：該当なし
6-5. 学会・研究会・セミナー等の開催実績
・第 9 回日本小児在宅医療支援研究会
・第 46 回川越小児科臨床検討会
5Ｆ小講堂

特別講演

令和元年 9 月 22 日

令和 2 年 2 月 18 日

さいたま市（森脇浩一）

埼玉医科大学総合医療センター

「先天異常症候群の包括的ケア」

講師：埼玉県立小児医療センター遺伝科

大橋博文

先生

７．自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
当科の診療科の特色は下記の通りである。
・急性期疾患が入院患者の多くを占める。
小児科を志望する研修医にはプライマリケアを学ぶのに最適である。救急時間外診療からの緊急入院例も多く、日夜忙し
いが、多くの症例を学ばなければならない研修医にとっては良い環境である。
・小児集中治療に力を入れている。
川越市周辺の医療圏の中核病院の小児科として三次の患者も多く、集中治療に力を入れている。小児科医には PALS
(Pediatric Advanced Life Support)の講習を勧めている。
・NICU や小児科 HCU 病床の有効活用のために小児在宅医療推進に力をいれている。
田村正徳が 2 件の医療的ケア児に関する厚労科研の主任研究者を継続した。また埼玉県小児在宅医療推進事業も継続
し、研究会や講習会も継続的に開催している。
・小児部門・NICU・PICU・小児循環器部門がひとつの科である。
当科は大学病院としての機能に加え、埼玉県西部地区の人口１００万人を超える医療圏の中核病院小児科として一次から
三次を兼ねたあらゆる疾患や異常、相談に対処すべく、新生児、発達、神経、循環器、内分泌、予防接種、乳幼児健診、
育児相談などの専門外来の他、小児一般および救急など幅広く診療を行っている。そのため安全で質の高い医療を提供
し、地域から信頼される小児科医の養成を目指している。医療資源の許す限り患者受け入れを断ることなく、診療をして
きたことは誇りとしてよいだろう。2016 年 3 月には当センター本館北側の高度救命救急センターの３階で小児救命救急
センター（PICU）が稼働し、2019 年度からは当初の予定の 16 床まで増床された。PICU や 2013 年 4 月に当センターに隣
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接して開設した重度心身障害児施設「カルガモの家」との連携により、NICU 卒業生も含めて重症児を一貫して治療でき
ている。さらに重症心身障害児の在宅医療を推進してきた。また２０１９年度途中より３階東病棟の改装も始まり、新年
度からは新しい病棟となる予定である。
・研究面では、主として田村正徳が主任研究者をしている小児在宅医療関連の厚労科研を継続しているほか、新生児部門
難波講師の指導の下、若手の研究費の獲得もある。
7-2.次年度の改善計画
・次年度以降は、さらに医局員の個別研究面も力を入れ魅力ある小児科学教室とするために、研修体制充実して若手の人
材確保と人材教育に務め、臨床能力の向上とともに研究意欲も促進していきたいと考えている。
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2．20）(2）小児科（総合周産期母子医療センター新生児科）
１．構成員
加部一彦

（KABE Kazuhiko）

田村正徳

（TAMURA Masanori）

：教授：診療科長：総合周産期センター副センター長：新生児学：博士
：特任教授：代表指導教員（大学院）
：新生児学

小児呼吸器病学

小児集

中治療学：博士
石黒秋生

（ISHIGURO Akio）

：講師：病棟医長：新生児学、循環管理：博士

難波文彦

（NANBA Fumihiko）

：講師：研究企画担当

金井雅代

（KANAI Masayo）

：講師：外来医長

伊藤加奈子（ITO Kanako）

：講師

本島由紀子

：助教

（MOTOJIMA Yukiko）

佐々木歩

（SASAKI Ayumi）

：助教

松村

（MATSUMURA Syun）

：助教

峻

大島あゆみ（OSHIMA Ayumi）

：助教

岩谷綾香

（IWATANI Ayaka）

：助教

長澤純子

（NAGASAWA Junko）

：助教

芳賀光洋

（HAGA Mituhiro）

：助教

藤本建志

（FUJIMOTO Talesi）

：助教

小澤淳一

（OZAWA Juniti）

：助教

小島英雄

（KOJIMA Hideo）

：助教

モハメド ハメド

：特任講師

國方徹也（KUNIKATA Tetsuya)

：兼担教授：指導教員（大学院）
：学位論文審査、
）
：新生児学、HIV 感染症、脳ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：博士

星

順（HOSHI Jun）

内田美恵子

：客員准教授：新生児学、新生児神経学：博士（カルガモの家 施設長）
：特任講師

非常勤
側島久典

（SOBAJIMA Hisanori） ：客員教授：新生児学､脳､神経ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、周産期の QOL：指
導教員(大学院)：学位論文審査員大学院)：博士

鈴木啓二

（SUZUKI Keiji）

長谷川久弥

（HASEGAWA Hisaya）

前田浩利

（MAEDA Hirotoshi）

栗嶋クララ

（KURISHIMA Kurara）

：非常勤講師
：非常勤講師：東京女子医科大学東医療センター臨床教授
：非常勤講師：はるたか会理事長
：客員講師

江崎勝一

（EZAKI, Syoichi）

：非常勤講師

星

（HOSHI, Reiichi）

：非常勤講師

伊藤誠人

（ITO Masato）

：非常勤医師

荻野青空

（OGINO Aozora）

：非常勤医師

齋藤

（SAITOU Aya）

礼一

綾

：非常勤医師

田中広輔

（TANAKA Kousuke）

：非常勤医師

桒田聖子

（KUWATA Seiko）

：非常勤医師

三宅芙由

（MIYAKE Fuyu）

：非常勤医師

総合周産期センター小児循環器部門
（MASUTANI Satoshi）

：准教授：外来医長

石戸博隆

増谷

聡

（ISHIDO Hirotaka）

：講師：病棟医長

岩本洋一

（IWAMOTO Youichi）

：講師：研修医長

２．教育
2-1．目的・目標
社会、地域の周産期医療に対する幅広いニーズに応え、多くの子供たちと家族の幸福な生活に寄与し、周産期医療に必
要な医療知識と、後遺症なき生存への治療技術の向上のための医療技術の修得を目的とした。
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新生児病棟に勤務する医師の技能及び知識の向上に向け、専門医の育成とともに、指導内容の充実を図るため、学会等
での積極的な発表を促し、院内のカンファランスの充実を図った。
日本周産期新生児医学会の主催する日本版新生児蘇生法（NCPR）普及事業に準拠した新生児蘇生法講習会を定期的に開
催し、NCPR 講習会インストラクターの養成と、講習会や研修を通じて周産期医療における倫理観の育成を、広く医師、助
産師、看護師、コメディカルスタッフ、医学生に対して実施し、幅広い豊かな医療人の育成を行っている。
周産期の母子関係を支援するための臨床心理士、メディカルソーシャルワーカーの充実を目指した。加えて、MA(Medical
Assistant)の果たす役割は年ごとに充実しており、とくに小児在宅医療支援事業への参加、調査解析は厚労科研報告には
寄与するところが大きいため、引き続き人員確保と効率的な業務分担を図って行く。初期研修医、後期研修医の育成、周
産期専門医取得に向けた人材養成を進めた。
2-2．教育内容
医学生：１年生：early exposure 周産期センター訪問は 10 名ずつ４組で、彼らにとって非常に特殊な場所ながら、興味を
示す学生は極めて多く印象的。
２年生：early exposure 導入後 5 年目となる。臨床場面での若手医師と対話する機会を持てることは、2 年生にとって効
果的であると思われた。
４年生：母体胎児ユニット：周産期医療の魅力を交えた講義、蘇生法への理解を基礎にした講義を計画し、計４限を終了
した。
５年生：BSL１週間（もう１週間は小児科）
、計 16 組の新生児科での目標を明記した週間予定表の作成配布、正期産新生児
のケア実習も取り入れた。
CC：１グループ全４週間のうち２週間を NICU 実習にあてる。BSL より臨床に近く、また英語に親しむプログラムと、クリ
ニカルクエスチョンを自分で考え解決する課題を与えるなど、モチベーションを上げるための企画と学生の反応を見た。
初期研修医：研修プログラムに沿ってすすめる。研修予定期間内では、上級医との交流と新生児医療の魅力が伝わるよう
な解説に心がけている。
後期研修医：小児科後期研修プログラムに従い、NICU 病棟に１年間配属し。小児科医として最低限必要何新生児臨床の手
技や知識を習得できるように、症例の受け持ちとカンファランス等による学習の機会を持てるようにしている。また、各
人に学会発表課題を与え、それに向かって研修の充実を図っている。
日本小児科学会専門医の取得：卒後５年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績修了者を対象に、専門医試験受験資格
に必要な新生児臨床症例の抽出とまとめを行う。
日本周産期・新生児医学会による周産期（新生児）専門医の取得：
小児科学会専門医を取得後、周産期〔新生児〕専門医の取得を希望する医師に対して、研修開始届を確認し、経験症例の
まとめ、学会発表経験数の追加、受験条件に必要な査読論文の完成と積極的な治療計画、関連論文の抄読の遂行を促した。
1）卒前教育
医学生、看護短大生、総合医療センター看護学校生
側島久典教授が医学部 1 年生（early exposure 解説、医学概論）
、4 年生および６年生（加部一彦教授、田村正徳特任教授）
に対する臨床講義および，医療短期大学母子看護学科学生、総合医療センター看護学校生に新生児学の系統講義を実施し
た．
側島久典教授、加部一彦教授、石黒秋生講師、金井雅代講師、モハメド特任講師は，５年生 BSL、CC でのクルズス、ベッ
ドサイドでの検査手技など基礎的な内容の教育に積極的に関わった。
新生児蘇生法、新生児診察法、新生児医療での医療機器、新しい治療概念などを実地に沿って教えた。
医学部５年生 BSL では、新生児医療、診療全般に対するオリエンテーション、正常新生児診察での新生児診察法を修得す
る（側島久典教授）
。新生児蘇生法（NCPR）の習得（インストラクター資格：田村正徳教授、側島久典教授、加部一彦教授、
金井雅代講師）。新生児の代表的疾患の臨床経過を日々の入院から朝夕の回診を通して実地で説明し、実習も交えた。（田
村正徳教授、側島久典教授、加部一彦教授、石黒秋生講師、金井雅代講師、モハメド特任講師、別所晶子心理士）
2）卒後教育
初期研修医、後期研修医（小児科専門医取得）専修医対象
定例回診（朝と夕方の１日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り、朝は当直上級医が司会、プレゼンテーション指導と当日を
含めた治療方針の検討、ナースリーダー、心理士交え総合討論を行った。学生も参加し、屋根瓦方式のチーム医療として
の教育を進めた。回診後は、担当医の所属する診療チーム別にミーティングを行い、患児の病態把握、方針に対して、教
授から形成的評価を加えた。
毎週木曜日午後症例検討会、抄読会を開催し症例把握、治療方針の検討を行った。
毎週金曜日小児科病棟との症例検討では、NICU からの在宅移行例のプロフィール、疾患の特殊性、家族背景をまとめた初
期研修医の症例提示を主体とし、新生児科と小児科とで今後対応が必要となる症例に絞り、病態と家族対応、緊急時の対
応を含めた臨床治療方針の検討を実施した。
専門医取得を目指す医師には、石黒講師、金井講師、難波講師より研究課題、学会発表演題の提案、その後の論文作成指
導を行った。基幹施設暫定指導医側島久典が受験申請書類作成最終確認を行った。
2-3． 達成度
1 年生：この学年への教育目標の達成度は本年も満足できたと考える。
例年同様に early exposure による施設訪問では、10 名ずつ４グループが周産期センターの見学に訪れた。殆どが初め
て見る病棟の光景であり、施設の装備ではなく、小さな命をどのように守り、考えるかを見学案内の焦点とした。周産期

0612

施設に母と家族の心のケアするスタッフの配置が、設置基準にあり、当ｾﾝﾀｰはそのけん引役をしていることに学生からの
質問が多く寄せられた。
学外からの公式学生見学要請：
４年生： 母体胎児ユニットとして４コマ講義を行った。子宮内から胎外生活への新生児に特有な適応生理，このプロセ
スが障害されるために発症する疾患への理解を中心とした。５年生：
BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）
：
31 年度 BSL は 20 組が実習を行った。各組２週間の後半の１週間を新生児科実習とし、初日オリエンテーションで、週
間予定表とともに目標を明示した。患児を１名受け持ちと、新生児の疾患を１つ以上症例に接すること、小児科、新生児
科症例を対象に口頭試問を行うことを伝える。
BSL：各班 3～4 名が実習。月曜日朝の病棟回診から開始。１週間の課題項目、週間予定表を初日朝回診後ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝで配布。
新生児を観察し、親しむことを第一の目標とする。成熟徴候判定法の講義直後に実際に新生児に触れ、体験学習を主体と
して取り入れた。新生児身体診察法を、正期産児を対象に、成熟度判定も交えて実習とした。NICU 診療各チームに 1～2 名
が１週間所属し、分娩立会い，新生児蘇生法，健常新生児の診察、入院児の処置などに立ち会い、出生直後の児の適応を
観察することに重点をおいた。1 名の受け持ち入院児を割り当て、主治医、研修医によるアドバイスを受けながら、患者の
状態を適切に把握して木曜日総回診時に 1 分間でのプレゼンテーションを行い、その場と終了後にプレゼンテーションへ
のフィードバックを行った。
クリニカルクラークシップ（CC）
：
新生児科１週間の CC は、教務課 HP に BSL とは異なった到達目標を以下のように明示した。2019 年１月から２クール
（４ブロック）が実習来院し、クルズスでは、難波講師が今年度も引き続き研究への取り組みについて１コマを担当した。
1)医学英文に親しむ目的で、代表的な新生児疾患の英文教科書(Neonatology Avery’s)の呼吸障害を数ブロックに分け、
各学生が担当分を１週間で翻訳し、翌週に 10 分で内容を提示説明する。その中で教員、学生間での質疑を行う方法とした。
2)クリニカルクエスチョンの継続。学生 1 名につき１題のクエスチョンをいくつかの項目の中から選択し、自分なりの表
現で数日後の朝回診後説明する。チーム医に尋ねる、自分で調べるなど自由に行い、担当教官が解答を聞いた後ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯ
ｸする。２週間の間、いくつかのクエスチョンを課題として、受け答えを続ける。
3)院外実習：近隣の産科施設での新生児・乳児健診に同行見学し、子を持つ母、家族が子育てをする中での質問と対応を
学習する。生後２週間から２歳までの発達と児の身体診察法を見学、時に実習を交える。
4)受け持ち症例を総回診以外でもプレゼンテーションを行い、方法についてもフィードバックを行う。
5)学生による、クルズス評価を後半に実施した。
初期研修医：
周産期成育プログラム選択の研修医を中心に、地方会、研究会等への１演題の発表を目指した。標準プログラムで２年
目では希望に沿って研修期間を設定し、医療チームの一員かつ、副主治医として上級医とともに日常採血、緊急帝王切開、
分娩などへの立会、初期処置、新生児蘇生法についてその基本的知識、技術の修得を目標とした。
小児科専門医修得：
小児科専門医制度：卒後５年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績をもとに書類を作成し、専門医試験受験資格が
得られる。新生児症例経験も必須である。
2-4． 自己評価と次年度計画
医学部１年生の Early exposure では、彼らがそれまでに見たことのない小さな新生児に対して、生命の持つ力強さを感
じる学生が多いと感じている。新生児､とりわけ出生体重の小さな児の姿を記憶に残す意味は大きく、その後の医学概論講
義では高い関心を持った学生の反応を直接感じることができた。小児科の中でも特殊な分野となる超低出生体重児のケア
を含む新生児医療を、母子の心のケアを交えた広い視点で若い学生に紹介し、その到達目標はこのような新生児が幸福な
家庭生活を送ることにあることを前面に、今後も講義に積極的に取り入れて行く。
CC 学生への週間計画表と、２週間の課題をきちんと表にして初日のオリエンテーションで渡した後、新生児室で実際に
新生児に触れ、コミュニケーションをトライする取り組みは、好評である。また一昨年から取り入れた院外施設での健診
見学は、家族とくに母からの訴えをどのように聞き取り、対応するかを見せることにとても興味を示し、今後も継続して
CC プログラムに組み入れる。
医学教育と英語教材は益々必要性が高まっている。モハメド特任講師との会話は CC を通して体験できる貴重な場となっ
ている。海外留学を予定している学生からの反響が本年度も大きかった。

３．研究
3−1．目標・目的
臨床研究、基礎研究を通じて日常診療に対する理解を深め，医療の質を向上させる。中でも、極低出生体重児の長期予
後の改善を目指す。
周産期医療、新生児医療の向上のために、当センター独自の臨床研究の計画、全国調査と多施設共同研究で当教室で吟
味されたものには積極的に参加してゆく。
長期入院児を円滑に家庭生活に移行するための小児在宅医療支援に向けて、実態調査をもとに、NICU でできる家族の実
生活に即した具体的行動に向けて、対策を検討する。
動物を用いた基礎研究にも力を入れて、臨床に結びつくリサーチマインドを養成する。
3−2．研究プロジェクト
新生児仮死と新生児心肺蘇生法に関する研究
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・動物実験グループ：難波文彦講師、モハメド特任講師、鈴木啓二非常勤講師を中心
・臨床研究 調査、登録事業の開始
ハイリスク新生児フォローアップ研究：側島久典教授 加部一彦教授、 石黒講師、金
井講師を中心に、NRN リサーチネットワークハイリスク児登録事業に参加
重症新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究、
「Consensus2010 に基く新しい日
本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の評価に関する研究班（分担研
究者: 田村正徳）
」の一環として 新生児低体温療法導入を検討された中等度から重症
HIE 症例のデータを全国の周産期関連施設から集める研究「新生児低体温療法レジスト
リー」Web 登録事業４年目を継続。参加施設拡大の呼びかけ。学会毎の登録状況報告と
全国参加施設への研修会開催。
（田村正徳、側島久典）
慢性肺障害の防止に関する研究（難波文彦講師）
CLD モデル、酸素毒性に対する反応モデルの確立。
厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）
「医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医療における訪問看護師、理学療法士、訪問介護員の
標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための研究」
（前田浩利班長：分担研究者田村正徳）
②
NICU を含む病院医師向け教育プログラムの作成と実施
②小児在宅医療への移行に向けた NICU、小児科病棟での長期入院児の疾患、病状、問題点の共有
3−3．研究内容と達成度
厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：厚生労働省子ども
家庭総合研究事業： Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の評価に関す
る研究：達成度 95%、
「新生児低体温療法レジストリー」での Web 登録は 6 年目となった。
3-4. 自己評価と次年度計画
本年度も引き続き低酸素性虚血性脳症児への低体温療法症例登録事業を継続して行った。
さらに次年度以降に向けて Web
サイトの充実と、参加施設での問題提示や講習会参加を促し、データ解析から、低体温開始時の心拍数・血圧と長期予後
の関係を分析し、論文等により国内外に発信してゆく。

４．診療
2017 年 2 月に県立小児医療センターが開設され、県内に２カ所の総合周産期センターが稼働する体制が完成した後、極
低出生体重児、超低出生体重児の収容数は、若干減少したが、その後、県内の患児受け入れ体制が安定するに従って、今
年度は総入院数が再び増加に転じている。また、入院する新生児の重症度は依然として高く、引き続き NICU 病棟と周産期
センター産科、周産期麻酔科、小児外科をはじめ多職種のチームワークを密に連携してゆく。また、院外出生児の収容に
ついて、引き続き院内の PICU 病棟とも協力して極力当院へのスムーズな入院ができるように配慮する。

５．その他
5-1. 自治体，政府関連委員の有無
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（田村 正徳）
日本小児科学会社会保険委員会（奈倉 道明）
日本小児科学会埼玉地方会学術委員（加部 一彦）
NICU に入院している新生児の痛みのガイドライン作成委員会（側島 久典）
産科医療補償制度再発防止委員会（田村 正徳）
2020 年の Consensus2020 にむけて国際的な新生児蘇生法のガイドライン作成作業に従事（田村
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（田村 正徳）
日本集中治療医学会 国際交流委員会（田村 正徳）
日本版救急蘇生ガイドライン策定作業に小児科学会代表委員として従事（田村 正徳）
小児科専門医制度での新生児研修医カリキュラムの作成等（田村 正徳）
埼玉県下の母子保健運営に関する協議（加部 一彦）
埼玉県下の新生児の母子保健推進に関する協議（加部 一彦）
埼玉県下の周産期医療に関する協議（加部 一彦）
埼玉県下の新生児の救急搬送受入に関する協議（加部 一彦）
5-2. 学術誌，編集委員，査読委員
Journal of Neonatal Biology（石黒 秋生）
Pediatric International 投稿論文の査読（加部 一彦）
Journal of Reproductive Immunology（難波 文彦）
Cellular Physiology and Biochemistry（難波 文彦）
Pediatrics International（難波 文彦）
日本周産期新生児医学会雑誌 投稿論文の査読（加部 一彦）
日本新生児成育医学会雑誌 投稿論文の査読（加部 一彦）
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正徳）

日本小児科学会雑誌

投稿論文の査読（加部

一彦）

5-3. その他
埼玉県災害時小児周産期リエゾン講習会（加部 一彦、石黒 秋生）
新専門医制度特任指導医講習会講師（側島 久典）
恩賜財団母子愛育会主催 周産期セミナー（加部 一彦、側島 久典）
日本病院会臨床研修指導医養成講習会（側島 久典）
日本新生児看護学会主催の認定看護師講習会にて新生児心肺蘇生法と人工呼吸療法の集中講義（田村
信州大学医学部で小児科分野における国際医療協力を講義（田村 正徳）
全国自治体病院協議会 臨床研修指導医講習会（側島 久典）

正徳）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①重篤な腎障害を呈した PI カテーテル関連下大静脈血栓症に対し t-PA を用いた 1 例
佐藤 竜太朗(埼玉医科大学総合医療センター 小児科), 大島 あゆみ, 佐々木 歩, 岡 俊太郎, 松村 峻, 本島 由紀子,
伊藤 加奈子, 金井 雅代, 石黒 秋生, 加部 一彦
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page903(2019.10)
②当院 NICU における出生体重 500g 未満児に関する臨床的検討
岩谷 綾香(埼玉医科大学総合医療センター 新生児科), 大島 あゆみ, 佐々木 歩, 岡 俊太郎, 松村 峻, 本島 由紀子,
伊藤 加奈子, 金井 雅代, 石黒 秋生, 加部 一彦, 側島 久典, 田村 正徳
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page745(2019.10)
③当院における胎便関連性腸閉塞症 18 例に対する治療介入についての後方視的検討
佐々木 渉(埼玉医科大学総合医療センター 小児科新生児部門), 佐藤 竜太朗, 大島 あゆみ, 岡 俊太郎, 伊藤 加奈子,
金井 雅代, 石黒 秋生, 加部 一彦, 側島 久典, 田村 正徳
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page730(2019.10)
④四 2010〜2018 年に当院 NICU に入院した 18 トリソミー児の予後
金井 雅代(埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター 新生児部門), 大島 あゆみ, 佐々木 歩, 岡
俊太郎, 松村 峻, 本島 由紀子, 芳賀 光洋, 伊藤 加奈子, 石黒 秋生, 加部 一彦
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page722(2019.10)
⑤未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン静注療法と血中濃度の検討
大島 あゆみ(埼玉医科大学総合医療センター 小児科), 松村 峻, 森田 真知子, 岩谷 綾香, 岡 俊太郎, 本島 由紀子,
金井 雅代, 石黒 秋生, 難波 文彦, 加部 一彦
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page717(2019.10)
⑥周産期の災害対策、平時から出来ること 埼玉県の場合
加部 一彦(埼玉医科大学総合医療センター 新生児科)
日本新生児成育医学会雑誌(2189-7549)31 巻 3 号 Page648(2019.10)
⑦Akio Ishiguro Effect of antenatal steroid on postnatal hemodynamics in extremely low birth weight
infantsPediatric Academic Societies 2019 Meeting 2019.04; Baltimore
Nakagawa R, Ozawa J, Tanaka K, Haga M, Kabe K, Namba F
⑧Clinical features of Cytomegalovirus-related sepsis-like syndrome in very low birth weight infants: data
from a nationwide surveillance in JapanPediatric Academic Societies Annual Meeting 2019.04; Baltimore
⑨Morita M, Tanaka K, Matsumura S, Tamura M, Namba F Risk factors for bubbly and cystic appearance in
bronchopulmonary dysplasia of neonates exposed to chorioamnionitisPediatric Academic Societies Annual
Meeting 2019.04; Baltimore
⑩Oka S, Ozawa J, Tanaka K, Kabe K, Namba F Feasibility of factory-calibrated continuous glucose sensors in
term and near-term Infants at risk of hypoglycemiaPediatric Academic Societies Annual Meeting 2019.04;
Baltimore"
Academic Societies Annual Meeting 2019.04; Baltimore"
【総数：論文 45 件、学会発表 56 件、講演 10 件】
6-2．獲得研究費
基盤 C 未熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオレドキシンの重要性 1800 千
円
応用研究 小児からの臓器提供にかかる基盤整備と普及啓発のための研究 3 千円
障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研究 （前田浩利（はる
たか会）
、岡明（東京大学医学部小児科）
、江原伯陽（エバラこどもクリニック）
、北住映二（心
身障害児総合医療療育センター）
、荒木暁子（日本看護協会）
、星順（カルガモの家）
）6000 千円
応用研究 小児からの臓器提供にかかる基盤整備と普及啓発のための研究 3 千円
学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供に資する研究 （
「岩
本彰一郎（三重大学大学院医学系研究科小児科小児トータルケアセンター）
」
「前田浩利（はるたか
会）
」
「横山由美（自治医科大学看護部）
」
「田角勝（昭和大学医学部小児科学講座）
」
「米山明（心身
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障害時総合医療療育センター外来診療部」
「太田えりか（聖路加国際大学大学院看護研究科国際看
護学）
」
）7255 千円
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
平成 31 年度 第１回 保健師研修会
日 時：令和２年１月 16 日（木）17 日（金）10：00～16：00
会 場：埼玉医科大学総合医療センター 管理棟２階カンファ室１・2
１日目
「小児在宅医療の現状と課題」
「NICU 見学」
「NICU 看護について」
「低出生体重児の発達の見方」
「NICU の現況」
「低出生体重児に対するリハビリテーション」
「医療型障害児入所施設 ｶﾙｶﾞﾓの家の活用法」
2 日目
「発達障害を疑う症状と早期介入」
「産科における母親への支援」
「周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性」
「産後うつの現状と課題」
「ケースカンファレンスと総合討論」
講 師：奈倉道明・岡本行江・加部一彦・側島久典・守岡義徳・伊藤淳子
星 順・水田桂子・原田優花・高田栄子・小野義久
参加人数 21 名
平成 31 年度 第２回 保健師研修会
日 時：令和 2 年 2 月 20 日（木）21 日（金）
会 場：埼玉医科大学総合医療センター 管理棟２階カンファ室１・2
１日目
「小児在宅医療の現状と課題」
「NICU 見学」
「NICU 看護について」
「周産期医療の現状と小児在宅医療支援を含む方向性」
「NICU の現況」
「低出生体重児に対するリハビリテーション」
「医療型障害児入所施設 ｶﾙｶﾞﾓの家の活用法」
2 日目
「発達障害を疑う症状と早期介入」
「産科における母親への支援」
「低出生体重児の発達の見方」
「産後うつの現状と課題」
「ケースカンファレンスと総合討論」
講 師：奈倉道明・岡本行江・加部一彦・側島久典・守岡義徳・伊藤淳子
星 順・水田桂子・原田優花・高田栄子・小野義久
参加人数 19 名
新生児心肺蘇生法研修プログラム実施事業
平成 31 年 4 月１日から令和 2 年 3 月 31 日の一年間に、総合周産期母子医療センター 母体・胎児部門及び新生児部門
の主催で、以下の様な新生児心肺蘇生法研修講習会事業を実施した。
1. 一般助産師・看護師対象 新生児蘇生法「専門」コース
インストラクターとインストラクター補助者の資格を獲得したスタッフの協力を得て、県下の周産期センターや一般施設
勤務の助産師と看護師を対象として新生児心肺蘇生法研修を 5 回開催した。また、総合周産期母子医療センター助産師・
看護師・医師などを対象に 8 回の講習会を開催した。講習会の際には、将来インストラクターを目指す方々に対して、イ
ンストラクションの指導も行った。
・令和 1 年 7 月 17 日 12:00～17:00
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会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：28 名
・令和 1 年 9 月 7 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学病院 9 号館
対象：助産師・看護師
受講生：19 名
・令和 1 年 9 月 18 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：21 名
・令和 1 年 11 月 16 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学病院 9 号館
対象：助産師・看護師
受講生：15 名
・令和 1 年 11 月 20 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：24 名
・令和 2 年 1 月 15 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：14 名
・令和 2 年 2 月 2 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：11 名
・令和 2 年 3 月 7 日 12:00～17:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師
受講生：7 名
2．一般助産師・看護師対象 新生児蘇生法スキルアップコース
インストラクターとインストラクター補助者の資格を獲得したスタッフの協力を得て、県下の周産期関連施設の助産師と
看護師を対象として新生児心肺蘇生法スキルアップコースを 30 回開催した。
これに関しては、同じ施設で勤務するスタッフが実際の現場でトレーニングを行うメリットは非常に大きいと考えており、
講習会開催の希望があった施設に出張し、講習会を行った。
・平成 31 年 4 月 21 日 9:00～12:00
会場：赤心堂病院
対象：助産師・看護師・医師
受講生：12 名
・令和 1 年 5 月 19 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：8 名
・令和 1 年 5 月 19 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：6 名

・令和 1 年 6 月 19 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：9 名

・令和 1 年 6 月 19 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：5 名

・令和 1 年 7 月 21 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：12 名
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・令和 1 年 7 月 21 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：8 名

・令和 1 年 7 月 31 日 9:00～12:00
会場： 丸山記念総合病院
対象：助産師・看護師
受講生：10 名
・令和 1 年 8 月 21 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：8 名

・令和 1 年 8 月 21 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター
対象：助産師・看護師・医師・研修医

総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
受講生：5 名

・令和 1 年 8 月 21 日 13:00～16:00
会場：助産院もりあね
対象：助産師
受講生：8 名
・令和 1 年 8 月 23 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学病院 9 号館
対象：助産師・看護師
受講生：4 名
・令和 1 年 9 月 4 日 13:00～16:00
会場： 丸山記念総合病院
対象：助産師・看護師
受講生：10 名
・令和 1 年 9 月 26 日 13:00～16:00
会場： 山王クリニック
対象：助産師・看護師
受講生：11 名
・令和 1 年 9 月 29 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：11 名
・令和 1 年 9 月 29 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：10 名
・令和 1 年 10 月 16 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：11 名
・令和 1 年 10 月 16 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：4 名
・令和 1 年 10 月 17 日 13:00～16:00
会場：長岡産婦人科医院
対象：助産師・看護師・医師
受講生：10 名
・令和 1 年 11 月 16 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学病院 9 号館
対象：助産師・看護師
受講生：4 名
・令和 1 年 11 月 17 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：6 名
・令和 1 年 10 月 16 日

13:00～16:00
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会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：3 名
・令和 1 年 12 月 18 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：10 名
・令和 1 年 12 月 18 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：6 名
・令和 2 年 1 月 8 日 13:00～16:00
会場：さいたま助産院
対象：助産師・看護師
受講生：5 名
・令和 2 年 1 月 11 日 13:00～16:00
会場：上尾中央総合病院
対象：助産師・看護師
受講生：6 名
・令和 2 年 1 月 18 日 13:00～16:00
会場：埼玉医科大学病院 9 号館
対象：助産師・看護師
受講生：8 名
・令和 2 年 1 月 25 日 13:00～16:00
会場：上尾中央総合病院
対象：助産師・看護師
受講生：4 名
・令和 2 年 1 月 26 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：8 名
・令和 2 年 2 月 19 日 9:00～12:00
会場：埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期センター新棟２階第 1 会議室
対象：助産師・看護師・研修医
受講生：6 名

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
2019 年度は極低出生体重児年間入院数が 114 名と前年度に比べて 31 名増え、2017 年度から二年連続の減少していたが、
再び増加に転じている。超低出生体重児は 55 名と前年から 8 名の増加にと留まっているが、出生体重 500g 未満のとりわ
け小さな児の出生が増えている。引き続き極低出生体重児の救命率は、全国登録による数値と比較して格段に高い状態が
維持されており、本年度も安定して質の高い治療が行われたと考えられる。一昨年まで当センターは県内唯一の総合周産
期医療センターとして機能していたが、県内二総合周産期医療センター体制となり 2 年が経過した本年度は、母体搬送、
新生児搬送の受け入れもスムーズとなり、何よりも懸案であった県内から徳狂へ搬送される母体、新生児が激減している。
本年度も埼玉県母体新生児搬送周産期応需情報 Web サイトへ施設の状況を入力を適時に行なっており、引き続き搬送コー
ディネーターとの密な連携を保つことができたことも搬送状況の大幅な改善に寄与したと考える。
低酸素性虚血性脳症例に対する低体温療法は、今では我が国においても推奨殿高い治療法となり、引き続き全国登録事
業（レジストリー）への症例画像化し、我が国発の論文作成も次第に増えてきている。
研究部門での、新生児慢性肺疾患へのアプローチは、研究内容が徐々に定着、他施設からの見学、研究を目指す医師が
増え､社会人大学院生も入学するようになった。
小児在宅医療は全国的広がりがあり、患児が自宅に戻った地域での多職種からの多くの支援が得られるよう、NICU から
の情報発信と連携の充実が望まれる。引き続き埼玉県からの助成を受け、小児在宅医療に興味をもつ成人在宅医への小児
在宅医療講習会第２回を開催し、日本小児在宅医療研究会、埼玉気炎小児在宅医療研究会の運営に積極的に参加した。
7－2．次年度の改善計画
次年度も引き続き県西部を中心とする担当区域内の周産期医療体制の維持に努力すると同時に、医学生、研修医、専門
医の学習、研修へのプログラムを充実し、2024 年度から予定されている医師の働き方改革に向けて、人材の発掘と育成に
一層の努力を行って行きたい。加えて、豊富な症例を活かして、臨床研究にも積極的に取り組んで行く予定である。
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2．21）皮膚科
1. 構成員
福田 知雄 (FUKUDA, Tomoo)

: 教授：運営責任者：診療科長：教育主任：指導教員(大学院)：真菌症, 皮膚腫瘍, 皮

膚外科：博士
北村 啓次郎 (KITAMURA, Keijiro)
伊崎 誠一 (IZAKI, Seiichi)

: 名誉教授：皮膚内科学, 皮膚病理学：博士

: 名誉教授：炎症学, 皮膚病態生理学, 生化学：博士

寺木 祐一 (TERAKI, Yuichi)

: 准教授：研究主任：指導教員(大学院)：皮膚免疫学, アレルギー学：博士

人見 勝博 (HITOMI, Katsuhiro)

: 講師：教育員・研究員：医局長：血管炎, 皮膚科学一般：博士

天方 將人 (AMAKATA, Masato)

: 助教：教育員・研究員：病棟医長：博士

佐藤 良樹 (SATO, Yoshiki)

: 助教：教育員・研究員・医員

田口 良吉

(TAGUCHI, Ryokichi)

菅井 奏良

(SUGAI, Sora)

鈴木 友博

(SUZUKI, Tomohiro)

竹内 瑞希

(TAKEUCHI, Mizuki)

中村 かおり (NAKAMURA, Kaori)

: 助教：教育員・研究員・医員
: 助教：教育員・研究員・医員
: 助教：教育員・研究員・医員
: 助教：教育員・研究員・医員
: 助教：教育員・研究員・医員

井上 有美子 (INOUE, Yumiko)

: 助教：教育員・研究員・医員

高村 さおり (TAKAMURA, Saori)

: 助教：教育員・研究員・医員

齊藤 優子 (SAITOU, Yuko)

: 助教：教育員・研究員・医員

吉野 裕美子 (YOSHINO, Yumiko)

: 助教：教育員・研究員・医員

平井 昭男、仲 弥、須山 孝雪、平原 和久 各非常勤講師計 4 名、その他非常勤医員 4 名。

2. 教育
2-1. 目的･目標
埼玉医科大学における医学教育を担う総合医療センターとして、医学生講義・医学生臨床実習に積極的に貢献し、同時
にセンター設立の目的である卒後教育の充実を担う。医学教育環境が近年変容しているが、教育環境の変化に的確に対
応できるよう臨床を充実し、個々の医療人としての実力を涵養し、柔軟な準備を怠らない。
2-2. 教育内容 (担当者)
医学部 3 年生講義 内分泌･代謝ユニット 皮膚の代謝異常･皮膚の形成異常 (担当 福田)
医学部 4 年生講義 皮膚･運動器分野 ウィルス性皮膚疾患

(担当 寺木)

医学部 4 年生講義 皮膚･運動器分野 水疱症･膿疱症

(担当 福田)

医学部 4 年生講義 皮膚･運動器分野 紅斑症･紫斑病

(担当 人見)

医学部 6 年生講義 皮膚･運動器分野 光･メラニン･代謝異常
医学部 5 年生臨床実習 (BSL) 年間合計 16 週間, 合計 63 名
医学部 5 年生臨床実習 (CC) 年間合計 8 週間, 合計 3 名

(担当 福田)
(担当 福田, 寺木, 人見 ほか)
(担当 福田, 寺木, 人見 ほか)

卒後研修医教育 全員担当
2-3. 達成度
講義については内容の充実度が高く、学生からの評価も比較的良いが常に改善を怠らない。平成 12 年度から BSL を全
日受け入れ、平成 20 年度から CC も受け入れ、それぞれに適した臨床実習ガイドを作製し、充実した臨床実習を行い、
学生からの評価も良い。学生からの建設的提言を受け入れ臨床実習ガイドも年々改良を続けている。学生からの要望と
してクルズスの充実があげられている。 教育スタッフ全員で協力し、定期的クルズスをより充実させるとともに、学生
が希望する分野のクルズスも不定期開催で臨機応変に行ってきた。令和元年度の達成度は約 75％である。
2-4. 自己評価と次年度計画
当科の学生臨床実習ならびに卒後研修では、アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など皮膚病変を主体とする疾患、全身性エ
リテマトーデスや皮膚筋炎などの内臓病変を伴う疾患、薬剤アレルギー･重症型薬疹などの他臓器との関係の深い疾患、
あるいは悪性黒色腫や有棘細胞癌などの皮膚外科手技を要する悪性腫瘍など広範囲な領域にわたって責任ある診療を行
いながら、広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている。並びに「病態のメカ
ニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく、
「皮疹を正確に観察する眼」の育成に力
を注いでいる。令和元年度は概ね達成できたと考える。令和 2 年度は教室の人的資源のさらなる充実を計り、一層の向
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上を目指す。また、出来れば真菌症、美容皮膚科など、これまで行ってこなかった分野にも積極的に取り組んでいきた
いと考えている。これまで同様、教育体制と教育内容の充実に努めていく。

3. 研究
3-1. 目的･目標
主要なテーマは、皮膚疾患と全身との関係を明らかにすること、すなわち内臓諸臓器の異常を反映する皮膚病変を主題
として選択し、これに関係する臨床研究を主たる目標とする。これまでは薬疹・中毒疹、血管･血流系の関与する疾患、
あるいは皮膚の炎症と感染防御に関する研究を中心に行ってきたが、今後は真菌症、皮膚悪性腫瘍など、より幅広い領
域の研究を行っていきたいと考えている。
平成 17 年度から寺木准教授が教室に加わり、リンパ球サブセット、表面マーカーに関する免疫学的研究を行う基盤が飛
躍的に充実し、各種皮膚疾患における免疫学的･アレルギー学的研究が一段と進歩してきた。この方面に関してもさらな
る充実を図る。
3-2. 研究グループ (研究プロジェクト)
少人数の体制であるので研究グループは常に変更され、流動的であるが、責任者とテーマを示す。
a 薬疹

(担当 寺木)

b 各種皮膚疾患の免疫･アレルギー学的研究 (担当 寺木)
c 肉芽腫性炎症

(担当 寺木)

d 血管炎、アナフィラクトイド紫斑
e 皮膚悪性腫瘍
f 真菌症

(担当 人見)

(担当 福田)
(担当 福田)

3-3. 研究内容と達成度
臨床に関わる時間に比し研究のための時間が不足であり、そのため研究の達成度は充分とは言えない。 しかしながら: a.
薬疹は主要なテーマとして継続的に研究を続け、成果を発表している; b. 各種皮膚疾患から採取した血中あるいは組織に
浸潤したリンパ球表面マーカーを解析することによる免疫･アレルギー学的研究で成果をあげている; c. d サルコイドー
シス、肉芽腫性血管炎に関する臨床研究を行い、特にサルコイドーシスでは皮膚症状に対するミノサイクリンの有用性
を示す発表まで行うことが出来た; e. 悪性黒色腫に関する臨床研究; f.真菌症に関する基礎的研究を平成 28 年度より開始
した。全体としての達成度は 70% 程度である。
3-4. 自己評価と次年度計画
研究についての自己評価は決して充分とは言えない。 計画の 70%程度である。 慢性的な人員不足が続き、 マンパワー
が減っていても、診療･教育業務の総量は変わらないため、研究に回す余裕が生まれてこなかった。令和 2 年度は 3 人の
新入局員を迎え入れることが出来た。人材の充実により、これまで蓄積してきた教室の活動を一層活発に展開し、底上
げをしていきたいと考えている。

4. 診療
難治性あるいは重症皮膚疾患の紹介患者を広く受け入れ、皮膚病に関する地域のセンター機能を果たすことを目的とす
る。令和元年度の初診患者数は 2,667 名、再診患者数は 27,564 名、入院患者の外来診察を含め総数 32,009 名であった。
入院患者数は 329 名、入院手術件数は 173 件、平均在院日数は 15.49 日であった。入院患者の内訳は重症薬疹、乾癬、
皮膚腫瘍など多岐にわたる。毎週病棟カンファレンス、教授回診、外来･入院患者の症例検討会、病理組織検討会(皮膚科
CPC)を行ない、診療に万全を期している。

5. その他
5-1. 自治体,政府関連委員の有無
埼玉県社会保険診療報酬審査委員会委員 (伊崎、福田)
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
査読: 日本皮膚科学会雑誌、J Dermatol、Medical Mycology J その他 (福田、寺木)
5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本皮膚科学会東京支部代議員、運営委員 (福田、寺木)
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6. 業績
6-1. 論文･学会発表･著書
① Teraki Y, Taguchi R, Takamura S, Fukuda T.
Use of Dupilumab in the Treatment of Papuloerythroderma of Ofuji.
JAMA Dermatol 155(8); 980-981, 2019.
② Amakata M, Teraki Y.
Depletion of regulatory FoxP3 ⁺ T cells in the pathogenesis of Stevens-Johnson syndrome induced by
mogamulizumab.
Int J Dermatol 58; e235-e256, 2019.
③

Takamura S, Sugai S, Taguchi R, Teraki Y.
Combination therapy of apremilast and bologics in patients with psoriasis showing biologic fatigue.
J Dermatol 47; 290-294, 2020.

④

寺木 祐一.
紅皮症の臨床, 病態
MB Derma

紅皮症と内臓悪性腫瘍．

284; 43-48, 2019.

⑤ 中村 かおり, 福田 知雄.
スポロトリキン反応によって診断し得たスポロトリコーシスの 1 例.
皮膚科の臨床 61(7); 1067-1070, 2019.
⑥

福田 知雄.
爪白癬これまでの内服療法 -イトラコナゾールとテルビナフィン-.
日本医真菌学会雑誌 60(3); 67-71, 2019.

⑦ 齊藤 優子, 高村 さおり, 寺木 祐一.
ヒドロキシクロロキンにより中毒疹様皮疹を生じた 1 例.
皮膚科の臨床 61(10); 1537-1540, 2019.
⑧

中村 かおり, 福田 知雄.
質量分析装置 MALDI-TOF MS による皮膚糸状菌同定.
Visual Dermatology 19(1); 52-53, 2020.

⑨

菅井 奏良, 高村 さおり, 福田 知雄, 寺木 祐一.
プロプラノロールが奏功した眼窩内乳児血管腫の 1 例.
皮膚科の臨床 62(1); 79-82, 2020.

⑩ 髙橋 彩, 田口 良吉, 佐藤 良樹, 横山 恵美, 須山 孝雪, 福田 知雄.
低分子性分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を適宜切り替え, 奏功した悪性黒色腫の 2 例.
Skin Cancer 34(3); 209-214, 2020.
【総数：論文発表 13 件、学会発表 18 件、講演 8 件】
6-2. 獲得研究費 : 該当なし
6-3. 受賞

: 該当なし

6-4. 特許,実用新案: 該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
平 成 3 1 年 4 月 1 3 日 第 21 回 埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会
平 成 3 1 年 4 月 2 5 日 第 54 回 川越 Dermatology Club
令 和 元 年 1 0 月 2 6 日 第 22 回 埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会
令 和 元 年 1 1 月 2 6 日 第 3 回 皮膚ネットワーク in 埼玉西部
令 和 元 年 1 2 月 1 2 日 第 55 回 川越 Dermatology Club

7. 自己点検･評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
令和元年度の当教室は、入局者と退職者の人数が同数で人員的に余裕のない中でも前年度を上回る診療実績をあげるこ
とが出来た。 外来患者数は維持し、入院患者数、手術件数を増やし、総診療稼動額は 2016 年度と比べ 3,000 万円の増
収となっている。教育にも力を入れ、BSL からの評判も良い。 初期研修医に積極的に声かけを行うことで、皮膚科に興
味を持った専攻医を平成 30 年度は 1 人、令和元年度は 1 人、令和 2 年度は 3 人と連続で新入局員として迎え入れること
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が出来た。
7-2. 次年度の改善計画
中長期展望として、皮膚科専門医を保持している指導医が現在 4 人と少なく、これを倍加したい。人材の充実により、
これまで蓄積してきた教室の活動を一層活発に展開し、教育に関しても、診療についても、研究についても底上げをし
ていきたいと考えている。
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2．22）泌尿器科
１．構成員
川上

理（KAWAKAMI, Satoru）
：教授：診療部長：指導教員（大学院）
：尿路性器腫瘍，排尿障害：博士

諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）
：准教授：運営責任者：教育主任：指導教員（大学院）
：尿路結石，尿路性器腫瘍：博士
岡田洋平（OKADA, Yohei）
：講師：外来医長：教育主任：尿路性器腫瘍：博士
矢野晶大（YANO, Akihiro）
：講師：研究主任：尿路性器腫瘍：博士
竹下英毅（TAKESHITA, Hideki）：講師：病棟医長：研究副主任：尿路性器腫瘍、排尿障害：博士
高木大輔（TAKAGI, Daisuke）
：助教：排尿障害
香川

誠（KAGAWA, Makoto）
：助教：尿路性器腫瘍

杉山博紀（SUGIYAMA, Hiroyuki）
：助教：尿路結石
立花康次郎（TACHIBANA, Yasujirou）
：助教：尿路結石
平沼俊亮（HIRANUMA, Shunsuke）
：助教：尿路結石

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」では、臨床講義とクリニカルクラークシップにより泌尿器科的疾患の病態生理を理解し、問題解決能力の
習得を図る。
「卒後教育」では、日々の診療現場でのきめ細やかな指導と共に、教育を通して診療技術の向上を図るととも
に、症例発表や臨床研究を通して診療技術と人間力の向上を図る。
「大学院教育」においては、泌尿器科領域の未知の課題
をテーマに、綿密な研究計画のもとに国際的に通用する研究結果を発表することで、科学的思考をもった医療人とし力を
蓄える。
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．
「卒前教育」
（諸角誠人，川上

理、岡田洋平、矢野晶大、竹下英毅）

泌尿器科領域では、まず尿路の病態生理を正しく理解することが重要である。患者の症状や各種臨床情報より疾病を診
断し治療を遂行する必要があり、以下の項目を目標に卒前教育を進める。
1．正確な医学用語を用いて病態を説明し記載できる。
2．患者およびコメディカルと意思疎通できる。
3．必要な診療ができ，必要な検査を計画でき，それらの所見を理解し記載できる。
4．得られた診療情報を統合し，診断に到達できる。
2-2-2．
「卒後教育」
（諸角誠人，川上

理、岡田洋平、矢野晶大、竹下英毅）

研修医は初期研修プログラムの選択必修期間中に研修医 1 名につき指導医 1 名で man to man の教育が行われ、プライマ
リーケアにおいて必要な泌尿器科領域の疾患病態を重点的に経験する。初期臨床研修終了後に，泌尿器科専門医になるた
めの後期研修プログラムがある。臨床面では指導医のもとに泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の習得をめざ
す。また，日本泌尿器科学会を中心に各種関連学会に出席参加・発表を行うとともに，論文作成の基本を学ぶ。
「大学院教育」
（諸角誠人，川上 理、岡田洋平、矢野晶大、竹下英毅）
2-2-3．
泌尿器科領域における未知のテーマに対する仮設を提示し、臨床経過および臨床検体より得られた情報をもとに実験計
画を立案し実行することで、国際的に通用する研究結果を発表する。
2-3．達成度
「卒前教育」における臨床講義では泌尿器科の基礎的知識の習得と、臨床情報の統合整理を行っている。臨床実習では
少人数（2-3 人）でおこなわれ，上記目標達成のため臨床実習で十分な経験をつむことが出来る。
「卒後教育」においては希望に沿った日程で前期研修医の在籍が可能であり、多様な臨床技術の取得が可能である。後期
研修医においては、臨床・学会活動を通して専門医取得のための十分な経験と知識を得ることが出来る。
「大学院教育」においては、限られた時間のなかで研究成果をだせるためにも、時間管理を徹底する。得られた情報を
指導医と共に検討し、綿密な計画をたてたうえで研究をすすめていく。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」では、講義の準備を十分に行うことで、学生に対してわかりやすく意味深い授業を展開できた。来年度は
さらに臨床への興味が深まるように授業内容を改変する。
「卒後教育」では、患者さんの生活と命を預かる責任の大きさを
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自覚できた。来年度はさらに患者さんに近いところで主治医としての臨床能力を高めたい。
「大学院教育」では、限られた
時間を有効に使用し研究発表を行った。来年度は学位取得にむけた具体的な方策をとる。

３．研究
3-1．目的・目標
泌尿器悪性腫瘍、腫瘍マーカー、尿路結石、急性陰嚢症、排尿障害，経尿道手術に関わる研究を進め、発展させる。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
当教室における研究プロジェクトは泌尿器悪性腫瘍、腫瘍マーカー、尿路結石、急性陰嚢症、排尿障害，経尿道手術に
分けられる．以下に現在当科が取り組んでいる臨床研究のうち、当院倫理委員会へ申請されたものについて示す。
1) 尿路上皮癌における腫瘍マーカーの有用性の検討 (申請番号 884, 1230)
2) 急性陰嚢症とくに精巣捻転症の診断と外気温との関連についての前方視的検討（申請番号 1123②）
3) 腎細胞癌における糖代謝関連物質のバイオマーカーとしての有用性の検討（申請番号 1133）
4) 膀胱癌に対する経尿道的膀胱粘膜下筋層一括切除（Transurethral dissection：TUD）の前方視的臨床検討（申請
番号 1164）
5) 膀胱癌に対する正確な組織学的深達度の判定を目的とした経尿道的膀胱粘膜下筋層一括切除（Transurethral
dissection：TUD）の臨床的意義の検討（申請番号 1175）
6) 前立腺肥大症に対するデュタステリド療法の後方視的検討（申請番号 1185）
7) 去勢抵抗性前立腺癌におけるバイオマーカーの検討（申請番号 1197）
8) 化学療法未治療去勢抵抗性前立腺か゛んにおけるエンサ゛ルタミト゛の効果予測因子としての好中球数・リンハ゜
球数比を評価するための後方視的研究（申請番号 1231）
9) 泌尿器がん由来のがん幹細胞の制御機構の解明 (申請番号 1363)
10) 予後不良進行性胚細胞腫瘍に対する末梢血幹細胞移植併用救済化学療法の有効性と安全生に関する検討（申請番号
1499）
11) 浸潤性膀胱癌に対する化学放射線療法を用いた膀胱温存療法の後方視的検討（申請番号 1514）
12) 片腎摘出術後の高尿酸血症に対する尿酸降下療法の腎機能への影響の後向き検討（申請番号 1602）
13) 化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロンからエンザルタミド、エンザルタミドからアビラテ
ロン、アビラテロンまたはエンザルタミドからドセタキセルの順次投与の有効性を評価するための後方視的研究
（申請番号 1609）
14) 経尿道的手術で発生するサージカルスモークの曝露回避を目的とした閉鎖式持続還流システムの後方視的観察研
究（申請番号 1672）
15) 化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロンまたはエンザルタミドからドセタキセル、ドセタキ
セルからアビラテロンまたはエンザルタミドまたはカバジタキセルの順次投与の有効性を比較評価するための後
方視的研究（申請番号 1827）
16) 化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロンまたはエンザルタミドからドセタキセル、ドセタキ
セルからアビラテロンまたはエンザルタミドまたはカバジタキセルの順次投与の有効性を比較評価するための後
方視的研究
17) 泌尿器癌の全身拡散強調ＭＲＩ画像の有用性の検討
18) 前立腺癌の予後因子探索
19) 前立腺癌患者における放射線療法の後方視的検討
20) 前立腺肥大症に対する薬物療法の後方視的検討
21) 膀胱癌治療の後方視的検討
22) 腎盂尿管癌治療の後方視的検討
23) 局所進行および進行前立腺癌治療の後方視的研究
24) 腎細胞癌治療の後方視的検討
25) 精巣癌治療の後方視的検討
26) 泌尿器がんの病理学的解析
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．悪性腫瘍
新規抗がん剤、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬、新規ホルモン治療薬などの登場により、泌尿器科領域
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の悪性腫瘍に対する治療が大きく変革している。当教室では泌尿器領域の進行がんに対する最も適切な治療ユニットを探
索し、患者さん一人一人に併せた遺伝子レベルで対応できる臨床を実現可能となるように臨床研究を進めている。
3-3-2．腫瘍マーカー
転移性尿路上皮癌は診断から癌死まで約 1 年と予後不良の疾患であり、確立した予後予測マーカーが存在しない。血清
CYFRA21-1 は肺扁平上皮癌のマーカーとして有用性が認められているが、当教室では尿路上皮癌における有用性に着目し
ている。CYFRA21-1 を用いた予後予測に基づき、ハイリスク群を選び、出し集学的治療を行うことで生存率の改善を目指
している。
3-3-3．精巣捻転症（急性陰嚢症：泌尿器救急疾患）
精巣捻転症は、診断や捻転解除の緊急手術が遅れると、精巣虚血から壊死をきたし精巣を喪失する泌尿器科救急疾患で
ある。生命には影響を及ぼさないが、思春期に好発するため、精巣喪失が起こった場合、心的外傷を来したり訴訟問題に
発展したりする可能性があり、泌尿器科医・小児科医にとって特に注意すべき社会的に重要な疾患である。急激な陰嚢痛
とともに発症するが、特異的な所見に乏しく、診断は時に困難であり、試験切開が必要になることもある。簡便で臨床で
有用な診断法と、捻転した虚血精巣を可能な限り温存する方法が求められており、当教室ではその開発に取り組んでいる。
3-3-4． 尿路結石
結石治療における安全に手術を施行可能となる臨床因子に関し、臨床的データをもとに解析を行っている。
3-3-5．排尿障害
前立腺肥大症の治療における 5α還元酵素阻害薬であるデュタステリドの効果について検討する（倫理委員会申請）
。女
性の腹圧性尿失禁に対する自己筋膜使用による尿失禁手術の治療成績に関し検討する。
3-3-6．経尿道手術
経尿道的内視鏡泌尿器手術（膀胱・前立腺）は、確立された基本的手術であるが、まだ改善すべき課題が存在する。膀
胱腫瘍では、腫瘍を細切して尿道から取り出すために、正確な病理学的診断が妨げられる点、さらに、電気メスによる切
除時に発生するガスが膀胱内に貯留し内視鏡を通して排出されるため、術者が高濃度で暴露されるが、その安全性につい
て不明である点、などがあげられる。これらの課題に対する解答を得るための研究を行う。
3-4．自己評価と次年度計画
各関連分野において，国内学会・国際学会、及び国内雑誌・国際雑誌で継続的に発表されており、引き続き発展的に研
究をすすめていく。

４．診療
尿路感染症，尿路結石症，泌尿器科悪性腫瘍，排尿障害、泌尿器救急疾患（急性陰嚢症）を網羅した総合泌尿器科を目
的とする．QOL を考慮した尿路癌に対する低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術）
、尿路結石症に対するレーザーなどのエネ
ルギーを用いた内視鏡的尿路結石手術は安定した成績が得られている．次年度も各人の診療能力を向上させることにより、
グループとして泌尿器科全体の診療能力を向上させることを目的とする．

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Sugiyama H, Takeshita H, Tachibana K, Hiranuma S, Takagi D, Kagawa M, Yano A, Okada Y, Morozumi M, Kawakami
S. Lens Culinaris Agglutinin-reactive Fraction of Alpha-fetoprotein as a Tumor Marker in a Patient With
Nonseminomatous Germ Cell Tumor With Normal Alpha-fetoprotein Level. Clin Genitourin Cancer.
2019;S1558-7673(19)30386-6.
②Ito T, yamguchi T, Wakatsuki T, Suzuki T, Eguchi H, Okazaki Y, Yamamoto G, Tachikawa T, Kawakami S, Sasaki
A, Akagi K, Ishida H The single-base-pair deletion, MSH2 c.2635-3delC affecting intron 15 splicing can be a cause
of Lynch syndrome. Jpn J Clin Oncol 2019;49(5):477-480.
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③ Yano A, Kagawa M, Takeshita H, Okada Y, Morozumi M, Kawakami S. Initial 3-month dynamics of
dehydroepiandrosterone sulfate can predict responsiveness to primary androgen deprivation therapy in patients
with metastatic prostate cancer. Asian J Androl. 2019;21(6):635–636.
④平沼俊亮, 竹下英毅, 川上 理, 立花康次郎, 杉山博紀, 香川 誠, 高木大輔, 矢野晶大, 岡田洋平, 諸角誠人.
R.E.N.A.L. nephrometry score の高い両側腎細胞癌に対して、術前 3 次元模型シミュレーションと経皮経膀胱的尿管ステ
ント留置を行い、両側腎部分切除を完遂した 1 例. 埼玉医大誌. 2020; 46(2): 76-81.
⑤Takeshita H, Kawakami S, Kumakura Y, Hiranuma S, Tachibana K, Sugiyama H, Kagawa M, Takagi D, Okada Y, Morozumi
M. Peri-Prostatic Vascular Dilatation Associates with Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic
Hyperplasia and Predicts Efficacy of Dutasteride Treatment. The 39th Congress of the Societe Internationale
d’Urologie. Athens, Greece. 2019/10/18
⑥Kagawa M, et al. Diagnostic Performance of Diffusion-Weighted Whole-Body Imaging with Background Body
Signal Suppression for Detecting Oligoprogressive Prostate Cancer in Patients Undergoing Androgen Deprivation
Therapy. The 39th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. Athens, Greece. 2019/10/18
⑦立花康次郎, 諸角誠人, 平沼俊亮, 杉山博紀, 香川 誠, 高木大輔, 竹下英毅, 岡田洋平, 川上 理. BCG 膀胱内注
入療法 5 年後に遅発した無症候性上部尿路 BCG 感染の１例. 第 83 回日本泌尿器科学会埼玉地方会, 川越 2019/11/16
⑧水田瞳美, 竹下英毅, 鈴木 海, 立花康次郎, 香川 誠, 杉山博紀, 髙木大輔, 矢野晶大, 岡田洋平, 諸角誠人, 川
上 理. 免疫療法を含む集学的治療にて完全寛解が得られた進行上部尿路上皮癌（cT4N2M0）の１例. 第 84 回日本泌尿器科
学会埼玉地方会, 川越 2020/2/8
⑨岡田洋平, 諸角誠人, 平沼俊亮, 竹下英毅, 高木大輔, 香川 誠, 杉山博紀, 立花康次郎, 川上 理. 腎瘻造設の
tips & pitfalls. 第 84 回日本泌尿器科学会東部総会（シンポジウム）, 東京 2019/10/17
⑩川上 理. 発想から論文まで：若手医師へのエール&進行前立腺癌 2020update. 第 84 回日本泌尿器科学会埼玉地方
会イブニングセミナー, 川越 2020/2/8
【総数：論文 4 件、学会発表 16 件、講演 1 件】

6-2．獲得研究費
竹下英毅：平成 31 年度科学研究費

若手研究(19K18597) 「精巣捻転症における精巣温存率向上のための治療戦略」

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

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
「卒前教育」では講義、臨床実習を通じて学生からの声をよくきき、きめ細かく配慮をしながら教育効果の高い講義を
行た。
「卒後教育」では初期臨床研修医に対し泌尿器科における必要な基本的知識・手技を獲得し、学会発表および論文作
成の指導を行った。
「大学院」では当科での研究テーマをもとに、主要な泌尿器科関連の国内外の学会で発表を行い、論文
での発表を継続的に行った。診療では、進行泌尿器がんに対してＱＯＬを維持したより治療効果の高い集学的治療法を実
践した。
7－2．次年度の改善計画
「卒前教育」はさらに臨床への興味が深まるように授業内容を教室内で討議し、よりよい形に改変する。
「卒後教育」で
は、患者さん寄り添った臨床医としての臨床能力を高め、問題解決能力の向上を図る。
「大学院教育」では、限られた時間
を有効に使用し、学位取得にむけた具体的な研究発表を行う。診療では日進月歩の最先端治療を積極的に取り入れ、
「病気
を治したい」という患者さんのお気持ちに応えることができるよう、日々最善を尽くし診療を行う。
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2．23）眼科
１．構成員
小幡

博人（OBATA, Hiroto）： 教授：運営責任者：診療部長、教育主任、研究主任、代表指導教員（大学院）：角結膜

疾患、眼瞼疾患、眼窩疾患、眼腫瘍、眼形成、眼病理：博士
山崎

厚志（YAMASAKI, Atsushi）: 教授：診療副部長、教育副主任、研究副主任、指導教員（大学院）、網膜剥離、網

膜黄斑部疾患、糖尿病網膜症、博士
河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）： 客員教授：未熟児網膜症、眼形成、眼薬理：博士
星

太（HOSHI, Futoshi）：助教：眼科一般

小泉

宇弘（KOIZUMI, Takahiro）：助教：大学院：眼科一般

阿部

竜三郎（ABE, Ryuzaburou）：助教：眼科一般

山田

布沙絵（YAMADA，Fusae）：助教：眼科一般

村上

仁司（MURAKAMI, Hitoshi）：非常勤講師

渡辺

久（WATANABE, Hisashi）：非常勤講師

広瀬

育隆（HIROSE, Ikutaka）：非常勤講師

佐谷

充（SATANI, Mitsuru）：非常勤講師

２．教育
眼科は眼球とその付属器の疾患の予防、診断と治療、視機能回復などを主として行う外科系診療科である。
A.卒前教育
2-1．目的･目標
医師国家試験合格のための知識の習得のみならず、将来、医師として知っておいて欲しい眼科の基礎知識を学ぶことを
目標とする。プライマリ・ケアにおいて必要な眼科領域の疾患とその病態を理解する。
2-2．教育内容
BSL は、1 週間で、細隙灯顕微鏡検査の実習、豚眼を用いた wet lab、外来見学、種々の眼科検査の原理の理解と体
験、手術見学、医師国家試験過去問から眼科学を学ぶクルズス、などを行った。CC では、これらに加え、手術助手、医
師として知っておいて欲しい眼科の基礎知識のクルズスなどを行った。
2-3．達成度
BSL と CC は、眼科学とは何か、眼科の主要疾患と検査にはどのようなものがあるか、という観点で実習を通して知識
を取得し、目標を達成できたと思われる。
2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフが少ないなか、本学医学生のために、熱意をもって臨んだ。次年度は、講師、准教授などの教育のできる
スタッフの増員が必要である。
B. 卒後教育
2-1．目的･目標
初期研修では、医師として知っておいて欲しい眼科疾患の基礎知識の修得、各種検査の理解、外来患者の医療面接、細
隙灯顕微鏡検査、眼底検査、豚眼による wet lab、手術助手などを行う。後期研修では、眼科専門医として地域住民なら
びに国民の眼科医療に貢献することを目指し、眼科専門医認定試験に合格するのに十分な知識の習得と眼科専門医として
相応しい手術手技の習得を中心に医療人としての基本的姿勢を身につける。
2-2．教育内容
眼科では、研修医１名に対し１名の上級医がついて、患者を受け持ち、外来、病棟、手術などの一連の診療にあたりつ
つ、外来医長、病棟医長、診療部長・副部長の指導、監督を受ける。下記の研修内容を主なカリキュラムの柱とする。
（１）眼科臨床に必要な基礎的知識、特に解剖、組織、病理の習得
（２）眼科診断、特に検査に関する原理の理解、技能の習得、所見の読み方
（３）眼科治療に関する知識と技能の習得：関与する眼科手術 100 例以上（外眼手術、内眼手術、およびレーザー手術が
それぞれ執刀者として 20 例以上を含む）
（４）学会、集談会、講演会などの出席
（５）英語論文の抄読会での発表
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（６）眼科に関する論文を単独または筆頭著者として１篇以上
（７）学会（集談会等を含む）報告を演者として２報以上
2-3．達成度
各自が手術手技の習得に積極的に取り組んだ。臨床研究を行い、学会発表を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
眼科の主要な疾患の知識と眼科の手術の検査の意義をしっかりと身につけてもらうという観点で目標は概ね達成できて
いる。眼科の医療機器は日進月歩であり、検査や手術の器械が日々進化している。最新の設備で最新の医療を学ぶ機会を
提供することが大切であり、新しい機器の購入を計画する。次年度は、眼科部門システムが導入されるので、プロジェク
ターを利用した症例検討会やスライドカンファレンスを行う。
C.大学院教育
2-1．目的･目標
眼科は既に専門性の高い診療科であるが、さらに専門の細分化が顕著になってきている。このような流れの中で、広い
視野を持ち、眼科診療全般を俯瞰できる基礎的能力を養い、ひいては眼科学の発展と進歩に貢献し得る人材を育成するこ
とを目標とする。
2-2．教育内容
（1）眼科医として必要な解剖、組織、生理、病理などについて講義を受ける。
（2）臨床医として外来・病棟で診療にあたり、眼科の内科的・外科的両側面についての理解と診療技術の習得をする。
（3）手術手技修得の一環として、白内障手術、網膜硝子体手術、眼瞼・結膜手術、レーザー治療などの理論と実際につ
いて学ぶ。
（4）基礎研究や臨床研究の成果を学会発表し、論文執筆を通して専門性を高める。
2-3．達成度
臨床研究を行い、学会発表を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
現在の研究テーマの統計学的解析を行い、学会発表を行い、論文を執筆する。

３．研究
3-1．目的・目標
個々の患者の病態にあったより良い治療を目指して，臨床研究を行った。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1.

全身麻酔下の白内障手術症例の分析

2.

眼瞼腫瘍の疫学と病態

3.

長眼軸眼（強度近視）と非長眼軸眼の眼球の生態計測における相違

4.

甲状腺眼症と甲状腺自己抗体の関連：小泉宇弘(院)

5.

眼内悪性リンパ腫の診断と治療

3-3．研究内容と達成度
上記 1)-5)に関して学会や研究会での発表を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
研究面は講師以上のスタッフが少ないため臨床や教育に時間が費やされることが多く、十分とは言えない。論文の作成
が少ないので次年度は積極的に publish していく。今後も臨床に直結した研究を推し進めていく。

４．診療
当科の診療は、角膜、結膜、眼瞼、眼窩などの前眼部・外眼部疾患の診療と網膜硝子体疾患や黄斑疾患の診療を 2 つの
専門の柱とする。また、未熟児網膜症と眼部の腫瘍に関する症例が多いのは、他の病院にない特色である。具体的には、
難易度の高い白内障手術、全身麻酔が必要な白内障手術、若年性の網膜剥離や増殖糖尿病網膜症の手術、眼部悪性腫瘍の
治療、未熟児網膜腫の治療など大学病院として高度医療の提供を行った。外来の初診患者、入院患者、入院手術、外来手
術、すべてにおいて、前年度に比べて増加した。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
厚生労働省：希少がん対策ワーキンググループ眼腫瘍分科会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Japanese Journal of Ophthalmology, Section Chief：小幡博人
Japanese Journal of Ophthalmology、日本眼科学会雑誌の査読：小幡博人
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本眼科学会評議員：小幡博人
日本眼腫瘍学会理事：小幡博人
日本眼病理研究会世話人：小幡博人
日本病理学会コンサルテーションシステム臓器別チーム責任者：小幡博人
埼玉県眼科医会顧問：小幡博人
埼玉県眼科医会理事：河井信一郎
埼玉臨床眼科セミナー世話人：小幡博人
彩の国眼科研究会世話人：小幡博人

６．業績
6-1．論文・学会発表（10 編まで）
①

Takayama K, Obata H, Takeuchi M: Efficacy of adalimumab for chronic Vogt-Koyanagi-Harada disease
refractory to conventional corticosteroids and immunosuppressive therapy and complicated by central
serous chorioretinopathy. Ocul Immunol Inflamm 2019 Jul 3 doi: 10.1080/09273948.2019.1603312.

②

小幡博人：マイボーム腺梗塞．あたらしい眼科 36:665-666, 2019

③

小幡博人：眼瞼腫瘍の診療の要点．生涯教育講座総説 79. 日眼会誌 123：785-804, 2019

④

小幡博人：IgG4 関連眼疾患. 実戦メディカル眼科治療アップデート．臨眼（増刊号）73：162-165、2019

⑤

小幡博人：麦粒腫．野田実香ほか(編)：外眼部アトラス、総合医学社、東京、82-83、2019.

⑥

小幡博人：霰粒腫．野田実香ほか(編)：外眼部アトラス、総合医学社、東京、84-85、2019.

⑦

山崎厚志：眼内異物はどのように診断しますか、また、治療はどうしますか.あたらしい眼科 36(臨時増刊号)：284-

⑧

星太、小泉宇弘、阿部竜三郎、山田布沙絵、田中崇広、河井信一郎、山崎厚志、小幡博人：埼玉医科大学総合医療

287、2019
センターにおける全身麻酔下の白内障手術症例の分析．第32回埼玉県眼科手術談話会、浦和、2019.7.28.
⑨

小泉宇弘、山田布沙絵、阿部竜三郎、星太、河井信一郎、山崎厚志、小幡博人、大竹啓之、松田昌文：甲状腺眼症
と甲状腺ホルモン・甲状腺自己抗体の関連．第73回日本臨床眼科学会、京都、一般講演、2019.10.26.

⑩

山﨑厚志、小幡博人、星太、小泉宇弘、阿部竜三郎、山田布沙絵、田中崇広、河井信一郎：Methotrexate 関連リン
パ増殖性疾患に眼内悪性リンパ腫を発症した１例．第 58 回日本網膜硝子体学会、長崎、2019.12.6-8
総数：論文 1 件、著書・総説 6 件、学会発表 9 件、講演 8 件

6-2．獲得研究費
日本アルコン：角膜の生体計測と眼軸長の関係
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉臨床眼科セミナー、彩の国眼科研究会

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教室員が少ないなか、数多くの患者の診療を行ってきた。今年度は昨年度に比べ、さらに広範かつ多数の医療の提供を
行った。卒前教育は、年間を通して熱意をもって臨んだ。研究に関しては、講師、准教授などの研究が指導できる人員不
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足と臨床と教育に費やされる時間が多いという問題があり、十分とは言えない。当科は、まだ部門システム（電子カル
テ、画像ファイリングシステム）がない。これらは、診療上、教育上、必要なシステムなので一日も早く導入したい。
7-2．次年度の改善計画
部門システムが次年度から入る予定となっている。より多くの疾患、難症例に対応し、患者さんに満足して頂けるよう
に、大学病院としての使命を果たしていく。また、医学生、研修医、大学院生の教育にも引き続き力を注ぎ、良い人材を
育成していく。
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2．24）耳鼻咽喉科
１. 構成員
菊地

茂（KIKUCHI, Shigeru)：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）
：耳科学，鼻科学，頭頸部外科学：
博士

二藤隆春（NITO, Takaharu）
：准教授：指導教員（大学院）
．診療副部長，病棟医長：喉頭科学，気管食道科学：博士
大木雅文（OHKI，Masafumi）
：准教授：指導教員（大学院）
．研究主任：耳科学，平衡神経科学：博士
田中

是（TANAKA, Sunao）
：講師：教育主任．耳鼻咽喉科一般：博士

石川淳一（ISHIKAWA，Junichi）：助教
杉木

司（SUGIKI，Tsukasa）
：助教

杉本裕彦（SUGIMOTO，Hirohiko）
：助教
仲山佑果（NAKAYAMA，Yuka）
：助教
堀越友美（HORIKOSHI，Tomomi）：助教
髙嶋正利（TAKASHIMA，Masatoshi）
：助教
山田正人（YAMADA，Masato）
：助教
望月

慧（MOCHIZUKI，Kei）
：助教

藤綱

舞（FUJITSUNA、Mai）
：助教

倉持篤史（KURAMOCHI，Atsushi）
：助教：
多賀谷亮甫（TAGAYA，Ryousuke）
：助教
坂田英明（SAKATA，Hideaki）客員教授：博士
大畑

敦（OHHATA, Atsushi）
：客員准教授：博士

西嶌

渡（NISHIJIMA, Wataru)：非常勤講師：博士

青木大輔 (AOKI, Daisuke)：非常勤講師：博士
：非常勤講師：博士
尾関英徳（OZEKI，Hidenori）
重田恵一（SHIGETA, Keiichi）
：非常勤講師：博士
葉山奈々（HAYAMA，Nana）
：非常勤医師
林

聡子 (HAYASHI Satoko)：非常勤医師

大野俊哉 (OHNO Toshiya)：非常勤医師：博士（医学）
馬塲有加（BABA，Yuka）
：非常勤医師

２. 教育
2-1.目的・目標
日常診療に追われる毎日であるが，本来，優れた臨床教育は豊富な症例から得られるものであり，卒前教育においても，
卒後教育においても懇切丁寧に指導し，耳鼻咽喉科の重要性と魅力を伝えるように努めている．
2-2.教育内容（担当者）
卒前教育においては，令和元年度は BSL および系統講義再開から 17 年目になり，系統講義を菊地，大畑，大木が担当した．
埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校の講義を大木が担当した．新臨床研修制度も 15 年目を迎え，十数名のローテ
ーターが初期研修における選択科目として耳鼻咽喉科を選択し研修した．卒後 6 年目までの教育は日本耳鼻咽喉科学会の
認定専門医制度に従って行い，学会認定専門医の資格習得を目的とし，医局全体でこれをサポートした．さらに，手術報
告会，症例検討会などを頻回に行い，耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の優れたオールラウンドプレーヤーとなるための教育
を日々行っている．
2-3.達成度
卒前教育においては，講義・BSL ともにカラーアトラスを付けた資料（プリント）を配布し，好評であった．BSL において
は指導者と学生がグループとなって診療にあたり，手術，外来，病棟の各実習，画像診断のクルズスなど，日常の講義や
学習では学べないことを十分に指導できたかと思う．また卒後教育においても初期研修医に対する教育も十分な実習成果
が得られたと思う．
2-4.自己評価と次年度計画
耳鼻咽喉科領域は各種の機器を使用しないと病変を可視できない部分が多く，特に学生教育においては，機能外科として
の耳鼻咽喉科を理解してもらうため、オリジナルなアトラスや動画などを作成し供覧したい．また，助教以下の教員にも
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積極的に教育に寄与してもうように指導したい．さらに，卒後教育では多数の症例に触れてもらい，丁寧にかつ熱心に指
導したい．次年度には当科に初めて大学院生が入学するので研究活動を積極的に支援したい．

３. 研究
3-1.目的・目標
豊富な臨床例を背景とした臨床研究を中心に研究を行っている．
3-2.研究グループ
音声・嚥下医学：二藤
平衡神経科学：大木
耳鼻咽喉科領域の感染症の研究：菊地，田中
3-3.研究内容と達成度
神経耳科疾患（末梢性ならびに中枢性平衡障害，顔面神経麻痺，急性感音難聴）の解析，音声医学，嚥下医学，副鼻腔内
視鏡治療，深頸部感染症，急性喉頭蓋炎などの臨床研究を中心に研究を進めた．
3-4.自己評価と次年度目標
当科の医師は日常診療と教育に追われ，いわゆる基礎研究に携わる時間がないのが現状である．一方で、豊富な臨床症例
に恵まれており，臨床研究を行うには十分な環境にある．このような特色を生かして，耳鼻咽喉科領域の炎症性疾患，神
経耳科領域の疾患に関する臨床的解析をさらに進めていきたい．令和 2 年度もこれまで通り臨床研究に力を注ぎ，学位取
得者を輩出できるように指導したい．

４. 診療
令和元年度において取り扱った疾患は、急性感音難聴，顔面神経麻痺，内耳性めまい症などの神経耳科疾患から頭頸部腫
瘍まで多岐にわたり，このような豊富な症例は都内の大学病院では絶対に経験できないと言ってよい．次年度以降も安全
で質の高い耳鼻咽喉科・頭頚部外科領域の医療を提供したい．

５.その他
5-1.自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2.学術誌，編集委員，査読委員の有無
菊地

茂：ＪＯＨＮＳ（Editor）

菊地

茂：日本耳鼻咽喉科学会会報（査読委員）

菊地

茂：日本鼻科学会誌（査読委員）

菊地

茂：頭頸部外科学会誌（査読委員）

菊地

茂：Auris･Nasus･Larynx（査読委員）

5-3.その他，社会的あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉感染症アレルギー研究会の主催、埼玉県耳鼻咽喉科医会，川越市医師会，東入間医師会との病診連携，学術講演会
共催など．

６．業績
6-1.論文・学会発表
①

Ohki M, Kikuchi S, Tanaka S. Endoscopic Type 1 Tympanoplasty in Chronic Otitis Media: Comparative Study with
a Postauricular Microscopic Approach.

②

Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;161(2):315-323

Ohki M, Kikuchi S. Sinonasal inverted papilloma: Efficacy of demucosation to reduce recurrence after surgical
managements. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;71(Suppl 3):2186-2193

③

Ohki M, Kikuchi S. Apocrine adenoma of the external auditory canal with pseudoepitheliomatous hyperplasia.
Case Rep Otolaryngol. 2019 Feb 20;2019:7395856. doi: 10.1155/2019/7395856. eCollection 2019.

④

Ohki M, Kikuchi S. A small glomus tympanicum tumor resected by minimally invasive transcanal endoscopic

⑤

Nomura T, Momose S, Takashima M, Kikuchi S. A case of neck xanthogranulomatous inflammation-suspected malignant

approach. Case Rep Otolaryngol. 2019 Jul 9;2019:5780161. doi: 10.1155/2019/5780161. eCollection 2019
tumor. Clin Case Rep. 2019 May 28;7(7):1323-1326. doi: 10.1002/ccr3.2220. eCollection 2019 Jul.
⑥

杉本 裕彦 , 山内 彰人 , 田山 二朗 , 菊地 茂 Ejnell 法による声門開大術を施行した両側声帯運動障害例．日気食
学会会報 70(4):265-272,2019
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⑦

野村 務 , 牛尾 宗貴 , 近藤 健二 , 菊地 茂 鼻腔気流に対する鼻中隔穿孔修復の効果 術前および術後三次元モデ
ルに対する気流解析を用いた分析 日本耳鼻咽喉科学会会報 122(10):1370-1371,2019

⑧

菊地 茂 ：扁桃炎/扁桃周囲膿瘍．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 91(5):224-228,2019

⑨

大木雅文：咽頭手術におけるインフォームド・コンセント

⑩

二藤隆春，佐藤拓，荻野亜希子：頭頚部がん治療後の摂食嚥下障害-評価とアプローチの実際-．MB Med Reha 240: 165-168,

扁桃周囲膿瘍切開術 JOHNS 35(2):208-210,2019

2019.
総数：論文 36 件，学会発表 13 件
6-2.獲得研究費：該当なし
6-3.受賞：該当なし
6-4.特許，実用新案：該当なし
6-5.学会，研究会，セミナー等の開催実績：
研究会開催：第 15 回埼玉耳鼻咽喉科感染症・アレルギー研究会，2019 年 10 月 31 日，さいたま市

７. 自己点検・自己評価
7-1.今年度の点検・評価結果
令和元年度も，医療安全の面から，耳鼻咽喉科内におけるチーム医療と責任体制を高め，毎朝 8 時より教授以下医局員
全員と看護師による病棟回診を行った．学生に対する講義や BSL の再開から 16 年経過し，引き続き卒前教育にも精力的に
取り組んだ．
7-2.次年度の改善計画
次年度以降も患者さんと地域のために安全・安心な医療を提供し続けるとともに、卒前・卒後教育、臨床研究にもさら
に力をそそぎたいと考えている．
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2．25）(1）総合医療センター産婦人科
１．構成員
高井
泰（TAKAI,Yasushi）
：准教授：指導教員、論文審教員：診療科長：研究副主任：臨床遺伝学、生殖内分泌、不
妊症治療学、内視鏡手術：博士
石原
理（ISHIHARA, Osamu）：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：生殖内分泌学、不妊症治療学：博士
竹田
省（TAKEDA,Satoru）
：客員教授：産科救急医学、婦人科腫瘍治療学、周産期医学：博士
高木健次郎（TAKAGI,Kenjiro)：客員教授：周産期医学、婦人科一般：博士
林
直樹（HAYASHI, Naoki）
：客員准教授：不妊症治療学、内視鏡手術：博士
長井 智則（NAGAI, Tomonori）：准教授：外来医長：婦人科腫瘍学：博士
松永 茂剛（MATSUNAGA,Shigetaka）
：准教授：病棟医長：博士
赤堀 太一（AKAHORI,Taichi）
：講師：博士
板谷 雪子（ITAYA, Yukiko）
：助教
一瀬俊一郎（ICHINOSE,Syunitiro）
：助教
増子 寛子（MASUKO,Hiroko）
：助教
魚谷 隆弘（UOTANI,Takahiro）：助教
黒瀬 喜子（KUROSE,Yoshiko）
：助教
山田 祐士（YAMADA, Yuji）
：非常勤講師：博士
高木 章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師：博士
山本 智子（YAMAMOTO,Tomoko）：非常勤講師：博士
斎藤 麻紀（SAITO, Maki）
：非常勤講師：博士
岩田 睦 （IWATA,Atsushi）
：非常勤講師：博士
松村 英祥（MATSUMURA,Hideyoshi）
：非常勤講師：博士
保母るつ子（HOBO,Rutsuko）
：非常勤講師：博士

２．教育
2-1．目的･目標
婦人科腫瘍修練施設に認定されている県内の 6 施設の中の一つとなっており若手医師が積極的に経験を積むことを奨励
している。また内視鏡手術に関しても日本有数の規模である。更に体外受精の研究にも取り組んでおり、その周期数は 600
を越え大学病院では日本最多である。生殖医療専門医の認定施設であり体外受精を院内で豊富に経験できる。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
３〜５年生に対する講義や５年生の各グループに対して２週間のＢＳＬおよび４週間のクリニカルクラークシップを行
った。ＢＳＬでは、各々チームに配属され以下のような具体的な目標をあげ取り組んだ。
◎２週間の間に最低限行うべきこと_
１．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は、産泊すること） _
２．婦人科外来（月曜（担当：高井准教授）と木曜（担当：長井助教）と産科外来（担当：1 診 _担当医師）を見学す
る（各半日程度、1 人の医師に対し見学は 1 名ずつ） _
３．帝王切開手術、子宮全摘手術（良性疾患でも悪性疾患でもよい）
、腹腔鏡下手術に立ち会う _
４．体外受精や顕微授精の採卵を見学する_
５．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け D_V_D_『望妊治療』を視聴する_
６．火曜日の関教授総回診、および火曜日以外の産科病棟、婦人科病棟の一般回診に参加する _
７．割り当てられたチームの一員として診療を見学・実習する _
８．割り当てられた産科 1 症例、婦人科１症例に関して、それぞれ A4 2-3 枚程度（計 4-6 枚程 度）のレポートにまと
め、斉藤准教授に提出する _
９．病棟カンファレンス（火曜日 7:30〜）
、医局カンファレンス（火曜日 17:30〜）
、周産期カンファレンス・ハイリス
ク妊娠カンファレンス（月曜日 17:30〜）に参加する _
10．クルズスに参加する _
◎より興味を深めるために参加を勧める_
１．鉗子分娩（骨盤位分娩、双胎分娩を見学する） _
２．子宮脱手術など腟式手術、広汎子宮全摘術に立ち会う _
３．人工授精、胚移植に立ち会う _
４．ヒト卵子、精子、初期胚を観察する _
５．当直医とともに、産婦人科当直業務を経験する _
６．母体搬送、産褥搬送、緊急手術症例などを見学する積極的に外来診療・病棟診療に参加してもらう。
◎2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容
担当者 内 容
関教授 妊娠高血圧症候群
馬場教授／斉藤教授
オリエンテーション
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馬場教授
超音波診断
斉藤教授
症例検討（各自受け持ち症例 2 例）
高井教授
不妊症、不育症、
婦人科救急疾患の診断と治療など
長井准教授
婦人科悪性腫瘍の治療と管理
小野准教授
妊娠高血圧症候群（基礎）
卒後教育
前期研修医
臨床現場での実施教育のみならず、他科医師として必要な産婦人科知識習得を目的にクルズスやカンファレンスなどを
開催した。更に患者様との接点を増やし、医師としての責任感と自覚を持たせることを意識した。また学術面では日本産
婦人科学会埼玉地方部会などで積極的に発表した。
後期研修医
周産期のみならず腫瘍、不妊・内分泌、内視鏡のいずれの分野においても研修が十分可能である。産婦人科専門医の取
得はもちろんである。サブスペシャリティーを視野に入れ、周産期専門医、腫瘍専門医、生殖医療専門医、内視鏡認定医
などの取得を目指した研修が可能である。
2-3．達成度
教授以下医局員一同積極的に学生教育に参加し、特に BSL、クリニカルクラークシップ、初期研修医、後期研修医に対
して十分な指導を行った。今年度教育目標は十分達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフ不足、臨床激務の中、優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う。

３．研究
3-1．目的・目標
腫瘍学部門では、総合周産期センターを併設した施設という特色を生かし、臨床研究として「妊娠に合併した子宮頸部
上皮内新生物の取り扱いに関する研究」
「妊娠に合併した卵巣悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」といった周産期部門
とコラボレーションした研究を行っている。また、施設の特徴として多くの合併症を有する悪性腫瘍症例や高齢者の悪性
腫瘍症例も多いため「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」といった研究も行っている。その他、
「子宮肉
腫の術前診断精度向上に関する研究」
「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する研究」といったいくつかの
研究が進行中である。
不妊・内分泌部門では、体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確立、悪性腫瘍患者の妊孕性温存を目的
とした卵子・受精卵や卵巣組織の凍結保存とその応用、腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性の確立な
どを主な研究課題として、学会および論文発表、学位取得へと導く。内視鏡下手術では、麻酔科との共同研究で「高度肥
満症例に対する腹腔鏡下手術への HAL（Hybrid Abdominal Lifting）法の応用とその有用性」などが進行中である。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・婦人科腫瘍部門、不妊・内分泌部門の臨床研究
・基礎研究
Hammersmith Hospital(London)、大阪バイオサイエンス研究所、東京医科歯科大学分子細胞機能学教室、慶応義塾大学
腎臓内分泌代謝内科学教室、埼玉医科大学ゲノム医学センター遺伝子情報制御部門、当センター輸血細胞治療部、埼玉医
科大学医学部解剖学教室、帯広畜産大学原虫病研究センター、城西大学薬学部薬科学科皮膚生理学部門、順天堂大学医学
部産婦人科学教室、東京大学医学部産科婦人科学教室、加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所、国立成育医療研究
センター研究所再生医療センター、米国マサチューセッツ総合病院ヴィンセント生殖生物学研究センターとの共同研究。
3-3．研究内容と達成度
婦人科腫瘍学部門では、
「妊娠に合併した子宮頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」
、
「妊娠に合併した卵巣悪性腫
瘍の診断精度向上に関する研究」、「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」、「子宮肉腫の術前診断精度向上
に関する研究」、「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する研究」といった臨床研究に対し、国内外で研究
成果の発表を行った。またこれらの研究内容に関して、現在、論文化を進めている。
不妊・内分泌部門では、生殖補助医療で得られた余剰の凍結胚盤胞を用いて、国内 2 例目となる胚性幹細胞（ES 細胞）
4 系列を樹立した。性同一性障害患者を対象としたヒト卵巣凍結保存技術の確立とその臨床応用に向けた研究を学内倫理
委員会へ申請・認可を受け、卵巣組織の凍結保存ならびに再移植に関する基礎研究を施行した。ヒト凍結卵巣組織から卵
子幹細胞の抽出に世界で初めて成功し、内外のメディアで広く報道された。達成度 70％。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究は着実に成果を挙げ、各学会にて成果を発表し、論文化した。基礎研究も充実し、学位を取得を目指す。来年
度も継続して進める。

４．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当科では、大学病院として、高度な医療の提供、医師・医学生の教育、研究の３つの柱をかかげているが、特に診療面
では最新の高度な医療を安全に提供することを目標に、昼夜診療を続けている。
4-2．診療実績データ
婦人科・腫瘍部門：2019 年度の年間の婦人科入院症例は 1376 件である。また婦人科手術件数は 1019 例（うち内視鏡手
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術は 476 件）
、がんセンターとしての機能（4-3 参照）も果たしている。
不妊・内分泌部門：2019 年度の不妊初診患者数は 187 例であり、本年度の妊娠例は 112 例であった。治療に関しては 238
周期の採卵と 156 周期の凍結融解、計 394 周期の ART を実施している他、悪性腫瘍等に罹患した若年がん患者に対する生
殖機能温存療法としての卵子・受精卵凍結も施行しており、大学病院ならではの多様性に富んだ不妊症診療を展開してい
る。
4-3．診療内容、治療成績
高齢者の骨盤臓器脱に対する新しい治療として腹腔鏡下仙骨腟固定術(Laparoscopic sacrocolpopexy: LSC)を 2017 年度
から開始し、2019 年度は 11 例実施した。
悪性腫瘍治療実績は、
子宮頸癌：31 例
子宮体癌：53 例
卵巣腫瘍（境界悪性腫瘍含む）
：48 例
その他の腫瘍：14 例
だった。
悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術は、頸部前癌病変が 8 例、体部前癌病変が 5 例、体部初期子宮体癌が 27 例だった。
4-4．先進医療の開発
該当無し
4-5．実施治験内容
該当無し
4-6．自己評価と次年度目標
人手不足のなか激務に耐え、満足すべき臨床成果を挙げた．職場環境の整備、安全対策により力を入れる。
4-7．上記 4-1～4-6 の要約（大学年報用）
婦人科・腫瘍部門：2019 年度の年間の婦人科入院症例は 1376 件である。また婦人科手術件数は 1019 例（うち内視鏡手
術は 476 件）
、産婦人科救急疾患センター、がんセンターとしての機能も果たしている。2019 年度の悪性腫瘍の新規症例
は 146 例、悪性腫瘍腹腔鏡手術も 40 例実施している。
不妊・内分泌部門：238 周期の採卵と 156 周期の凍結融解、計 394 周期の生殖補助医療を実施している他、悪性腫瘍等
に罹患した若年がん患者に対する生殖機能温存療法としての卵子・受精卵凍結も施行しており、大学病院ならではの多様
性に富んだ不妊症診療を展開している。
その他、高齢者の骨盤臓器脱に対する新しい治療として腹腔鏡下仙骨腟固定術(Laparoscopic sacrocolpopexy: LSC)を
実施するなど、幅広い産婦人科領域に対応し、地域医療にとって不可欠な診療を行っている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
1．日本母性衛生学会理事
2．日本妊娠中毒症学会理事
3．日本産婦人科学会代議員
4．日本内分泌学会評議員
5．日本新生児学会評議員
6．日本不妊学会評議員
7．PSI-Japan 研究会顧問
8．日本産科婦人科学会教育委員会委員
9．日本産科婦人科学会教育委員会用語小委員会委員
10．日本産科婦人科学会埼玉認定医委員会委員
11．日本産科婦人科学会埼玉地方部会長
12．日本母性衛生学会埼玉県支部長
13．埼玉県母性衛生学会会長
14．埼玉県産婦人科医会理事、幹事
15．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
16．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
17．埼玉県産婦人科医会医療事故安全対策委員
18．埼玉県医師会周産期医療運営委員会委員
19．埼玉県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
20．埼玉県医師会母子保健委員会委員
21．埼玉県医師会子育て相談窓口運営委員会委員
22．埼玉県周産期医療対策協議会委員
23．埼玉県成人病検診管理指導協議会委員
24．埼玉県医学会運営委員
25．埼玉県消防学校救急科教育訓練講師
26．埼玉産婦人科研修学院講師
27．埼玉医科大学短期大学非常勤講師
28. 県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
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29. 国家試験（保健師助産師看護師）委員
30. 埼玉県不妊治療費助成事業に係る実施医療機関指定調査会・専門委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
1. 日本産婦人科医会研修委員会・委員
2. 日本産婦人科医会・NIPT に関するテキスト作成のための委員会・委員
3. 埼玉産婦人科学会雑誌編集員
4. 関東連合産科婦人科学会査読委員
5. 日本産科婦人科学会 The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research Associate Editor
6. 日本産婦人科医会研修ノート編集委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
1. 日本がん・生殖医療研究会・副理事長
2. 日本産科婦人科学会ガイドライン婦人科外来編作成委員
3. 厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略事業）
「乳癌患者における妊孕姓保持支援のための治療選択およ
び患者支援プログラム・関係ガイドライン策定の開発」班・ガイドライン策定委員
4. 関東連合産科婦人科学会庶務委員会・委員
5. 日本産科婦人科内視鏡学会・評議員
6. 日本生殖医学会・代議員
7. 日本受精着床学会・評議員
8. 日本卵子学会評議員
9. 日本産科婦人科学会サマースクール講師

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Uemura N, Takai Y, Mikami Y, Ogasawara M, Saitoh M, Baba K, Tamaru J, Hara M, Seki H: Molecular cytogenetic
analysis of a hydatidiform mole with coexistent fetus: a case report. J Med Case Rep 2019; 13: 256
② Sakai A, Matsunaga S, Nakamura E, Samejima K, Ono Y, Yamamoto K, Takai Y, Maeda H, Seki H: Optimal preoperative
autologous blood storage volume required in surgeries for placenta previas and low-lying placentas. J Obstet
Gynaecol Res 2019; 45: 1843-1850
③ Nakamura E, Mikami Y, Era S, Ono Y, Matsunaga S, Nagai T, Takai Y, Saitoh M, Baba K, Seki H: Differences
in the prognosis of preeclampsia according to the initial symptoms: A single-center retrospective report.
Pregnancy Hypertens 2019; 16: 126-130
④ Mikami Y, Takai Y, Obata-Yasuoka M, Kumagai R, Yagyu H, Shigematsu K, Huang H, Uemura N, Shinsaka M, Saitoh
M, Baba K, Seki H: Diagnosis of female 17alpha-hydroxylase deficiency after gonadectomy: a case report. J
Med Case Rep 2019; 13: 235
⑤ Matsunaga S, Takai Y, Seki H: Fibrinogen for the management of critical obstetric hemorrhage. J Obstet Gynaecol
Res 2019; 45: 13-21
⑥ MacDonald JA, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Woods DC, Tilly JL: Extracellular matrix signaling activates
differentiation of adult ovary-derived oogonial stem cells in a species-specific manner. Fertil Steril 2019;
111: 794-805
⑦ Kawaguchi R, Matsumoto K, Akira S, Ishitani K, Iwasaku K, Ueda Y, Okagaki R, Okano H, Oki T, Koga K, Kido
M, Kurabayashi T, Kuribayashi Y, Sato Y, Shiina K, Takai Y, Tanimura S, Chaki O, Terauchi M, Todo Y, Noguchi
Y, Nose-Ogura S, Baba T, Hirasawa A, Fujii T, Fujii T, Maruyama T, Miyagi E, Yanagida K, Yoshino O, Iwashita
M, Maeda T, Minegishi T, Kobayashi H: Guidelines for office gynecology in Japan: Japan Society of Obstetrics
and Gynecology (JSOG) and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists (JAOG) 2017 edition. J Obstet
Gynaecol Res 2019; 45: 766-786
⑧ Huang H, Mikami Y, Shigematsu K, Uemura N, Shinsaka M, Iwatani A, Miyake F, Kabe K, Takai Y, Saitoh M, Baba
K, Seki H: Kagami-Ogata syndrome in a fetus presenting with polyhydramnios, malformations, and preterm
delivery: a case report. J Med Case Rep 2019; 13: 340
⑨ 関博之, 山本晃士, 松永茂剛編. 産科危機的出血への対応, 東京, メジカルビュー, 2019
⑩ 鈴木直, 高井泰, 野澤美江子, 渡邊知映編. ヘルスケアプロバイダーのためのがん・生殖医療. 大阪，メディカ出版,
2019.
【総数：和文論文 9 件、学会発表 21 件、著書 4 件、講演４件】
6-2．獲得研究費
厚労省科研費 がん対策推進総合研究事業 19EA1015（研究分担者：髙井泰）
厚労省科研費 がん対策推進総合研究事業
H29-がん対策-一般-008①（研究分担者：髙井泰）
厚労省科研費 健やか次世代育成総合研究事業 19DA1004（研究分担者：髙井泰）
日本医療研究開発機構研究費 医薬品等規制調和・評価研究事業 19mk0101139h0001（研究分担者：髙井泰）
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
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6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. 第 60 回日本母性衛生学会学術集会
2. 第 10 回日本がん・生殖医療学会学術集会
3. 埼玉県周産期研究会
4. 埼玉県超音波研究会
5. 総合周産期センター研究会
6. 埼玉県産後うつ病研究会
7. 助産師の救急対応強化のための研修会
8. 埼玉県妊孕性温存研修会
9. 埼玉県不妊専門相談センター事業研修会

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
腫瘍学部門では、県内屈指の癌拠点病院であり、また総合周産期センターを併設した施設という特色をいかし、臨床、
研究、教育に力を注いでいる。不妊・内分泌部門では、体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確立、悪性
腫瘍患者の妊孕性温存、腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性の確立のため日々努力している。県内の
医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきており、これらのニーズに応えうることができているのは、医師として
の良心のもと、一人一人の献身的な努力にほかならない。教育に関しては初期、後期研修医、学生教育にスタッフが熱心
に参加している。
研究面では、当センターならではの、豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない、学会発表、論文発表な
どを指導し多くの実績を重ね挙げてきている。全国でも多彩な症例の報告や先進的な治療を行なう施設と注目されている。
7－2．次年度の改善計画
① 平成 26 年に子宮体がん腹腔鏡下手術が保険収載となり、当科でも平成 29 年に保険診療が可能となり、大きな合併症
もなく順調に症例数が増えている。糖尿病などの合併症症例や肥満症例など当科の強みが生かせるハイリスク症例に
対しても、安全性に配慮しながら施行していきたい。
② 平成 30 年度からは、子宮頸がんに対する腹腔鏡下手術も保険適用となったが、開腹術に比べて治療成績が不良である
とのエビデンスがある。現在、治療成績を改善する取り組みが国内外で進められているが、当科ではこうした動きを
注視しつつ、保険診療を目指して施設基準及び実施責任医師の要件等を満たすために手続きを進めていく所存である。
③ 平成 28 年にブレストケア科、消化管・一般外科と協力して、遺伝性乳がん卵巣癌（HBOC）やリンチ症候群などを扱う
家族性腫瘍外来が発足し、予防的卵巣・卵管切除術の倫理委員会承認や医務課での診療費設定が完了した。平成 29 年
度には埼玉医科大学 3 病院で認定遺伝カウンセラーを雇用し、臨床遺伝診療部が発足した。令和 2 年度からは予防的
卵巣・卵管切除術が保険適用となったため、院内各所と連携しながら積極的に取り組んでいく所存でアル。
④ 抗がん剤や放射線療法による卵巣機能廃絶に対して卵子凍結や卵巣組織凍結などを行う、
「がん・生殖医療」が注目さ
れてきている。当科診療部長である高井は日本がん・生殖医療研究会副理事長としてその普及に取り組んでいる。ま
た、当科には生殖医療専門医研修施設としての実績の蓄積がある。平成 28 年には埼玉医大 3 病院を中心として埼玉県
がん・生殖医療ネットワーク（SORNET）を設立し、県内のがん治療施設からの相談や患者紹介を受けており、平成 30
年度からは埼玉県からの公的支援を受けている。今後も適応や安全性に配慮しながら症例を蓄積していきたい。また、
凍結した卵巣組織を用いた再生医療研究にも取り組んでおり、
令和 2 年度から文科省科学研究費にも採択して戴いた。
当院細胞治療部とも連携し、こうした先進的医療にも取り組んでいきたい。
⑤ がん・生殖医療を含む思春期・若年成人（AYA）がん患者に対する診療支援体制は、がん診療連携拠点病院の指定要件
の一つとなる予定である。関連各診療科、がん診療支援室、がん看護認定看護師、心理士などと連携して、AYA がん患
者診療支援体制を構築していきたい。なお、平成 30 年 9 月には公認心理師法に基づく国家試験が施行され、心理師が
国家資格となった。当院では既に多くの心理士が非常勤で雇用されているが、優秀で真摯な心理士が他施設の常勤と
して流出しないよう、良好な関係を維持していくことが重要と思われる。
⑥ 生物学的知見に基づき改良を重ねた受精卵培養システムを平成 28 年度に導入し、平成 29 年度から運用を開始した。
診療内容の改善はもちろんであるが、患者サービス・臨床研究・採算性など多面的なメリットが見込まれるため、本
格的に活用していきたい。また、受精卵に対する遺伝学的検査、いわゆる「着床前診断」に関する臨床試験への参加
するため、着床前診断に必要な機器の導入や胚培養士の研修などを開始している。
⑦ 埼玉医科大学病院骨盤底センターでは骨盤臓器脱に長らく取り組んでいるが、高齢者の増加に伴って患者が増加する
ことが予想されている。また、骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下手術がガイドラインなどで推奨されるようになり、当科
の強みを生かせると思われる。平成 29 年度から腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）への取り組みを開始し、埼玉医大病院
等との勉強会を開催し、症例も順調に増加している。地域住民のニーズや収益性に鑑み、今後この領域へも積極的に
関わっていきたいと考えている。
⑧ 平成 30 年度から、性同一性障害に対する性別適合手術が保険適用となったが、薬物療法を既に開始しているほとんど
の症例に対して保険適用とならず、手術がほとんど行われないという矛盾した状況が続いている。こうした社会的状
況を注視しつつ、当院は保険適用の施設基準を満たす全国わずか数施設の中の一つであるため、マンパワーと医療資
源に配慮しながら取り組んでいきたい。
⑨ 当科は、周産期はもちろん、生殖医療、悪性腫瘍、臨床遺伝、超音波診断など多くのサブスペシャリティー分野の専
門医資格が取得可能な、大学病院でも数少ない研修施設である。これを訴求ポイントとして、短期的あるいは中長期
的に研修する後期研修医を募集したい。平成 28 年度に研修医募集用ホームページ（http://og-smc.com）を立ち上げ
たところ、毎年数名ずつの専攻医を迎えることができている。一過性に終わらせることの無いよう、今後の「働き方
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改革」の動向を注視しながら、十分な指導・教育体制を整えていきたい。
⑩ 現在、日本産科婦人科学会では、妊婦血液を用いた「新型出生前診断」の実施施設を増やすことを検討している。総
合周産期母子医療センターである当院としてもこうした動きに対応することが求められており、収益性も良好とされ
ている。上記の「臨床遺伝診療部」では周産期症例も対象とするため、限られたマンパワーと医療資源をどのように
配分するか、検討していきたい。
⑪ 平成 30 年度から産婦人科におけるロボット手術が保険適用となり、当院でも導入予定である。当科でも研究会などに
参加して積極的に取り組んでいきたい。ロボット手術は採算性が問題となっているが、診療施設や研修施設としての
訴求ポイントになっているとの指摘もあるため、中長期的な当院へのメリットは決して小さくないと思われる。
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2．25）(2）産婦人科（総合周産期母子医療センター産科）
1．構成員
関

博之（SEKI, Hiroyuki）：総合周産期センター長：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）：研究主

任：教育副主任：周産期学，妊娠高血圧症候群，プロスタグランディン代謝，産婦人科手術学：博士
馬場

一憲（BABA,Kazunori）
：教授：教育主任：副診療科長：指導教員（大学院）：胎児医学，周産期医学，超音波診断，

医用電子工学：博士
斎藤

正博（SAITO,Masahiro）：教授：教育副主任：研究員：研修医長：指導教員（大学院）：不育症,不妊症治療学,ART,

内視鏡手術：博士
菊池

昭彦（KIKUCHI,Akihiko）：教授：研究副主任：指導教員（大学院）
：周産期学：超音波診断学：出生前診断：博士

亀井

良政（KAMEI,Yoshimasa）：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：胎児超音波診断：博士

小野

義久（ONO,Yoshihisa）
：准教授：教育員：研究副主任：病棟医長：指導教員（大学院）
：周産期医学：博士

矢部慎一郎（YABE,Shinichiro）:講師：教育員：研究員：専門医員：指導教員（大学院）
：妊娠高血圧症候群：博士
見上由紀子（MIKAMI,Yukiko）
：講師：教育員：研究員：専門医員：大学院教員（大学院）
：周産期学：博士
江良

澄子（ERA,Sumiko）
：助教：教育員：研究員：医局長

成田

達哉（NARITA,Tatsuya）
：助教：教育員：研究員：外来医長

五味

陽亮（GOMI,Yousuke）
：助教：教育員：研究員：専門医員

鮫島

浩輝（SAMEJIMA,Koki）
：助教：教育員：研究員：専門医員

酒井あゆみ（SAKAI,Ayumi）
：助教：教育員：研究員：専門医員
木崎雄一朗（KIZAKI Yuuichirou）
：助教：教育員：研究員：専門医員
武井かほり（TAKEI Kahori）
：助教：教育員：研究員：専門医員
黄

海鵬（HUANG,HAIPENG）:助教：教育員：研究員：専門医員

重松

幸佑（SHIGEMATSU,Kosuke）
：助教：教育員：研究員：専門医員

中村

永信（NAKAMURA,Eishin）:助教：教育員：研究員：専門医員

助川

幸

（SUKEGAWA,Sachi）
：助教：教育員：研究員：専門医員

柏原総一郎（KASHIWABARA,Souichiro）
：助教（シニアレジデント）
宮澤

祐樹（MIYAZAWA,Yuki）
：助教（シニアレジデント）

三澤

将大（MISAWA,Masahiro）：助教（専攻医）

岡野

真大（OKANO,Masahiro）
：助教（専攻医）

佐藤はづき（SATO,Haduki）
：助教（専攻医）
中井

葉子（NAKAI,Yoko）
：助教（専攻医）

宮下

：助教（専攻医）
大輔（MIYASHITA,Daisuke）

椎名

梨佳（SHIINA,Rika）
：助教（専攻医）

齋藤

隼 （SAITO,Hayato）
：助教（専攻医）

2．教育
2-1. 目的・目標
深い愛情と奉仕の精神を持ち、鋭い洞察力によって自ら問題を見つけ考え探求していく、優れた実施臨床医家の育成を
目標とする。特に、学生、初期研修医に対しては、産婦人科の魅力ややりがいを体得させ、なり手の減少が著しい産婦人
科医を目指す者を増やす。
2-2. 教育内容
[卒前教育]
本学医学部学生、短期大学学生、看護専門学校学生を対象に講義を行った。医学部 5 年生の BSL と CC、6 年生の CC を行
った。特に 2 週間の BSL では、下記のように明確な目標を示し、医局員全員が学生教育に尽力した。
◎2 週間の BSL 期間中に最低限行うべきこと
１．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は、産泊すること）
２．婦人科リプロ外来、婦人科腫瘍外来、産科外来を見学する（各半日程度）
３．帝王切開手術、子宮全摘手術、腹腔鏡下手術に立ち会う
４．体外受精や顕微授精のための採卵を見学する
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５．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け DVD『望妊治療』を視聴する
６．MFICU 病棟、母子 3 階病棟、3 階西病棟（婦人科病棟）の朝の病棟医回診に参加
する
７．割り当てられた医師チームの一員として診療を見学・実習する
８．割り当てられた産科 1 症例、婦人科１症例に関して、それぞれ A4 2-3 枚程度（計
4-6 枚程度）のレポートにまとめて提出する
９．病棟カンファレンス、医局カンファレンス、周産期カンファレンス・ハイリスク
妊娠カンファレンスに参加する
10．クルズスに参加する
◎2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容
担当者

内 容

関教授

妊娠高血圧症候群、口頭試問

馬場教授／斉藤教授

オリエンテーション

馬場教授

超音波診断

斉藤教授

症例検討（各自受け持ち症例 2 例）

菊池教授

分娩の正常経過と異常分娩

高井教授

不妊症、不育症、
婦人科救急疾患の診断と治療など

長井准教授

婦人科悪性腫瘍の治療と管理

小野准教授

妊娠高血圧症候群（基礎）

◎2 週間の BSL 期間中により興味を深めるために参加・見学を勧める。
１．鉗子分娩、骨盤位分娩、双胎分娩を見学する
２．子宮脱手術など腟式手術、広汎子宮全摘術に立ち会う
３．人工授精、胚移植に立ち会う
４．ヒト卵子、精子、初期胚を観察する
５．当直医とともに、産婦人科当直業務を経験する
６．母体搬送、産褥搬送、緊急手術症例などを見学する
[卒後教育－前期研修医]
産婦人科専門医と後期研修医（産婦人科専攻医）3～4 人で構成される医師チームの１つに配属し、チームの一員として
臨床を行いながら、将来、他科医師になった場合でも必要な産婦人科領域の知識や技術を教育した。医師としての責任感
と自覚を持たせることを目標に、病気ではなく人としての患者に積極的に関わり向かい合うよう指導した。興味のある者
には、学会などでの発表も積極的に行わせた。
[卒後教育－後期研修医（産婦人科専攻医）]
当センターは人口 720 万の埼玉県の中核的施設であり、産婦人科（総合周産期母子医療センター母体胎児部門を含む）
には、産婦人科領域すべての疾患の患者が多数集まってきている。また、日本周産期・新生児医学会基幹研修施設、日本
婦人科腫瘍学会修練施設、日本生殖医学会研修施設、日本超音波医学会研修施設、日本産科婦人科内視鏡学会研修施設に
指定されており、産婦人科領域のすべての分野において専門的な研修を受けることができる体制や人員が整っている。
これらの好条件を生かし、産婦人科専門医を長とする医師チームの 1 員として臨床を行うだけでなく、産婦人科専門医
を目指して、周産期、腫瘍、不妊・内分泌を中心とした産婦人科領域すべての分野において、自ら診断、治療方針決定、
治療ができるよう実施臨床を通じて指導を行った。さらに、周産期専門医、婦人科腫瘍専門医、生殖医療専門医、超音波
専門医などのサブスペシャリティーや日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医を視野に入れて、それぞれの専門医が専門的
な立場から教育を行った。
2-3. 達成度
教授以下医局員全員が積極的に教育に参加した。特に BSL や CC の学生、初期研修医、後期研修医に対しては、臨床を通
して十分な教育を行い、今年度教育目標は十分に達成できた。
2-4. 自己評価と次年度計画
わが国最大規模の総合周産期母子医療センターを抱え、また県内で数少ない腹腔鏡下手術可能な施設として緊急手術を
要する救急患者を数多く受け入れる過重勤務の中にあっても、医局員各々の高いモチベーションによって十分な教育がで

0642

きたと考えている。来年度は、減少著しい産婦人科医師を目指す学生や産婦人科医師になる初期研修医が少しでも増える
よう、教室員一丸となって、より一層、教育に力を入れていく。

3．研究
3-1．目的・目標
妊娠高血圧症候群に関する研究（①現在の定義•分類は、superimposed gestational hypertension を病型から除いたが、
その妥当性に関して後方視的研究を行っている。②現在の定義•分類では、妊娠高血圧症候群の follow up 期間を原則 12
週間としているが、その妥当性に関する後方視的研究を行っている。いずれも、これまでほとんど報告されていない。③
prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究、④妊娠におけ
る血中可溶型 prorenin 受容体濃度の推移と妊娠高血圧腎症発症への関与に関する研究、⑤妊娠高血圧腎症発症メカニズム
における絨毛細胞の産科ストレスに対する反応に関する基礎的研究）と前置胎盤で癒着胎盤である症例の安全な分娩方法
（帝王切開）の確立、産科大量出血の管理法の確立（産科大量出血において、①血中 fibrinogen 値が出血の重症度の評価
因子となり得るかに関して、後方視的研究を行っている。②血中 fibrinogen 値が輸血必要量を推測するパラメーターとな
り得るかに関して、後方視的研究を行っている。）、吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表、
論文化、学位取得へと導く。また、大学院生や海外留学の医師による基礎研究も行い、研究マインドを持った臨床医の養
成を行う。
3-2．研究グループ
上述した妊娠高血圧症候群に関する研究、前置癒着胎盤に関する研究、吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などの臨床研
究、および妊娠高血圧症候群に関する基礎研究を総合周産期母子医療センターで行う。
その他、基礎的研究は慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室、九州大学産婦人科教室、埼玉医科大学ゲノム医学セン
ター遺伝子情報制御部門、当センター輸血細胞治療部との共同研究として行われている。
3-3．研究内容と達成度
(1) 妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては、superimposed gestational hypertension を病型から除いた
が、その妥当性に関して後方視的研究、および妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科ストレスに対す
る反応に関する基礎的研究をそれぞれ英文論文として発表した。常位胎盤早期剥離における凝固因子の動態に関して、
日本産婦人科・新生児血液学会誌に論文として発表した。
(2) 吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では、その有用性を明らかにし、現在論文作成中である。また、prorenin
受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究に関しても、発症美か
ニズムに関与していることを明らかにし、英文論文として作成中である。
それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる。
3-4．自己評価と年次目標
臨床研究は着実に成果を挙げ、各学会にて成果を発表し、論文化した。基礎研究も充実し、１名が学位取得をはたした。
来年度も継続して進める。

4．診療
我々の施設の主な実績は、総分娩数 961、多胎妊娠 112（双胎 110、品胎 2）
、帝王切開 542、産科手術 167、早産 72（妊娠
28 週未満の早産 7）、母体救命コントロール症例 82、母体搬送依頼 326、母体搬送応需数 200、応需率 61.3%で、症例の重
症度、重症症例の数は全国トップと言っても過言ではない。埼玉県の周産期医療の「最後の砦」としての役割を果たして
いる。

5．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
１. 厚生労働省保健師助産師看護師医道審議会委員
２. さいたま医事関係事件鑑定人推薦委員会委員
３. 社会保険審査委員
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
１. Journal of Obstetrics and Gynaecology research 査読委員
２. Pregnancy Hypertension 査読委員
３. 日本母性衛生学会機関誌『母性衛生』編集責任者
４. 埼玉産科婦人科学会雑誌査読委員
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5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
１. 日本母性衛生学会常務理事
２. 日本妊娠高血圧学会理事長
３. 日本産婦人科学会代議員
４. 日本周産期新生児医学会評議員
５. 日本不妊学会評議員
６. PSI-Japan 研究会顧問
７. 埼玉県産婦人科医会副会長、幹事
８. 埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
９. 埼玉県母性衛生学会会長
10. 埼玉県産婦人科医会学術企画委員
11. 県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
12. 県医師会メディカル協議会委員
13. 県医師会母子保健委員

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
（論文）
① Matsunaga S, Takai Y, Seki H

Fibrinogen for the management of critical obstetric hemorrhage.

Gynaecol. Res.

doi:10.1111/jog.13788

2019；45：13-21

J. Obstet.

② Morikawa M, Umazume T, Hosokawa-Miyanishi A, Watari H, Kobayashi T, Seki H, Saito S Relationship between
antithrombin activity and interval from diagnosis to delivery among pregnant women woth early-onset pre-eclampsia.
Int. J. Gynaecol. Obstet. 2019；145：62-69
③ Watanabe K, Matsubara K, Nakamoto O, Ushijima J, Ohkuchi A, Koide K, Makino K, Mimura K, Morikawa M, Naruse
K, Tanaka K, Nohira T, Metoki H, Kawabata I, Takeda S, Seki H, Takagi K, Yamasaki M, Ichihara A, Kimura T, Saito
S

Outline of the new definition and classification of “Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP)” ; a revised

JSSHP statement of 2005.
Hypertens. Res. Pregnancy. 2019；6：33-37
④ Sakai A, Matsunaga S, Nakamura E, Samejima K, Ono Y, Yamamoto K, Takai Y, Maeda H, Seki H The optimal
preoperative autologous blood storage volume reqired in surgeries for placentas and low-lying placentas.
Obstet. Gynaecol. Res.

2019；45：1843-1850

J.

doi: 10.1111/jog.14044.

⑤ MacDonald JA, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Woods DC, Tilly JL

Extracellular matrix signaling activates

differentiation of adult ovary-derived oogonial stem cells in a species-specific manner. Fertil. Steril.
2019；111：794-805
⑥ Nakamura E, Mikami Y, Era S, Ono Y, Matsunaga S, Nagai T, Takai Y, Saitoh M, Baba K, Seki H The differences
in the prognosis of preeclampsia by their initial symptoms: S single center retrospective report. Pregnancy.
Hypertens.

2019；16：126-130

⑦ Mikami Y, Takai Y, Obata-Yasuoka M, Kumagai R, Yagyu H, Shigematsu K,

Huang HP, Uemura N, Shinsaka M, Saitoh

M, Baba K, Seki H Diagnosis of female 17α-hydroxylase deficiency after gonadectomy: A case report. J. Med.
Case Rep. 2019；13：235 doi.org/10.1186/s13256-019-2166-9
⑧ Samejima K, Matsunaga S, Ono Y, Nagai T, Takai Y, Saito M, Baba K, Seki H, Takeda S Efficacy of well-planned
management in patients with incarcerated gravid uterus: case report and review of the literature.
Gynaecol. Res.

J. Obstet.

2019；：

⑨ Makino S, Takeda J, Takeda S, Watanabe K, Matsubara K, Nakamoto O, Ushijima J, Ohkuchi A, Koide K, Mimura K,
Morikawa M, Naruse K, Tanaka K, Nohira T, Metoki H, Kawabata I, Takagi K, Yamasaki M, Ichihara A, Kimura T, Saito
S, Seki H New definition and classification of “Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP)”.
Pregnancy.

Hypertens. Res.

2019；7：1-5

⑩ Uemura N, Takai Y, Mikami Y, Ogasawara M, Saitoh M, Baba K, Tamaru J, Hara M, Seki H Molecular cytogenic analysis
of a hydatidiform mole with coexistent fetus: a case report. J. Med. Case Rep. 2019；13：256
doi.org/10.1186/s13256-019-2180-y
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⑪ Huang H, Mikami Y, Shigematsu K, Uemura N, Shinsaka M, Iwatani A, Miyake F, Kabe K, Takai Y, Saitoh M. Baba
K, Seki H Kagami-Ogata syndrome in a fetus presenting with polyhydramnios, malformations, and preterm delivery:
a case report J. Med. Case Rep. 2019；13：340 doi: 10.1186/s13256-019-2298-y.
【総数：和文論文９件、学会発表21件、著書4件、講演４件】
6-2．AMED
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会、セミナーの開催実績
1．第 60 回日本母性衛生学会学術集会
2. 第 10 回日本がん・生殖医療学会学術集会
3. 埼玉県周産期研究会
4．埼玉県超音波研究会
5．総合周産期センター研究会
6．埼玉県産後うつ病研究会
7．助産師の救急対応強化のための研修会

7. 自己点検、自己評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた。少ない
スタッフにも関わらず，これらのニーズに応えうることができているのは，医師としての良心のもと，ひとりひとりの献
身的な努力にほかならない。この点は我々医局の伝統的な美徳であり、今後も維持できるよう努力する。
教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している。
研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発表な
ど義務づけ，多くの実績を重ね、英文論文として報告できるようになってきている。全国でも，多彩な症例の報告や先進
的な治療を行なう施設と注目されている。また、基礎研究も他施設と共同して継続的に行い、英文論文による発表を行っ
ている。
公益社団法人日本母性衛生学会の第 60 回記念学術集会の記念式典を秋篠宮後嗣妃殿下ご臨席の下、埼玉医科大学理事
長、学長にもご参加頂き盛大に開催でき、学術集会も台風 19 号の影響を受け１日のみの開催であったがおよそ 2,000 人の
ご参加をいただいて開催できたことは、当医局にとっても誇らしく、また多くの貴重な経験ができた。
7-2. 次年度の改善計画
診療においては、2024 年に施行される働き方改革に対応できるよう、勤務の効率化を目指すとともに、働き方改革で崩
壊の危機にある周産期の地域医療維持という相反する目的を何とか両立できる施策を模索する。
研究においては、若手による公的研究費の獲得、当科を基盤とする多施設共同研究（妊婦の家庭血圧基準値の構築）の
開始を目指す。
教育においては、これまでも行ってきた最新の医療の提供と研修医・学生のニーズに合わせた教育を up date させ、研
修医・学生に対する教育のさらなるレベルアップを目指す。
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2．26）歯科・口腔外科
１．構成員
堀江憲夫（HORIE，Norio）
：教授：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員(大学院)：囊胞，口腔粘膜疾患：博士(歯
学)
金子貴広（KANEKO，Takahiro）
：准教授：診療副部長：教育副主任：研究副主任：外来・病棟医長：研究員：指導教員(大学
院)：顎顔面外傷，口腔インプラント：博士(医学)
那須大介（NASU，Daisuke）：講師：研究員：博士(歯学)
日野峻輔（HINO，Shunsuke）：講師：研究員：研修・総務医長：指導教員(大学院)：顎顔面外傷：博士(医学)
深井俊一（FUKAI，Shun-ichi）
：助教：研究員
近藤圭祐（KONDO, Keisuke）：助教：研究員：博士(歯学)
飯島洋介（IIJIMA, Yousuke）
：助教：研究員
中村悟士（NAKAMURA, Satoshi）：助教：研究員
山田美喜（YAMADA, Miki）：助教：研究員
新井隆仁（ARAI, Takahito）：助教(シニアレジデント)
小林玄和（KOBAYASHI, Hirokazu）：助教(シニアレジデント)
柏俣玲於奈（KASHIMATA, Reona）：初期研修医
西村 響（NISHIMURA, Hibiki）：初期研修医
大西弘明（ONISHI, Hiroaki）
：初期研修医
高橋 匠（TAKAHASHI, Takumi）：初期研修医
下山哲夫（SＨIMOYAMA, Tetsuo）：名誉教授：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍：博士(歯学)
堀

稔（HORI，Minoru）：非常勤講師：顎変形症，口腔インプラント：博士

永田 温（NAGATA，Atsushi）
：非常勤講師：歯科矯正：博士
井出文雄（IDE，Fumio）
：非常勤講師：口腔病理：博士
種林康彦（TANEBAYASHI，Yasuhiko）
：非常勤講師：顎変形症，歯科矯正
宮 恒男（MIYA, Tsuneo）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士
髙橋雅幸（TAKAHASH,I Masayuki）：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士
増田一生（MASUDA, Issei）：非常勤講師：スポーツ歯科
菊池元宏 (KIKUCHI Motohiro)：非常勤講師：小児歯科
山岸 清（YAMAGISHI，Kiyoshi）：歯科技工士長
大沼昭彦（OHNUMA，Akihiko）
：歯科技工士
遠藤美樹（ENDO Miki）
：歯科衛生士
植松綾子（UEMATSU, Ayako）：歯科衛生士
鈴木 綾（SUZUKI, Aya）
：歯科衛生士

２．教育
2-1．目的・目標
歯科疾患を含めた顎顔面領域の疾患について解剖学的立場を含め理解するとともに、歯科口腔外科的疾患と全身疾
患との関連を理解する。
2-2．教育内容
4 年生に対し、感覚器ユニットの一部として「口腔顎骨内の嚢胞性疾患（担当：金子貴広）
」
、「口腔機能管理（口
腔ケア）（担当：堀江憲夫）」について講義を行った。
2-3．達成度
要点を絞ってわかりやすく解説しており、学生は時間内に十分理解できていると
考える。
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学生に理解しやすい歯科学の講義に努めている。今後もわかりやすい講義を目標としている。
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３．研究
3-1．目的・目標
大学病院としての立場を生かし、臨床的研究、基礎的研究を行うことで、歯科口腔外科学の発展に寄与する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析（日野、飯島）
培養細胞を用いた口腔内有害事象と抗がん剤の検討（飯島）
粘膜外傷モデルマウスにおける抗癌剤の口腔粘膜治癒遅延効果（飯島、山田、堀江）
歯科用インプラントの臨床的及び基礎的研究（金子、日野、中村）
マウスガード使用に対する臨床的研究（近藤、中村、新井）
歯科衛生士と多職種間の連携の検討（遠藤、山田、堀江）
重症心身障害児施設での口腔ケアの検討（那須、植松、堀江）
下顎骨骨折における NST の重要性の検討（日野、堀江）
口腔がん術後の補綴について（山岸、鈴木、日野、堀江）
3-3．研究内容と達成度
「動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析」は、昨年に引き続きラットにグリシンを用い睡眠時ブラキシズム発症
機構に関わる中枢神経機構を検討中である。
「培養細胞を用いた口腔内有害事象と抗がん剤の検討」は学会発表、論文化が行われ、さらに研究進行中である。
「粘膜外傷モデルマウスにおける抗癌剤の口腔粘膜治癒遅延効果」は、実験継続中であり、学会発表を行った。
「歯科用インプラントの臨床的研究」は移植材を使用しない上顎洞底挙上術に関する臨床研究を進行しており症例
を蓄積中である。学会発表、論文化をしている。
「マウスガード使用に対する臨床的研究」
（近藤、中村）は論文掲載に至った。
「歯科衛生士と他職種間の連携の検討」は、歯科衛生士、管理栄養士、介護施設・介護者間のコミュニケーション
の円滑化を図ることを目的としている。学会発表準備中である。
「重症心身障害児施設での口腔ケアの検討」は引き続き患者機能と口腔ケアの
関連を検討中で、論文化がなされた。
「下顎骨骨折における NST の重要性の検討」は口腔外科治療における治療中の栄
養評価の重要性を示すもので、論文化された。
「口腔がん術後の補綴について」は歯科技工士を中心とした研究で、今回着手を始
めた。
3-4．自己評価と次年度計画
「動物を用いた顎口腔機能の生理学的解析」は、次年度も継続して研究を行う。
「培養細胞を用いた口腔内有害事象と抗がん剤の検討」は、水準以上に達し、次年度も継続して研究を行う。
「粘膜外傷モデルマウスにおける抗癌剤の口腔粘膜治癒遅延効果」は、まだ研究途
中で、次年度も継続して研究を行う。
「歯科用インプラントの臨床的研究」は順調で、次年度も継続して研究を行う。
「マウスガード使用に対する臨床的研究」は、次年度からはルーチンワークとして
行う予定である。
「歯科衛生士と多職種間の連携の検討」は、今後歯科衛生士を中心として行う予定
である。
「重症心身障害児施設での口腔ケアの検討」は次年度からはルーチンワークとし行う予定である。
「下顎骨骨折における NST の重要性の検討」は比較的早急に論文化できた。今後
さらに研究を続ける予定である。
「口腔がん術後の補綴について」は義歯装着と発音の関連について研究を行う予定である。

４．診療
顎顔面外傷、腫瘍、嚢胞、インプラント、有病者患者の歯科治療、がん患者の周術期口腔機能管理等、地域基幹病
院歯科口腔外科の役割を踏まえた診療を行っている。
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５．その他
5-1 自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2 学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3 その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
【学会発表】
①

Takahiro Kaneko (Presenter), Yosuke Iijima, Shunsuke Hino, Norio Horie. Title: 0859 - Combined bone
augmentation technique for severely atrophic edentulous maxilla. the 2019 IADR/AADR/CADR General Session &
Exhibition Vancouver, BC, Canada June 19,20,21,22, 2019.

②

飯島洋介，坂東健二郎，友村明人，山田美喜，日野峻輔，金子貴広，堀江憲夫，坂上宏：セツキシマブのヒト口腔扁平
上皮がん細胞及びケラチノサイトに対する選択毒性の評価．第 61 回歯科基礎医学会学術大会，2019 年 10 月 12,13,14,
日，東京．

③

日野峻輔，山田美喜，飯島洋介，近藤圭祐，深井俊一，荒木隆一郎，金子貴広，工藤逸郎，下山哲夫，堀江憲夫: 意識消
失を伴う転倒が顔面骨骨折に与える影響．第 64 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会 2019 年 12 月 25,26,27,日，
札幌.

④

西村 響，小林玄和，山田美喜，近藤圭祐，日野峻輔，那須大介，荒木隆一郎，金子貴広，工藤逸郎，下山哲夫，堀江
憲夫：医療型障害児入所施設入所児の歯肉炎の罹患状況．第 31 回一般社団法人日本小児口腔外科学会総会・学術大会，
2019 年 11 月 22,23日 金沢.

⑤

金子貴広，中村悟士，増田一生，日野峻輔，近藤圭祐，深井俊一，堀江憲夫：PLLA メッシュプレートを併用した移植
材なしの上顎洞底挙上術の臨床的検討．第 23 回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，2019 年 11
月 30，12 月 1 日，つくば.

【論文】
①

Yosuke Iijima, Miki Yamada, Miki Endo, Motohiko Sano, Shunsuke Hino, Takahiro Kaneko, Norio Horie.
Dysgeusia in patients with cancer undergoing chemotherapy. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,
Medicine, and Pathology 2019, 31(3): 214-217.

②

Kondo Keisuke, Kikuchi Motohiro, Nasu Daisuke, Kaneko Takahiro, Horie Norio. Fork injuries with the
tines inserted bilaterally between the mandibular interdental spaces. Pediatric Dental Journal 2019,
29(1): 34-36.

③

Takahiro Kaneko, Satoshi Nakamura, Keisuke Kondo, Shunsuke Hino, Issei Masuda, Norio Horie.
Questionnaire on Mouthguard Use in Young Athletes Who Sustained Sports-related Dentomaxillofacial
Injuries. International Journal of Sports Dentistry 2019, 12(1): 14-21.

④

Yosuke Iijima, Kenjiro Bandow, Motohiko Sano, Shunsuke Hino, Takahiro Kaneko, Norio Horie, Hiroshi
Sakagami. In Vitro Assessment of Antitumor Potential and Combination Effect of Classical and Moleculartargeted Anticancer Drugs. ANTICANCER RESEARCH 2019, 39(12): 6673-6684.

⑤

Nasu D, Uematsu A, Nakamura S, Ishiyama M, Shirakawa T, Hasegawa T, Nasu Y, Kaneko T, Hoshi J, Horie N.
Oral hygiene and oral status of institutionalized children with motor and intellectual disabilities. J
Oral Sci. 2020, 62(1): 89- 92.
【総数：論文 7 件、学会発表 10 件、講演 XX 件】
6-2．獲得研究費
埼玉医科大学学内グラント一般：研究代表者 日野峻輔 講師：70 万円
埼玉医科大学若手育成研究助成費
かもだ研究奨励賞：研究代表者 山田美喜 助教：50 万円
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6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・自己評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育面では医学生に対する歯科的知識普及の一助となり得たと考える。研究面では、マウスガ

ード、障害児の口

腔ケア、化学療法中の口腔内有害事象は論文化まで行うことができた。臨床面ではインプラント治療患者は堅実に増
加している。また周術期口腔機能管理は患者数の増加が予測され、今後は当科の重点項目になると考える。
7-2．次年度の改善計画
研究面にて、コメディカル中心の研究の進行ならびに動物実験に関する実験を長期的な計画を

立案し、発表・論文

投稿を目指していきたい。診療面においては、入院支援が増加しており歯科衛生士と協力しより効率的な運用を目指
していきたい。
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2．27）リハビリテーション科
１．構成員
【医師】
山本

満（Yamamoto Mitsuru）
：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究副主任：代表指導教員(大学院)；中枢神経，

呼吸器・心臓・腎臓などの内部疾患のリハビリテーション：博士
藤本幹雄(Fujimoto Mikio)：講師：外来医長，病棟医長：教育副主任：研究主任；中枢神経，嚥下障害・痙縮のリハビリ
テーション
陶山哲夫 (Suyama Tetsuo )：客員教授：脊髄損傷，末梢神経，脳性麻痺，骨関節患など肢体不自由のリハビリテーション：
博士
【看護師】
飯野洋子
【セラピスト】
：國友淳子（統括責任者）
：課長補佐
＜理学療法士＞
藪崎純(主任)，野々垣政志（主任），森本貴之（主任），高野敬士（主任），守岡義紀（主任），野々垣直子，樺山有香，小
林大祐，鈴木翔太，丸山侑里子，大久保裕也，三本木光，長谷部悠葵，西本淳司，岡本晴香，小山智世，大久保恵美，岩
田一輝，萩原郁美，石川由樹，荒木心太，加藤星也，冨樫健太，武あかね，藤井優梨子，岩田萌美，鈴木健太，岩崎萌子，
後藤ちひろ，久喜啓誉，小野巧介，秋元麻由，佐藤佑実，大沢巧，橘愛梨香，佐川大輔，小島沙織，小島一紗，増田みの
り，河瀬朱加，齊藤光志，峯崎亮磨，吉澤憧子，佐藤春香，瓜尾柊，佐藤裕実，佐川大輔
＜作業療法士＞
國友淳子（課長補佐）
，平田樹伸（主任），高野香緒里，東謙一，石動友里，加藤なつき,鈴木美咲, 飯塚航平, 大川航洋，
秋澤亮，山本美咲，坂村あゆみ，関雪乃，山崎結生，小林歩，上妻由依，菅野夏海，金田来海
＜言語聴覚士＞
伊藤智彰（係長），伊藤淳子（主任），杉本真美（主任），中辻勝一，田中春野，片貝百花，橋本安里，荒木愛理，高岡真
衣，増田有希

２．教育
2-1．目的･目標
WHO / ICF に基づき，リハ医学の理念と実際，および急性期から社会復帰・社会生活に至る一連の流れを理解する．
2-2．教育内容（担当者）
＜医学生への教育＞
山本

満；循環器・呼吸器系・切断のリハ医学

陶山哲夫；リハビリテーション概論，骨・関節のリハ医学
藤本幹雄；脳卒中・小児のリハ医学
＜看護学生への教育＞
山本

満，藤本幹雄，森本貴之，國友淳子，伊藤智彰の５名がリハビリテーション医学について年間 30 時間の教育を

行った．
2-3．達成度
医学生，看護学生共にリハ医学の理念は理解できたと思われる．しかしリハ医学に関しては専門性が高く，医学全般の基礎知識を習
得していることが前提となるため，学生にはリハ医学の必要性を理解するように努めた．

2-4．自己評価と次年度計画
自己評価；良くできたと思う．
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年次計画；医学生の BSL 指導・講義, 看護学生への講義の継続

３．研究
3-1．目的・目標
リハビリテーション医学を基礎と臨床に分け，医師とセラピストが研究チームを編成し，各専門分野からみた研究を行
い，各々評価と今後の検討課題をまとめる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1).不全頸髄損傷例の歩行獲得の予測因子に関する研究：武井圭一，高野敬士，師岡祐輔，山本満
2).頸髄損傷例における嚥下障害に関する研究：杉本真美，伊藤智彰，中辻勝一，片貝百花，藤本幹雄
3).携帯型加速度計を用いた上肢機能評価：東謙一，國友淳子，平田樹伸，山本満
4).障害者のスポーツにおける障害別運動機能の評価に関する研究：山本満，陶山哲夫，藤本幹雄，高野敬士，鈴木翔
太，岩田萌美
5).ダウン症児に対する装具療法の効果に関する研究：守岡義紀，大久保恵美，山本満
6).脳損傷患者の歩行能力に関する研究：藤本幹雄，増田みのり，鈴木翔太，山本満
7).がん患者の運動耐容能に関する研究：森本貴之，小林大祐，武井圭一，西本淳司，山本満
8).がん患者の運動による免疫応答に関する研究：小林大祐，森本貴之，藤本幹雄，山本満
9).NICU 患者の在宅移行に向けた病棟・家族・理学療法士の連携に関する研究：守岡義紀，藤本幹雄
10).がん患者に対する作業療法からのアプローチに関する研究：國友淳子，平田樹伸，東謙一，山本満
3-3．研究内容と達成度
以下の内容に集約される
①

リハ医学に必要な基礎運動学の研究：70％

②

脳損傷者に伴う認知・高次脳機能障害：80％

③

脳損傷者の機能回復度と予測因子：50％

④

がん患者の運動耐容能：80％

⑤

障害者のスポーツと運動生理学的機能：70％

3-4．自己評価と次年度計画
自己評価；当科で研究すべきテーマは上記以外にも多数あるが，特にその中から選択して研究を行い，得られた評価
は「良」と判定した．
年次計画；上記研究の継続．

４．診療
当科は，骨・関節・体幹などの肢体不自由，および呼吸・循環器疾患，代謝疾患などの内部障害を対象としている．
取り扱い件数は入院症例は延べ約 120,000 件，外来症例は約 10,000 件であった．今後も診療内容の拡大および充実，
運動機能評価の開発，高次脳機能・認知機能の評価，下肢裝具の開発，がん患者の運動耐容能の評価，免疫能からみ
た障害者スポーツの検討などの先進医療への取り組みを継続していきたい．

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
1).全国障害者スポーツ大会・内部障害者の参加検討委員会：厚生労働省・日本障害者スポーツ協会：山本
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
１）
．日本ヒューマンケア・ネットワーク学会；査読・編集委員：山本満
２）
．埼玉包括的リハビリテーション研究会；査読・編集委員：山本満
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
1).日本リハビリテーション医学会・代議員
2).日本ヒューマンケア・ネットワーク学会・常任理事
3).埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
4).日本障害者スポーツ協会・医学委員
5).国際障害者バドミントン協会・International Classifier
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満

6).日本義肢装具学会・正会員
7).埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事
8).埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事
9).埼玉県リハビリテーション医会・理事

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①野々垣政志，阪井裕一，山本満：運動療法を気管挿管中に施行し，人工呼吸管理から離脱，抜管できたネマリン・
ミオパチーの一例：理学療法学．2020：47：55-60
②Yuki Hasebe, Kiyokazu Akasaka, Takahiro Otsudo, Yomei Tachibana, Toby Hall, Mitsuru Yamamoto：Effects of
Nordic Hamstring Exercise on Hamstring Injuries in High School Soccer Players: A Randomized Controlled Trial.
International Journal of Sports Medicine. 2020:41:154-160
③守岡義紀，武井圭一，藤本幹雄，山本満：急性期病院と訪問リハビリテーションとの連携により移動能力向上を認
めた脳性麻痺児の一症例．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌 vol19：23-26，2019
④冨樫健太，武井圭一，高野敬士，山本満：外傷性疾患症例における自主トレーニングの実行度に関連する要因の検
討．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌
⑤鈴木美咲，國友淳子，東謙一，松原秀徳，山本満，藤本幹雄：予後不良と考えられた蘇生後脳症患者との関わりに
おける意識とコミュニケーションの変化．日本ヒューマンケア・ネットワーク学会誌 17（1）
：49-53，2019．
⑥杉本真美、伊藤智彰、山本満、藤本幹雄：術前からの他職種連携で地域活動に参加できるようになった人工内耳装
用者の一例．第 20 回日本言語聴覚学会．2019，大分
⑦中辻勝一、伊藤智彰、杉本真美、山本満、藤本幹雄：当院高度救命救急センターでの食事開始プロトコル導入に向
けての取り組み．第 47 回日本集中治療学会．2020，名古屋
⑧Kosuke Ono, Kiyokazu Akasaka, Otsudo Takahiro, Yuki Hasebe, Hiroshi Hattori, Mitsuru Yamamoto: Understanding
and behavior of ankle sprain among junior high school basketball players. The International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine. 2019/6/10～13, Kobe
⑨加藤星也，高野敬士，武井圭一，山本満，藤本幹雄：人工股関節全置換術患者における当院クリニカルパス達成率
と各アウトカムの達成状況の関連(原著論文)．日本人工関節学会誌．49:205-206,2019
⑩長谷部悠葵，高野敬士，武井圭一，山本満，藤本幹雄，赤坂清和：人工股関節全置換術後の歩行自立に影響を与え
る術前因子の検討．日本人工関節学会誌．49:203-204,2019
【総数：論文 21 件、学会発表 52 件、講演 50 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
１）第 20 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会学術集会．2020/2/15，埼玉
２）第 19 回日本ヒューマンケア・ネットワーク学会学術集会．2019/12/8，東京
３）令和元年度第 8 回埼玉がんのリハビリテーション研修会，2019/8/24，埼玉
４）令和元年度第 3 回がんのリハビリテーション研修会，2019/7/6，東京
５）令和元年度第 4 回がんのリハビリテーション研修会，2019/10/20，東京
６）令和元年度第 5 回がんのリハビリテーション研修会，2019/11/16，東京

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
1).診療：各科のご協力により治療患者数が着実に増加しており，ほぼ満足すべき結果である．
2).教育：学生のリハビリテーション医学に対する理解が不十分であり，今後教育の方法を検討する必要がある．
3).研究：研究課題が数多くあり未だ十分ではないが，可能な時間内で研究できたと思われる．
4).その他（学会，社会貢献）
：充分行っている．
7－2．次年度の改善計画
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1).診療：当科では現在，他科入院中の患者の外来診療が中心である．他科からの依頼のもと，超急性期リハビリテーシ
ョンに着手しており，年々患者数は増加している．他科との連携を密にし，早期からの安全で効果的なリハ診療を行う
べくシステムを構築していきたい．
2).教育：リハビリテーションの対象患者は，脳血管障害，骨関節疾患，神経・筋疾患のみならず，小児疾患，糖尿病等
の内科疾患や心・呼吸器疾患などの内部障害，がん患者と多岐にわたる．学生には，高度な専門知識というよりも，患
者を総合的に評価することの重要性および早期リハビリテーションの必要性を理解させるように努めたい．
3).研究：令和元年度は酸素摂取量解析装置を用い，義足患者においてより効率的な歩行訓練の方法を検討した．また頸
髄損傷者の R-R 間隔解析による自律神経活動を評価した．今後は他の障害者，特に内部障害者を中心とした運動時の循
環応答やマイオカインを調査し，急性期リハビリテーションにおけるリスクマネージメントの基礎的研究を行いたい．
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2．28）麻酔科（麻酔科・産科麻酔科）
１．構成員
小山 薫（KOYAMA KAORU）
：教授：運営責任者、麻酔科診療部長、教育主任、研究員、代表指導教員（大学院）
：麻酔、集中治療、疼痛管理、心
臓麻酔：医学博士
照井克生（TERUI KATSUO）
：教授：教育員、研究副主任、指導教員（大学院）
：麻酔、産科麻酔、小児麻酔：医学博士
鈴木俊成（SUZUKI TOSHINARI）
：准教授：手術室医長、教育副主任、研究員、大学院教員（大学院）
：麻酔、輸液：医学博士
丸尾俊彦（MARUO TOSHIHIKO）
：講師：外来医長、教育員、研究員：麻酔、疼痛管理、大学院教員（大学院）
：医学博士
清水健次（SHIMIZU KENJI）
：講師：かわごえクリニック医長、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
：医学博士
田村和美（TAMURA KAZUMI）
：産科麻酔科診療副部長、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、山家陽児（YANBE YOJI）
：専門医員、教育員、研
究員、大学院教員（大学院）
：医学博士、加藤崇生（KATO TAKAO）
：ICU医長、教育員、研究主任、大学院教員（大学院）
、加藤 梓（KATO AZUSA）
：
専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、田澤和雅（TAZAWA KAZUMASA）
：教室主事、専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学
院）
、大橋夕樹（OOHASHI YUUKI）
：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）：医学博士、北岡良樹（KITAOKA YOSHIKI）：専門医員、
教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、結城由香子（YUUKI YUKAKO）：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、原口靖比古（HARAGUCHI
YASUHIKO）
：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、金子恒樹（KANEKO KOUKI）
：専門医員、教育員、研究員、研究員、大学院教員
（大学院）
、岡本理沙子（OKAMOTO RISAKO）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、野口翔平（NOGUCHI SHOHEI）
：医員、教育員、研究
員、大学院教員（大学院）
、菊池佳奈（KIKUCHI KANA）
：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、金子恒樹（KANEKO KOKI）
：専門医
員、教育員、大学院教員（大学院）
、中野由惟（NAKANO YUI）
：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、岡本理沙子（OKAMOTO RISAKO）
：
専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、小島崇史（KOJIMA TAKASHI）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、伊野田絢子
（INODA AYAKO）
：専門医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
：医学博士、栗原郁美（KURIHARA IKUMI）
：医員、教育員、研究員、大学院
教員（大学院）
、金子友美（KANEKO TOMOMI）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、黒川右基（KUROKAWA YUKI）
：医員、教育員、研究
員、大学院教員（大学院）
、肥塚幸太郎（HIDUKA KOUTARO）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、黒木将貴（KUROKI MASATAKA）
：医
員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、坂本尚子（SAKAMOTO SHOKO）
：
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、小島 啓（KOJIMA AKIRA）
医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、大久保訓秀（OOKUBO KUNIHIDE）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、松浦千穂（MATSUURA
CHIHO）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、高山瑠衣（TAKAYAMA RUI）
：専員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
、永井隆文
（NAGAI TAKAHUMI）
：医員、教育員、研究員、大学院教員（大学院）
留学：松田祐典（MATSUDA YUSUKE）
、重松俊之（SHIGEMATSU TOSHIYUKI）
、川崎 潤（KAWASAKI JUN）
客員教授：宮尾秀樹（MIYAO HIDEKI）
客員准教授：小高光晴（KODAKA MITSUHARU）
非常勤: 官川 響（HIROKAWA TORU）
、吉川由美（YOSHIKAWA YUMI）
、源田 正(GENDA TADASHI)、高田稔和（TAKADA TOSHIKAZU）
、加藤里絵（KATO
RIE）
、萩原大士（HAGIWARA DAISHI）
、前島和美（MAESHIMA KAZUMI）, 福山達也（FUKUYAMA TATSUYA）
、須藤貴世子(SUDO KIYOKO)、斉藤利恵（SAITO
TOSHIE）
、佐々木麻美子（SASAKI MAMIKO）
、成田優子（NARITA YUKO）
、高橋綾子（TAKAHASHI AYAKO）

２．教育
2-1．目的･目標：卒前教育では 4 年生 6 年生の講義は麻酔科領域の基本的な知識を習得させる。BSL は医療センター麻酔科４部門（手術室麻
酔管理、ICU、ペインクリニック、周産期麻酔）の診療内容の理解。卒後教育では研修医は主に手術室麻酔研修、ICU・周産期・ペインクリニッ
クの内容理解、集中治療室での全身管理の基礎を学ぶ。スタッフ教育は最新の知識の取得と専門医に必要な項目の理解を目的とした。開院以来
使用している「麻酔科研修のために」は適宜改訂を行い教育の指針として使用、定期的に改訂を行っている（ver6.4.4）
。
2-2．教育内容（担当者）:卒前教育では 4 年生、6 年生の系統講義を小山、照井が担当した。BSL は小山、照井、清水、丸尾、山家、鈴木、加
藤、宮尾らが担当した。手術室は実習を主体とし、薬液注入、気道確保、静脈確保、シミュレーション人形での気管挿管練習、BSL 練習等を行
った。ICU、周産期では症例ベースの実習、ペインはかわごえクリニックでのペイン外来見学を行った。BSL 終了時に４部門それぞれの到達目標
に関する小テストを行った。夏期学生プログラム（課外プロ）を提示、医学部学生を受け入れた。卒後教育では初期研修医教育では毎年４月第
１土曜日（今年度は第２週）に初期研修医全員を対象としてアメリカ心臓協会認定心肺蘇生講習会（AHA BLS プロバイダーコース、小山コース
ディレクター、毛呂山会後援）を開催した。麻酔科研修中は日々の臨床麻酔を通して呼吸循環管理や急性期の輸液管理を教育した。その他とし
ては、救命救急士の挿管実習を継続した（３ヶ月毎）
。救命救急士の気管挿管プログラム（埼玉西部第２地区気管挿管生涯教育ならびに埼玉県
ビデオ喉頭鏡講習、小山担当）を実施した。後期研修医、他施設からの産科麻酔研修（フェローシップ含め）を随時受け入れている。スタッフ
教育では平日朝の症例カンファレンス後のミニレクチャーを継続し、最新の知見から研修医向けの基礎的な内容まで幅広くカバーした。土曜医
局会開催時は症例検討および後期研修医向けの講義を継続し、教育システムの充実を図った。年に２回開催される埼玉医大３病院麻酔科研究会
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（SMU-CAN、代表世話人小山）は、３病院麻酔科の情報交換およびエキスパートからの講義を受ける貴重な研究会である。同じく年２回開催さ
れる埼玉麻酔科専門医会は、埼玉県内麻酔科専門医の意見交換と同時に、１年目後期研修医の学会発表デビューの場になっている。
2-3．達成度：卒前教育では BSL では４部門それぞれ到達目標を定めて効果的に実習を行った。小テストはおおむね成績良好で、講義、見学
の満足度も高かった。卒後教育では研修プログラムの改訂で初期研修１年目の麻酔科研修は全員２ヶ月、希望に応じて２年目での選択も可能と
なった。スタッフ教育は毎朝の症例検討、クルズス、抄読会を続けた。後期研修医教育は土曜日を中心に系統講義を充実させた。
2-4．自己評価と次年度計画：BSL の教育は成果をあげた。研修医教育１年目では、より充実した教育を行なった。２年目麻酔科を選択した研
修医には希望により４部門のうちの希望部門の研修を行った。スタッフ教育は毎朝の症例検討、クルズス、抄読会が十分成果をあげている。教
育主任小山教授、教育副主任鈴木准教授、後期研修担当原口助教、初期研修担当加藤梓助教を中心に BSL および研修医教育、救急救命士教育の
充実を図った。４年生、６年生の講義では医師国家試験の出題傾向を考慮し学生からのフィードバック結果を基に内容をブラッシュアップして
いる。後期研修医はオペ室での全身管理から研修を開始、後半は集中治療管理、産科麻酔も加え幅広く全身管理を教育した。

３．研究
3-1．目的・目標：大学院の学位論文作成、臨床での臨床研究を車の両輪として、学会発表のみならず、なるべく多くの研究を論文化するこ
とに努めている。研究カンファを定期的に開催し、研究の方向性を探り、研究の推進をはかる（従来の基本方針を堅持）
。埼玉医科大学東洋医
学講座、防衛医科大学校麻酔科学教室などと共同で研究を行い、複数の分野で博士号論文につながる研究を継続している。
3-2．研究プロジェクト
麻酔：周術期血液凝固系の変化（ROTEM による評価）
、大手術における代用血漿剤（ボルベン）の臨床的検討、レミフェンタニル投与中の血中グ
リシン濃度の推移、周術期イオン化マグネシウムの推移・総マグネシウムとの比較、周術期心房細動発生危険因子の検討（心臓手術、食道
手術）
、心臓外科術後の急性腎障害早期指標（尿中 PO2）の検討、等
周産期：帝王切開術での麻酔薬および輸液製剤の胎児移行、臍帯血イオン化マグネシウム値、妊娠高血圧症候群の循環動態、妊婦ストレスの HPLC
による評価、帝王切開術後の悪心・嘔吐および掻痒感に対する円皮鍼の効果、帝王切開術後のアセトアミノフェン投与の有用性、帝王切開
術時の腰椎くも膜下ブロックの低血圧予防および新生児への影響、妊婦の循環血液量の測定、急性出血時の血液代替療法（動物妊娠モデル）
、
常位胎盤早期剥離に関する埼玉県での実態調査、等
ICU：人工呼吸中の加温加湿、新しい人工呼吸モードの検討、集中治療室患者における血糖測定器の精度、重症患者での酸素需給バランスの評
価（ScvO2・乳酸値）
、術後悪心・嘔吐、ICU 患者のイオン化マグネシウム値の推移、目標志向型マグネシウム投与を応用した全身管理、術
後腎不全の早期診断、等
ペイン：神経ブロック後の重心動揺、抗凝固療法中の神経ブロック、帯状疱疹後神経痛の臨床経過、等
3-3．研究内容と達成度
血液凝固：達成度 70％、代用血漿製剤：70％
帝王切開術での胎児移行：達成度 90％、臍帯血イオン化マグネシウム値：90％、妊娠高血圧症候群：80%、悪心・嘔吐：90%、HPLC を使用し
たストレス検討：70%、急性出血モデル：70%、人工呼吸中の加温加湿：90％、イオン化マグネシウム値の推移：90％、悪心・嘔吐：90%、
酸素需給バランスの評価：70％
3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数、論文等
加藤、照井、小山、鈴木、産科麻酔フェロー、菊池（東洋医学）
、その他関係医局員で月１回の研究カンファレンスを継続し、研究環境の
充実を図った。日本麻酔科学会、日本集中治療医学会、日本ペインクリニック学会、日本心臓血管麻酔学会、日本産科麻酔学会等、日本で
の主要学会のみならず、ASA、SCA、SOAP、WCA 等の海外での学会で積極的に発表した。研修医の学会発表の論文化を研究カンファレンスが
主体となって推進している。

４．診療
総合医療センター麻酔科は、手術室麻酔管理、集中治療室管理、産科麻酔、ペインクリニックの４部門に加え、ドクターヘリでの救急医療
など、おおよそ麻酔科医が関与しうる全ての分野をカバーしていることが最大の特徴である。3D 心エコーも導入され心臓血管麻酔の充実も
期待されるところである。各分野で、最新の知見も視野に入れた、質の高い医療を提供すると同時に、医学部学生、研修医の教育にも力を注
いでおり、チーム医療やマンパワーの充実も目標に掲げている。安全で質の高い麻酔を介して病院全体の安全管理、病院経営に寄与すべく医
局員一丸となって取り組んでいる。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県西部第２地区 MC 協議会委員（小山）
ISO-Technical Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバー（宮尾名誉教授）
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5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia、 editorial board（照井）
、査読委員（小山、宮尾）
、日本集中治療医学会雑誌査読委員（小
山）
、日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾）
、International Journal of Obstetric Anesthesia, occasional editor（照井）
、International
Anesthesiology Clinic, contributing editor（照井）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
小山はアメリカ心臓協会認定の川越ACLSトレーニングサイトのサイト長およびファカルティとして、Basic Life Support(BLS)、Advanced
Cardiac Life Support(ACLS)、およびPediatric Advance Life Support(PALS)プロバイダーコースを定期開催し、地域での蘇生教育の普及に
貢献した。日本麻酔科学会代議員、日本臨床麻酔学会評議員、日本心臓麻酔学会評議員、日本集中治療医学会評議員、日本臨床モニター学会
評議員、体液代謝研究会評議員として活躍した。
照井は、日本麻酔科学会代議員、体液代謝研究会評議員、Obstetric Anesthesia subcommittee member、World Federation of the Societies
of Anesthesiologists の active member として活躍した。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 肥塚幸太郎、松田祐介：妊娠 24 週で試験開腹術を行い子宮破裂と診断された１症例．麻酔 2019; 68: 139
② 加藤崇央、高山瑠衣、永井隆文、他：イオン化マグネシウムに関する話題．臨床麻酔 2019; 43:873
③ 菊池佳奈、加藤崇央、浅野麻由、他：閉塞生睡眠時無呼吸症候群を合併し周産期管理に難渋した内視鏡下経蝶形骨下下垂体手術の１症例．
臨床麻酔学会誌 2019; 39: 337
④ 坂本尚子、加藤崇央、原口靖比古、他：低血糖発作を機に発見された褐色細胞腫の１症例．麻酔 2019; 68: 1107
⑤ 橘 陽介、加藤崇央、坂本尚子、他：肝切除後に著しい代謝性アシドーシスを認めた１症例．麻酔 2019; 68: 1230
⑥ 伊野田絢子、大久保訓秀、坂本尚子、他：急性妊娠脂肪肝のため緊急帝王切開にて分娩後、尿崩症を来した１症例．麻酔 2020; 69:324
⑦ 長嶋小百合、松田祐介、大橋夕樹、他：マルファン症候群合併妊娠における脊髄幹麻酔・鎮痛：症例集積研究．麻酔 2020; 69: 380
⑧ 田澤和雅、小山 薫：白血球数と手術の関連について．臨床麻酔 2020; 44: 491
【総数：論文 9 件、学会発表 15 件、講演 5 件】
6-2．獲得研究費：消防救命救急士気管挿管実習、旭化成ファーマ、味の素製薬工場、大塚製薬工場、エドワーズライフサイエンス、等
6-3．受賞 ：該当なし
6-4．特許、実用新案：該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
６−５−１．埼玉医大臨床麻酔ネットワーク（SMU-CAN：毛呂、日高、川越麻酔科の合同研究会）
：代表世話人小山、埼玉県麻酔専門医会世
話人：小山
６−５−２．体液代謝管理研究会：鈴木、丸尾、宮尾
６−５−３．AHA 認定 BLS、ACLS、PALS 講習会定期開催：小山

７．自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
鈴木、丸尾、清水、加藤、大橋、北岡、大浦、原口ら若いメンバーが総合医療センター麻酔科の５部門（４部門＋心臓血管麻酔）のさら
なる充実を図っている。産科麻酔では照井の指導の下、他大学を含めた産科麻酔研修の希望者を本年度も受け入れた。教育は４年生、６
年生の系統講義、５年生の BSL を担当、BSL、CC 含め高い評価を得た。研修医の教育では、改訂された「麻酔科研修のために」を初期〜
後期研修医の教区でも有効活用し、優れた実地臨床医の育成に寄与した。BLS/ACLS/PALS の教育では小山が学生、研修医、病院職員の教
育に力を発揮し、地域での普及教育も積極的に行った。救命新棟手術室置オープンに伴い手術室増室、昼夜を問わない緊急手術へ柔軟に
対応し、手術件数は増加した。ICU も救命新棟２階に移動、入室患者も増加した。ペインクリニックでは２つの外来診療（当院・かわご
えクリニック）を継続している。地域での急変患者の蘇生率向上に貢献すべく、AHA 認定心肺蘇生講習会を本年度も定期開催した。この
ように総合医療センター麻酔科は、麻酔科の関与しうる、おおよそ全ての分野で活動しているが、多忙な臨床の中でもリサーチマインド
を忘れることなく学会活動などを継続、博士論文の作成に向けて努力した。
7-2.次年度の改善計画
次年度も安全で質の高い全身管理を通じて医療安全、病院経営に寄与する所存である。しかしながら麻酔科の関与しうるおおよそ全ての
分野を 24 時間 365 日カバーするには人材確保が必要不可欠である。新たな人材を確保する努力に加え、＜辞めない＞医局体制の維持を通
じて人材を確保したい。人材確保による激務の改善は医療事故防止のみならず研究時間の確保にも繋がる。より多くの学会発表、論文作
成を目指していきたい。
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2．29）救急科（ER）
１．構成員
輿水
久村
安藤
中村
淺野
園田
橋本
城下
千田
安齋

健治（KOSHIMIZU Kenji）
：教授：運営責任者, 診療部長：指導教員（大学院）
：蘇生, 心臓震盪：博士
正樹（HISAMURA Masaki）
：准教授：研究主任, 診療副部長：教員（大学院）
：精神科救急：博士
陽児（ANDOU Youji）
：講師：教育主任：頭頸部外傷外科, 航空医療
元洋（NAKAMURA Motohiro）
：講師：教育副主任, 研究副主任：教員（大学院）
：航空医療, 周術期管理：博士
祥孝（ASANO Yoshitaka）
：助教：外来医長：蘇生教育, 小児救急
健一郎（SONODA Kenichiroo）
：助教：専門委員：災害医療
昌幸（HASHIMOTO Masayuki）
：助教：専門医員：外傷外科
翠（JOUSHITA Midori）
：助教：専門医員：高齢者救急
咲智子（TIDA Sachiko）
：後期レジデント：医員
勝人（ANNZAI Masato）
：救急救命士：蘇生教育, 病院前救護：修士

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
BSL・CC において、救急患者のドクターヘリなどにおける病院前医療や医療機関における初期評価、外傷初期診療の
意義を理解し、心肺停止症例においては BLS を体験し、ACLS の内容を理解する。独歩来院救急患者の医療面接を経験
し、体表の創傷処置を経験する。
「卒後教育」
初期研修 1 年目では救急患者の初期診療において、蘇生処置、体表の外傷処置、中心静脈確保および総合的な救急診
療の基礎を修得する。また、救急車に同乗して病院前救護の意義を理解する。2 年目では 1 年目研修医および学生の
指導ができ、ACLS および JATEC が実行できる。また、病院前救護の内容を考察する。後期研修では救急科専門医を取
得する。英文論文を読み、学会発表する習慣を身に着ける。
2-2．教育内容（担当者 研修医：久村, 浅野 学生：安藤, 中村）
「卒前教育」
独歩来院の救急患者に対して医療面接を行い、その病態を考えて診療録に記載する。診断に必要な検査を考え、その
結果を考察して治療方法を提案する。救急車で搬送される患者については静脈路確保や採血を適宜実施し、病態や治
療方針についてレクチャーを受ける。入院患者の回診に同行し、初期診療がその後の治療に及ぼす影響についてレク
チャーを受ける。シミュレーターを活用し、侵襲的処置の指導を受け、機会があれば縫合処置など簡単な処置を経験
する。
「卒後教育」
初期研修 1 年目では、独歩来院の救急患者や二次救急患者に対し自ら診療を行い、検査や治療内容について指導を受
けながら実施する。三次救急患者に対し、気管挿管や静脈路確保など蘇生処置を指導のもと実施する。生理学的評価
を行い、必要な蘇生処置など診療手順を提案する。JATEC を基本に、プライマリーサーベイを実施する。指導のもと
創処置など侵襲的処置を実施する。入院患者に対しては病態の変化を把握し、治療方針を考察する。ICLS コース、JATEC
などシミュレーターを活用し侵襲的処置を修練する。救急自動車に同乗し、病院前救護を見学する。2 年目では独歩
来院の救急患者に対し診療を行い、検査や治療方針を立案し実行する。救急車で搬送される患者に対し、ACLS や JATEC
に基づいた医療を実践する。1 年目が実施する際は指導をする。入院患者に対しては病態に応じた治療計画を立案す
る。希望により、ドクターヘリに同乗し、病院前救急医療を体験する。ER 研修中に英文論文を読み、抄読会で発表す
るよう指導する。また、学会発表や論文執筆の指導をする。後期研修では、2 年間 ER で実地臨床を行い、2 年間を救
命 ICU など他診療科で救急に関連する実地臨床を学び、専門医資格取得に必要な症例を経験する。
2-3．達成度
「卒前教育」
シミュレーション教育にて静脈路確保や縫合を指導しているが、実習期間内に適切な症例を担当することが出来す、
経験できないこともあり、均一な指導が難しい面もあった。CC において、重症患者が多いこともあり、体験型実習が
十分に行えなかった。
「卒後教育」
初期研修では、救急患者の病態が変化することが多く、研修医が主体となって診療を実践できる機会が少なくなって
しまう。特に重症患者では、見学型になってしまうことが多い。ACLS については、ECMO を導入する症例などでは、研
修医がコマンダーとしての役割を果たすことが難しかった。抄読会は研修医全員が発表することが出来た。学会発表
や論文執筆は希望者を中心に実施することができた。後期研修では、専門医取得に必要な症例を十分に経験できた。
2-4．自己評価と次年度計画
北米型 ER 救急医療を目標に診療してきたが、一次・二次の内因性救急患者を診療する機会がほとんどなかった。また、
重症患者では初期研修医が主体となって初期診療を進めることが難しいので、初期研修医が満足できる研修を行うこ
とが出来なかった。しかし、英文論文に触れ、学会発表を行い、論文執筆をすることの習慣づけは出来たと思われる。
次年度は、外傷患者や中毒、環境異常など外因性患者と併せ積極的に受け入れ、学生・研修医教育の機会を増やし、
臨床の教育現場拡充を図りたい。
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３．研究
3-1．目的・目標
1) ドクターヘリ事業内容をデータベース化し、病院前医療の意義を検証する。
2) 小中学生に対する蘇生教育の効果を検証する。
3) 病院前医療における治療内容が救急患者の予後に与える影響について検証する。
4) 重症外傷患者の初期診療がその後の経過に及ぼす影響について検証する。
5) 救急ワークステーションが患者予後に与える効果を検証する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) ドクターヘリ検証チーム
2) 蘇生教育チーム
3) 戦略会議（救命と共同）
4) ワークステーション検証チーム
3-3．研究内容と達成度
1) ドクターヘリ検証チーム
全症例について症例検討を実施し、ドクターヘリ活用時と通常の救急システムとの差異および現場での活動内容に
ついて検証している。また、航空会社スタッフや消防側職員も含めた検討会を行っている。大量輸血プロトコール
症例について検証している。
2) 蘇生教育チーム
学校教育の一環として小学生・中学生に対する蘇生教育を実施しており、その経過を学会発表している。
3) 戦略会議
救命と共同で、M&M カンファレンスを行い、その結果をふまえ外傷症例の治療戦略を検討している。ER スタッフと
しては主にドクターヘリ搭乗医療スタッフとして、現場から開始される治療内容と初療室での治療戦略について議
論に参加している。
4) ワークステーション検証チーム
ワークステーション担当医師・看護師、消防職員での症例検討会を実施し、その有効性、問題点を検証している。
検証内容について一部学会報告している。
3-4．自己評価と次年度計画
研究実績をまとめ一部学会報告を行ってきた。その成果を一部論文として発表している。
蘇生に関しては川越市内の小学生から中学生へ対象を拡大し、教員が中心となり蘇生教育を実施するよう徐々に移行
している。
次年度もそれぞれ継続課題としていく。蘇生教育については論文としてまとめていく。

４．診療
あらゆる救急患者を受け入れる救急医療体制を確立し、救急応需率向上、診療の質向上を目指してきた。外傷患者を
中心とした外因性救急患者については、高度救命救急センターと協力し目標を達成しつつあるが、内因性救急につい
ては目標とする診療体制が構築できなかった。
病院前救急医療については、ドクターヘリ事業や救急ワークステーション事業において、埼玉県全域の消防機関や医
療機関との連携も強化され、その内容は向上しつつある。
今後は外因性と救命対応内因性救急患者への対応に特化した組織をめざし、高度救命救急センターとの連携を強化し、
病院前医療と初期診療能力の質的量的向上を目指す。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会
埼玉県メディカルコントロール委員会
埼玉県 DMAT
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
臨床救急医学会誌 査読
日本行動療法学会編集委員、査読委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県夢のかけはし事業
川越市内小中学生の蘇生教育授業
JICA
埼玉県救急救命士養成所専任教員・講師
日本臨床救急医学会評議員
日本蘇生学会評議員
日本臨床スポーツ医学会代議員
日本航空医療学会評議員
日本こころとからだの救急学会代表理事

0658

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①輿水健治：心臓震盪. 別冊日本臨床循環器症候群Ⅲ：2019
②Masaki Hisamura, et al：splenic mass of uncertain etiology in a 15-years-old male patient: a case report.
Acute Medicine & Surgery：2019
③重松咲智子 他：気管支喘息急性増悪による心停止症例と病院前活動の検討. 日本救急医学会関東地方会雑誌:2020
④久村正樹 他：線維筋痛症と思われる疼痛を苦に自殺企図に至った 1 例. 日本救急医学会関東地方会雑誌:2020
⑤重松咲智子 他：外傷性血気胸の減圧のタイミングの検討. 第 33 回日本外傷学会総会：2019
⑥橋本昌幸 他：当院へドクターヘリ搬送となった大量輸血プロトコール症例の検討. 第 22 回日本臨床救急医学会総
会：2019
⑦城下翠 他：当院での重症肺炎に対する VV-ECMO 症例の検討. 第 47 回日本救急医学会総会：2019
⑧中村元洋 他：埼玉県ドクターヘリの基地病院重症患者への関わり. 第 26 回日本航空医療学会総会：2019
⑨淺野祥孝 他：埼玉県川越市での蘇生教育導入の経験 –第 2 報- .日本蘇生学会第 38 回大会：2019
⑩輿水健治：若年者の突然死 –心臓震盪を中心に- . 日本蘇生学会第 38 回大会：2019
【総数：論文 4 件、学会発表 10 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
あらゆる救急患者を受け入れる救急医療体制を構築し、総合医療センターが一次・二次救急では地域医療に貢献し、
三次救急では埼玉県全域に貢献できることを目標としてきた。外傷を中心とした外因性救急に対しては、高度救命救
急センターとの連携により、十分その機能を果たすことが出来たと思われる。学生・研修医教育においても、外傷を
中心とした診療内容について、病態や画像評価、治療内容などにつき教育できたと思われる。しかし、内因性救急患
者に対応する機会は救命症例しかなく、十分な教育を実施することが出来なかった。多くの ER 型救急医療施設では、
内因性や外因性の区別なく患者を受け入れており、学生や研修医はそういった救急医療に興味を持っているので、当
科の診療体制では満足できない結果となっている。その結果かもしれないが、後期研修を希望する医師を獲得できな
かった。
研修医には英文論文を読み解くよう指導を継続し、抄読会での発表により、良い教育になっていると考えている。研
修医の数名は学会発表も筆頭演者で行うよう指導できた。
小中学校における蘇生教育は、川越市内へ広く展開することができ、今後も継続可能な体制を築きつつある。これに
関わる研究に関しては、検討結果を継続して学会発表しており、論文に繋げられると思われる。
7－2．次年度の改善計画
外傷を中心とした外因性救急患者への対応と、内因性救命対応の患者への対応に特化する方向に方針を転換していく。
それらの患者の初期診療能力の向上を目指し、学生・研修医の臨床教育に繋げていきたい。内因性救命対応患者につ
いては、救命 ICU 入院後の集中治療にも積極的に関わり、集中治療の能力向上を目標とする。将来的にはドクターヘ
リおよびワークステーションを中心とした病院前救急医療、全ての外傷患者の初期診療、救命 ICU の集中治療を担当
するチームとしていきたい。それにより、学生・初期研修医への教育の機会を増やし、後期研修医の獲得に繋げてい
きたい。
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2．30）高度救命救急センター
１.構成員
(平成 31 年 4 月 1 日現在)
堤晴彦 (TSUTSUMI、Haruhiko)：教授：病院長：脳神経外科学(頭部外傷、脳血管障害、一般)、救急医学：博士
澤野誠 (SAWANO、Makoto)：教授：高度救命救急センター長(運営責任者）：診療部長：研究副主任: 代表指導教員（大学
院）
： 学位論文審査教員（大学院）
：外科学(消化器外科、血管外科、一般)、救急医学：博士
熊井戸邦佳 (KUMAIDO、Kuniyoshi)：准教授、研究主任：研修担当医長：脳神経外科学(頭部外傷、脳血管障害、一般)、
救急医学：博士
中田一之 (NAKATA、Kazuyuki)：准教授：診療副部長、HCU 病棟医長：内科学(循環器、一般)、救急医学：博士
荒木 尚 (ARAKI Takashi) ：准教授：教育主任：脳神経外科学〔頭部外傷、小児脳神経外科、脳死脳蘇生、一般〕
。救急
医学：博士
井口浩一 (INOKUCHI、Kouichi)：准教授：診療副部長：整形外科学(脊椎、外傷、一般)、救急医学：博士
大河原健人 (OKAWARA、Kento)：講師：外来医長：外科学(消化器外科、一般)、救急医学：博士
福島憲治 (FUKUSHIMA、Kenji)：講師：教育副主任総務担当医長：整形外科学(外傷、一般)、災害医学、救急医学
大餐和憲（OAE、Kazunori）
：講師：診療専門員、整形外科学(外傷、一般)、救急医学：博士
上村直子（KAMIMURA、Naoko）
：助教、診療専門員
森井北斗（MORII、Hokuto）
：助教、診療専門員
芝山浩樹 (SHIBAYAMA、Hiroki)：助教、診療専門員
松田真輝 (MATSUDA、Masaki)：助教、診療専門員
八幡直志（YAHATA、Tadashi）
：助教、診療専門員
大井秀則（OI、Hidenori）
：助教、診療専門員
有馬史人 (ARIMA、Fumihito) ：助教、診療員
田翔太
(DEN、Shouta) ：助教、診療員
平松玄太郎 (HIRAMATSU、Gentarou)：助教、診療員
今本俊郎 (IMAMOTO、Toshirou)：助教、診療員
亀田慎也 (KAMEDA、Shinya)：助教、診療員
久木原由里子 (KUKIHARA、Yuriko) :助教、診療員
田中はるか（TANAKA、Haruka）
：助教（専）
、診療員
遠藤成晃（ENDO、Shigeaki）
：助教（シ）
、診療員
齊藤美音（SAITO、Mio：助教（シ）
、診療員

２.教育
2-1.目的･目標
2-2.教育内容（担当者）
(1)卒前教育（学生）においては、クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけてもらう一方、救急医療の第一
線の現場を自ら体験し、救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを目標とした。
(2)卒後教育（初期臨床研修）に対しては、上述した目標以外にも、さらに各種重症疾患に対する集中治療についての実践
的な知識や技能の習得にも重点を置いた。
(3)大学院教育においては、救急医療の実践の中で見出した問題意識や疑問点を整理し、新しい知見へと結び付ける研究の
方法論や技能を身につけさせることを目標とした。また、基礎領域の学術集会の企画・準備・運営への参画を通じて、研
究成果公表の方法論などの習得を目標とした。
(4) 救急救命士教育においては、当直実習も含めて救急医療およびそのシステムについての、救急救命士としての実践的
な知識や技能の習得とともに、医療現場への理解を深めることを目標とした。
(1) 卒前教育
卒前教育は荒木尚准教授が教育主任（責任者）
、上村直子助教が教育副主任（副責任者）として担当したが、それ以外にも
ほとんどのスタッフが関与した。BSL(現 C.C.>)においては、クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけても
らう一方、救急医療の第一線の現場を自ら体験し、救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを
目標とした。具体的には救急医療現場への参加。昼間のみならず、希望者には夜間も許可している。ほぼ全員夜間研修を
希望し参加した。
②人形を用いた心マッサージ、点滴ライン確保、気管挿管などの実技実習や外傷･ACLS に対するシミュレーション実習の
実施、
③急性中毒、急性冠症候群、外傷などのクルズス、などを中心に教育を行った。さらにクリニカルクラークシップ(現
Advanced C.C.。)においては、3 週間外科チーム、整形外科チーム、ER の各部門 1 週間ずつに所属して文字通り昼夜を問
わず密度の高い実習をおこなった。
(2) 卒後教育(初期臨床研修)
澤野誠教授がプログラム責任者、熊井戸邦佳准教授が研修指導責任者として担当したが、それ以外にもほとんどのスタッ
フが臨床研修医に対する卒後教育に関与した。澤野誠教授は研修管理委員、三病院自由選択プログラムのプログラム責任
者も担当した。高度救命救急センター初期研修プログラムの理念は以下のとおりである。
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（1） すべての医師が、救急部門(高度救命救急センター・救急科 ER)の研修を通じて、救急患者の緊急性および重症度の
評価を行うことができ、そのための診断能力・知識・技術を身につけることを目標とする。
（2） 外傷、熱傷、中毒、心臓大血管疾患、脳血管障害など多岐にわたる最重症の三次救急患者の、初期治療から手術、
集中治療、リハビリテーションそして退院まで含めた一貫した診療に、主治医の一人として参画する。
（3） 一人の患者の救命から社会復帰、時には死亡までの全ての過程に関わり、緊急時の対応に必要な知識や技術を身に
つけるとともに、地域の救急医療体制や、介護の体制、生命倫理などの問題についても理解を深め、一人の医師と
して自分なりの医療観・生命観をはぐくむことも目標となる。
（4） 救急科 ER における研修と、高度救命救急センターにおける研修とが、連携し、相互に補完する乙とにより、一次
救急、二次救急、三次救急の全てをカバーする広範な救急部門研修を実践する。
このような理念を実現・実践する為に高度救命救急センター初期研修プログラムには以下の特色がある。
 重症救急患者の初療から退院まで一貫して高度救命救急センターの専従医師が診療にあたるシステムをとっているた
め、多くの救急医療施設における研修のように初療や急性期に限定されることなくなく、慢性期の手術、治療、リハビ
リまで経験することができる。
 専従医師(指導医)は臨床経験 10 年以上、脳神経外科、外科、整形外科、集中治療、麻酔、内科、循環器、形成外科、
救急など各学会の専門医ないし指導医の資格を有し、高度救命救急センターに収容された患者の手術や検査などは原則
的に専従医師が施行するまた心臓外科や循環器内科など他の診療科と協同して診療にあたることも多い。したがって、
研修中は極めて多岐にわたる手技、手術、検査などを経験することができる。
 当高度救命救急センターは、地域救急医療、災害医療、ドクターへリ事業、国際、緊急医療援助などでも中心的な役割
を担っており、他の施設では機会の少ないこれらの分野の研修ができる。
後期（専門）研修については、2017 年度よりの新しい専門医研修制度に対する取り組みとして、救急専門医の専門研修
プログラムを作成、日本救急医学会に提出し承認を得た。
(3)大学院教育
杉山聡教授を代表指導教員、堤晴彦教授、澤野誠教授、熊井戸邦佳准教授、中田一之准教授、荒木尚准教授が指導教員
として担当した。以上５名は学位論文審査教員として担当した。
(4)救急隊員・消防隊員教育
救急隊員・消防隊員教育は福島憲治講師が教育副主任（責任者）として担当したが他のスタッフもほとんど全員関与し
た。県内の救急隊員の教育にも力を注いでおり、埼玉県の委託を受けて総合医療センター内で施行されている年 3 回の救
急標準課程の講義・教育の大半を救急科（ER）とともに当科のスタッフが担当しており、また埼玉県救急救命士養成所(さ
いたま市)にも出張し、講義・教育を行っている。救急救命士病院実習を定期的に受け入れており、救急救命士の当直実習
のない日は週末のみという日々が続いている。BLS(Basic Life Support)。ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support)。
JATEC.C.Japan Advanced Trauma Evaluation And Care)などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普及も、救急医に
課せられた任務と考えており、適宜研修会を開催している。2018 年 5 月より救急ワークステーションが稼働し、救急科（ER）
医師とともに現場も含め、救急隊員のプレホスピタル活動の教育・指導に当たった。
2-3.達成度
（1）
卒前教育
BSL（現 C.C.）は 5 日間のみに限られたが、緊迫した救急医療現場の雰囲気を堪能してもらい、それ以外の時聞を利用し
て、臨床に即したクルズスや実践的な実習が行われ、おおむね好評であった学生教育は短期聞に限定され、その結果救急
搬送される症例に偏りが生じ、心肺蘇生法などの現場実習ができない学生も存在したが、己れを克服すべく、人形を用い
た BSL では ACLS の実技実習を積極的に取り入れた。クリニカルクラークシップ(現 Advanced C.C.)では、荒木尚准教授（教
育主任）ならびに各指導医の指導のもと、実習期間中各人に実際の症例に基づいた研究テーマを与え、これを最後に研究
発表形式で発表する試みを行い、日本救急医学会総会の学生・研修医セッションでの発表にまでつながったものもあった。
実習期間中にモーチベーションの高い学生が多かったこと、さらには実習期間が４週間と長期であったことが功を奏した
ことから今後とも力を入れたい。
(2)卒後教育
初期研修医教育では。必修 2 か月間(高度救命救急センター 4 週間、救急科 ER4 週間〕という短期間のローテートではあ
ったが、積極的な研修医に対しては幅広い知識を習得できるよう指導できたと考えている。研修医に対しては、上述した
ような個人差をなるべく解消させる意味からも、チェツクシートを活用して厚生労働省の指導する必修項目が漏れなく習
得できるような体制をとった。2 年目の選択期間に高度救命救急センターICU 部門での研修を希望する初期研修医の数も着
実に増加しており、より高度な集中治療を中心とした研修をおこなった。
（3）大学院教育
本年度、澤野誠教授が代表指導教員、井口浩一教授、熊井戸邦佳准教授、中田一之准教授、荒木尚准教授が指導教員と
して大学院教育に当たった。
（4）救急隊員・消防隊教育
救急隊員教育では、地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが、教育面では、消防学校・救命士養
成所などの講義を通じて貢献した。
2-4.自己評価と次年度計画
卒前教育では、短期間の BSL（現 C.C.）では人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた。クリニカルクラ
ークシップ(現 Advanced C.C.。)では、実習期間中各人に実際の症例に基づいた研究テーマを与え、これを最後に研究発
表形式で発表する試みを行い。日本救急医学会総会の学生・研修医セッションでの発表にまでつながったものもあった。
実習期間中にモーチベーションの高い学生が多かったこと、さらには実習期間が４週間と長期であったことが功を奏した
ことから今後とも力を入れたい。卒後教育では、2 年目の選択研修期聞に高度救命救急センターなかでも ICU チーム研修
を選択する研修医が引き続き増加してきでいるのも卒後教育の成果と考えている。大学院教育では、引き続き充実した教
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育体制を構築していくべく努力したい。救急隊員教育では、地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があ
るが、われわれも側面から多少なりとも貢献しているものと考える。

３.研究
3-1.目的・目標
中田一之准教授を研究主任（責任者）澤野誠教授を研究副主任（副責任者）として、救急患者の予後を改善することを目
的・目標として各種研究を行っているが、既存の科と違って診療分野が多岐にわたる。したがって、特に研究分野を絞り
込むことをせず、基礎研究から臨床研究まで世界標準（Global Standard）のエビデンスを発信できる研究を展開すること
を目標としている。さらに、その研究成果の発信も国内外を問わず、主要な学会あるいは Journal にて行うことを目標と
している。特に学会発表については国際学会、論文については原著および英文誌を重視した
3-2.研究グループ（研究プロジェクト）
（1）
福島講師（交通事故患者の病院前搬送における防災ヘリコプターのドクターヘリ的運用に関する研究）
（2）
荒木准教授（小児脳死患者の評価に関する研究）
（3）
澤野教授（呼気分析を用いた極低侵襲循環血液量・心拍出量測定法の研究・開発）
（4）
澤野教授（心拍同期流量制御を用いた心肺補助装置の研究・開発 ）
（5）
澤野教授（内因性一酸化炭素の体内動態に関する基礎的研究）
（6）
澤野教授（生体ガス分析を教材とした理科・環境教育に関する研究）
（7）
澤野教授（安定同位体トレーサ分析技術に関わる新技術・標準化法の研究と開発）
（8）
澤野教授（安定同位体トレーサ分析を用いた胃切除手術後グルコース吸収・代謝の評価に関する研究）
（9）
澤野教授（呼気分析によるココアの抗酸化作用に関する研究）
（10）
澤野教授（呼気分析による完全無侵襲血糖値測定法に関する研究）
（11）
大河原講師、澤野教授（腹部臓器外傷に対する手術治療に関する研究）
（12）
井口講師（外傷患者の転院搬送におけるリスクの評価とその解決に向けての研究）
（13）
井口講師、澤野教授（頸髄損傷の超急性期手術の予後改善効果に関する研究）
（14）
井口講師、澤野教授（外傷性大量出血に対する濃縮フィブリノーゲン製剤の予後改善効果に関する研究）
（15）
森井助教、芝山助教、澤野教授（重度四肢外傷における微小血行再建手術に関する研究）
（16）
松田助教、澤野教授（造影超音波画像による中心性肝損傷の評価に関する研究）
（17）
松田助教、大河原講師、澤野教授（重症体幹部外傷に対する治療戦略に関する研究）
（18）
佐川非常勤講師、澤野教授（骨盤骨折患者における TAE 後の下部尿路症候群に関する研究）
（19）
その他
3-3.研究内容と達成度
救急医療分野を中心としつつ、基礎医学も含め医学全体の発展に貢献することを目的とし、上述した多方面の研究を行っ
ている。すでに論文公表、学位取得、競争的資金の獲得につながっている研究がある一方で、学会発表のレベルに止まっ
ているものも多く、今後の課題である。
3-4.自己評価と次年度計画
上述したように学会発表レベルで留まっているものが多いが、漸次原著論文も増加しつつある。またこれらの論文をベー
スとして、より多くの教室員の学位取得を目指す。堤晴彦教授、澤野誠教授、井口浩一教授荒木尚准教授は多くの国内外
の学会の役員として活発に活動しており、今後数年間にわたり全国大会レベルの学会開催を複数予定している。今後全国
大会レベルの学会あるいは国際学会の開催数も増加してゆくものとおもわれ、事務面や人員面での負担も増加することも
課題である。

４.診療
多発外傷、熱傷、中毒、循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療しているが、平成 29 年は総数約
1400 例と安定して推移しつつ、全身麻酔下手術件数は年間約 1200 例と急激に増加している。各々の患者の重症度は確実
にアップしている。病床数は ICU 16 床、HCU 32 床に加え常に後方病床を 30 床以上を維持しており、当科の専任医師が主
治医として診療に当たっている。質的にも量的にも高度な診療体制は、スタッフのプライベートタイムの犠牲の上にかろ
うじて成り立っているが、今後もこの体制を維持していくためには、スタッフの大幅な増員は不可欠なものと考えている。

５.その他
5-1.自治体、政府関連委員の有無

堤晴彦教授が日本救急医療財団研修教育事業委員会委員、澤野誠教授が埼玉県医療対策協議会救急医療部会委
員、埼玉県メディカルコントロール協議会委員、埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会委員を委嘱されてい
る。
5-2.学術誌、編集委員、査読委員の有無
堤晴彦教授が救急医学会雑誌査読委員、救急医療ジャーナルの編集委員を委嘱されている。澤野誠教授が Journal of
Breath Research、Medical Gas Research、Acute Medicine and Surgery の編集委員を委嘱されている。澤野誠教授が文
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部科学省・学術振興会科学研究費補助金の審査委員ならびに救急医学会雑誌、安定同位体と医学応用（日本安定同位体・
生体ガス医学応用学会機関誌）
、British Journal of Anaesthesia、Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition、
Artificial Organs、Acute Medicine and SurgeryPhysiological Measurement の査読委員を委嘱されている。
5-3.その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
医学貢献に関わる活動としては、堤晴彦教授が日本脳死脳蘇生学会理事、日本臨床医学リスクマネジメント学会理事、日
本脳神経外科救急学会理事、日本航空医療学会評議員に、澤野誠教授が日本救急医学会評議員、日本臨床医学リスクマネ
ジメント学会理事、日本安定同位体・生体ガス医学応用学会理事に、井口浩一教授が日本外傷学会理事に就任している。
このように主要スタッフは多くの国内外の学会の役員として活発に活動しており、本年度と同様に今後数年間にわたり全
国大会レベルの学会開催を複数予定している。
平成 18 年度から埼玉県防災ヘリコプターを使用した医師同乗システム(いわゆるドクターへリ的運用)が開始され、その
システム作りから当、高度救命救急センターが携わった。人口あたりの医師数が全国でも最低レベルである埼玉県におい
て、広い県域さらには北関東一帯から傷病者を迅速に搬送可能であることだけではなく、救急現場から医師や看護師によ
って医療処置を開始できるという大きなメリットがあり、救急患者の救命に多大な利益をもたらすものである。平成 20
年度からは埼玉県の推進するドクターへリの運用が、当センター内にヘリポートを設置して行われ、現在は 365 日体制で
その運営を総合医療センター全体として行っており、各科の登録医師に支えられている。当救命救急センターからも 6 名
が登録し、またその運営に当たり中心的役割を担っている。

６.業績
6-1.論文・学会発表・著書
① 森井 北斗(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。【整形外傷治療における新基軸(innovation)】
(Part4)重度四肢外傷 Temporary vascular shunt を用いた阻血性四肢外傷の治療。Bone Joint Nerve(2186-1110)9
巻 3 号 Page391-396(2019。07)
② 井口 浩一(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。【骨盤輪骨折の治療 初期対応から最新トピッ
クスまで】確定的治療 骨盤輪骨折の治療 Spinopelvic fixation の真の適応はどこにあるか?。整形外科 Surgical
Technique(2185-7733)9 巻 6 号 Page700-706(2019。12)
③ 大饗 和憲(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。【骨盤輪骨折の治療 初期対応から最新トピッ
クスまで】初期対応 初期対応から確定的治療までのタイミング Early appropriate care の概念。整形外科
Surgical Technique(2185-7733)9 巻 6 号 Page667-672(2019。12)
④ 今本 俊郎(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。【骨盤輪骨折の治療 初期対応から最新トピッ
クスまで】初期対応 重症骨盤骨折の初期治療は何が進化しているか 超急性期の出血に対する外傷蘇生の変化と治
療戦略のパラダイムシフト、
REBOA の立ち位置。
整形外科 Surgical Technique(2185-7733)9 巻 6 号 Page652-659(2019。
12)
⑤ 荒木 尚(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。小児の脳神経外傷。小児神経外科教育セミナー
2019 巻 Page27-34(2019。06)
⑥ 西潟 一也(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)、大饗 和憲、小沼 宏樹、佐伯 辰彦、小川 真人、
栃木 祐樹、大関 覚。Suture-button 固定を用いたリスフラン靱帯損傷の治療経験。日本足の外科学会雑誌
(0916-7927)40 巻 1 号 Page37-41(2019。08)
⑦ 田 翔太(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)、八幡 直志、森井 北斗、大饗 和憲、福島 憲治、
井口 浩一。多発外傷に伴う大腿骨転子下・骨幹部骨折に対するエンダー釘による一時的固定の 1 例。骨折
(0287-2285)41 巻 3 号 Page1158-1162(2019。06)
⑧ 荒木 尚(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。小児の脳死 その診断と諸問題。東京小児科医会
報(0287-3613)37 巻 3 号 Page53-59(2019。03)
⑨ 荒木 尚(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。
【小児 一次救急マニュアル-帰宅可能か?二次救急
か?判断のための手引き-】一次救急に必要な処置 心肺蘇生。小児科(0037-4121)60 巻 5 号 Page853-863(2019。04)
⑩ 今本 俊郎(埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター)。よく使う日常治療薬の正しい使い方 解熱鎮痛
薬の使い方 "解熱"にフォーカスをあてて。レジデントノート(1344-6746)21 巻 1 号 Page125-129(2019。04)
【総数：論文 23 件、学会発表 48 件】
6-2.獲得研究費
荒木尚准教授が、学術振興会科学研究費補助金２件を研究代表者として獲得した。
6-3.受賞
該当なし
6-4.特許、実用新案
該当なし
6-5.学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
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７.自己点検・評価
7－1.今年度の点検・評価結果
教育面、特に卒前教育で短期間の BSL（現 C.C.）では人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた。クリニ
カルクラークシップ（現 Advanced C.C.）では新しい試みも行い、モーチベーションの高い学生が多かったこと、さらに
は実習期間が４週間と長期であったことが功を奏したことから今後とも力を入れたい。卒後教育では、2 年目の選択研修
期聞に高度救命救急センターなかでも ICU チーム研修を選択する研修医が引き続き増加してきでいるのも卒後教育の成
果と考えている。大学院教育では、引き続き充実した教育体制を構築していくべく努力したい。救急隊員教育では、地域
のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが、われわれも側面から多少なりとも貢献しているものと考え
る。
研究面では、救急医療分野を中心としつつ、基礎医学も含め医学全体の発展に貢献することを目的とし、多方面の研究を
行っている。論文数や学会発表数も年々増加しており、その内容も高度化している。すでに論文公表、学位取得、競争的
資金の獲得につながっている研究がある一方で、学会発表のレベルに止まっているものも多く、今後の課題である。
診療面では、重傷多発外傷、熱傷、中毒、循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療している。本年
は総数約 1400 例と安定して推移しつつ、全身麻酔下手術件数は年間約 1200 例超のハイペースを維持した。各々の患者の
重症度は確実にアップしている。病床数は ICU 16 床、HCU 32 床に加え常に後方病床を 30 床以上を維持しており、当科の
専任医師が主治医として診療に当たっている。特に「外傷センター」ならびに「ドクターへり基地病院」として、重傷外
傷患者の全県から集約に努め、頸椎・頸髄損傷の手術件数で、全国 DPC 病院中圧倒的首位、Injury Severity Score (ISS)
16 以上の重傷外傷患者数も 378 名と、世界最高峰と言われる米国 Level1 Trauma Center の基準 ISS16 以上の重傷外傷
240 例を遥かに凌駕する症例規模を維持している。
7－2.次年度の改善計画
教育面では、次年度教育主任が荒木尚准教授より大河原健人講師に交代する。荒木准教授がこれまで構築してきた、卒前
教育すなわち BSL（現 C.C.）
、クリニカルクラークシップ（現 Advanced C.C.）のプロフラムは学生からも好評であり、こ
の後これをベースにさらなる充実を教室員全員の協力のもと目指したい。
研究面では、学会発表レベルで留まっているものが多いが、漸次原著論文も増加しつつある。またこれらの論文をベース
として、より多くの教室員の学位取得を目指す。また、堤晴彦教授、澤野誠教授、井口浩一教授、荒木尚准教授は多くの
国内外の学会の役員として活発に活動しており、今後数年間にわたり全国大会レベルの学会開催を複数予定している。今
後全国大会レベルの学会あるいは国際学会の開催数も増加してゆくものとおもわれ、事務面や人員面での負担も増加する
ことも課題である。
診療面では、現在の質的にも量的にも高度な診療体制は、スタッフのプライベートタイムの犠牲の上にかろうじて成り立
っているが、今後もこの体制を維持していくためには、スタッフの大幅な増員は不可欠なものと考えている。このように
各医師の診療成績向上へのこだわりと献身的な勤務によって右肩上がりの診療実績に対応してきた当科の診療体制を、今
後も持続することは不可能であり、むしろ医師数の減少につながりかねない危険もはらんでいる。このような現状から、
当科の利点である外科、整形外科、脳外科、集中治療各チームの専門性を活かしつつ、これまで培ってきたチーム内の相
互補完をチーム間（チームの枠を超えて）に拡張するなどの方策にて業務の効率化を図り、個々の医師の負担軽減に向け
て動き出すことが 2020（令和 2）年度の課題と展望である。そのためには変化を恐れるのではなく、
「変われなければ生き
残れない」ことを皆で共有することも不可欠と考えている。
。
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2．31）(1）放射線科（画像診断科・核医学科）
１．構成員
土屋 一洋 (Tsuchiya Kazuhiro)：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育副主任：代表指導教員(大学院)：放
射線画像診断：医学博士
熊倉 嘉貴 (Kumakura Yoshitaka)：教授：診療副部長：研究副主任：教育主任：指導教員(大学院)：核医学：医学博士
阿部 敦 (Abe Atsushi)：講師：核医学：医学博士
清水 裕次 (Shimizu Yuji)：講師：医局長：医学博士
渡部 渉 (Watanabe Wataru)：講師：外来医長：大学院教員(大学院)：医学博士
内田 光紀 (Uchida Koki)：助教
半田 譲 (Handa Joe)：助教
後藤 俊 (Goto Shun)：助教
(名誉教授)
町田喜久雄 (Kikuo Machida)：医学博士
本田 憲業 (Norinari Honda) ：医学博士
(客員教授)
奥
真也 (Oku Shinya)：医学博士
長田 久人 (Osada Hisato)：指導者教員(大学院)：医学博士
(非常勤講師)
薄井 庸孝 (Usui Nobutaka）
：医学博士
大野 仁司 (Ohno Hitoshi)：医学博士
岡田 武倫 (Okada Takemichi）
鹿島田明夫 (Kashimada Akio)：医学博士
河辺 哲哉 (Kawabe Tetsuya)
河野 正志 (Kono Masashi）
五明 美穂 (Gomyo Miho)：医学博士
佐貫 榮一 (Sanuki Eiichi)：医学博士
島野 靖正 (Shimano Yasumasa）：医学博士
瀧島 輝雄 (Takishima Teruo)：医学博士
中田
桂 (Nakada Kei)：医学博士
(非常勤医師)
天野 芙美（Amano Fumi）

２．教育
2-1．目的･目標
放射線科としての全般的な広い知識に加え各自の専門領域での高度な知識と技術を備えた画像診断医を養成する。
2-2．教育内容（担当者）
｢卒前教育｣｢卒後教育｣｢大学院教育｣
• 神経放射線診断学（土屋）
• 胸部領域の画像診断（渡部）
• 腹部領域の画像診断（渡部、長田）
• ＩＶＲ（渡部、長田、岡田）
• 脳シンチグラフィー（阿部）
• 肺シンチグラフィー（熊倉）
• PET、心筋シンチグラフィー（熊倉、清水）
埼玉医科大学病院、埼玉医科大学国際医療センターと当施設 3 施設間をローテーションしながら、後期研修を行う。
2-3．達成度
達成度は約 80％である。
2-4．自己評価と次年度計画
従来設定の目標をより上昇させる。

３．研究
3-1．目的・目標
画像診断の臨床診療に即した実用性の高い研究を目指す。国際一流誌への論文掲載を目標とする。
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3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1. 頭蓋内の血管壁イメージングとその応用技術の臨床的有用性の研究
2. 脳腫瘍における各種機能画像の組み合わせによる鑑別診断能の向上に関する研究
3. 脳腫瘍における CTA と CT 灌流画像の連続撮像の実用性と診断能に関する研究
4. 123I-MIBG 心筋シンチグラフィーの短時間撮像の検討
5. 鍼刺激がうつ病患者の脳血流に及ぼす影響－arterial spin-labeling MRI を用いた検討－
3-3．研究内容と達成度
達成度は約 40％である。
3-4．自己評価と次年度計画
上記テーマに基づき更なる上昇を計画する。

４．診療
添付の表を参照

0666

オーダ数
部門

平成31年度 装置別検査人数（オーダ数）
装置名

一般
撮影

CS-7 １号室
CS-7 ２号室
CS-7 ３号室
CS-7 ４号室
CS-7 ５号室

乳房

Dimensions

骨塩

透視

04月

05月

06月

07月

08月

09月

10月

11月

12月

01月

02月

03月

合計

検査室名

1,980
1,632
1,837
1,018
0

2,004
1,549
1,734
934
0

1,932
1,573
1,805
981
0

1,775
1,862
1,910
933
0

1,609
1,783
1,918
819
0

1,559
1,763
1,769
734
0

1,828
1,990
1,885
710
0

1,613
1,848
1,778
653
0

1,752
1,893
1,840
669
0

1,517
1,871
1,933
700
0

1,473
1,680
1,803
715
0

1,531
1,885
1,919
715
0

20,573
21,329
22,131
9,581
0
73,614

1号室
2号室
3号室
4号室
5号室

54

35

26

33

30

37

38

32

40

25

34

32

416
416

5号室

QDR-DiscoveryA

171

134

155

130

136

117

141

134

128

123

137

142

1,648 11号室
1,648

ADR-2000A
ZEXIRA
SONIALVISION G4
ZEXIRA_FPD
ULTIMAX
CS-3 TV

52
22
149
71
33
0

52
12
130
59
26
0

54
8
140
69
25
0

64
17
149
64
37
0

50
14
159
77
41
0

68
8
136
87
27
0

83
28
142
70
36
0

82
17
138
85
33
1

103
17
143
83
36
3

69
11
129
60
34
1

62
10
120
75
26
1

47
9
155
74
38
0

786
173
1,690
874
392
6
3,921

8号室
9号室
10号室
内視鏡C
内視鏡C
11号室

CT

Definition_Flash
Emotion 16A
Emotion 16B
Emotion 16C

693
680
489
758

748
626
453
644

701
667
487
733

787
639
543
881

665
664
441
807

740
611
422
719

783
682
465
767

730
628
470
658

741
659
471
738

770
663
394
778

712
584
390
673

778
617
423
689

8,848
7,720
5,448
8,845
30,861

14号室
12A号室
12B号室
13号室

AG

AXIOM Artis dBA
AXIOM Artis dBC

64
45

42
39

55
49

67
46

59
43

45
44

61
40

46
33

43
61

50
36

47
36

52
48

MR

MAGNETOM Avanto
MAGNETOM Verio
Ingenia
Ingenia Elition

425
320
296
0

424
322
293
0

398
326
332
0

437
332
341
57

345
263
297
220

314
252
259
276

359
263
255
298

338
263
238
310

331
241
243
297

288
227
220
294

298
240
234
289

285
243
258
310

Discovery NM630
PRISM AXIS
BiographTP16
治療(投与)

132
33
116
2

116
34
111
3

125
26
137
4

145
25
145
3

142
18
129
2

140
23
118
3

141
28
128
3

133
27
113
3

128
20
119
3

110
21
127
2

127
30
108
2

128
18
128
5

1,567
303
核医学
1,479
35
3,384

RAL-C
Optima CT 580W(16列)
CS-3RT
microselectron

75
8
68
2
2
78
129
2

64
7
65
5
2
88
120
2

63
5
67
2
3
71
121
3

72
2
72
0
5
84
130
5

73
2
66
1
4
72
127
4

60
2
59
0
2
67
111
2

66
4
63
1
5
83
121
5

62
2
66
2
3
76
118
3

97
4
64
3
4
69
121
4

59
2
63
3
6
79
110
6

69
2
67
2
5
83
128
5

63
6
70
2
1
76
121
9

823
46
790
23
42
926
1,457
50
4,157

救命
救急

CS-3 QQ
CT750HD_FREEdom
Perspective 64
Artis zeego
Allura Clarity FD20/15
CS-7 QQ 1
CS-7 QQ 2
QQ Po 1
QQ Po 2
QQ Po 3
QQ Po4 Ope
QQ Po Cable 1
QQ Po Cable 2
QQ Po Cable 3
QQ Po Cable 4 Ope

0
376
354
24
28
266
481
164
288
135
124
0
0
0
0

0
405
427
38
26
307
498
174
314
106
122
0
0
0
0

0
354
339
37
24
279
514
131
248
153
103
0
0
0
0

0
470
466
37
25
333
542
195
310
125
136
0
0
0
0

0
454
464
35
34
295
523
273
336
90
124
0
0
0
0

0
411
391
36
37
309
508
202
243
115
115
0
0
0
0

0
355
387
41
25
261
456
165
330
97
133
0
0
0
0

0
394
399
30
30
287
520
155
268
119
116
0
0
0
0

0
456
434
41
40
316
523
245
319
183
122
0
0
0
0

0
389
475
30
37
249
534
179
377
151
114
0
0
0
0

0
353
397
29
28
233
425
110
253
129
111
0
0
0
0

0
327
329
26
37
228
413
141
247
160
105
0
0
0
0

0
4,744
4,862
404
371
3,363
5,937
2,134
3,533
1,563
1,425
0
0
0
0
28,336

結石
破砕

LITHOSKOP

6

5

7

11

10

7

6

6

10

6

6

5

核医学

STx3162
TrueBeam2945
治療

X線
電子線
X線
電子線

631 15号室
520 16号室
1,151
4,242
3,292
3,266
2,351
13,151

85

東MR1
東MR2
東MR3
東MR4

治療

救命

6号室

85
CS-3 PO
CS-7 病棟１
CS-7 病棟２
CS-7 NICU
CS-7 OPE 1
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ CS-7 OPE 2
その他 OPE SCOPE
FILM COPY(フィルム出力)
FILM COPY(AG室作成CD)
FILM COPY(CD・POP-Net)
ID680HM（CD・受付）
ID680HM（連携取込）

0
334
177
440
91
175
0
11
0
11
800
653

0
156
382
405
54
193
0
11
0
6
770
610

0
260
185
449
72
189
0
5
0
8
769
665

0
206
203
437
89
190
0
14
0
8
822
720
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9
314
132
372
85
154
0
5
2
8
823
715

15
331
43
467
80
157
0
10
1
6
729
623

3
447
60
584
85
185
0
11
3
6
790
636

16
202
207
565
73
172
0
15
0
13
788
642

14
342
138
529
78
183
0
7
3
5
743
649

19
371
199
539
71
166
0
9
2
10
715
559

11
388
134
502
72
144
0
9
2
4
724
583

23
454
40
543
79
181
0
5
2
11
740
655

110
3,805
1,900
5,832
929
2,089
0
112
15
96
9,213
7,710
31,811

その他

件数（部位数）
部門

平成31年度 装置別検査件数（部位数）

装置名

一般
撮影

CS-7 １号室
CS-7 ２号室
CS-7 ３号室
CS-7 ４号室
CS-7 ５号室

乳房

Dimensions

骨塩

透視

04月

05月

06月

07月

08月

09月

10月

11月

12月

01月

02月

03月

合計

2,133
2,159
2,209
1,321
0

2,168
2,012
2,167
1,275
0

2,101
2,046
2,223
1,282
0

1,898
2,345
2,324
1,263
0

1,730
2,271
2,274
1,047
0

1,646
2,292
2,125
1,009
0

1,960
2,549
2,246
951
0

1,720
2,363
2,174
867
0

1,868
2,417
2,254
880
0

1,606
2,377
2,340
933
0

1,573
2,173
2,178
926
0

1,653
2,491
2,337
950
0

22,056
27,495
26,851
12,704
0
89,106

1号室
2号室
3号室
4号室
5号室

54

35

26

33

30

37

38

32

40

25

34

32

416
416

5号室

QDR-DiscoveryA

308

247

291

234

254

219

267

246

230

224

247

261

3,028 11号室
3,028

ADR-2000A
ZEXIRA
SONIALVISION G4
ZEXIRA_FPD
ULTIMAX
CS-3 TV

52
22
150
88
33
0

52
12
131
91
26
0

53
8
140
115
25
0

64
17
149
85
37
0

50
15
160
113
41
0

69
8
137
126
27
0

83
28
142
117
36
0

84
17
138
144
33
1

104
17
144
133
36
3

69
11
129
95
34
1

62
10
120
112
26
1

47
9
155
94
38
0

789
174
1,695
1,313
392
6
4,369

8号室
9号室
10号室
内視鏡C
内視鏡C
11号室

1,935
21
1,070
891
1,941

1,976
12
1,092
794
1,618

1,943
16
1,072
869
1,852

2,075
11
1,006
875
2,138

1,812
16
1,075
747
1,971

2,075
8
1,031
736
1,818

2,188
15
1,192
808
1,911

2,079
13
1,082
788
1,646

2,045
20
1,090
769
1,923

2,034
15
1,132
645
1,974

1,904
19
956
679
1,645

2,098
10
1,041
731
1,856

24,164
(176)
12,839
9,332
22,293
68,628

14号室

CT

Definition_Flash
(Definition_Flashの内訳 心臓）
Emotion 16A
Emotion 16B
Emotion 16C

AG

AXIOM Artis dBA
AXIOM Artis dBC

165
89

116
84

137
85

164
89

149
90

106
80

126
104

87
53

97
110

116
63

91
70

114
86

MR

MAGNETOM Avanto
MAGNETOM Verio
Ingenia
Ingenia Elition

481
320
309
0

473
322
311
0

460
328
352
0

501
332
351
57

400
264
318
220

380
253
280
277

422
263
287
298

408
263
261
310

393
241
277
297

346
229
241
295

359
241
263
289

347
243
284
310

132
33
118

116
34
112

125
26
140

145
25
145

144
18
132

141
23
121

141
28
128

133
27
114

128
20
120

110
21
127

127
30
108

128
18
128

Discovery NM630
核医学 PRISM AXIS
BiographTP16

STx3162
TrueBeam2945
治療

検査室名

RAL-C
Optima CT 580W(16列)
CS-3RT
microselectron

救命
救急

CS-3 QQ
CT750HD_FREEdom
Perspective 64
Artis zeego
Allura Clarity FD20/15
CS-7 QQ 1
CS-7 QQ 2
QQ Po 1
QQ Po 2
QQ Po 3
QQ Po4 Ope
QQ Po Cable 1
QQ Po Cable 2
QQ Po Cable 3
QQ Po Cable 4 Ope

結石
破砕

LITHOSKOP

X線
電子線
X線
電子線

762
43
800
11
2
87
763
2

765
45
732
23
5
93
748
5

703
17
800
6
5
80
676
5

821
9
97
0
11
97
934
11

745
10
866
6
13
78
941
13

623
8
642
0
3
72
763
3

678
25
857
4
14
91
829
14

721
10
786
6
6
85
758
6

717
20
872
13
6
77
743
6

594
10
652
16
17
84
589
17

661
10
773
4
11
91
731
11

715
89
839
11
19
79
693
23

0
594
675
25
102
355
599
151
399
145
168
0
0
0
0

0
692
717
39
96
430
609
183
414
98
146
0
0
0
0

0
622
614
40
92
362
635
142
342
147
130
0
0
0
0

0
820
784
41
92
459
705
214
422
129
183
0
0
0
0

0
757
847
38
102
383
646
296
432
94
180
0
0
0
0

0
652
678
37
104
422
659
225
321
129
149
0
0
0
0

0
599
699
41
89
346
588
183
431
106
191
0
0
0
0

0
653
654
33
114
373
644
177
386
135
170
0
0
0
0

0
735
713
41
147
440
693
273
423
204
161
0
0
0
0

0
640
852
31
131
343
703
218
491
162
162
0
0
0
0

0
606
638
29
90
324
574
124
365
138
145
0
0
0
0

0
559
564
26
127
324
544
144
337
171
136
0
0
0
0

6

5

7

11

10

7

6

6

10

6

6

5

12A号室
12B号室
13号室

1,468 15号室
1,003 16号室
2,471
4,970
3,299
3,534
2,353
14,156

東MR1
東MR2
東MR3
東MR4

1,570
303 核医学
1,493
3,366
8,505
296
8,716
100
112
1,014
9,168
116
28,027
0
7,929
8,435
421
1,286
4,561
7,599
2,330
4,763
1,658
1,921
0
0
0
0
40,903
85

治療

救命

6号室

85
CS-3 PO
CS-7 病棟１
CS-7 病棟２
CS-7 NICU
CS-7 OPE 1
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ CS-7 OPE 2
その他 OPE SCOPE
FILM COPY(フィルム出力)
FILM COPY(AG室作成CD)
FILM COPY(CD・POP-Net)
ID680HM（CD・受付）
ID680HM（連携取込）

0
400
214
524
145
270
0
11
0
11
800
653

0
173
480
483
91
292
0
11
0
6
770
610

0
306
217
527
111
298
0
5
0
8
769
665

0
256
246
536
145
297
0
14
0
8
822
720
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9
377
159
459
133
240
0
5
2
8
823
715

18
418
49
582
126
250
0
10
1
6
729
623

3
558
66
679
131
288
0
11
3
6
790
636

17
241
249
657
117
268
0
15
0
13
788
642

15
438
166
607
119
286
0
7
3
5
743
649

20
455
253
630
116
254
0
9
2
10
715
559

12
475
160
604
101
219
0
9
2
4
724
583

24
561
42
632
124
282
0
5
2
11
740
655

118
4,658
2,301
6,920
1,459
3,244
その他
0
112
15
96
9,213
7,710
35,846

撮影数（ショット数）
部門

装置名

一般
撮影

CS-7 １号室
CS-7 ２号室
CS-7 ３号室
CS-7 ４号室
CS-7 ５号室

乳房

平成31年度 装置別検査数（撮影数）
04月

05月

06月

07月

08月

09月

10月

11月

12月

01月

02月

03月

合計

検査室名

3,377
4,537
3,956
2,684
0

3,417
4,082
3,868
2,771
0

3,348
4,119
3,989
2,665
0

3,010
4,703
4,202
2,735
0

2,733
4,396
3,956
2,067
0

2,633
4,490
3,749
2,173
0

3,125
4,972
3,914
1,991
0

2,721
4,515
3,853
1,800
0

3,003
4,713
4,004
1,722
0

2,558
4,496
4,009
1,889
0

2,515
4,229
3,859
1,864
0

2,615
5,062
4,195
2,016
0

35,055
54,314
47,554
26,377
0
163,300

1号室
2号室
3号室
4号室
5号室

Dimensions

206

127

94

130

110

130

144

126

150

98

132

120

1,567
1,567

5号室

骨塩

QDR-DiscoveryA

369

283

329

279

303

252

314

288

278

263

293

308

3,559 11号室
3,559

透視

ADR-2000A
ZEXIRA
SONIALVISION G4
ZEXIRA_FPD
ULTIMAX
CS-3 TV

60
49
169
90
33
0

53
30
153
93
26
0

56
18
166
120
25
0

65
41
184
85
37
0

50
25
197
114
41
0

73
17
160
131
27
0

90
63
162
121
36
0

92
33
173
148
33
1

105
37
158
139
36
3

73
25
156
97
34
1

68
19
149
114
26
1

49
18
193
95
38
0

834
375
2,020
1,347
392
6
4,974

8号室
9号室
10号室
内視鏡C
内視鏡C
11号室

2,056
1,142
944
2,114

2,111
1,161
845
1,777

2,088
1,137
914
2,009

2,229
1,073
932
2,339

1,938
1,155
791
2,149

2,215
1,113
780
1,977

2,353
1,267
862
2,081

2,241
1,159
847
1,796

2,190
1,175
819
2,090

2,217
1,203
682
2,139

2,049
1,020
721
1,811

2,265
1,110
773
2,021

25,952
13,715
9,910
24,303
73,880

14号室
12A号室
12B号室
13号室

CT

Definition_Flash
Emotion 16A
Emotion 16B
Emotion 16C

AG

AXIOM Artis dBA
AXIOM Artis dBC

203
192

154
200

176
179

211
213

197
191

144
197

181
214

132
127

130
287

160
159

133
172

151
213

MR

MAGNETOM Avanto
MAGNETOM Verio
Ingenia
Ingenia Elition

689
603
454
0

664
609
445
0

636
612
493
0

691
628
490
100

547
473
413
399

496
440
378
499

569
462
367
518

546
456
335
542

528
427
361
525

466
401
320
519

470
409
329
514

465
421
362
548

Discovery NM630
PRISM AXIS
BiographTP16

263
42
118

243
48
112

230
35
140

262
34
145

279
26
132

281
37
121

278
47
128

262
40
114

239
31
120

222
32
127

241
66
108

270
23
128

核医学

STx3162
TrueBeam2945
治療

RAL-C
Optima CT 580W(16列)
CS-3RT
microselectron

救命
救急

CS-3 QQ
CT750HD_FREEdom
Perspective 64
Artis zeego
Allura Clarity FD20/15
CS-7 QQ 1
CS-7 QQ 2
QQ Po 1
QQ Po 2
QQ Po 3
QQ Po4 Ope
QQ Po Cable 1
QQ Po Cable 2
QQ Po Cable 3
QQ Po Cable 4 Ope

結石
破砕

LITHOSKOP

X線
電子線
X線
電子線

2,930
43
2,377
11
2
87
763
2

2,862
45
2,200
23
5
93
748
5

2,917
17
2,633
6
5
80
676
5

3,310
9
3,031
0
11
97
934
11

2,939
10
2,548
8
13
78
941
13

2,396
8
1,969
0
3
72
763
3

2,607
25
2,374
4
14
91
829
14

3,030
10
2,377
6
6
85
758
6

2,932
20
2,737
13
6
77
743
6

2,108
10
1,798
16
17
84
589
17

2,478
10
2,226
4
11
91
731
11

3,008
89
2,537
11
19
79
693
23

0
691
737
26
108
533
1,014
171
406
155
285
0
0
0
0

0
819
816
40
109
648
1,035
194
421
113
245
0
0
0
0

0
735
683
40
99
496
1,099
156
350
157
213
0
0
0
0

0
951
877
41
97
639
1,162
217
422
129
286
0
0
0
0

0
905
930
38
113
555
1,053
297
433
94
282
0
0
0
0

0
782
766
38
115
649
1,132
228
323
129
252
0
0
0
0

0
702
784
41
98
487
943
187
432
106
318
0
0
0
0

0
779
747
33
120
539
1,057
178
387
135
260
0
0
0
0

0
862
803
42
159
621
1,153
275
423
204
267
0
0
0
0

0
743
950
31
140
477
1,153
227
491
162
259
0
0
0
0

0
720
718
29
97
472
955
126
365
138
247
0
0
0
0

0
646
638
26
131
464
920
144
337
171
219
0
0
0
0

6

5

7

11

10

7

6

6

10

6

6

5

1,972 15号室
2,344 16号室
4,316
6,767
5,941
4,747
4,164
21,619

東MR1
東MR2
東MR3
東MR4

3,070
461 核医学
1,493
5,024
33,517
296
28,807
102
112
1,014
9,168
116
73,132
0
9,335
9,449
425
1,386
6,580
12,676
2,400
4,790
1,693
3,133
0
0
0
0
51,867
85

治療

救命

6号室

85
CS-3 PO
CS-7 病棟１
CS-7 病棟２
CS-7 NICU
CS-7 OPE 1
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ CS-7 OPE 2
その他 OPE SCOPE
FILM COPY(フィルム出力)
FILM COPY(AG室作成CD)
FILM COPY(CD・POP-Net)
ID680HM（CD・受付）
ID680HM（連携取込）

0
404
215
536
160
308
0
11
0
11
800
653

0
177
484
491
100
334
0
11
0
6
770
610

0
310
218
544
124
333
0
5
0
8
769
665

0
259
246
543
163
336
0
14
0
8
822
720

9
378
159
465
153
267
0
5
2
8
823
715
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18
418
49
588
141
299
0
10
1
6
729
623

3
558
66
681
148
328
0
11
3
6
790
636

17
241
250
662
136
307
0
15
0
13
788
642

15
438
166
607
131
324
0
7
3
5
743
649

20
455
253
631
131
276
0
9
2
10
715
559

12
476
160
608
111
248
0
9
2
4
724
583

24
561
42
632
131
324
0
5
2
11
740
655

118
4,675
2,308
6,988
1,629
3,684
その他
0
112
15
96
9,213
7,710
36,548

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
American Journal of Roentgenology, Journal of Magnetic Resonance in Medicine, Acta Radiologica, Magnetic
Resonance Imaging その他の国際誌 査読（土屋）
「CI 研究」、
「臨床画像」、
「断層映像研究会雑誌」
、「分子脳血管病」、 編集委員（土屋）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本医学放射線科学会
専門制度委員会委員、国際交流委員会委員（土屋）
日本神経放射線学会評議員 国際学会担当評議員（土屋）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Kogue R, Maeda M, Umino M, Tsuchiya K, Sakuma H. Evaluation of a high-signal lesion posterior to the
intracranial vertebral artery using 3D balanced fast-field echo imaging. Neuroradiology. 61(10):11991202, 2019. doi: 10.1007/s00234-019-02270-5.
② 土屋一洋(企画)、原田雅史(編集)．放射線科医が知っておくべき脳血管障害診療 update．臨床画像．36（13）2020
年 4 月増刊号、メジカルビュー社
③ 土屋一洋．2 脳神経・精神系の症候 頭部画像診断．今日の診断指針第 8 版．167-177、2020 年 3 月 25 日、(株)医
学書院
④ Tsuchiya K, Uchida K, Gomyo M, Hosoi S, Tahara T. Assessment of extracranial-intracranial bypass for
moyamoya disease by whole-brain vessel wall imaging. American Roentgen Ray Society 2019. May 5-10,
2019. Honolulu, HI, USA.
⑤ Kumakura Y, Shimizu Y, Ichikawa K, Yoshida N, Nomura K. Shorter Dynamic Planar Scintigraphy to Estimate
Myocardial [123I]-MIBG Washout Rates. EANM'19 - Annual Congress of the European Association of Nuclear
Medicine. October 12-16, 2019. Barcelona, Spain
⑥ Tsuchiya K, Gomyo M, Uchida K, Handa J, Goto S．Diagnostic Implications of Contrast-enhanced Intracranial
Vessel Wall Imaging. Radiological Society of North America 2019. December 1–6, 2019. Chicago, USA.
⑦ 土屋一洋．64 列 CT を用いた体重での造影剤量規程による CT 灌流画像と CT 動脈/静脈造影の連続撮影．第 78 回日
本医学放射線学会総会．2019 年 4 月 11 日～14 日、パシフィコ横浜．
⑧ 土屋一洋、五明美穂、渡部渉、内田光紀、半田譲、後藤俊、細井慎介、田原孝浩． cinematic rendering による MRI
での脳表病変の 3 次元表示の初期経験. 第 47 回日本磁気共鳴医学会大会．2019 年 9 月 20-22 日、ホテル日航熊本・
熊本県民交流館パレア
⑨ 後藤俊、土屋一洋、内田光紀、半田譲、渡部渉．脊髄の hemangioblastoma の診断における MRDSA の有効性．第 48
回断層映像研究会．2019 年 10 月 4-5 日．ホテルメトロポリタン高崎
⑩ 熊倉嘉貴、清水裕次、市川賢一、吉田典史、野村恭一．ダイナミックプラナー法による心筋 123I-MIBG 動態評価．
第 59 回日本核医学会学術大会．2019 年 11 月 1-3 日、松山市総合コミュニティセンター
【総数：論文 9 件、学会発表 15 件、講演 5 件】
6-2．獲得研究費
熊倉嘉貴．学術研究助成基金助成金（科学研究費助成事業)．研究代表者：野村幸世．超選択的デリバリー短寿命α線を
用いた胃癌腹膜播種内照射療法の実験的検討
6-3．受賞
優秀演題：後藤俊、土屋一洋、内田光紀、半田譲、渡部渉．脊髄の hemangioblastoma の診断における MRDSA の有効性．
第 48 回断層映像研究会．2019 年 10 月 4-5 日．ホテルメトロポリタン高崎
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 54 回埼玉核医学研究会、大宮ソニックシティ、2019/10/5
第 55 回埼玉核医学研究会、大宮ソニックシティ、2020/2/22
第 13 回埼玉西部放射線医学セミナー、埼玉医科大学かわごえクリニック、2019/6/7
第 25 回埼玉画像フォーラム、ラフレさいたま、2019/9/7
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７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
研究の業績が多いとは言えず、一層の努力が必要である。
若手医局員獲得の為、医局専用ＨＰを運営しているがこの活性化も要する( http://www.rad-smc.jp/ )。
7－2．次年度の改善計画
後期研修医の入局を促すべく、従来以上に実習に力を入れるとともに、勧誘活動も活発に行う。
画像検査機器の更新も推進し、若手に魅力のある科を目指す。
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2．31）(2）放射線科（放射線腫瘍科）
１．構成員
髙橋 健夫(TAKAHASHI, Takeo)：教授：診療部長：研究主任：教育副主任：指導教員(大学院)：放射線腫瘍学：医学博士
新保 宗史(SHINBO, Munefumi)：准教授：放射線医学物理：工学博士、放射線治療管理室室長
山野 貴史(YAMANO, Takafumi)：講師：外来医長:総務医長：医学博士
西村 敬一郎(NISHIMURA, Keiichiro)：助教：診療副部長：教育副主任：医学博士
惣田 梨加奈(SODA, Rikana)：助教
近藤 修一(KONDO, Shuichi)：助教
畑中 星吾(HATANAKA, Shogo)：助教：放射線医学物理、放射線治療管理室副室長
針生 将嗣(HARIU, Masatsugu)：助教；放射線医学物理
内海 暢子(UTSUMI, Nobuko)：大学院生(がんプロフェッショイナル養成プラン)
水野 統文(MIZUNO, Norifumi)：大学院生
兒玉 匠(KODAMA, Takumi)：大学院生
楠 輝文(KUSUNOKI, Terufumi)：大学院生
(名誉教授)
町田 喜久雄(MACHIDA, Kikuo)：放射線医学：医学博士
(非常勤講師)
村田 修(MURATA, Osamu):放射線腫瘍学、医学博士
本戸 幹人(HONDO, Mikito):放射線腫瘍学、緩和ケア
木谷 哲(KITANI, Akira)：放射線腫瘍学、乳腺腫瘍学、緩和ケア
北本 佳住(KITAMOTO, Yoshizumi)：放射線腫瘍学、医学博士
黒崎 弘正(KUROSAKI, Hiromasa)：放射線腫瘍学、医学博士
中村 香織(NAKAMURA, Kaori)：放射線腫瘍学、医学博士
大久保 悠(OKUBO, Yu)：放射線腫瘍学、医学博士
上野 周一(UENO, Shuichi)：放射線腫瘍学

２．教育
2-1．目的･目標
●卒前教育：
腫瘍学の教育を重点的に行い、その中で放射線腫瘍学、画像腫瘍医学について教育する。放射線医学に関して被曝・防護、
放射線生物学ならびに医学物理の基礎を教育する。
●卒後教育：
がん治療の３柱の一つである放射線治療の実践を学ぶのはもちろんのこと、臨床腫瘍学ならびに放射線腫瘍学の基礎・実
践を学ぶことを目標とする。臨床腫瘍学をよく理解したうえで質の高い放射線治療を実践できる医師を育成する。高精度
放射線治療を含む根治的放射線治療から、緩和的放射線治療に至るまであらゆる状況に対応できる放射線腫瘍医（放射線
治療医）を養成する。実践的トレーニングとしては精度の高い放射線治療計画の作成ができる国内トップレベルの臨床医
を育成する。また放射線治療部門はもとより、担当診療科や緩和ケアチーム、他施設スタッフともチーム医療が実践でき
る良医を育てる。
●大学院教育：
高い研究マインドを持つ臨床腫瘍医を育成する。放射線腫瘍学、放射線生物学、医学物理に腫瘍画像医学の分野を加え、
最新放射線治療戦略の開発、品質管理や治療効果に関する分子生物学的解明、治療計画における機能画像情報の融合によ
る有害反応予測、放射線治療による QOL 改善効果、等に関する国際的レベルの研究を行う。臨床、研究両面のバランスの
とれた実地医療をリードできる医師を、大学院での教育を通じて育成する
2-2．教育内容（担当者）
●卒前教育（担当：髙橋 健夫、新保 宗史、西村
将嗣、上野

敬一郎、山野

貴史、惣田

梨加奈、近藤 修一、畑中

星吾、針生

周一）

○講義；放射線治療の基礎、臨床腫瘍学の中での放射線腫瘍学の位置づけを明確にして、放射線治療の適応、治療効果、
さらには放射線生物学の基礎を含めた講義を行う。各臓器別の特色も踏まえた講義を行う（担当：髙橋
郎、山野

貴史）
。医学物理の基礎、被曝に関する講義を行う（担当：新保

○クリニカル・クラークシップ（担当：髙橋 健夫、新保
一、畑中

星吾、針生

宗史、畑中

宗史、西村 敬一郎、山野

将嗣、上野 周一）
；
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健夫、西村敬一

星吾）
貴史、惣田 梨加奈、近藤 修

放射線医学、放射線腫瘍学、腫瘍画像医学の基礎知識を整理しながら（スライド小講義含む）
、症例閲覧を交えた実践的な
臨床教育を行う。学生に自主的に考える時間を作りながら、学習効率のよい臨床実習を実践する。特に臨床推論に力を入
れている。クリニカルクラークシップでは教室員に準じて各種カンファレンスに参加し担当患者サマリーを作成し、臨床
の現場を体験しながら多くの症例を経験させ学習の向上を図る。
●卒後教育（担当：髙橋
将嗣、上野

健夫、新保 宗史、西村

敬一郎、山野

貴史、惣田

梨加奈、近藤 修一、畑中

星吾、針生

周一）

腫瘍学を十分理解した中での放射線腫瘍学を習得できるように努める。放射線腫瘍学で学ぶ領域はきわめて広範囲である
ため、臨床腫瘍学、緩和ケア、腫瘍画像医学、腫瘍病理学の基礎を理解しつつ放射線治療を実践できる医師を養成する。
外来における通常診察、ならびに放射線治療計画の実践、さらに放射線治療品質管理を学ぶ。国内一線で活躍できる放射
線腫瘍医の育成を行っている。
●大学院教育（担当：髙橋

健夫、新保

宗史、山野

貴史、畑中

星吾、針生

将嗣）

国際的に通用する臨床・基礎研究を推進しつつ、研究マインドを持った優れた臨床医ならびに研究者を育成する。がんプ
ロフェッショナル養成プランに大学院を入学させ、基礎・臨床の両面に精通するリーダーとなれる良医ならびに研究者を
育成する（在籍 3 名）
。
2-3．達成度
卒前教育はおおむね目標が達成されている。達成度 80%。
学生の自主性を引き出し、スタッフ全員でより密度の高い臨床実習 (クリニカルクラークシップ)を行えるよう努める。卒
後教育に関しては画像診断・核医学科と連携して放射線科全体の教育を行いつつ、腫瘍学に根差した放射線腫瘍学の教育
を行う。わが国において放射線治療患者数が急激に増加する中、放射線治療医数が大幅に不足している。一人でも多くの
高い臨床レベルを身に着けた放射線腫瘍医（放射線治療医）を継続的に育成する必要がある。大学院教育はがんプロフェ
ッシナル養成プランに 4 名在籍し、研究を推し進めている。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育の達成度は 90%。卒後教育の達成度は 90%。
卒前教育はいまの教育内容をさらに充実させていくことが目標である。学生の自主性を引き出す濃密な教育を行う。卒後
教育に関しては腫瘍学、画像医学ならびに放射線腫瘍学の臨床能力を高められるよう、濃密な教育体制を作り上げていく。
大学院教育においては国際的な仕事が継続的に行えるように努めていく。

３．研究
3-1．目的・目標
放射線腫瘍学は放射線医学、臨床腫瘍学、医学物理学、放射線生物学、等と密接に関連する学問であり、臨床ならびに基
礎面から研究を進める。臨床的には現在の治療内容の成績を解析しつつ、新規治療法の開発を目指す。その際の付随研究
としての治療効果判定予測や予後予測に関する画像医学的研究、臨床―基礎の連携によるトランスレーショナル・リサー
チ、医学物理的な解析による研究等を推進する。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
・脳グループ（髙橋健夫、畑中星吾、山野貴史、上野周一）
・呼吸器グループ（髙橋健夫、畑中星吾、西村敬一郎、内海暢子）
・泌尿器グループ（髙橋健夫、畑中星吾、山野貴史、西村敬一郎、近藤修一）
・婦人科グループ（髙橋健夫、新保宗史、畑中星吾、山野貴史、惣田梨加奈）
・消化器グループ（髙橋健夫、山野貴史、西村敬一郎、惣田梨加奈）
・高精度治療グループ（髙橋健夫、新保宗史、畑中星吾、山野貴史、西村敬一郎）
・緩和グループ（髙橋健夫、山野貴史、西村敬一郎、近藤修一）
・医学物理グループ（髙橋健夫、新保宗史、畑中星吾、針生将嗣）
●研究プロジェクト：機能画像を融合させた有害反応予測を可能とする放射線治療の開発、機能画像融合による放射線治
療効果予測、放射線治療線量分布の新規検証法開発、緩和照射における QOL への影響効果、寡分割定位放射線治療の開発、
等。
3-3．研究内容と達成度
日本放射線腫瘍学会、日本医学放射線学会、日本癌治療学会をはじめとする関連学会に、高精度治療に関する演題を発表。
各研究グループでの治療成績解析、トランスレーショナル・リサーチを推進する。また院内や多施設共同研究、日本放射
線腫瘍学臨床研究機構 (JROSG)などの臨床研究を通して、臨床研究・臨床試験を推進している。大学院生の国際学会での
発表も行っている。
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3-4．自己評価と次年度計画
学会発表に関しては継続的に成果をあげている。達成度 80%。
次年度はそれぞれの研究の論文化をさらに推進する。多くの臨床研究・臨床試験ならびにトランスレーショナル・リサー
チが開始されているので、その確実な実施を結果の解析を準備行い、エビデンスを発信していく。

４．診療
腫瘍学に根差した放射線治療を推進し高い治療効果、QOL の向上を目指した治療を行っている。放射線治療のみならず
腫瘍外科学、腫瘍内科学、緩和ケア領域との密接な連携のもと包括的な治療（診断含む）を実施し、地域がん診療連携拠
点病院としての機能を果たす。通常放射線治療に加え、定位放射線治療、強度変調放射線治療、小線源治療などの高精度
放射線治療を推進。緩和的放射線治療にも力を注いでいる。国内・海外に向けエビデンスを発信し、地域におけるがん診
療に貢献する。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
International Cancer Conference Journal (編集委員); 髙橋健夫
Journal of Radiology & Radiation Therapy (編集委員); 髙橋健夫
Journal of Clinical Oncology & Research (編集委員); 髙橋健夫
Thermal Medicine (編集委員)；髙橋健夫
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構、特定非営利活動法人日本ネパール医療協力機構に加わり社会貢献を行
っている。後者では理事を務めておりネパールにおける放射線診療の発展に貢献している（髙橋健夫）。医用原子力技術
研究振興財団・医療用線量等校正部会委員ならびに放射線治療品質管理部会委員（新保宗史）

６．業績
6-1． 論文・学会発表・著書
① Kodama T, Saito Y, Hatanaka S, Hariu M, Shimbo M, Takahashi T. Commissioning of the Mobius3D independent
dose verification system for tomotherapy.

Journal of Applied Clinical Medical Physics. 20(5)：12-20,

2019. DOI: 10.1002/acm2.12572
②

Mizuno N, Yamauchi R, Kawamori J, Itazawa T, Shimbo M, Nishimura K, Yamano T, Hatanaka S, Hariu M,
Takahashi T. Evaluation of a new commercial automated planning software for tangential breast intensitymodulated

radiation

therapy.

Radiological

Physics

and

Technology.

12(3):249-259,

2019.

DOI10.1007/s12194-019-00515-9
③

髙橋健夫．前立腺癌に対する放射線治療．第 78 回日本医学放射線学会総会．2019 年 4 月 11 日～14 日、パシフィコ
横浜．

④

針生将嗣、畑中星吾、新保宗史、大友哲也、保坂勝仁、近藤修一、惣田梨加奈、山野貴史、西村敬一郎、髙橋健夫．
3D プリンターを用いたアプリケータ内線源停留位置確認用ファントムの作成．小線源治療部会第 21 回学術大会．2019
年 5 月 17～18 日、あわぎんホール

⑤

西村敬一郎、山野貴史、鷲巣佳奈、惣田梨加奈、近藤修一、上野周一、村田修、北本佳住、針生将嗣、畑中星吾、新
保宗史、髙橋健夫．肺腫瘍に対する中等度寡分割法を用いた体幹部定位放射線治療中の腫瘍体積変化・腫瘍位置変異
に関する検討．第 28 回日本癌病態治療研究会．2019 年 6 月 27 日～28 年、ウェスタ川越

⑥

近藤修一、髙橋健夫、惣田梨加奈、山野貴史、西村敬一郎、針生将嗣、畑中星吾、新保宗史、土屋一洋、熊倉嘉貴、
清水裕次．PET-CT が診断に有効であった子宮初発悪性リンパ腫の一例．第 54 回埼玉核医学研究会．2019 年 10 月 5
日、大宮ソニックシティビル

⑦

惣田梨加奈、山野貴史、近藤修一、内海暢子、上野周一、西村敬一郎、針生将嗣、畑中星吾、新保宗史、髙橋健夫．
薬物療法ならびに放射線治療により、長期生存を得た前立腺小細胞癌の一例．日本放射線腫瘍学会第 32 回学術大会．

⑧

2019 年 11 月 21-23 日、名古屋国際会議場
水野統文、山内遼平、河守次郎、板澤朋子、新保宗史、西村敬一郎、山野貴史、畑中星吾、針生将嗣、髙橋健夫．乳
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⑨

⑩

房自動計画ツール RayStationrayAutoBreast による接線 IMRT ビームの堅牢性評価．日本放射線腫瘍学会第 32 回学術
大会．2019 年 11 月 21-23 日、名古屋国際会議場
内海暢子、髙橋健夫、畑中星吾、針生将嗣、近藤修一、惣田梨加奈、西村敬一郎、渡部渉、山野貴史、新保宗史、本
田憲業、土屋一洋．Xe ガス吸入 CT 撮影による肺機能画像を放射線治療計画に利用するための手法．日本放射線腫瘍
学会第 32 回学術大会．2019 年 11 月 21-23 日、名古屋国際会議場
西村敬一郎、髙橋健夫、山野貴史、鷲巣佳奈、惣田梨加奈、近藤修一、齊藤美音、新保宗史、畑中星吾、針生将嗣．
脳転移定位放射線治療後の多発脳転移に対する VMAT を用いた全脳照射．第 11 回日本放射線外科学会．2020 年 1 月
25 日、オークラフロンティアホテルつくば
【総数：論文 7 件、学会発表 17 件、講演 7 件】

6-2．獲得研究費
・髙橋健夫．放射線治療領域における放射線防護に関する研究．厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研
究事業）
．研究代表者：細野眞．新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究．
・髙橋健夫. がん治療における緩和的放射線治療の評価と普及啓発のための研究. 厚生労働科学研究費補助金（がん
政策推進総合研究事業）
．研究代表者：茂松直之.
・髙橋健夫．学術研究助成基金助成金（科学研究費助成事業）
．基盤 C. 局所進行非小細胞肺癌に対する重粒子線・化
学療法併用に向けて基礎的研究．
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
日本ハイパーサーミア学会第 36 回大会、ウェスタ川越、2019/9/6-7
第 32 回埼玉県放射線腫瘍研究会、大宮ソニックシティ、2019/9/28
第 13 回埼玉西部放射線医学セミナー、埼玉医科大学かわごえクリニック、2019/6/7
平成 31 年度がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン共催
放射線腫瘍学セミナー(第 1 回)

埼玉医科大学総合医療センター管理棟

2019/5/31

放射線腫瘍学セミナー(第 2 回)

埼玉医科大学総合医療センター小講堂

2020/2/6

第 54 回埼玉核医学研究会、大宮ソニックシティ、2019/10/5
第 55 回埼玉核医学研究会、大宮ソニックシティ、2020/2/22
第 27 回地域の緩和ケアを考える会、ウエスタ川越 、2018/3/29
第 4 回川越 Cancer Manegement Forum,埼玉医科大学総合医療センター大講堂 2019/3/20

７．自己点検・評価
診療・教育・研究のさらなる充実と規模の拡大をはかり多くの学生、若手医師に放射線腫瘍学に興味をもってもらい、診
療の質ならびに体制の向上に継続的に努める。
7-1.今年度の点検・評価結果
学生の臨床実習におけるアンケート調査の評価は良好であり、水準以上の学生教育が実行できていると考えられる。若
手医師の学会発表回数も着実に増え、専門医の取得を目指しており、診療の質ならびに体制の向上が認められる。
7-2.次年度の改善計画
次年度も引き続き、臨床実習の充実（参加型臨床実習の実践）をはかり、若手医師の診療・教育・研究に対するモティ
ベーションを向上させ、継続的な診療の質ならびに体制の向上に努める。
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2．32）神経精神科
１．構成員
吉益晴夫（YOSHIMASU，Haruo）：教授：診療部長：代表指導教員（大学院）：神経心理学･高次脳機能障害･記憶障害･解離
性障害：博士
安田貴昭（YASUDA，Takaaki）：専任講師：診療副部長：研究主任：指導教員（大学院）：コンサルテーション・リエゾン
精神医学・周産期メンタルヘルス・生殖精神医学・地域連携：博士
小林清香（KOBAYASHI，Sayaka）
：専任講師（公認心理師・臨床心理士）
：研究副主任：指導教員（大学院）
：かわごえクリ
ニック／教職員・学生健康推進センター兼担：認知行動療法・コンサルテーション・リエゾン心理学：博士
倉持 泉（KURAMOCHI，Izumi）
：教育主任：埼玉医科大学病院兼担
志賀浪貴文（SHIGANAMI，Takafumi）
：助教：教育副主任
：助教
森田美穂（MORITA，Miho）
梅村智樹（UMEMURA，Tomoki）
：助教
畠田順一（HATAKEDA，Junichi）:助教
佐々木剛（SASAKI，Go）助教：兼担医師：埼玉医科大学病院
荒瀧千絵子（ARATAKI,Chieko）助教（専修医）
和氣大成（WAKE，Taisei）助教（公認心理師・臨床心理士）
：修士
藤井良隆（FUJII，Yoshitaka）心理士（臨床心理士）
：修士
宮脇優子（MIYAWAKI，Yuko）
：精神保健福祉士
樋渡豊彦（HIWATASHI，Toyohiko）
：助教（出向中）
深津 亮（FUKATSU，Ryo）
：客員教授：指導教員（大学院）
仙波純一（SENBA，Junichi）
：客員教授
内田貴光（UCHIDA，Takamitsu）：非常勤講師
棚橋伊織（TANAHASHI，Iori）
：非常勤講師
五十嵐友里（IGARASHI，Yuri）
：非常勤講師（公認心理師・臨床心理士）
：指導教員（大学院）
：博士（人間科学）
中村菜々子（NAKAMURA, Nanako）
：非常勤講師（公認心理師・臨床心理士）
：博士（人間科学）,博士（医学）
嶋崎広海（SHIMAZAKI，Hiroumi）
：非常勤医師
栗原瑛大（KURIHARA，Akihiro）：非常勤医師
：非常勤医師
松原 理（MATSUBARA，Osamu）
岩山孝幸（IWAYAMA，Takayuki）：非常勤公認心理師・臨床心理士：博士（臨床心理学）
藤井秀都（FUJII，Syuto）
：非常勤公認心理師・臨床心理士：修士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：学生は外来予診などの診療の一端を担いながら、患者との直接的な関わりを経験し、精神医学的問題を抱え
る患者と、それを支える家族の苦悩の大きさを知る。そして、精神科的な診断や見立てがどのように行われるか、どのよ
うに患者や家族の意向が汲み取られ、合理的な介入が進んでいくかを、実際の診療に立ち会いながら体得していく。さら
に、精神障害や精神医療に対する正しい知識と理解を得るための機会とする。また、精神科リエゾンチームをはじめとし
た様々な専門チームのカンファレンス、回診に参加し、精神チーム医療が多職種多領域の協同によって成り立っているこ
とを知り、自らがチームの一員として医療に参加する心構えを養う。
卒後教育：臨床初期研修においては、上述した卒前教育の内容に加え、プライマリケア診療での頻度が高い精神障害に
ついて、診断と治療を行うための具体的な知識を身につけ、経験を積む。また、医師として必要な他者とのコミュニケー
ション能力を拡充する。心身ともに病める人に寄り添い、安心感与えられるような、包括的な人間力の向上も期待する。
後期研修において専攻医（シニアレジデント）は、精神医学を自らの専門分野として学びながら、さらに深い知識と経
験、見識を持つことを目指す。多職種多領域によるチームの中での協同を経験し、必要に応じリーダーシップを発揮でき、
スタッフのメンタルケアも含め、サポーター・フォロワーの役割を果たせることを目指す。相手の意向を汲みとる推察力
と、全体を俯瞰できる視野の広さ、これらを併せ持つことができる精神科医師像を理想とする。また、臨床経験の中から
興味のある分野を見出し、後のサブスペシャリティの確立につなげられるようにする。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：医学部４年生に対し、心因性精神疾患領域について講義を行った(吉益、安田、小林)。医学部６年生に対し、
リエゾン精神医学、心身症および精神科救急について講義を行った（吉益）
。医学部１年生から 4 年生に対し、行動科学と
医療倫理について講義を行った(小林)。医学部 1、2 年生に対し、認知症の告知と自己決定について講義を行った（和氣）
。
臨床実習では、医学部 3 年生から 6 年生のプレクリニカルクラークシップ、クリニカルクラークシップを受け入れた。前
述の目標を念頭に、医学部 3 年生、4 年生においては、医療者としての病院内での立ち振る舞いを身に着けるとともに、
実際の総合病院における精神科リエゾン医療の見学を通して、今後の臨床実習に向けての動機づけが進むように工夫し指
導を行った。医学部 5 年生、6 年生では外来予診を経験し、本診陪席を通して、精神科臨床指導を行った。また、チーム
医療に参加し、多職種と協同して包括的に患者と関わる姿勢を学んだ。また、OSCE 評価者として 4 名の医師が参加した（志
賀浪、倉持、安田、吉益）
。2 名が医学部アドバイザーとして、医学部 5 年生を担当した（吉益）
。 卒後教育：初期研修
では、精神科病床のない総合病院である当院の特徴を生かし、主に外来診療とコンサルテーション・リエゾン精神医学に
関する研修を行った。精神科入院診療、精神科救急に関する研修は研修協力病院で行うことができ、研修医は事前に研修
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先を選択することができる。近年では精神科研修期間のうち１週間程度を埼玉精神神経センターでの研修に充てる研修医
が多い。
後期研修では、精神保健指定医と日本精神神経学会専門医の取得を目標とし、３年間で一通りの精神科の臨床経験を積
むことを基本としている。当院での研修を主とし、入院診療や精神科救急の研修については精神科病床のある研修協力病
院にて行う。具体的には、埼玉精神神経センター、埼玉医科大学病院などに１〜２年程度出向し、当院とは異なる医療施
設での臨床や業務を経験しながら、資格取得に必要な症例を担当する。研修協力病院に出向している期間も週１日は当院
で診療を行い、勉強会に出席することによって研修の連続性が途切れないように配慮している。
本年度は 1 名の後期研修医が研修協力病院に出向し、1 名が研修を終了し当センターへ戻った。
大学院教育：主にコンサルテーション・リエゾン精神医学と老年精神医学について、講義、実習、臨床研究の指導を行
っている。本年度、新たに 1 名の社会人大学院生が在籍となった。
その他の教育活動として、埼玉医科大学短期大学と埼玉医科大学付属総合医療センター看護専門学校において精神看護
などの講義を医局員（非常勤を含む）で分担して行った。また、医局員を対象に月１回の精神薬理学連続講義（仙波客員
教授）
、若手医師向けの精神科講義、抄読会などを行った。
2-3．達成度
各種講義においては、医局内で内容などを相互に確認し、連続性や一貫性に配慮することができた。
卒前教育では、医師だけではない多職種との関りを通し、チーム医療の大切さ、総合病院での精神科の役割を理解する
ことができた。また、精神科医療にも興味を持ってもらうことができた。
卒然教育では、初期研修医教育において、精神医療に参加するなかで全人的な視点で患者と家族にとって何が大切であ
るかを考え、患者中心の医療を実践することの理解を深めることができた。また、カンファレンスなどでの発表や発言の
機会を増やすことで、研修医としての目標や医療者としての責任をあらためて自覚させることができた。後期研修医教育
において、上級医が自らの診療に研修医を同伴させ、規範を示しながら見て学ばせることと、上級医の見守りのもとで研
修医が主体的に診療に取り組んで学ぶことの２つのバランスが重要である。各研修医の個性や特性に合わせた研修が行え
るよう配慮することができ、それぞれの医師は目的を明確に次のステップへと進むことができた。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：実際の診療に立ち会いながら、精神障害や精神医療に対する正しい知識と理解を得られるように実習を構成
しきてきた。さらに参加型のプログラムにできるよう工夫をしていく。
卒後教育：初期研修では、リエゾン診療への参加をさらに増やし、どの専門に進んだとしても必要となる精神科的初期
対応が確実に身につくよう指導する。後期研修では、専門医制度の開始に伴い、より質の高い精神科臨床教育プログラム、
システムを追及していく。

３．研究
3-1．目的・目標
精神疾患には生物・心理・社会的要因が複雑に影響を与えていることも多く、単純な疾患治療だけでなく、家族や地域
生活を含めた支援が求められる。また、医療の高度化、社会の高齢化に伴い、複数の身体疾患に精神疾患を合併する症例、
社会的に脆弱な症例が増加した。包括的なアプローチは、高齢者医療だけでなく、がんや心不全などに対する緩和医療、
周産期を始めとする生殖医療、臓器不全や臓器移植などの重症慢性疾患医療、救急医療、中途身体障害や高次脳機能障害
へのリハビリテーション医療など多くの分野で必要であり、精神医療の積極的関与が求められる。こうした背景の中で、
当科では従来の外来通院患者に対する精神医療の実践だけでなく、コンサルテーション・リエゾン精神医学の実践と研究
の推進にも注力している。
症例報告では、日々の臨床で得られた経験を振り返り、整理することを通して、事象の客観的吟味や批判的検証のプロ
セスとその意義を学び、研究マインドを併せ持つ医療者としての資質を高めていくことを目指す。さらに、臨床研究とし
て、日々の業務のなかで見出される臨床疑問を検証するための研究計画を立てて実施し、その知見を臨床に還元していく
ことを通して、自らの専門性を高めていくことを目指している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
生殖医療/周産期医療におけるメンタルヘルスに関する研究、てんかんのスティグマに関する調査研究および患者家族を
対象とした介入研究、アルツハイマー病発症前診断告知の心理的影響に関する研究、臓器不全におけるメンタルヘルスに
関する研究、精神疾患に対する心理療法の効果に関する症例研究等に取り組んでいる。
3-3．研究内容と達成度
精神疾患の病態、治療効果に関する研究、コンサルテーション・リエゾン精神医学に関する研究、セルフスティグマや
診断告知に関する研究など、幅広い課題に医師だけでなく、心理師・看護師・精神保健師ら多職種で取り組んできた。継
続的な取り組み、意見交換を通して、国内学会・国際学会での研究報告、国際誌・国内誌への原著論文の掲載がなされる
ようになってきている。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床疑問に基づいた研究の着想を得て、実施を相互支援できる環境が整ってきている状態にある。実際に内部での相互
研鑽にとどまらず、外部への持続的発信が可能となってきた。
次年度も引き続き取り組み、院内他部門、多領域とも連携しながらの展開を図ることを目標とする。

４．診療
当科は病床を持たず、外来診療と他の診療科の入院患者へのコンサルテーション・リエゾン診療を行っている。外来で
は専門外来の稼働を推進し、コンサルテーション・リエゾン診療ではチーム制により介入レベルの向上に努めている。
その他に緩和医療科、周産期センター、内分泌・糖尿病内科、腎・高血圧内科、リハビリテーション科、認知症ケアサ
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ポートチーム、小児科で行われるカンファレンスなどに参加し、多領域多職種によるチームの一員として活動している。
心理士連絡会議では心理職の連携強化をはかっている。
次年度も引き続きこれらの病院機能を意識した専門性の高い医療を展開していく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
川越市自殺対策連絡協議会（吉益）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本周産期メンタルヘルス学会 学会誌編集委員（安田）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 AMED 課題評価委員（吉益）
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 プログラムオフィサー（吉益）
日本高次脳機能障害学会 社会保険・障害認定検討委員会（吉益）
日本サイコオンコロジー学会 気持ちのつらさガイドライン策定委員会小委員会（五十嵐）
日本産婦人科医会 妊産婦死亡症例検討評価委員会（吉益・安田）
日本周産期メンタルヘルス学会 評議員・情報関連委員会・学会誌編集委員会（安田）
日本循環器心身医学会 理事（小林）
日本精神神経学会 代議員（吉益）
日本総合病院精神医学会 リエゾン多職種委員会（五十嵐・小林）
日本総合病院精神医学会 臓器不全臓器移植関連委員会・専門医制度委員会（小林）
日本総合病院精神医学会 治療戦略委員会 てんかん小委員会（倉持）
日本てんかん学会 YES-Japan（日本若手てんかん従事者部門）世話人（倉持）
精神保健福祉士試験委員（吉益）
日本サイコネフロロジー学会 代議員（志賀浪・小林）
埼玉サイコネフロロジー研究会 世話人（志賀浪・小林）
埼玉周産期メンタルヘルス研究会 事務局長（安田）
・世話人（安田・五十嵐・小林）
日本行動医学会 評議員（中村）
生活習慣病認知行動療法研究会 世話人（中村）
日本臨床心理士会 災害支援プロジェクトチーム・医療保健領域委員会（小林）
日本公認心理師協会 医療保健領域委員会（小林）
東京公認心理師協会 代議員・医療保健領域委員会・倫理委員会（小林）
一般社団法人 公認心理師の会 運営委員（五十嵐）
埼玉医科大学短期大学 非常勤講師（吉益・安田・棚橋・倉持・志賀浪・梅村・五十嵐・藤井（良）
・和氣）
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 非常勤講師（吉益・安田・棚橋・倉持・志賀浪・梅村・五十嵐・
藤井（良）
・和氣）
さいたま看護専門学校 心理学 講師（五十嵐）
東京大学大学院医学系研究科母性看護学・助産学分野 非常勤講師（安田）
東京女子医科大学医学部精神医学教室 非常勤講師（小林）
早稲田大学人間科学学術院心理相談室 臨床指導員（五十嵐）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
Wake T, Tabuchi H, Funaki K, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Nakahara T, Jinzaki M, Yoshimasu H, Tanahashi
I, Shimazaki H, and Mimura M. Disclosure of amyloid status for risk of Alzheimer’s disease to cognitively
normal research participants with subjective cognitive decline: A longitudinal study. Am. J. Alzheimer's
Dis. Other Dement. 2020: 35, 1-9. doi: 10.1177/1533317520904551
② 倉持泉, 山口しげ子, 樋渡豊彦, 村田佳子, 渡邊さつき, 岡崎光俊, 吉益晴夫, 太田敏男 知的障害患者の心因性
非てんかん性発作に対する集団認知行動療法の試み 総合病院精神医学雑誌
31(3) 258-265, 2019
③ Kobayashi S, Akaho R, Omoto K, Shirakawa H, Shimizu T, Ishida H, Tanabe K, Nishimura K. Post-donation
satisfaction in kidney transplantation: a survey of living donors in Japan. BMC Health Serv Res 2019 Oct
26;19(1):755. doi: 10.1186/s12913-019-4556-5.
④ Kobayashi S, Tsutsui J, Okabe S, Hideki I, Nishimura K. Medication nonadherence after kidney transplantation:
an
internet-based
survey
in
Japan
Psychol
Health
Med
2020
Jan;25(1):91-101.
doi:
10.1080/13548506.2019.1622745.
⑤ 梅村智樹・吉益晴夫：髄膜癌腫症による精神症状：精神科治療学 34（11）
；1253-1255,2019
⑥ 荒瀧千絵子・安田貴昭 父母のボンディングの重要性 周産期医学 49(12) 1656-1659, 2019
⑦ 五十嵐友里,嶋田洋徳：Post-event processing Questionnare 日本語版の開発-社交不安症状の維持に影響する回顧
的思考の測定- 東京家政大学附属臨床相談センター紀要 20, 35-44,2020
⑧ 岩山孝幸,松永美希,鍋田恭孝,片山信吾：近赤外分光法（NIRS）を用いたうつ病の治療転帰と前頭前野機能との関連
についての縦断的検討 精神神経学雑誌 121(4)，259-273，2019
⑨ 倉持泉,和氣大成,嶋崎広海,岡井公志,村田佳子,渡邊さつき,松岡孝裕,吉益晴夫：総合病院精神医学雑誌 32(1)57-63,
①
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2020
Kuramochi I, Watanabe S, Okai H, Yagi N, Yokoyama K, Arataki C, Sasaki G, Morita M, Umemura T, Shiganami
T, Murata Y, Yasuda T, Yoshimasu H, Matsuo K. Survey on aged individuals who were seen at our University
Hospital Center for Epilepsy 第 53 回日本てんかん学会学術集会 神戸 2019.11
【総数：論文 9 件、学会発表 23 件、講演 15 件】
6-2．獲得研究費
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C）
）
「共同意思決定に向けた、アルツハイマー病発症
前診断の効果的な告知マニュアルの開発」
（和氣・研究代表者）
平成 31 年度労災疾病臨床研究事業費補助金「治療と職業生活の両立におけるストレスマネジメントに関する研究 」
（小
林・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C）
）
「心不全に伴う不眠症への段階的ケアシステム構
築を目指した非薬物療法の開発と効果検証」 （小林・研究代表者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C）
）
「臓器移植希望者（レシピエント）に対する心理
社会的評価のためのガイドラインの作成 （小林・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C）
）
「人工透析患者の睡眠の質改善のための包括的研
究およびプログラム開発」
（中村・研究代表者，五十嵐・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（B）
「乳幼児養育者の疲弊を緩和する Web ツールにつ
いての基礎・応用的研究とその社会実装」
（中村・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（B）
「メンタルヘルスケア受診行動の適正化のための
心理教育プログラムの開発と有効性の検証」
（中村・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C）
「新任教師のリアリティ・ショックへの包括的支
援システム構築のための臨床心理学的研究」
（中村・研究分担者）
平成 31 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金:基盤（C））「子育て中のがん患者の包括的心理支援システ
ムの開発と効果検証 （五十嵐・研究代表者）
6-3．受賞
Award for Best Research Presentation, The Self-Stigma of People with Epilepsy, 13th Baltic Sea Summer school
⑩

on Epilepsy, Rostock, Germany, 2019.08
Award for Outstanding Poster, Depression and Self-stigma in Patients with epilepsy, The 19th Course for Academic
Development of Psychiatrists. Kyoto 2020.02
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉周産期メンタルヘルス研究会（安田・小林・五十嵐）
埼玉サイコネフロロジー研究会（志賀浪・小林）
リエゾンに関わる精神科医と心理職の勉強会（五十嵐）
リエゾン心理士の会（小林）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
当科の特徴は、診療科の入院病床はない総合病院精神科ということにある。外来診療においては、各種の専門外来を設
置して地域精神科診療との連携を図るとともに、院内では他科と連携したコンサルテーション・リエゾンに重きを置いて
いる。本年度もこうした特徴を生かした、教育・研究・臨床を展開してきた。
学部教育においては、外来診療においては医師の患者に対する関わりを実際に見て学び、精神科的な診断や介入がどの
ように行われるかを学ぶとともに、精神疾患に関する正しい知識と認識を育てられることを重視した。また、多職種で行
うカンファレンスに陪席し、学生のクルズスに他職種が関与するなど、他職種の専門性やチーム医療のの実践を学ぶ機会
を設けた。
研究においては、これまで数年間にわたり、診療科内で基盤づくりをしてきた研究相互支援体制をもとに、精神医療・
コンサルテーション精神医学に関する複数の研究実践・研究発表が可能となった。診療においても、精神科内にとどまら
ず、他科との合同カンファレンスやコンサルテーション活動を通した連携を持続することができている。
7－2．次年度の改善計画
教育においては、より参加型、実践型の実習プログラムを目指して改善を行っていく予定である。また、本年度入学し
た大学院生の研究マインドを育て、主体的に研究活動を行えるように、支援・教育体制を充実させていく。
また、自らが行っている診療や他診療科、他領域との連携の効果についても、自他の評価をもとに検証、改善を図る必
要があると考える。

0679

2．33）緩和医療科
1. 構成員
儀賀 理暁（GIKA, Masatoshi）：教授：運営責任者：診療部長、教育主任、研究主任：代表指導教員（大学院） ：
緩和ケア：博士

２．教育
2-1．目的･目標
①卒前教育：緩和医療を通して医療と医療者の在り方を学ぶこと。
②卒後教育：上記をふまえた実践について学ぶこと。
③大学院教育：実践から得た知識と経験を言語化し教育者としての能力を習得すること。
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部 1・6 年生の系統講義を担当。1 年生の講義では、がん経験者とともに死生観について深く考察する
機会を提供、6 年生の講義では、全人的な対応についての解説の後に実臨床と国家試験に関する情報を提供している。ま
た、医学生の臨床実習や他施設からの見学希望者にも対応。県内外の小・中・高等学校・大学にて主に「がんと命の授業」
を担当。
②卒後教育：希望する職員やリンクナースに対する、カンファレンス、病棟・外来などの現場、勉強会における教育・
指導・シャドウ研修。地域に開放している緩和ケア研究会（1 回／月）
、緩和ケア研修会（2 回／年）における緩和ケアの
様々なテーマに関する研修。
③大学院教育：がんプロフェッショナル養成プランの一環として大学院生向け e-learning 教材を作成。
2-3．達成度
①卒前教育：受講後、東日本大震災被災地（岩手県）のボランティアへの同行を希望、地域のがんチャリティーイベン
トであるリレー・フォー・ライフ川越の運営に携わる等、学生が教員との関係性からさらなる学びを求めるケースがあっ
た。また、
「がんと命の授業」を受けた児童・生徒の中から医学部・看護学部・薬学部等の医療系大学への進学者が現れた。
②卒後教育：明確な評価基準はないが、一例として全人的視点や家族・遺族への配慮に関するカルテ記載が多くの病棟
や診療科で増加している。
③大学院教育：現段階では具体的なフィードバックなし。
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育：講義評価は概ね良好だが、2020 年 1 月より CC Step1 の受け入れが新たに始まっており、多職種が協働す
るチームとしての特色を生かしつつなお一層の充実を図る予定。また、「がん教育総合支援事業（文部科学省委託事業）」
についても、埼玉県教育委員会・埼玉大学教育学部と連携しながら対応を継続する。
②卒後教育：学内にとどまらず地域全体の「学びを止めない」という姿勢を貫くため、「ICT に頼る」のではなく「ICT
を活用する」新たな形を模索する。
③大学院教育：基本学科として担当する大学院生は不在だが、本学全体あるいはがんプロフェッショナル養成プランへ
の寄与を継続する。

３．研究
3-1．目的・目標
全人的対応ならびに一人の人として生きることを言語化し、もって臨床現場のみならず日常生活の場である社会へと貢
献すること。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①「がん教育総合支援事業」における教育研究：文部科学省委託事業
②子育て中のがん患者の包括的心理支援システムの開発と効果検証
③コーディネート能力向上プログラム開発：埼玉県立大学との共同研究
3-3．研究内容と達成度
①県教育委員会が文部科学省より委託を受けて実施。県内の小・中・高等学校におけるがん教育に関する教育研究を推
進する協議会のメンバーとして関与している。限られた授業時間の中で、何をどの様にどこまで伝えるかという枠組みや
具体的なコンテンツを確立してきた。また、県疾病対策課の協力を得て外部講師のリストを作成し、県内全域における実
際の運用が可能となった。
②「親と子のがん教室（くれよんの会）」を開催し、がんに関する知識や病院見学という体験を親子で共有することで、
闘病中の子育て、生活に関する不安を軽減するとともに、院内の相談窓口の存在を示している。
③医療現場におけるファシリテーション能力の向上を目的とした研修プログラムを開発中。
3-4．自己評価と次年度計画
①教育内容のさらなる充実とともに、上記リストを活用した教員と外部講師の Team teaching を実践する予定。
②感染症の影響により「親と子のがん教室（くれよんの会）
」の院内開催が困難な状況となっており、on line での対応
を検討中。
③e-learning 教材がほぼ完成し、今後は実習プログラムを確立してゆく予定。
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４．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
がん診療連携拠点病院（高度型）の緩和ケアセンターの運営を担う立場として、
「病気になって大変だね、でも川越でよ
かったね」と言ってもらえる街づくりを目標とし、総合医療センター内のみならず地域全体の医療・介護、さらには行政
や教育機関との積極的な連携を図り、「
“あなた”の専門家として皆さまと一緒に考え、悩み、歩み続ける」存在として、
川越ならびに近隣の方々の治癒の過程をあるいはいのちの限界とその後を多職種で支え続けてゆくこと。
4-2．診療実績データ
＊新規依頼件数：入院 201 人・外来 73 人
＊病棟（症例、退院前、倫理、death 等）カンファレンス：36 件
＊訪問診療：4 件
＊他施設合同カンファレンス：3 件
4-3．診療内容、治療成績
緩和ケア（遺族）外来、看護外来、各診療科・部門・職種からの依頼への対応、病棟（症例・退院前・倫理・death）カ
ンファレンスへの参加、訪問診療、リンクナース活動
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
院内においては各診療科・部門・職種等と比較的良好に連携しているが、外来や地域社会という枠組みでの機能は十分
とは言い難い。地域の緩和ケアセンターとして様々な場面で活用して頂けることを目標として、医療界のみならず自治
体、教育機関、NPO 等との協働をさらに進めることで、街づくりという観点からのアウトリーチを充実させる。また、
未曾有の災害や感染症、遺伝子治療の進化、安楽死問題、Advance care planning の普及等の背景をふまえ、生命倫理
に関する軸足を充足させてゆく。
4-7．上記 4-1～4-6 の要約（大学年報用）
緩和ケアセンターは、緩和ケア（遺族）外来、看護外来、各診療科・部門・職種からの依頼への対応、病棟（症例・退
院前・倫理・death）カンファレンスへの参加、訪問診療、リンクナース活動等を行っている。緩和医療科は、がん診療
連携拠点病院（高度型）の緩和ケアセンターの運営を担う立場として、
「病気になって大変だね、でも川越でよかったね」
と言ってもらえる街づくりを目標とし、
「
“あなた”の専門家として皆さまと一緒に考え、悩み、歩み続ける」存在とし
て、川越ならびに近隣の方々の治癒の過程をあるいはいのちの限界とその後を多職種で支え続けてゆくことを旨として
いる。次年度以降は、地域の緩和ケアセンターとして様々な場面で活用して頂くことを目標として、医療界のみならず
自治体、教育機関、NPO 等との協働をさらに進めることで、街づくりという観点からのアウトリーチを充実させる。ま
た、未曾有の災害や感染症、遺伝子治療の進化、安楽死問題、Advance care planning の普及等の背景をふまえ、生命
倫理に関する軸足を充足させてゆく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
儀賀理暁：埼玉県保健医療部疾病対策課がん対策推進協議会がん教育部会
儀賀理暁：埼玉県教育局教育委員会「がん教育総合支援事業（文部科学省委託）
」がん教育推進協議会
儀賀理暁：埼玉県保健医療部医療整備課在宅緩和ケア推進検討委員会
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
儀賀理暁 「がんの痛みを考える」消化器がんのトータルマネジメント(川越プリンスホテル) 2019 年 4 月 24 日(水)
儀賀理暁

多職種でおこなうエンドオブライフ研修会(山形県立河北病院) 2019 年 5 月 19 日(日)

儀賀理暁 「学校におけるがん教育の進め方」
第 2 回さいたま市養護教諭研修会(市民会館おおみや)2019 年 7 月 25 日(木)
儀賀理暁

「模擬授業の進め方」津島市がん教育授業検討会（津島市生涯学習センター）

儀賀理暁 「音楽療法から広がる世界

2019 年 8 月 9 日（金）

～患者のケア、そして自分のケアに～」津島市民病院院内講演（津島市民病院）

2019 年 8 月 9 日（金）
儀賀理暁

「終末期における医療と生命」慶應義塾中等部選択授業(慶應義塾中等部)

儀賀理暁

実践発表者「実践発表」令和元年度文部科学省がん教育研修会（仙台会場）2019 年 9 月 13 日（金）

儀賀理暁

「今とこれからを生きる君たちへ

化体育館）
儀賀理暁

～がんと命について考えてみよう～」がん疾病啓発セミナー（洲本市文

2019 年 9 月 23 日（月）
「①看取りケア、緩和ケア

光寿苑入居者の音楽交流会
儀賀理暁

2019 年 9 月 10 日(火)

②音楽療法の実際と効果

③音楽の実演」西和賀町人づくり住民交流講演会・

2019 年 9 月 28 日（土）
・29 日（日）

「がんと命に関する講座」若いころからのがん教育（県立鳩ヶ谷高等学校）
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2019 年 10 月 17 日（木）

儀賀理暁 「グリーフケアと音楽療法に関する講演」グリーフケア研修会（グレースバリ関内） 2019 年 10 月 19 日（土）
儀賀理暁

埼玉県「がん教育」授業研究会（川越市霞ヶ関小学校）

儀賀理暁

埼玉県「がん教育」授業研究会(県立志木高等学校) 2019 年 11 月 6 日(水)

2019 年 10 月 30 日（水）

儀賀理暁

「がんについて理解し、健康と命の大切さを考えよう」西武学園文理高等学校「がん教育」セミナー

2019 年 11 月 20 日(水)・2019 年 11 月 27 日(水)
儀賀理暁 「僕たちが「あなた」の専門家であり続ける理由」
「生命倫理学特論」講義(鳥取大学) 2019 年 11 月 29 日(金)
儀賀理暁

「いのちの法律学」

終末期における医療と生命（慶應義塾中等部）

儀賀理暁 「がんと命について考えよう

2019 年 12 月 10 日（火）

～今とこれからを生きる君たちへ～」親子で学ぶ「いのちの教育」(埼玉医科

大学) 2019 年 12 月 21 日(土)
儀賀理暁

講師

令和元年度厚生労働省委託事業「人生の最終段階における医療体制整備事業」患者の意向を尊重した

意思決定のための相談員研修会(埼玉県立がんセンター)

2019 年 12 月 29 日(日)

儀賀理暁 「学校におけるがん教育の進め方」第 3 回保健主事研修会(さいたま市立教育研究所) 2020 年 1 月 15 日(水)
儀賀理暁

「がんと命に関する講座」若いころからのがん教育(白岡市立篠津中学校)

儀賀理暁

「外部講師によるがん教育について」埼玉県がん教育外部指導者研修会(埼玉会館) 2020 年 2 月 12 日(水)

2020 年 1 月 20 日(月)

儀賀理暁

「学校におけるがん教育の進め方」校内研修会(さいたま市立八王子中学校) 2020 年 2 月 13 日(木)

儀賀理暁

「特別授業」埼玉医療福祉看護専門学校

2020 年 2 月 19 日(水)

儀賀理暁

「がん教育の実践について」令和元年度

第 2 回学校医研修会(護国会館

儀賀理暁

「がんと命に関する講座」若いころからのがん教育(越谷市立大沢北小学校)

栃木) 2020 年 2 月 20 日(木)
2020 年 2 月 26 日(水)

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
学会：
①儀賀理暁：教育講演「緩和医療の現状と今後の展望

鍼灸治療に期待すること」第 49 回現代医療鍼灸研究会(東京大

学鉄門記念講堂) 2019 年 4 月 14 日
②

儀賀理暁、杉山亜斗、井上慶明、青木耕平、羽藤泰、福田祐樹、中山光男：一般示説「学校における「がん教育」

に腫瘍(呼吸器)外科医が届け得るもの」第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会(大阪国際会議場) 2019 年 5 月 17 日
③儀賀理暁：
「でも君が笑うと…。～僕たちが“あなた”の専門家であり続ける理由」がん哲学外来市民学会第 8 回大会
(ウェスタ川越)

2019 年 7 月 7 日

④儀賀理暁：キーノートレクチャー「子供たちががん教育で学ぶものは何か」日本体育学会第 70 回大会（慶應義塾大学
日吉キャンパス）

2019 年 9 月 11 日

⑤儀賀理暁：座長「がん教育で知っておくべきこと、心がけること」第 29 回日本乳癌検診学会学術総会(福井商工会議
所) 2019 年 11 月 9 日
⑥儀賀理暁：特別講演「でも君が笑うと・・・。～僕たちが“あなた”の専門家であり続ける理由～」第 27 回埼玉県看
護研究学会(埼玉県看護協会研修センター) 2019 年 12 月 7 日
原稿：
⑦儀賀理暁、渡邊優紀、國澤洋介、松崎正子、小峰和美：
「そこに緩和ケアがあった」 日本死の臨床研究会
73 Vol.42 No.1

死の臨床

p54-p55 2019 年 6 月

⑧儀賀理暁：
「今とこれからを生きる君たちへ －医療者が教壇に立つ意義とは－」 日本乳癌検診学会誌 p77-p79 第
28 巻第 2 号

2019 年 9 月 30 日

⑨儀賀理暁：「
「でも君が笑うと…」僕たちが“あなた”の専門家であり続ける理由」 がん哲学外来市民学会ニュース
レター

第 15 号

p3 2019 年 10 月 1 日

⑩儀賀理暁：「親子で「いのち」学ぶ がんや性教育公開講座」

埼玉新聞

第 26933 号

ｐ14

2019 年 12 月 25 日

【総数：論文 2 件、学会発表 5 件、講演 25 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費(種目：基盤研究（C）) 子育て中のがん患者の包括的心理支援システムの開発と効果検証
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
緩和ケア研究会（1 回／月）
、緩和ケア研修会（2 回／年）
、ELNEC-J（1 回／年）
、埼玉県教育委員会後援 SMC がん教育セ
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ミナー（1 回／年）
、かわごえ緩和ケアネットワーク（2 回／年）
、リレー・フォー・ライフ川越への関与（実行委員顧問）
、
がんサロンかわごえ（リレー・フォー・ライフ川越・かわごえ緩和ケアネットワーク・川越市共催）のサポート

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
＊教育
①卒前教育：学生が教員との関係性からさらなる学びを求めるケースがあった。また、
「がんと命の授業」を受けた児童・
生徒の中から医学部・看護学部・薬学部等の医療系大学への進学者が現れた。
②卒後教育：明確な評価基準はないが、一例として全人的視点や家族・遺族への配慮に関するカルテ記載が多くの病棟
や診療科で増加している。
③大学院教育：現段階では具体的なフィードバックなし。
＊研究
①「がん教育総合支援事業」における教育研究。限られた授業時間の中で、何をどの様にどこまで伝えるかという枠組
みや具体的なコンテンツを確立。また、県疾病対策課の協力を得て外部講師のリストを作成し、県内全域における実際の
運用が可能となった。
②子育て中のがん患者の包括的心理支援システムの開発と効果検証。「親と子のがん教室（くれよんの会）」を開催し、
がんに関する知識や病院見学という体験を親子で共有することで、闘病中の子育て、生活に関する不安を軽減するととも
に、院内の相談窓口の存在を示している。
③コーディネート能力向上プログラム開発：医療現場におけるファシリテーション能力の向上を目的とした研修プログ
ラムを開発中。
＊診療
院内の連携は比較的充実しているが、外来や地域社会という枠組みでの機能は十分とは言い難い。
7－2．次年度の改善計画
＊教育
①卒前教育： 2020 年 1 月より CC Step1 の受け入れが新たに始まっており、多職種が協働するチームとしての特色を生
かしつつなお一層の充実を図る予定。また、「がん教育総合支援事業（文部科学省委託事業）」についても、埼玉県教育委
員会・埼玉大学教育学部と連携しながら対応を継続する。
②卒後教育：「学びを止めない」という姿勢を貫くため、
「ICT に頼る」のではなく「ICT を活用する」新たな形を模索。
③大学院教育：本学全体あるいはがんプロフェッショナル養成プランへの寄与を継続する。
＊研究
①がん教育の内容のさらなる充実とともに、上記リストを活用した教員と外部講師の Team teaching を実践する予定。
②感染症の影響により「親と子のがん教室（くれよんの会）
」の院内開催が困難な状況となっており、on line での対応
を検討中。
③e-learning 教材がほぼ完成し、今後は実習プログラムを確立してゆく予定。
＊診療
地域の緩和ケアセンターとして様々な場面で活用して頂くことを目標として、自治体、教育機関、NPO 等との協働をさ
らに進めることで、街づくりという観点からのアウトリーチを充実させる。また、未曾有の災害や感染症、遺伝子治療
の進化、安楽死問題、Advance care planning の普及等の背景をふまえ、生命倫理に関する軸足を充足させてゆく。そ
のためには、構成員の増員が喫緊の課題である。
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2．34）臨床検査医学科
１．構成員
三橋

知明

（MITSUHASHI, Tomoaki）
：教授：運営責任者：診療部長：教育副主任：
研究主任：代表指導教員（大学院）
：臨床検査医学、内分泌学：博士
竹下 享典 （TAKESHITA, Kyousuke)：教授：診療副部長：教育主任：研究副主任：
指導教員（大学院）
：臨床検査医学、循環器内科学：博士
室谷 孝志 （MUROYA, Takeshi）
：技師長
［分析検査］ 伊藤浩治、庄司和春、関根和江、藤宮敏、高田雅代、中野博貴
井上彩子、渡辺剛（修士）
、谷合希和、大谷瑠璃、鈴木理恵、藤沢佳大
［形態検査］ 寺井弘明、奈良豊、笛木知子、鈴木美子、鈴木勤、石塚めぐみ、島田崇史、
西牧悦、大出淳、渡邊裕樹（修士）
、根本彩子、芳野友里恵
［微生物検査］関根進、江端英祐、松村敬依子、波木井裕之、渡辺裕子（修士）
、
酒井良太朗、大塚聖也
［生理機能検査］吉田和広、金島奈津子、伊藤友彦、安田あさみ、矢島市淑、伊藤真千子、
江原由美香、茂木健
［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子、廣瀬久美、鈴木康巴、新井雅人
［出向（超音波センター）
］山下美奈子、三村弘司、瀬戸山昌宏、黒田正徳、波木井清夏、
田中映美、野口咲、那須野智美、大山貴衣
［出向（放射線部 MRI）
］木下佳美、渡邊彩香
［出向（かわごえクリニック）
］広瀬ヒロ子、東田久美子
［非常勤（中央採血室）
］吉野恵美
（室谷孝志から吉野恵美まで：臨床検査技師）

２．教育
2-1．目的･目標：臨床検査医学科・中央検査部は、医学部 6 年生の講義、医学部 5 年生の BSL、保健医療学部 4 年生の
臨地実習、看護学生に対する講義などの教育を担当している。医学部 5 年生の BSL の目的・目標は、検査のオーダーから
結果が出るまでの一連の過程の理解、各検査の方法と特性および限界・機器等の概略理解、基本的検査手技の実習などを
通じて各種臨床検査を的確にかつ効率よく使いこなし検査結果を正しくかつ総合的に判定する技量を身につけることであ
る。臨床検査技師に対しては、skill-up、新たな知識・技術の習得、能力開発を目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
：以下について竹下教授が教育主任として担当した。
「卒前教育」臨床検査医学の BSL(CC step1)
を担当した。医学部学生に対して臨床検査医学の試験問題作成・6 年生講義を担当した。総合医療センター看護学校非常
勤講師として看護学校 1 年生講義「臨床検査」を担当した。技師長以下臨床検査技師が中心となって保健医療学部 4 年生
の臨地実習を行うとともに、BSL においても医学部学生教育に大きく貢献した。
「卒後教育」では新研修医に対する臨床検
査関連のガイダンス、超音波検査のハンズオンセミナーを行った。
「臨床検査技師教育・能力開発」では、部内及び他科と
共同での定期的勉強会開催、学会・各種研究会・セミナーへの発表・出席を奨励・支援した。
2-3．達成度：中央検査部 BSL では実習中および終了後にディスカッションを行い理解度を確認し、概ね目標を達成でき
た。臨地実習・看護学生教育では所定の目標を達成できた。検査技師教育では定期的勉強会の内容の充実が達成でき、良
好な出席率が得られた。また、各種学会・研究会・セミナーへの出席も活発に行われた。
2-4．自己評価と次年度計画：BSL、臨地実習、看護学生教育、職員教育・能力開発のそれぞれにおいて年度目標を達成
できた。2020 年度はこれらの教育活動の一層の充実を目指す。

３．研究
3-1．目的・目標
１）新しい臨床検査法の開発および既存検査法の問題点の発見と改良
２）院内の臨床検査ビッグデータを整理し、解析するためのシステムを構築する
３）名古屋大学との共同研究で尿毒素の心血管病変への影響を検討する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
１）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異の検討。
２）臨床検査ビッグデータの解析システムの構築
３）名古屋大学との共同研究で尿毒素負荷動物モデルの心血管病変への影響を検討する。
3-3．研究内容と達成度
１）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について遺伝子解析研究を継続した。
２）解析システムである deep learning に必要なコンピューターシステムを確立した。
３）動脈硬化病変形成のメカニズムを解明した（投稿中）
。
3-4．自己評価と次年度計画
１）妊娠時一過性甲状腺機能亢進症および各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異について検索・検討を進め、同遺伝
子の coding region について HRM (High Resolution Melting)解析法および塩基配列の決定を進めた。次年度はさらに症
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例を集積し、病態の解明とスクリーニング法の開発を目指す。
２）データの集積とデータクレンジングを行い、解析を勧められるようにする。心電図の自動判別ができるようにプロ
トコールを作成する。
３）尿毒症の心肥大への影響とその病態を検討する。

４．診療
中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対して正確かつ迅速に結果を報告すること・臨床検査がより適切かつ効率
的に行われることを第一の使命としており、特に診察前検査・時間外検査などに注力している。また、NST、SMBG、ICT、
術中生理機能検査、周産期母子総合医療センターNICU 病棟検査技師派遣、放射線部 MRI 検査技師派遣などにおいてチーム
医療の一端を担っている。さらに先進医療を支える新規検査の積極的導入を図っている。各科で行われている治験につい
て各種要求事項が高度複雑化している検体採取・処理・保存などを担当し、協力した。また、より良い患者サービスの提
供・検査結果の質の向上・人的資源の有効活用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全な職場環境の構築を目指し、中
央検査部の大規模改修工事を完了し、臨床検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得に向けて準備
を進めた。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無：該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無：三橋知明：日本臨床検査自動化学会誌編集委員・査読委員
竹下享典：査読委員 Annual of Internal Medicine, Journal of Biochemistry, Archives of Toxicology, Scientific
Reports, Plos One, Environmental Health and Preventive Medicine ほか５誌
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務：三橋知明：日本甲状腺学会バセドウ病治療ガイドライン作成委員、
甲状腺病態生理研究会事務局長、埼玉県西部甲状腺カンファランス世話人、関東臨床免疫化学研究会世話人、埼玉甲状腺
疾患研究会代表世話人
竹下享典：血栓止血学会評議員 学術標準化委員会（血栓溶解部会部会長）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Wulamu W, Yisireyili M, Aili A, Takeshita K, Alimujiang A, Aipire A, Li Y, Jiang Y, Aizezi M, Li Z, Abudureyimu
K. Chronic stress augments esophageal inflammation, and alters the expression of transient receptor potential
vanilloid 1 and proteaseactivated receptor 2 in a murine model. Molecular medicine reports.19(6):5386-96. 2019.
②Furusawa K, Takeshita K, Suzuki S, Tatami Y, Morimoto R, Okumura T, Yasuda Y, Murohara T. Assessment of abdominal
aortic calcification by computed tomography for prediction of latent left ventricular stiffness and future
cardiovascular risk in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: A single center cross-sectional study.
International journal of medical sciences.16(7):939-48. 2019.（竹下享典 筆頭著者）
③竹下享典：HER2 陽性乳がん患者に対するトラツズマブ治療期間の左室駆出率と拡張能の評価：第 254 回日本循環器
学会関東甲信越地方会 2019 年東京
④竹下享典：血栓性内頸動脈狭窄を合併した頸動脈痛症の一例：第 254 回日本循環器学会関東甲信越地方会 2019 年
東京
⑤竹下享典：非透析慢性腎臓病患者において腹部大動脈の石灰化は左室拡張障害と予後に相関する：第 254 回日本循
環器学会関東甲信越地方会 2019 年東京
【総数：論文 2 件、学会発表 3 件、講演 0 件】

6-2．獲得研究費：竹下享典：2018 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 年
基盤研究（B） 内科学一般（平成 30-令和 3 年
度）尿毒素による Notch シグナルと代謝リプログラミングを介した血管障害の病態解明 代表 2019 年度: 4,550 千円 (直
接経費: 3,500 千円、間接経費: 1,050 千円)
6-3．受賞：該当なし。
6-4．特許、実用新案：該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし。

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果：医学部 5 年生の BSL に関しては、実習および講義・ディスカッションを通じて成果を
上げている。検査技師教育については、今後の臨床検査の一層の高度化に対応できるよう、修士・博士の取得を目指す教
育を推進し、能力開発を進める。研究に関しては高性能遺伝子解析装置を用いて通常検査では分類が困難な細菌の同定・
希少疾患の研究体制構築などに成果を挙げている。また、各種甲状腺疾患における TSH 受容体変異の病因的意義の解析を
進めている。日常の検査業務については、各臨床科の要望に十分応えるようさまざまな努力が続けられた。特に細菌同定
検査では質量分析装置により結果報告時間短縮とより正確な菌種同定に貢献している。また、感染症迅速遺伝子検査の導
入に積極的に取り組み、結核などの感染症診療に貢献した。より良い患者サービスの提供・検査結果の質の向上・人的資
源の有効活用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全な職場環境の構築を目指し、中央検査部の大規模改修工事を完了
した。臨床検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得に向けて着実に準備を進めた。
7－2．次年度の改善計画：医学部学生教育については今年度同様実習および講義・ディスカッションを通じて、国家試

0685

験に対応した内容と実臨床に重要なポイントをわかりやすく伝えていく。検査技師教育については、今後の臨床検査の一
層の高度化に対応できるよう、修士・博士の取得を目指す教育を引き続き推進し、能力開発を進める。研究に関しては病
院内の検査データを整備してビッグデータ解析にたえるものとする。臨床に関しては、特に感染症の分野で臨床の要求に
こたえて最新の設備、システムを導入していく。より良い患者サービスの提供・検査結果の質の向上・人的資源の有効活
用・業務の合理化・人材育成の効率化・安全な職場環境の構築を目指し、中央検査部の大規模改修工事を完了した。臨床
検査室の品質と能力に関する国際規格である ISO15189 認証の取得に向けて着実に準備を進めていく。
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2．35）病理部
１．構成員
田丸 淳一 (TAMARU, Jun-ichi)：教授：運営責任者：診療科長、研究主任：教育員：代表指導教員（大学院）
：人体病理学、
血液分子病理学：博士
東 守洋 (HIGASHI, Morihiro)：准教授：研究副主任、教育副主任、診療副部長：指導教員（大学院）
：人体病理学、分子
病理学：博士
百瀬 修二（MOMOSE, Shuji）
：准教授：研究副主任、教育主任、診療副部長：指導教員（大学院）
：人体病理学、分子病理
学：博士
山下 髙久 (YAMASHITA, Takahisa): 講師、研究員、教育員、医員、博士
増田 渉（MASUDA, Wataru）
：助教、研究員、教育副主任、医員、博士
今田 浩生 (IMADA, Hiroki) ：助教、研究員、教育員、医員、大学院
菊地 淳（KIKUCHI, Jun）
：助教、研究員、教育副主任、医員、大学院
川野 竜太郎（KAWANO, Ryutaro）
：助教、研究員、教育員、医員、大学院
沢田 圭佑（SAWADA, Keisuke）
：助教、研究員、教育員、医員、博士
高柳 奈津子（TAKAYANAGI, Natsuko）
：助教、研究員、教育員、医員、大学院
山崎 真美（YAMAZAKI, Mami）
：助教、研究員、教育員、医員、博士
伊藤 梢絵 (ITO, Kozue) ：助教（シニアレジデント）
伊藤 朋実 (SHIMIZU, Tomomi): 研修医、大学院
糸山 進次 (ITOYAMA, Shinji)：名誉教授、客員教授：人体病理学、造血器の病理学：博士
堀江 弘（HORIE, Hiroshi）
：客員教授：小児病理学：博士
秋草 文四郎（AKIKUSA, Bunshiro）
：客員教授：腎病理：博士
岸 宏久 (KISHI, Hirohisa)：客員准教授：博士
中澤 温子（NAKAZAWA, Atsuko）：客員准教授：博士
岡 輝明 (OKA, Teruaki)：非常勤講師
山口 浩 (YAMAGUCHI, Hiroshi)：非常勤講師：博士
阿部倫子 (ABE, Michiko), 木内恭子 (KIUCHI, Kyouko), 大澤久美子 (OHSAWA, Kumiko), 松野和子 (MATSUNO, Kazuko),
大野優子 (OHNO, Yuko), 青木智章 (AOKI, Tomoaki),
日下卓万（KUSAKA, Takuma）, 秋山慶介（AKIYAMA, Keisuke）,
阿部藍子（ABE, Aiko）, 鈴木星也（SUZUKI, Seiya）, 佐藤達也（SATO, Tatsuya）, 笹谷愛結（SASAYA, Ayu）,
石澤 綾（ISHIZAWA, Aya）, 針谷佳那（HARIGAI, Kana）, 戸田成美 (TODA, Narumi). 以上臨床検査技師

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育としては、医学系総合大学の一員として、疾患の本態について、病理学に基づく細胞学的、組織学的な理解を
深めることを目的とし、将来、医療現場で役にたつ実践的な病理学を教育の目標としている。卒後教育としては、カンフ
ァレンス、CPC を通して、疾患の成因と進展を形態学で捉えることにより診断・治療に直結する病理学を目標としている。
大学院教育は研究の実践を通して論理的に考え、問題解決に至るプロセスを学び、さらに病理診断業務からの問題発見能
力を養うことを目標としている。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育として、医学部 2 年生、3 年生の病理学総論および各論講義、5 年生の BSL(田丸、百瀬、増田、菊地)、埼玉医
科大学総合医療センター看護学校 1 年生の病理学講義(川野、山崎、沢田)、埼玉医科大学保健医療学部、女子栄養大学、
東武医療技術専門学校、西部医療技術専門学校、東京電子専門学院などの病院実習(臨床検査技師)、千葉大学医学部 3 年
生の血液病理講義(東)、順天堂大学医学部 3 年生の腫瘍学総論講義（百瀬）
。卒後教育として、CPC、CC(年 11 回)、当セン
ター特定看護師認定のための講義（東、川野）、臨床とのカンファレンス(血液内科、泌尿器科、腎臓内科、消化器肝臓内
科、肝胆膵外科、脳神経外科)を行っている。大学院教育としては医学部大学院講義（田丸）、保健医療学部修士講義（田
丸、百瀬）
、大学院生の研究指導（田丸、東、百瀬）を行っている。
また、株式会社ニチレイバイオサイエンスから社員の研修を受け入れている。
2-3．達成度
卒前教育としては、教育内容については達成されている。スタッフの人数は以前と比べて徐々に増加傾向にあり、これ
まで行なってきたことを継続している。医学部病理学講義、総合医療センター看護学校講義も継続して行なっている。卒
後教育としては臨床とのカンファレンス、CPC を行った。また、臨床医と個々の症例につきディスカッションを行う機会
もあり概ね達成されている。大学院教育としては、実際の研究を通して目標は達成しつつあると考える。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育では BSL や病院実習をとおして、医療における病理学の役割について概ね目標とする内容が達成されていると
思われる。BSL では、スタッフ増加により昨年度よりきめ細かな対応ができたと考えている。次年度ではさらに、専門科
としての病理学についても内容に加えていきたい。卒後教育としてはカンファレンス、CPC が主となるが、例年どおりで
あると考える。次年度も継続していきたい。大学院教育は概ね順調であり、4 年以内に学位取得できるよう研究内容をま
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とめていく。

３．研究
3-1．目的・目標
当センターにおけるすべての病理組織検体、細胞検体症例に対し、適切で質の高い分析と報告をすることが全ての前提
条件としてあり、研究もそれに沿ったものとなっている。特にリンパ血液系疾患に関して症例集積がなされているため、
症例の解析を中心とした研究を行っている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) 悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明
2) 各種悪性腫瘍の臨床病理学的研究
3) 膀胱癌の化学療法耐性メカニズム
3-3．研究内容と達成度
1) [悪性リンパ腫における転写因子 NF-kB signal の役割]
B 細胞性リンパ腫ではその病態形成に転写因子である NF-kB の活性化が重要と考えられており、新薬のターゲットとして
注目されている。近年、この分子は"細胞質-核振動"という動きをしていることが見出されてきた。この細胞内の移動がホ
ジキンリンパ腫においていかなる挙動を示すか、生きた細胞を用いタイムラプス観察を行ない 細胞内の NF-kB との挙動と
NF-kB により調節される分子の発現を解析している。
2) [がん発生における性指向分子の役割]
腫瘍発生における性差はよく知られており、性ホルモンとの関連は古くから研究されている。しかしながら、性ホルモン
依存性でない細胞種を起源とする腫瘍発生の性差についてはほとんどわかっていないのが現状である。われわれは悪性リ
ンパ腫の遺伝子変異探索の過程において、性指向性に変異を認める遺伝子を新たに見出した。今後、この遺伝子を、リン
パ腫発症にかかわる分子メカニズム・分子標的治療への展望とともに、分子疫学的観点からの解明を目指す。
3) [蛍光ナノ粒子を用いたリンパ腫治療階層化のための試み]
病理診断において免疫染色は診断の確定のみならず、分子標的治療適応の可否や治療階層化などに広く用いられている。
悪性リンパ腫の中で最も多い疾患単位であるびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 (DLBCL)は病理形態、分子病態ならびに臨
床病理学的にも雑多な疾患群である。現在広く用いられている通常の免疫組織化学染色では客観的定量は克服すべき問題
が多いのが現状である。われわれは蛍光ナノ粒子 Phosphor Integrated dot (PID)を用いて、タンパク発現の客観的定量
法を確立することで、DLBCL の治療階層化ならびに分子標的治療適応の可否を目的としたシステムの開発に取り組んでい
る。実際、MYC の半定量的測定により、MYC のタンパク発現と予後に有意な相関を見出した。
4) [口腔内白板症診断のためのバイオマーカーの探索]
口腔内白板症は一部悪性化の転機をたどる病変であるが、その診断は主に病理形態診断によるところが大きい。また境界
悪性と思われる症例や自然消退する症例もあり、その診断根拠として形態的変化以外のバイオマーカーが求められている。
われわれは、実際の患者検体にて遺伝子検索を行い、遺伝子変異による層別化を行っている。さらに mRNA を抽出し、網羅
的遺伝子発現解析系を確立した。
5) [Hodgkin リンパ腫におけるがん微小環境の解明]
Hodgkin リンパ腫は、多数の非腫瘍性細胞を背景に少数の腫瘍細胞が生存する特異な微小環境を構築している. この微小
環境の一端を解明するため、我々は複数のサイトカインを調節するプロテアーゼに着目した. Hodgkin リンパ腫培養細胞
株にプロテアーゼ阻害剤を投与すると、リンパ腫細胞が相互接着して大型集塊を形成した。 これは、プロテアーゼ阻害に
よる腫瘍の運動能低下・浸潤抑制の可能性が示唆された。この現象を支配する分子機構の解明は、サイトカイン調節とい
うがん微小環境の解明を越え、治療応用への展望まで見込まれる意義深い研究と考えている。
6) [尿路上皮癌における薬剤耐性能獲得機序の解明および癌幹細胞の研究]
こ れ ま で 我 々 は 尿 路 上 皮 癌 に お い て 薬 剤 耐 性 分 子 YB-1 の 発 現 と 癌 抑 制 遺 伝 で あ る p53 や 膜 型 薬 剤 耐 性 分 子
p-glycoprotein の発現間に関連があることを示し、さらに YB-がゲムシタビンの薬剤耐性分子の 1 つであることを報告し
た。現在尿路上皮癌のゲムシタビン耐性機序を解明すべく、ゲムシタビン耐性尿路上皮癌モデルを作製し、癌幹細胞や薬
剤耐性分子を中心とした分子機構の解明を行っている。ゲムシタビンは尿路上皮癌の標準的な化学療法の中心薬剤である
が、その耐性獲得が臨床上問題となっているため、ゲムシタビン耐性機序を解明することは尿路上皮癌の新規治療法へと
つながるものと期待している。
7) [悪性リンパ腫に おける LR11 発現と機能]
LR11 は「病的未分化バイオマーカー」として注目されつつある分子で、千葉大、東邦大、ウィーン大学（オーストリア）
との共同研究で白血病症例にて、血中可溶型 LR11 濃度が 30-50 倍へと増大することを見出した。さらに B 細胞リンパ
腫の一部で発現が高いことを見出した。可溶型 LR11 の検出はリンパ腫診断に用いられる sIL-2R よりも特異性が高い可
能性もあり、臨床的な研究と機能解析を行なっている。
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8) [悪性リンパ腫 における CSD family 分子の役割]
薬剤耐性に関与するとされる CSD ファミリー分子の一つが CD30 陽性の種々のリンパ腫において高率に発現し、さらに
この分子を発現するびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫は予後が悪いことを見出している。CD30 陽性のリンパ系腫瘍の病
態の解明ならびに分子標的 を用いた治療戦略の新しい道を切り開くものと期待される。
3-4．自己評価と次年度計画
リンパ造血器疾患で論文が数編発表された。悪性リンパ腫関連で国内の研究者との共同作業による論文が数編発表され
た。今後も悪性リンパ腫の症例集積により新たな展開を考えたい。とくに Hodgkin リンパ腫の症例集積は国内有数の規模
であるため、国内外の共同研究も進めていきたい。今年度は共同研究を含む複数の研究課題が開始もしくは遂行されてい
る。

４．診療
病理部は患者に直接接触してはいないが、細胞診や組織診、手術標本に関する診断、病理解剖が病理部の基本診療に相
当する業務である。形態診断のほか電顕、免疫染色、in situ hybridization、PCR 等のタンパク、遺伝子解析もその中に
含まれている。これらの基本業務を適正に、確実にこなすことが当然のこととして求められており、標本作製から診断に
いたる精度管理を確実に行い質の高い診断を行うことを目標とする。開院以来、病理診断、迅速診断数が伸びてきている。
このことは臨床各科の信頼を（少なくとも）損なっていないと評価できる。精度管理に関しては標本作製時のダブルチェ
ック、診断時ダブルチェックを全例行っており、今後も継続していく。また非常勤講師を多数招聘し consultation も随時
行い、診断精度を管理している。切り出し室はホルマリン対策、染色室は有機溶媒対策を施した。解剖室に関してもホル
マリン対策、有機溶媒対策、感染症対策を行った。さらに標本作製過程について効率化をはかっていく。現在、血液内科、
泌尿器科、腎臓内科、消化器肝臓内科、肝胆膵外科、脳神経外科とカンファレンスや勉強会を通して discussion の機会が
ある。院内 CPC についても同様に継続していく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
厚生労働省:「小児造血器腫瘍の標準的治療法の確立に関する研究」班: 病理委員会委員:田丸淳一

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
田丸淳一: Reviewers Board in Japanese Journal of Clinical Oncology. Editorial Board in Pathology International.
Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology. 日本臨床細胞学会編集査読委員. 日本病
理学会編集委員会査読委員.
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
A member of European Intergroup Cooperation on Childhood Non-Hodgkin lymphoma (EICNHL): Jun-ichi Tamaru
日本リンパ網内系学会理事、評議員、プログラム委員、編集委員、学術集会査読委員、教育委員会副委員長：田丸淳一
日本リンパ網内系学会将来構想実施委員：高柳奈津子
日本病理学会 コンサルテーションシステムコンサルタント：田丸淳一
日本病理学会評議員：田丸淳一、東 守洋、百瀬修二
日本病理学会専門医試験実施委員：百瀬修二
日本血液学会代議員(評議員)、学術集会査読委員：田丸淳一
日本血液学会専門医問題作成委員：百瀬修二
日本医学物理士会 ミニマム講習会 講師：百瀬修二
日本臨床細胞学会 評議員 プログラム委員 田丸淳一
JCOG 病理中央診断医：田丸淳一

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量 BEACOPP 療法の非
ランダマイズ化検証的試験

高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床的/病理学的特徴と治療成績に関する他施設共同後方視的観察研究
初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋放射線治療と照射前大量メ

トトレキサート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比較試験

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Iatrogenic immunodeficiency-associated lymphoproliferative disorders of B-cell type that develop in patients
receiving immunosuppressive drugs other than in the post-transplant setting Momose S, Tamaru JI.
J
Clin Exp Hematop. 2019;59(2):48-55.
② Abemaciclib, a CDK4/6 inhibitor, exerts preclinical activity against aggressive germinal center-derived B-cell
lymphomas. Tanaka Y, Momose S, Tabayashi T, Sawada K, Yamashita T, Higashi M, Sagawa M, Tokuhira M, Rosenwald
A, Kizaki M, Tamaru JI.
Cancer Sci. 2020 Feb;111(2):749-759.
③ The relationship between vaginal cavernous hemangiomas and late pregnancy. A case report and a review of the
literature T. Yamashita, N. Takayanagi, M. Higashi, S. Momose, J. Tamaru
Clinical and Experimental
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④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

⑩

Obstetrics & Gynecology 2019/07 XLVI(4):641-645
Anaplastic large cell lymphoma with TP63 rearrangement: A dismal prognosis Yamashita T, Higashi M, Kawano R,
Momose S, Tokuhira M, Kizaki M, Tamaru JI.
Pathol Int. 2019 Mar;69(3):155-159.
TP63 の再構成を認めた ALK 陰性未分化大細胞型リンパ腫における細胞診断学的検討 大野 優子, 大澤 久美子, 青木
智章, 菊地 淳, 増田 渉, 百瀬 修二, 東 守洋, 田丸 淳一
日本臨床細胞学会雑誌 58 巻 5 号 Page214-219(2019.09)
WHO2016 における High grade B-cell lymphoma の診断-臨床検査と形態学の協調-(4) 高悪性度 B 細胞リンパ腫の病理診
断と今後 百瀬 修二, 田丸 淳一
臨床病理 67 巻 4 号 Page351-356(2019.04)
【リンパ腫 update II:高悪性度 B、T、NK、Hodgkin リンパ腫、医原性免疫不全 LPD】Hodgkin リンパ腫および DLBCL との
境界病変 田丸 淳一 病理と臨床 37 巻 4 号 Page352-359(2019.04)
教育講演３悪性リンパ腫をめぐる最近の話題～外科医に知ってほしい悪性リンパ腫の知識～
田丸淳一、東守洋、百瀬
修二、山下高久、増田渉、菊地淳、今田浩生、川野竜太郎、沢田圭佑、山崎真美、伊藤梢絵、高柳奈津子、伊藤朋実.
第 71 回気管食道科学会 宇都宮
2019/11
シンポジウム これからのリンパ腫診断に求められるもの～ゲノム医療への挑戦と可能性～ FISH 検査における細胞診
標本の役割 大澤 久美子, 百瀬 修二, 青木 智章, 大野 優子, 松野 和子, 木内 恭子, 東 守洋, 得平 道英, 木崎 昌
弘, 田丸 淳一
第 58 回日本臨床細胞学会秋季大会 岡山 2019.11
シンポジウム 悪性リンパ腫の診断:特に DLBCL/High-grade B-cell lymphoma に焦点を当てて High grade B-cell
lymphoma の病理診断とその問題点
百瀬 修二, 田丸 淳一
第 60 回日本臨床細胞学会春季大会 東京
2019.06
【総数：論文 26 件、学会発表 20 件、講演 7 件】

6-2．獲得研究費
日本医療研究開発機構専任研究開発（革新的医療実用化研究事案）; 2016-, JCOG1305 病理事務局：田丸淳一
文部科学省科学研究費補助金基盤(C) 19K07467 2019-04-01 – 2022-03-31「悪性リンパ腫の脂質代謝経路における LR11
の分子機能」研究代表：東 守洋
文部科学省科学研究費補助金若手研究 19K16566 2019-04-01 – 2022-03-31「ADAM10 に着目した Hodgkin リンパ腫の癌
微小環境解析」研究代表：増田 渉
文部科学省科学研究費補助金基盤(C) 19K07374
2019-04-01 – 2022-03-31 「Notch 受容体の細胞表面における活性化
調節機構」 研究分担：増田 渉 (研究代表：北川元生)

6-3．受賞
越谷消防長感謝状 救急事故救命
戸田成美 2019.7.1
公益社団法人 埼玉県臨床検査技師会 特別賞 戸田成美
第 59 回日本リンパ網内系学会 研修医・医学部学生ポスター賞

伊藤朋実

6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第四回埼玉リンパ腫研究会 2020/08/03 川越

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療について、概ねの目標は達成されているものと考えられる。全国的に病理医不足が問題視されている
なかで、より魅力ある施設を目指し、職場環境の充実を一つ重要な課題として提言してきた。このことはすぐには解決し
ないまでも、その方向性がみえてきている。
大学院生は[蛍光ナノ粒子を用いたリンパ腫治療階層化のための試み]、[口腔内白板症診断のためのバイオマーカーの探
索]、[Hodgkin リンパ腫におけるがん微小環境の解明]の研究に取り組んでおり、その他の研究テーマは病理部の研究グル
ープとして取り組んでいる。
7－2．次年度の改善計画
埼玉医科大学の 3 医療施設は、リンパ造血器系疾患において、国内では大きな存在となりつつあり、当病理部もその中
での重要な役割を担っている。そのことを更に追求していくと同時に、すべての症例において、一例として比重の軽いも
のはない、ということを肝に銘じ、教育、研究、診療において、病理部が果たしている役割について正しい評価が得られ
るように努力する。
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2．36）輸血部（輸血細胞医療部・細胞移植療法部）
１.

構成員

山本晃士（YAMAMOTO, Koji）：教授；運営責任者
輸血細胞医療部診療部長；教育主任；研究副主任
医学博士；輸血学、血液凝固学、血栓止血学、幹細胞学
田坂大象（TASAKA，Taizo）：教授 細胞移植療法部診療部長；教育副主任；研究主任
医学博士；血液学、造血幹細胞学、造血細胞移植学
別宮好文 (BEKKU, Yoshifumi)：肝胆膵外科・小児外科教授（兼）
得平道英（TOKUHIRA, Michihide）：血液内科教授（兼）
前田平生（MAEDA, Hiroo）：客員教授
阿南昌弘 (ANAN, Masahiro)：主任：薬剤師：修士
大木浩子 (OHKI, Hiroko)：係長：臨床検査技師
今井厚子 (IMAI, Atsuko)：主任：臨床検査技師
野呂光恵（NORO, Mitsue）：臨床検査技師
安田絵理子 (YASUDA, Eriko) ：臨床検査技師
植松正将（UEMATSU，Seisho）：臨床検査技師
関 佐織（SEKI, Saori）：臨床検査技師
鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）：薬剤師（兼）
平田蘭子 (HIRATA, Ranko)：実験助手

２.

教育

2-1.目的・目標
「卒前教育」：輸血部では座学や見学のみならず、実際の輸血医療に必要な手技と輸血過誤防止のための知識を初期臨床研修に先んじ
て実習にて習得させることを目標としている。
「卒後教育」：輸血に関する知識はすべての診療科の医師に必須である。適切な輸血医療は病院の医療安全対策と密接に関わる。これ
らの背景のもと医師と看護師に適切な輸血療法を指導するとともに、資格取得のための研修も行うことを目的とする。
「大学院教育」：輸血学に関する学術業績をあげるための指導を行うことを目的としている。（本年度は該当無し。）
2-2.教育内容（担当者：山本、田坂、前田）
「卒前教育」：5 年生に対する輸血医学の講義と実習は BSL 期間の 1 日間 9:00-17:00 が割り当てられている。講義内容は、輸血の歴
史、本邦の血液事業、血液製剤の種類・製法・特性・適応、適正な輸血療法、血液型検査・不規則抗体検査・交差適合試験など赤血球輸
血に関する免疫血液学、血小板輸血と大量血小板採取法、白血球型(HLA)・血小板型と同種免疫、輸血後GVHD、輸血感染症等の副作用・
合併症である。実習は、自己血輸血、血液型、交差適合試験の実際である。また、3 年生の血液内科学および6 年生の医療総論内で輸血
学の系統的講義を行った。
「卒後教育」：4 月の新入職者のオリエンテーションにて、血液製剤の適正使用、医療安全、血液型判定実習等をあわせて1 日指導し
ている。また、輸血療法委員会から指名を受けた医師に対して、血液型判定の再実習を行っている。この他、資格取得などの目的で研修
の依頼があった医師、看護師および臨床検査技師に指導を行っている。現在、当院は日本輸血・細胞治療学会、日本血液学会、日本外科
学会、日本産科婦人科学会、日本麻酔科学会協議会と日本看護協会推薦による学会認定・臨床輸血看護師制度の研修認定施設である。ま
た、認定輸血検査技師制度指定施設と日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設でもあり、それぞれの研修・教育に協力している。
2-3.達成度
「卒前教育」：BSL では、実習レポート、筆記試験等を併用しながら指導している。特に昨年度からは実習にも確認試験を導入して、
指導が確実に達成されていることを確認している。講義・実習終了時には回収する学生の感想・評価の内容、教育センターからのフィー
ドバックにより確認している。評価は毎年向上しており、目標は達成されていると判断される。
「卒後教育」：個々の事例に対して、該当する個人に教育と指導をおこなうとともに、院内全体へは、院内セミナーや輸血療法委員会
を通じて教育を行っている。
2-4.自己評価と次年度計画
「卒前教育」：実習の充実に努めている。例えば、 写真を加えた専用のテキストの作成。さらに実習内容を教員が実演する DVD を作
成している。これにより、実習に対する学生からの評価は高くなっている。学生は口頭試問を苦手としており、質問を促しても自ら質問
をすることはほとんどない。そこで、学生の知識整理と習熟の手助けとなるように、過去に学生から質問のあった事項や実習で誤りやす
い事項をまとめた自学自習用のプリントを配布することとした。また、到達度確認試験を充実させることも次年度計画とする。
「卒後教育」：輸血部門の卒後教育の成果は輸血療法の診療内容に反映するものと考えられる。今年度から当院では輸血管理料の適正
使用加算の申請ができるようになった。このレベルにまで当院の適正輸血が到達したことは、各診療科の協力と広い意味での「卒後教育」
の成果であると考えられるため、今後もこれらを推進してゆく。
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３.

研究

3-1.目的・目標
輸血部では輸血医療のみならず細胞治療、移植医療、遺伝子に関連する広い分野の研究を行っている。 たとえば、HLA と疾患の関係、
がんの細胞治療、大量出血患者における血中フィブリノゲン値の調査などである。その目的は最先端の研究成果を臨床に応用し患者に還
元することである。
3-2.研究グループ（研究プロジェクト）
1）末梢血幹細胞移植併用化学療法は血液内科との臨床研究。2）輸血管理、血液製剤適正使用については埼玉県合同輸血療法委員会世
話人施設と共同して行っている。
3-3.研究内容と達成度
1）末梢血幹細胞移植併用化学療法については、末梢血への幹細胞動員の至適条件を検討している。2）県内の適正輸血推進のための方
策を検討する埼玉県合同輸血療法委員会における活動成果は「埼玉輸血フォーラム」にて継続して報告している。
3-4.自己評価と次年度計画
共同研究者として参加している全ての研究において、十分な役割を果たしている。しかし、診療科の対象患者数の増減に左右される共
同研究は次年度の計画を立てるのが難しい。

４.

診療

輸血部は診療科と協力し、血液製剤の安全で適正な使用の推進と、末梢血幹細胞移植等の先進的な治療において重要な役割を果たして
いる。本年度の診療実績は、血液型検査：時間内7,076 件、交差適合試験：時間内12,705 単位 ＋ 時間外4,865 単位、HLA 検査は83 件
である。 実使用量は RBC 15,400 単位、自己血 274 単位(＋不使用 78.65 単位)、FFP 7,484 単位：うち血漿交換 1,770 単位、PC 30,125
単位、アルブミン67,700g=22,566.7 単位。末梢血幹細胞18 回採取、移植15 回、この他骨髄液からの単核球精製・赤血球除去を実施。 O
型赤血球濃厚液の緊急輸血に対応。24 時間体制で輸血用血液製剤と全血漿分画製剤の受注、払出しに対応。 FFP/RBC（補正）=0.42、ア
ルブミン/RBC =1.02（輸血管理料I；施設および適正使用加算を満たす）。
日本臓器移植ネットワークの支部基幹移植検査センターとしてドナー及び腎臓移植希望者の HLA 等の検査と移植外来を実施。学会認
定・臨床輸血看護師研修認定施設、認定輸血検査技師制度指定施設および日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設であり、日本輸血・
細胞治療学会認定医、学会認定・自己血輸血責任医師、学会認定輸血検査技師、学会認定・臨床輸血看護師、学会認定HLA 検査技術者が
常勤している。

５.

その他

5-1.自治体、政府関連委員会
埼玉県輸血療法委員会：世話人（山本、阿南）、小委員会委員（大木）。
5-2.学術誌，編集委員、査読委員
日本輸血細胞治療学会誌：編集委員および査読者（山本）。
日本血液学会誌：編集委員および査読者（山本）。
5-3.その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
一般社団法人日本輸血・細胞治療学会：評議員、学会認定・アフェレーシスナース制度試験委員長（山本）。
一般社団法人日本血液学会：評議員（山本、田坂）。
一般社団法人日本血栓止血学会：代議員（山本）。

６.

業績

6-1.論文・学会発表
① Sakai A, Matsunaga S, Nakamura E, Samejima K, Ono Y, Yamamoto K, Takai Y, Maeda H, Seki H. The optimal preoperative autologous blood
storage volume required in surgeries for placenta previas and low-lying placentas. J Obstet Gynaecol Res 45:1843-1850, 2019.
② 植松正将、阿南昌弘、松浦見帆、野呂光恵、今井厚子、大木浩子、田坂大象、山本晃士：高温の溶解液注入後に変性したフィブリノゲン製
剤。日本輸血細胞治療学会誌65 : 517-518, 2019.
③ 大木浩子、今井厚子、野呂光恵、植松正将、阿南昌弘、山本晃士、田坂大象：CD34 陽性細胞測定法の比較検討。日本輸血細胞治療学会
誌65 : 587-589, 2019.
④ 今井厚子、阿南昌弘、植松正将、野呂光恵、安田絵理子、大木浩子、田坂大象、山本晃士：ドクター・ヘリコプター内への血液搬送装置
ATR の設置。日本輸血細胞治療学会誌65 : 775-776, 2019.
⑤ 野呂光恵、植松正将、阿南昌弘、今井厚子、大木浩子、田坂大象、山本晃士：2017 年日本における大量出血・大量輸血時の凝固障害に対
する輸血治療の実態。日本輸血細胞治療学会誌65 : 828-832, 2019.
⑥ 山本晃士：周術期における濃縮フィブリノゲン製剤。第67 回日本輸血・細胞治療学会総会シンポジウム（2019）
⑦ 長田梨比人、阿部学、小暮亮太、三井哲弥、二宮理貴、駒込昌彦、牧 章、関 佐織、平田蘭子、山本晃士、前田平生、別宮好文：生体肝移
植における、抗HLA 抗体価を指標とした血漿交換の除去効率についての考察。第37 回日本肝移植学会（2019）
⑧ 山本晃士：線溶系検査の臨床的意義と新展開。第41 回日本血栓止血学会学術集会特別ジョイントシンポジウム（2019）
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⑨ 山本晃士：大量出血時の凝固障害と輸血治療。第73 回日本輸血・細胞治療学会東海支部例会特別講演（2019）
⑩ 山本晃士：産科大量出血の病態と止血目的の輸血治療。第123 回日本産科麻酔学会学術集会教育講演（2019）
【総数：論文13 件、学会発表4 件、講演7 件】
6-2.獲得研究費
「該当なし」
6-3.受賞
「該当なし」
6-4.特許,実用新案
「該当なし」
6-5.学会,研究会,セミナー等の開催実績
「該当なし」

７.

自己点検・評価

7-1.今年度の点検・評価結果
輸血部はその高い専門性（輸血認定医、自己血輸血責任医師、細胞治療認定管理師、学会認定・臨床輸血／自己血輸血／アフェレーシ
ス看護師、輸血認定技師）を生かして、少ない人員ながら着実に運営されている。特に診療実績は良好に推移している。1) 診療に関し
ては,末梢血幹細胞採取を過去20 年以上（平成5 年～令和2 年3 月末）安全に実施して、延べ600 人以上に達した。さらに細胞の処理は
GMP 準拠の施設で無菌的に行っている。
2) 自己血採血は件数が増加しているため、
自己血外来を週8 コマ実施して対応している。
なお、
貯血のみならず（自己血採血が手術前4 週間ほど前から始まるため）術前検査の再確認や患者の合併症の把握などで診療各科に協力して
いる。3) 日本臓器移植ネットワークにおける支部基幹移植検査センターとして、24 時間体制でドナー検査に対応していることと移植外
来は評価されている。4) 教育では講義と実習に関して自己学習用冊子と専用テキストの貸し出し、DVD などの視覚的教材を提供して、
実習終了後には達成度確認テストを行うなど、きめ細かい指導を行ってきた。5) 研究に関しては、院内のみならず他大学との共同研究
を行っている。このように、教育、研究においても概ね目標は達成されている。また、6) 学会認定・輸血看護師研修認定施設,認定輸血
検査技師制度指定施設と日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設、HLA 研修施設として、さらには埼玉県合同輸血療法委員会の中
心として社会的にも貢献している。
7-2.次年度の改善計画
1) 輸血監視体制の強化：各血液製剤が使用指針に基づいて適正に使用されているか、輸血電子オーダリングシステムを用いて監視する。
2) 輸血療法や止血不全、凝固障害に関する診療科からのコンサルテーションに対し、積極的に応じる。
3) e-ラーニングや院内セミナー等を活用し、院内の医師、看護師、検査技師を始めとした医療スタッフの輸血教育を行う機会を設け、
病院全体として適正輸血を推進する。
4) アルブミン製剤、アンチトロンビン製剤を始めとする凝固因子関連製剤、グロブリン製剤などのオーダーに対して輸血部スタッフに
よる監視を行い、過剰オーダーや医学的意義に乏しいケースには照会をして、適正使用を推進する。
5) 造血幹細胞移植の対象となる症例について診療科と密な情報交換を行い、特に末梢血幹細胞採取に際しては、事前の回診などを通じ
て、より効率的で患者負担の少ない末梢血幹細胞採取を目指す。
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2．37）健康管理科
１．構成員
伊藤 博之 （ITO, Hiroyuki）
：教授（心臓内科兼担）
：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：指導教員(大学院)：
循環器、心電学：博士
丸山 義明 （MARUYAMA, Yoshiaki）
：教授（健康管理センター兼担）
：指導教員(大学院)：循環器、動脈硬化：博士
井上 芳郎 （INOUE, Yoshiro）
：講師（心臓内科兼担）
：循環器

２．教育
2-1．目的･目標
心臓内科参照。健康管理科は卒前教育・卒後教育への関与はなく、心臓内科の卒前教育の一部を担当している。
2-2．教育内容（担当者）
1．4 年生臨床入門「身体診察のまとめ・胸部・バイタルサイン」チューター（伊藤）
2．心臓内科 BSL のクルズス 2 枠を担当（伊藤）
3．4 年生共用試験 OSCE ステーションリーダー（伊藤）
4．6 年生卒業時 OSCE ステーションリーダー（伊藤）
5．課外学習プログラム「心電図を読めるようになりたい！」
（伊藤）
2-3．達成度
心臓内科参照
2-4．自己評価と次年度計画
一昨年度から BSL クルズスを 2 枠に増やした。学生からの評価は高く、次年度も継続予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
心臓内科：院外心停止蘇生例および心原性失神例の診断と予後評価、特に除細動器植込みの適応を検討する。
健康管理科：動脈硬化性疾患のさらなる一次予防の臨床研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
心臓内科：院外心停止蘇生例における冠攣縮性狭心症の寄与を検討する。さらに退院後の致死的不整脈再発リスクを
検討し、植込み型除細動器の適応を明らかにする。
健康管理科：ドック受診者の経年データから、古典的心血管リスク因子に追加して中期の心血管病発症を予測できる
因子を見出し、より有効な動脈硬化性疾患の予防戦略を検討する。
3-3．研究内容と達成度
心臓内科：心停止から蘇生し除細動器を植込み退院した冠攣縮性狭心症例の致死的不整脈再発状況を調査し再発予測
因子を検討したが有意なものを見いだせず、現時点では全例除細動器植込みが妥当と結論した。以上を第 11 回 Asia
Pacific Heart Rhythm Society Scientific Sessions で発表した
3-4．自己評価と次年度計画
心臓内科：心停止蘇生後冠攣縮性狭心症の予後評価を行い、除細動器植込みの適応を検討する。
健康管理科：古典的心血管リスク因子に追加して中期の心血管病発症を予測できる因子を見出し、動脈硬化性疾患の
さらなる一次予防の臨床研究を行う。

４．診療
当院人間ドックでは、一泊二日で通常の人間ドック健診より精密に悪性腫瘍の早期発見と心血管疾患のリスク評価を
行い、結果説明も十分に行っている。要精査・治療の場合は各診療科に情報を共有して紹介できる。本年度は 178 名が
受診し、69 名が要精査・治療として院内各科に紹介となった。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
心電図（日本不整脈心電学会）査読委員（伊藤）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
学会評議員：日本不整脈心電学会（伊藤）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【総数：論文 0 件、学会発表 0 件、講演 0 件】
該当なし
6-2．獲得研究費
該当なし

0694

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
心臓内科参照

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
人間ドックは各診療科・検査部・2 階西病棟のご協力で、精密かつ効率的に行われている。教育・研究は心臓内
科と協働で行い、それぞれ成果をあげている。
7－2．次年度の改善計画
健康管理科独自の臨床研究をたちあげることが必要である。
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2．38）ゲノム診療科
１．構成員
石田秀行（ISHIDA

Hideyuki）：教授：運営責任者：診療部長（兼担）：代表指導教員（大学院）：ゲノム診療科（遺

伝性腫瘍、ゲノム診療）：博士
鈴木興秀（SUZUKI Okihide）：講師（兼担）：教育主任：外来医長：研究主任：博士
母里淑子（MORI Yoshiko）
：講師（兼担）：研修医長：研究副主任：博士
構 奈央（KAMAE Nao）
：助教 ：理学修士

２．教育
卒前教育
2-1．目的･目標
目的：ゲノム医療の概要を理解すること
目標：ゲノム診療科実習を希望する学生が，以下の点について習得できる
１）実地臨床におけるゲノム診療の必要性と概要を理解する
２）疾患特異的ながん治療と，臓器横断的ながん治療について理解する
2-2．教育内容（担当者）
平成 31 年度は該当者無し
2-3．達成度
平成 31 年度は該当者無し
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価：該当なし
次年度計画：ゲノム診療科実習を希望する学生に対し、具体例を提示しつつ学ぶ機会を提供する。
卒後教育
2-1．目的･目標
目的：ゲノム診療科ローテンションを希望する医師（初期・後期研修医を含む）に対し、ゲノム医療の実装の一端を経
験する機会を提供する。
目標：
１）がんゲノムパネル検査の流れを理解する
２）ゲノム医療に関わるデータベース検索や多職種での症例カンファレンスに参加する
2-2．教育内容（担当者）
平成 31 年度は該当者無し
2-3．達成度
平成 31 年度は初期・後期研修医教育の該当者無し
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価：
当診療科は平成 31 年 4 月に設置され、まだ卒後教育は行っていない。平成 31 年度はまず担当職員ら自身がゲノム医
療の実践経験をつみ、セミナー参加などによる情報収集に努め、他の診療科の医師等へのフィードバックにも努めた。
当該年度には非腫瘍性疾患の遺伝カウンセリングを 4 件、
遺伝学的検査を 1 件、
がん遺伝子パネル検査を 7 件行った。
次年度計画：次年度以降は希望者に対して上記のような実臨床におけるゲノム医療を共に経験し、共に学ぶ機会を提
供できるように準備する。
大学院教育
該当なし

３．研究
3-1．目的・目標
遺伝性疾患の発生、病態、疫学、治療の研究及び開発。悪性腫瘍における微生物感染の影響の研究。悪性腫瘍のゲノ
ム・エピゲノムプロファイリングの研究。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・大腸癌と腸内微生物研究
・大腸癌のメチル化研究
・遺伝性腫瘍の病態・疫学の研究
・悪性腫瘍におけるがんゲノム検査の意義についての研究
3-3．研究内容と達成度
・大腸癌と腸内微生物研究
平成 31 年度に基盤研究（C）を獲得した．マイクロサテライト不安定性から大腸癌を自然発生するマウスに
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Fusobacterium nucleate を感染させたモデルマウスを作成し、大腸癌進展や治療への関連についての研究に着手し
ている。
・大腸癌のメチル化研究
令和 2 年度に基盤研究（C）に応募し獲得内定した。大腸癌細胞株研究の準備を行っている。
・悪性腫瘍におけるがんゲノム検査の意義についての研究
観察研究の準備に着手した。
3-4．自己評価と次年度計画
・消化管・一般外科と共同で遺伝性腫瘍の研究や大腸癌と腸内微生物の研究を行い、成果の一部を学会発表・論文発
表した。次年度はさらに大腸癌のメチル化研究，悪性腫瘍におけるがんゲノム検査の意義についても研究を行うべく、
平成 31 年度はその準備を行った。

４．診療
平成 31 年 4 月の開設以来、ゲノム医療実施患者数も増加し、遺伝学的検査および遺伝子検査を計 8 件行った。近隣医
療機関からの紹介も増えている。今後も当院におけるさらなるゲノム医療の充実に努める所存である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本腹部救急医学会雑誌 査読委員（石田）
日本外科系連合学会誌 編集委員（石田）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
地域医療を担う社会人１名に対し、日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーターの実地研修の一環として
ゲノム医療を経験していただいた。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①石田 秀行 , 近 範泰, 伊藤 徹哉, 山本 梓, 鈴木 興秀, 石橋 敬一郎
【リンチ症候群と遺伝性消化管ポリポーシス】リンチ症候群 リンチ症候群の臨床 外科的立場から
臨床消化器内科 34,653-659,2019
②Ito T, Kono K, Eguchi H, Okazaki Y, Yamamoto G, Tachikawa T, Akagi K, Okada Y, Kawakami S, Morozumi M, Tamaru
J, Ishida H
Prevalence of Lynch syndrome among patients with upper urinary tract carcinoma in a Japanese hospital-based
population
Jpn J Clin Oncol 50, 80-88, 2020
③Tanakaya K, Kumamoto K, Tada Y, Eguchi H, Ishibashi K, Idani H, Tachikawa T, Akagi K, Okazaki Y, Ishida
H.
A germline MBD4 mutation was identified in a patient with colorectal oligopolyposis and early-onset cancer-a
case report
Oncol Rep 42, 1133-114, 2019
④Kumamoto K, Nakachi Y, Mizuno Y, Yokoyama M, Ishibashi K, Kosugi C, Koda K, Kobayashi M, Tanakaya K, Matsunami
T, Eguchi H, Okazaki Y, Ishida H.
Expressions of 10 Genes as Candidate Predictors of Recurrence in Stage III Colon cancer patients receiving
adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy
Oncol Lett 18, 1388-1394, 2019
⑤Ito T, Yamaguchi T, Wakatsuki T, Suzuki T, Eguchi H, Okazaki Y, Yamamoto G, Tachikawa T, Kawakami S, Sasaki
A, Akagi K, Ishida H.
The single-base-pair deletion, MSH2 c.2635-3delC affecting intron 15 splicing can be a cause of Lynch syndrome
Jpn J Clin Oncol 49, 477-480, 2019
【総数：論文 29 件、学会発表 56 件、講演 9 件】
6-2．獲得研究費
日本学術振興会 学術研究助成金 基盤研究（C）
（鈴木）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
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７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育については、平成 31 年度は学部生や初期・後期研修医の実習希望者が不在であった。
研究については、臨床研究についての学会発表・論文発表を行いつつ、悪性腫瘍における微生物感染の影響のような
基礎研究も進めた。
診療については、遺伝学的検査やがんゲノム検査を行いやすいシステムの構築が行えたことで、患者数や検査数が増
加した。
7-2．次年度の改善計画
教育について、近年ではがんゲノム検査や一部の遺伝性疾患の遺伝学的検査等、保険診療でも行えるゲノム医療が新
しく増えたため、卒後 6 年目以降の医師や医療従事者に対する生涯教育の有用性もあると考える。他の診療科など異
なる分野の専門家と情報共有しながら当科担当医も共に学び、治療法の選択肢について熟慮することで患者の利益に
つなげたい。
研究については、引き続き悪性腫瘍の基礎研究およびゲノム診療の臨床研究を計画している。
診療については、さらなる診療実績を積むべく、患者・家族や地域医療機関への広報を行う。
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3．1）消化器内科
１．構成員
良沢昭銘
濱口哲弥
真下由美
水出雅文
堀田洋介
谷坂優樹
三原良明
田島知明
藤田 曜
小川智也
野口達也
鈴木雅博
勝田統景
杉本 啓

（RYOZAWA, Shomei）
：教授：運営責任者：消化器内視鏡科診療部長：教育副主任：研究主任：代表指導教員
（大学院）
：消化器内視鏡：博士
（HAMAGUCHI, Tetsuya）
：教授：消化器腫瘍科診療部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：
消化器がん薬物療法：博士
（MASHIMO, Yumi）：准教授：消化器内視鏡科診療副部長：研修医長：指導教員（大学院）
：消化器内視鏡：
博士
（MIZUIDE, Masafumi）
：准教授：教育主任：病棟医長：指導教員（大学院）
：消化器内視鏡：博士
（HORITA, Yosuke）
：准教授：消化器腫瘍科副部長：研究主任：外来医長：病棟医長：教員（大学院）
：
消化器がん薬物療法
（TANISAKA, Yuki）
：講師：外来医長：指導教員（大学院）
：消化器内視鏡：博士
（MIHARA, Yoshiaki）
：講師：教育主任：研修医長：教員（大学院）
：消化器がん薬物療法
（TASHIMA, Tomoaki）
：講師：研究副主任：消化器内視鏡：博士
（FUJITA, Akashi）
：助教：博士
（OGAWA, Tomoya）：助教
（NOGUCHI, Tatsuya）
：助教
（SUZUKI, Masahiro）
：助教
（KATSUDA, Hiromune）
：助教
（SUGIMOTO, Kei）
：助教

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」消化器腫瘍の診断,治療に関して,学生の意欲を引き出し,ひとりの学生もドロップアウトすることのない
教育,学生指導を実践する。
「卒後教育」消化器腫瘍の診断,治療に関して,内視鏡関連知識および技術の指導を行い優れた臨床医の育成を目指す。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」消化器腫瘍の診断,治療に関して教育した。
「卒後教育」消化器腫瘍の診断,治療に関して,主として内視鏡関連知識および技術,ならびにがん薬物療法につき教育
した。
2-3．達成度
「卒前教育」目標はほぼ達成された。
「卒後教育」目標はほぼ達成された。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」学生の意欲を引き出すことができた。次年度も同様の目標を継続する。
「卒後教育」所属医師の臨床能力を高めることができた。次年度も同様の目標を継続する。

３．研究
3-1．目的・目標
消化器腫瘍の診断,治療に関する研究を行う
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
内視鏡的画像解析,内視鏡治療の開発,がん薬物療法治療成績の解析
3-3．研究内容と達成度
上記研究を進めている
3-4．自己評価と次年度計画：
次年度も同様の目標を継続する

４．診療
消化器腫瘍の診断について,消化管領域においては,一般的な内視鏡検査のほかに,NBI をはじめとする特殊光や共焦
点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている。胆膵領域においては,一般的な ERCP 関連検査のほかに,超音波内視鏡や
共焦点レーザー内視鏡を用いた診断を行っている。内視鏡治療については,消化管領域では ESD を中心とした低侵襲治
療を,胆膵領域では一般的な ERCP 関連治療のほかに,超音波内視鏡ガイド下治療やバルーン内視鏡を用いた術後再建腸
管に対する治療を行っている。また,消化管および胆膵癌,さらには消化器系希少癌のがん薬物療法をおこなっており,
昨年度より治療件数は 1.3 倍に増えており,さらに増え続けている。さらに今年度は消化器病センター上部消化管外科
との共同で消化器腫瘍の中でも胃癌や食道癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の有用性を検証する治験に取り組
み,登録数も上位で貢献している。

５．その他
5-1．自治体,政府関連委員の有無
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該当なし
5-2．学術誌,編集委員,査読委員の有無
日本消化器病学会雑誌編集委員、消化器内視鏡編集幹事，日本 DDS 学会学会誌編集委員
以下査読委員：
Japanese Journal of Clinical Oncology 、 Endoscopy 、 American Journal of Gastroenterology 、 Journal of
Gastroenterology、Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Science（JHBP）、Journal of Gastrointestinal Cancer、
Clinical Journal of Gastroenterology、Digestive Endoscopy、Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International、
Endoscopic Ultrasound Scandinavian Journal of Gastroenterology，Pancreatology，日本消化器病学会雑誌，日本
消化器内視鏡学会雑誌、日本胆道学会雑誌、日本膵臓病学会雑誌
5-3．その他,社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本消化器病学会専門医試験実施・判定委員会委員、日本消化器病学会学術集会検討委員会委員、日本消化器内視鏡
学会ガイドライン委員会委員，日本消化器内視鏡学会薬事・社会保険委員会委員，日本胆道学会社会保険委員会委員，
（以上 良沢）
プレフレイル高齢大腸がん患者のための臨床的提言 内科 WG （濱口）
腹膜播種ガイドライン委員 （堀田）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hamaguchi T, Denda T, Kudo T, Sugimoto N, Ura T, Yamazaki K, et al. Exploration of potential prognostic
biomarkers in aflibercept plus FOLFIRI in Japanese patients with metastatic colorectal cancer. Cancer Sci.
2019;110(11):3565-72.
Horita Y, Nishino M, Sugimoto S, Kida A, Mizukami A, Yano M, et al. Phase II clinical trial of second-line
weekly paclitaxel plus trastuzumab for patients with HER2-positive metastatic gastric cancer. Anticancer
Drugs. 2019;30(1):98-104.
③ Hashiguchi Y, Muro K, Saito Y, Ito Y, Ajioka Y, Hamaguchi T, et al. Japanese Society for Cancer of the Colon
and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer. Int J Clin Oncol.
2020;25(1):1-42.
④ Tanisaka Y, Ryozawa S, Mizuide M, Harada M, Fujita A, Ogawa T, Nonaka K, Tashima T, Araki R. Analysis
②

of the factors involved in procedural failure: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography using a
short-type single-balloon enteroscope for patients with surgically altered gastrointestinal anatomy. Dig
Endosc. 2019 Nov;31(6):682-689.
⑤

Fujita A, Ryozawa S, Mizuide M, Araki R, Nagata K, Tanisaka Y, Harada M, Ogawa T, Tashima T, Nonaka K.
Does endoscopic ultrasound-guided fine needle biopsy using a Franseen needle really offer high diagnostic
accuracy? A propensity-matched analysis. Endosc Int Open. 2019 Nov;7(11):E1327-E1332.

⑥

Kato M, Tanaka K, Kida M, Ryozawa S, et al. Multicenter database registry for endoscopic retrograde
cholangiopancreatography: Japan Endoscopic Database Project.

⑦

Dig Endosc. 2020;32(4):494-502.

Tashima T, Nonaka K, Ryozawa S, Tanisaka Y. Gastrointestinal: Successful endoscopic submucosal
dissection assisted with endoloop for early appendiceal cancer that had everted into the cecal lumen. J
Gastroenterol Hepatol. 2019;34(3):487.

⑧

三原良明 、Clinical benefit of palliative radiation therapy for bleeding gastric cancer.ポスターセッション、第
17 回日本臨床腫瘍学会学術集会、令和元年 7 月、国立京都国際会館ニューホール

⑨

Horita Y, Mihara Y, Hamaguchi, T. Comparison of nab-paclitaxel plus ramcirumab and paclitaxel plus
ramcirmab in patietnts with pretreated metastatic gastreic cancer, ポスターセッション、ESMO Asia
Congerss 2019、令和元年 11 月、シンガポール

⑩

濱口哲弥 、イノベーティブながん医療をベッドサイドに届ける DDS～令和での国産 DDS 製剤のさらなる飛躍を
期待して！、第 35 回日本 DDS 学会学術集会、会長講演、令和元年 7 月、パシフィコ横浜アネックスホール
【総数：論文 51 件,学会発表 20 件,講演 29 件】

6-2．獲得研究費
①
令和元年度４月
認知症合併に対応した最適の治療選択と安全性の向上を目指した支援プログラムの開発
②

令和元年度４月
超高齢者社会における治癒困難な高齢切除不能進行再発大腸がん患者に対する標準治療確立のための研究

③

令和元年度 4 月
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高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定支援プログラムの開発に関する研究
④

令和元年度 4 月
高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究

⑤

令和元年度 4 月
Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのアスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比
較試験

⑥

令和元年度 4 月

成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許,実用新案
該当なし
6-5．学会,研究会,セミナー等の開催実績
日本 DDS 学会学術集会 2019 年 7 月 4 日～5 日 パシフィコ横浜アネックスホール

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
（消化器内視鏡科）
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成された。
（消化器腫瘍内科）
診療では非常勤医師を 1 名迎え外来化学療法件数が過去最高となった。また臨床試験や治験への参加も積極的におこなって
いる。また消化器腫瘍科では後期研修医のローテーションを 1 名のみ 2 ヶ月間受け入れることになった。しかし学生教育や初期研
修医への教育指導は十分に行えておらず、今後の課題である。
7－2．次年度の改善計画
（消化器内視鏡科）
次年度も教育，研究，診療のいずれにおいても目標達成に努め，さらなる業績の向上を目指したい。
（消化器腫瘍内科）
診療では、消化器腫瘍科が主体となって院内がんゲノム医療を推進している。よって消化器癌薬物療法の治療件数と診療の
質を維持しながら、がんゲノム医療など新しい分野へも貢献をしていきたい。また治験件数をさらに増やし、研究面においても消
化器腫瘍科で研究計画を立案し実行していきたい。教育面では学生や初期研修医に消化器癌薬物療法やがんゲノム医療につ
いてしっかりと教育指導し、将来の専門医を目指す人材育成を進めていきたい。
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3．2）心臓内科
1. 構成員
村松俊裕 (MURAMATSU Toshihiro) 教授：運営責任者：診療部長（心臓内科）
：指導教員（大学院）
：循環器病学：心不全：心
臓核医学：心臓移植：博士
加藤律史（KATO Ritsushi）教授：診療部長（不整脈科）
：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士
岩永史郎（IWANAGA Shiro）教授：診療副部長：教育主任：指導教員（大学院）：循環器病学：器質的心疾患：心不全：心エ
コー図学：博士
中埜信太郎（NAKANO Shintaro）教授：研究主任：指導教員(大学院)：循環器病学：小児循環器病学：救急医学：虚血性心疾
患：カテーテル治療：博士
千本松孝明（SENBONMATSU Takaaki）兼担教授(RA センター)：指導教員(大学院)：循環器病学：心不全：薬理学：分子生物
学：博士
中島淑江（NAKAJIMA Yoshie）准教授：教育副主任：循環器病学：画像診断、心エコー図学：博士
池田礼史（IKEDA Yoshifumi) 准教授：外来医長：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション：博士
杉

佳紀（SUGI Keiki）講師：病棟医長：指導教員(大学院)：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士

筒井健太 (TSUTSUI Kenta) 講師：指導教員(大学院)：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション デバイス診察：博
士
山田良太（YAMADA Yoshihiro) 講師：研修医医長：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士
筋野容守（SUJINO Yasumori) 助教：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：国立循環器病研究センター国内留学中
豊崎雄一（TOYOSAKIO Yuichi) 助教：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
鈴木馨子(OYAMA Kyoko) 助教：循環器病学
小國哲也(OGUNI Tetsuya) 助教：循環器病学
関

要(SEKI Kaname) 助教：循環器病学：博士

長谷川早紀(HASEGAWA Saki) 助教：循環器病学：博士
保谷洋貴(HOYA Hiroki) 助教：循環器病学
江木竜太(EGI Ryuta) 助教：循環器病学
松尾圭祐（MATSUO Keisuke）助教：循環器病学：埼玉県立循環器・呼吸器センター国内留学中
田中尚道(TANAKA Naomichi) 助教：循環器病学
非常勤医師
有山幸紀（ARIYAMA Miyuki）
：循環器病学：画像診断、心エコー図学：博士
吉本晴美（YOSHIMOTO Harumi）循環器病学：画像診断、心エコー図学：博士
田中沙綾香(TANAKA Sayaka)：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
坂下

徳(SAKASHITA Toku)：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療

潟手庸道(GATATE Yodo)：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
森

仁(MORI Hitoshi)：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション:博士

伊藤

桂(ITO Kei)：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション

田原

舞(TAHARA Mai)：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション

雪野

碧（YUKINO Midori）
：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション

深澤佑介（FUKASAWA Yusuke）: 循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
神田さやか（KANDA Sayaka）: 循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
名誉教授：
西村重敬(NISHIMURA Shigeyuki) 名誉教授：指導教員(大学院)：循環器病学：虚血性心疾患：心臓核医学：博士
客員教授
清水

渉（SHIMIZU Wataru）
：日本医科大学循環器科教授：指導教員（大学院）
：不整脈：博士

松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）
：東松山医師会病院院長：指導教員（大学院）
：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーショ
ン：博士

0702

小宮山伸之（KOMIYAMA Nobuyuki)：聖路加病院心血管センター長：指導教員（大学院）
：虚血性心疾患：カテーテル治療：博
士
小泉智三（KOIZUMI Tomomi)：水戸医療センター循環器病センター長：指導教員（大学院）
：虚血性心疾患：カテーテル治療：
博士
客員准教授：
丹野

巡（TANNO Jun）
：ゆみのハートクリニック：循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療：博士

客員講師：
元山

猛（MOTOYAMA Takeshi）:元山クリニック：循環器病学：虚血性心疾患：博士

森本義博（MORIMOTO Yoshihiro）
：循環器病学：虚血性心疾患：博士
宮本直政（MIYAMOTO Naomasa）
：彩のクリニック理事長：循環器病学：虚血性心疾患：博士
山田裕一（YAMADA Yuichi) :高坂醫院；循環器病学：虚血性心疾患：カテーテル治療
荻野達夫（OGINO Tatsuo) :東松山医師会病院：循環器病学：不整脈：博士
原

幹（HARA Motoki）
：国立病院東広島医療センター：指導教員（大学院）
：循環器病学：不整脈：博士

非常勤講師；
加藤隆一（KATOH Ryuichi）
：東大和病院心臓血管センター長：虚血性心疾患：カテーテル治療指導：博士
崔

正哉（SAI Masaya）
：宏仁会小川病院；循環器病学：虚血性心疾患

佐藤純一（SATOH Junichi）
：みなのハートクリニック：循環器病学：虚血性心疾患

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
：3 年生は循環器ユニット中の症候論や検査・治療の基本を、病態生理に基づいて講義している。また新カリ
キュラムの進行に伴い、従来の 4 年生「臨床入門」実習にあたる「pre-CC 1-3」実習が開始され担当している。4 年生は臨
床入門(臨床推論)を分担・担当、共用試験 OSCE に向けた講義も担当している。
5 年生の Bed side learning(BSL)および Clinical
Clerkship(CC step1)では、学生を医療チームの一員として、診断と治療に関して能動的な経験を行うことを目標としている。
SL 循環器ユニットのプログラムでは、循環器系 3 診療科(心臓内科、心臓血管外科、小児心臓科）を 2 週間でローテートし、
心臓血管外科と小児心臓科にそれぞれ 2 日間をかける。このユニットでは心臓内科の実習を中心とし、総括も当科で行って
いる。6 年生の講義は、第一に医師国家試験に合格することを目標として企画、補講やナイトセッションも担当、一部は初
期臨床研修で求められる事項も含んでいる。新専門医制度に伴ってプログラムを変更する準備をした。
「卒後教育」
：初期研修医は主に緊急入院する救急患者の受持医となり、医療チームの一員として症例の診断・検査に携わ
り、治療方針を立案できることを目標としている。当科は緊急および重症を含めたあらゆる心血管疾患の症例が経験できる
「大学院教育」
：現在田中尚道先生が在籍し、学位取得を目指し研究を継続している。社会人大学院生にも対応しているが、
臨床研修と研究が両立できるように配慮している。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
：教育主任の岩永教授を責任者として実施している。3 年生は系統講義を 28 コマ、6 年生は 4 コマを担当した。
5 年生 BSL は学生自身のチェックリストによる自己評価、新入院患者のプレゼンテーション、教授回診時の聴診実習、終了
時の諮問などを通して学習させている．臨床実習に関しては、心臓内科・不整脈科の各担当医師にて実技などの見学、体験
を行っている。
「卒後教育」
：初期臨床研修のローテートを最大 6 名受け入れている。主に緊急入院患者を受け持ち、プライマリーケアに
限らず、循環器疾患の専門研修を指導医の下で行っている。月曜日に行われる研究カンファレンスや火曜日午前 7:30 から行
われている心臓血管外科との合同カンファレンスや、木曜日午前 7:30 からの不整脈カンファレンス、その他、CPC などにも
自主的参加させている。
2-3．達成度
「卒前教育」
：5 年生 BSL をローテートする学生の知識や理解度などで、臨床実習を問題なく受けることができるレベルに
達していないものもあり、勉強会(心電図診断など)を補講として行っている。臨床実習は、今後要求される国際標準レベル
に到達するためには、時間数と質ともに向上が望まれるが、COVIT19 の問題から十分な成果には至っていない。
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「卒後教育」
：チームでの受け持ち患者は 15-20 名/月であり、急性冠症候群や急性心不全など緊急入院患者を主に担当さ
せている。このため、循環器領域の救急医療や緊急時の対処法を理解することができていると考えるが COVIT19 の問題から
十分な成果には至っていない可能性がある。
「大学院教育」
：大学院生として田中尚道先生が、現在、博士号取得に向けて研究中である。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
：概ね目標を達成できたと考えるが、今年度は．COVIT19 の問題が生じて予定変更が余儀なくされた。系統的
講義は基礎となる解剖学や生理学を理解した上で、循環器疾患の病態生理を学べるように行えている。胸部診察は臨床医学
入門の中で重要な部分を占めるため、OSCE への対応として指導医が十分な内容の教育を行えるように今後、指導医にさらに
指導者としての研鑽を積ませる必要がある。心臓内科での BSL 実習期間は７日間と少なくなり、循環器内科全般の知識を復
習する時間的余裕がなかったが、新カリキュラム変更となり解決が期待される。BSL では一般内科の診断や治療に関する技
能の習得は賄えているが、循環器領域の専門技能の取得にはさらなる努力を要する。5 年生後半から 6 年生初頭にかけての
CC step1 では、各チームで４名の学生を受け入れ、医療チームの一員として診療に当たらせ卒後臨床研修と同等のレベルを
目指した指導を行う予定であったが COVIT19 の問題が生じて予定変更が余儀なくされた。
「卒後教育」
：到達目標の大部分を達成できた．初期臨床研修において新専門医制度に伴って、すべての到達目標を達成
する必要があるため、他診療科と協力して教育を行った。

３．研究
3-1．目的・目標
循環器診療から発見される臨床課題の中で、その解決により診療の質向上に貢献できる臨床研究テーマを選んで研究させ
ている。大学・医療機関と共同で行う多施設研究への参加、translational research の推進を目標とした。門研修および初
期臨床研修中の医師には、経験した症例を深く掘り下げて検討し学術集会などで積極的に症例報告させ、さらに論文とする
ことを義務づけている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
虚血グル−プ、不整脈グル−プ、心不全グル-プ、画像診断グループに分かれて、関連する診療科とも共同で研究している。
心不全グループでは、埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンターとの兼担千本松教授が中心となり、心不全モ
デルを用いた研究を行っている。また、心臓血管外科と共同研究で、同意を得た手術症例の摘出組織から iPS 細胞を誘導し、
疾患の病因を解明する研究を行っている。
①

慢性虚血性心疾患による重症心不全研究対象患者に関する前向き研究（心筋 sheet の治験協力）

②

AMED J-PCI レジストリー「レジストリー登録データを用いた統合的解析に係る長期予後調査」

③

J-PCI 「日本心血管インターベンション学会内登録データを用いた統合的解析」

④

OPTIVUS-Complex PCI（Optimal Intravascular Ultrasound Guided Complex Percutaneous Coronary Intervention）

⑤

STAR-ACS 研究; 「心房細動合併急性冠症候群患者における抗凝固薬と抗血小板薬併用の出血頻度と治療実態の前向き観
察研究」心房細動合併急性冠症候群患者における抗凝固薬と抗血小板薬併用の出血頻度と血栓頻度および治療実態の前
向き観察研究

⑥

J-AB 研究；「致死性不整脈による心臓突然死の予知」

⑦

Reveal LINQ レジストリ研究

⑧

カテーテルアブレーションを施術した非弁膜症性心房細動症例の抗凝固療法の実態とその予後に関する観察研究

～

RYOUMA Registry～
⑨

CRT 奏効の予測因子としての左心室内伝導時間に関する多施設、前向きパイロット研究（BIO|SELECT Pilot）

⑩

2 型糖尿病合併不整脈治療デバイス植え込み患者におけるエンパグリフロジン介入後の重症不整脈数変化を評価するた
めのプラセボ対照二重盲検比較試験

⑪

脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固療法を基礎治療にカテーテルアブレ
ーションの有用性を検証する多施設共同ランダム化比較研究

⑫

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観
察研究

⑬

肺高血圧症患者レジストリ

⑭

経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入の有効性と安全性に関する多施設レジ
ストリー研究

⑮

安定狭心症に関する保存的または侵襲的アプローチの健康効果に関する国際共同比較研究
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などの医師主導国内研究・国際研究に参加をしている。
3-3．研究内容と達成度
虚血グループは中埜教授を中心に薬物溶出性ステントなどによる経皮的冠動脈形成術と抗血栓療法について、また、冠動
脈内超音波(IVUS)による動脈硬化病変の性状診断の研究などを行っている。
不整脈グループは、加藤教授を中心に心室頻拍や心房細動へのカテーテルアブレーションの症例を積み重ね、その治療成
績を研究している。心室細動など致死性不整脈のハイリスク症例へ一次的自動除細動器植込みの研究、左室収縮障害例への
デバイスによる心室再同期治療の研究も継続している。房細動アブレーション後の再発予測因子を解析研究も継続しており
左房機能の影響を検討している。
心不全グループでは、村松教授を中心に重症心不全、特に心移植前後の評価と管理について検討している。
基礎研究グループでは、千本松教授が中心に iPS 細胞―心筋細胞誘研究をまとめ、SGLT2 阻害薬研究は杉講師が中止に
なり細胞実験を進め、2019 年に科学研究費基盤研究（C）を獲得した。
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれの研究の主テーマは、前年度から継続して研究してきたものである。徐々にではあるが、その成果を原著論文と
してまとめている．新たに structural heart disease 部門、Oncocardiology 部門、Adultcongenitalheart disease 部門が
誕生,広域臨床研究を準備している。

４．診療
緊急を含めたすべての循環器疾患に 24 時間対応できるように、最先端の診療を行える医療チームが形成されつつある。診
療する体制の強化は行っているが、まだ症例数の増加に対応できる十分なキャパシティではない。冠動脈インターベンショ
ン、不整脈アブレーション、デバイス治療に加えて、器質的心疾患を対象とする低侵襲治療の導入を継続している。画像診
断は症例数の増加に満足することなく、診断制度の向上を目指した方策を検討している。心臓移植が必要となり得る重症心
不全症例の診断、内科的および外科的治療、術後管理を拡充し、他医療機関からのコンサルテーションにも当たっており、
当科は循環器疾患一般から心臓移植までの幅広い分野を診療対象にした医療機関として臨床との橋渡し的役割を担う
translational research も積極的に行っている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
村松俊裕：埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会委員、さいたま地方裁判所専門委員
加藤律史：埼玉県公安委員会指定医師
千本松孝明：2018-2019 年度科学研究費助成事業審査員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
岩永史郎：Journal of Cardiology Cases
加藤律史：Journal of Arrhythmia (associate editor)、 査読は Circulation Journal、International Heart Journal、
Journal of Cardiology、Journal of Cardiology Cases、心電図,
西村重敬：日本冠疾患学会誌
松本万夫：臨床電気生理、Circulation Up date、APHRS news(編集委員長)
千本松孝明：日本臨床検査自動化学会誌編集員、査読：antioxidants、 BMC Geriatrics,、Open

Pharmaceutical Sciences

Journal、International Journal of Molecular Sciences, Molecules、Hypertension Research、Journal
of Cardiovascular Development and Disease、日本臨床検査自動化学会会誌、Journal of International
Medical Research Scientific Reports、臨床薬理（JSCPT）
、日本臨床検査自動化学会誌、Vascular Biology
Innovation Conference
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
村松俊裕：日本循環器学会代議員、日本循環器学会心臓移植適応検討部会/植込型 VAD 事後検証部会委員、心臓移植実施
施設部会委員、日本循環器学会関東甲信越地方会評議員、日本心臓核医学会評議員
加藤律史：(2019 年前半)日本循環器学会代議員、日本不整脈心電学会評議員、日本循環器学会関東甲信越地方会評議員、
日本不整脈心電学会心電図検定委員・健康保険委員会委員・教育研修委員会委員・臨床試験検討委員会委員
（2019 年）日本内科学会の認定・専門医試験問題作成委員
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岩永史郎：日本循環器学会 代議員(社員)、チーム医療委員会委員・プログラム部会長、健保対策委員会委員、成人先
天性心疾患の横断的検討委員会委員、日本心臓病学会 代議員(社員)、Jornal of Cardiology Cases Associate editor
日本心エコー図学会 理事、代議員、学術プロジェクト委員会委員、健康保険委員会委員長、日本心臓血管麻酔学会 評
議員、JB-POT 試験問題作成委員会委員、日本超音波医学会 幹事、代議員、財務改善プロジェクト委員会委員、奨励賞
選考委員会委員、技術賞選考委員会委員
千本松孝明：日本薬理学会評議員·educator、臨床薬理学会委員、首都圏 AR コンソーシアム 実務者構成員、Working group
1 リーダー、Working group 4 委員、一般社団法人血圧とホルモン科学協会理事

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
（原著論文・症例報告論文）
① Yasumori Sujino, Shintaro Nakano, Jun Tanno, Yasuyuki Shiraishi, Ayumi Goda, Aysushi Muzuno, Yuji Nagatomo,
Takashi Kohno, Toshihiro Muramatsu, Shigeyuki Nishimura, Shun Hohsaka, Tsutomu Yoshikawa and for the Wset
Tokyo Heart Failure Registry Investigators：Clinical implications of the blood uria nitrogen/creatinine ratio
in heart failure are and their association with haemoconcentration. ESC heart failure 2019; Published online
in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ehf2.12531
② Teruhiko Imamura, Shintaro Kinygawa, Toshihiro Muramatsu, Tsuyoshi Shiga, Akiyoshi Ogimoto, Toshihisa Anzai,
Nobuhisa Hagiwara, Hiroyuki Tsusui, Issei Komuro, Koichiro Kinugawa ： Long term Tolvaptan treatment in
refractory heart failure. Circ Rep 2019; 1:431-437
③ Yamada Y, Nakano S, Gatate Y, Sugi K, Okano N, Muramatsu T, Nishimura S, Kuji I, Fukushima K, Matsunari I：
Shortened acquisition time in simultaneous 99mTc-tetrofosmin and 123I-β-methyl-p-iodophenyl pentadecanoic
acid dual-tracer imaging with cadmium-zinc-telluride detectors in patients undergoing primary coronary
intervention for acute myocardial infarction.：Nucl Med Commun.;40(11):1130-1137. 2019
④ Mori H, Kato R, Sumitomo N, Ikeda Y, Goto K, Tanaka S, Asano S, Tahara M, Nagase T, Iwanaga S, Muramatsu T,
Matsumoto K：Relationship between the ablation index, lesion formation, and incidence of steam pops. J Arrhythm.
1;35(4):636-644. 2019
⑤ Nagase T, Asano S, Yukino M, Mori H, Goto K, Ikeda Y, Iwanaga S, Muramatsu T, Mukaida H, Kato R, Matsumoto
K：Influence of various energy settings and overlap ratios on size and continuity of lesions in a laser balloon
ablation in vitro model. J Cardiovasc Electrophysiol. 30(8):1330-1338. 2019
⑥ Toshihiro

Muramatsu,Shigeyuki

Nishimura,Yasuchika

Takeishi,Tsunehiko

Nishimura.

Prognostic

Risk

Stratification of Cardiac Events Evaluated by Aortic Calcification in Elderly Patients with Chronic Kidney
Disease; Sub-analysis of a J-ACCESS 3 Study. Annals of Nuclear Cardiology 2019.Vol.5 No1 35-43.
⑦ Hasegawa-Tamba S, Sugi K, Gatate Y, Sugiyama K, Muramatsu T, Nishimura S, Yasuda M, Fukushima K, Nakano S：
Successful Bridge-to-Recovery Treatment in a Young Patient with Fulminant Eosinophilic Myocarditis: Roles
of a Percutaneous Ventricular Assist Device and Endomyocardial Biopsy. Case Rep Emerg Med. 2019:8236735. 2019
⑧ Nakato R, Wada Y、Senbonmatsu T, Nishimura S et al：Comprehensive epigenome characterization reveals diverse
transcriptional regulation across human vascular endothelial cells.

Epigenetics Chromatin. 2019 Dec

19;12(1):77. doi: 10.1186/s13072-019-0319-0.
⑨ Mori H, Kato R, Ikeda Y, Ikeda Y, Goto K, Tanaka S, Asano S, Tahara M, Nagase T, Iwanaga S, Muramatsu T, Sumitomo
N, Matsumoto K: Percutaneous simple lead traction is feasible and effective method for right ventricular lead
perforations. Int Heart J. 61: 54-59. 2019
⑩ Kato Y, Hayashi T, Kato R, Takao M：Migraine-like Headache after Transseptal Puncture for Catheter Ablation:
A Case Report and Review of the Literature.Intern Med. 2519-18. 2019 Apr
【総数：論文 17 件、学会発表 32 件、講演約 90 件】
6-2．獲得研究費
基盤研究（C）代表 杉佳紀 分担千本松、中埜、山田 SGLT2 阻害薬の人身連関因子を介した心保護作用の解明
平成 30 年 12 月～令和元年 11 月 杉 佳紀 日高研究プロジェクト
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉不整脈ペーシング研究会主宰（加藤律史）
埼玉北西部心不全治療フォーラム主宰（村松俊裕）
埼玉不整脈ペーシング研究会主宰（加藤律史）
新鎌北湖カンファレンス、日高ハートカンファレンス開催

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいてもほぼ目標は達成できた。
卒前教育では 3 年生への循環器ユニットの講義の主たる部分、４年生の臨床入門、5 年生の BSL、6 年生の総まとめ講義を
医学部学生の目標である医師国家試験合格に加えて、医師となった後に必要な病態生理の理解を目標として行い達成できた
とかんがえている。広範囲にわたる循環器病学のすべてを 6 年生に理解させることは困難であるため、重要な点に絞りこん
で講義を行った。CC ではで初期臨床研修とリンクした臨床実習を行う予定であったが COVIT19 の問題があり十分達成はされ
なかった可能性はある。
卒後教育において、初期臨床研修で当科の研修期間は 1-2 か月にすぎないため、緊急症例をできるだけ多く診療できるよ
うに配慮した。初期臨床研修医および後期臨床研修医には、自身が経験した症例を、可能な限り学術集会で少なくともカン
ファレンスでプレゼンテーションさせた。後期臨床研修医には、循環器専門医試験資格に合格できるように、専門的な教育
を行い、資格数に見合う症例を担当させた。
研究では、虚血性心疾患の病態、不整脈の治療、心不全治療に関する臨床研究を継続している．症例報告も英文ある
いは邦文で学術集会や学術誌に報告した。
診療では地域基幹病院として、緊急および重症を含めたあらゆる心血管疾患に 1 年 365 日 24 時間対応できる体制を維持
している。大学病院としてのアカデミアとして心臓移植、高度不整脈治療、TAVI や MitarClip 術での structural heart
disease、oncocardiology, adult congenital heart disease に関して、各科と協力して対応している。
7－2．次年度の改善計画
今年度教育に関しては COVIT19 の影響を多く受けたので、今後は大学と協力して web 教育など新たな学習法も取り入れ
考 え て行 きた い。 研究 、診療 で は心 臓移 植術 も毎 年安定 し た数 が施 行出 来て おり、 structural heart disease 、
oncocardiology, adult congenital heart disease など新部門の活動も開始され、さらに医療の質の向上に邁進、外部に
有効にこれらの活動を伝達することで新たな医師のリクルート、新たな研究、新たな患者さんの開拓に繫がって行ければ
と考えている。
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3．3）呼吸器内科
１．構成員
各務博（KAGAMU, Hiroshi）:教授：運営責任者、研究主任：診療部長：指導教員（大学院）：腫瘍免疫：博士
解良恭一（KAIRA Kyoichi）教授：診療副部長：指導教員（大学院）：肺癌：博士
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：兼担教授：肺癌：博士
村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）：准教授：教育主任：代表指導教員（大学院）：肺癌：博士
毛利篤人（MOURI, Atsuto）：助教：研究員：肺癌
山口央（YAMAGUCHI, Ou）：助教：研究員：肺癌
塩野文子（SHIONO, Ayako）：助教：研究員：肺癌
四宮俊（SHINOMIYA, Shun）：助教：研究員：呼吸器内科
三浦雄（MIURA, Yu）：助教：研究員：呼吸器内科
赤上巴（AKAGAMI, Tomoe）：助教：研究員：呼吸器内科
橋本康佑（HASHIMOTO, Kousuke）：助教：研究員：呼吸器内科
西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）：非常勤一類：研究員：肺癌
前野有理（MAENO, Yuri）：非常勤二類：研究員：肺癌：博士
北野滋久（Shigehisa Kitano）：客員教授：腫瘍内科：博士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育では、学生が呼吸器悪性疾患について、積極的に興味を持って学習し、より深く理解することを目的とし
た。臨床実習に意欲的に取り組み、医学生として必要十分な知識を体得することを目標とした。卒後教育では、研修医が
呼吸器悪性疾患の診断から治療までを一通り経験することを目的とした。呼吸器悪性疾患の診療で遭遇するさまざまな状
況に臨機応変に対応できることを目標とした。
2-2．教育内容
卒前教育では、担当講義ごとにポイントをわかりやすく説明することに力点を置いた。最低限必要な知識については
繰り返し説明し、学生たちの習得を促した。6 年生の講義では、最近の医師国家試験の傾向を考慮しつつ、最新の知見に
ついても触れた。5 年生の BSL では、画像診断教育を行いながら、呼吸器疾患の診断から治療にいたるまで、それぞれ
の症例に基づいて深く理解できるように指導した。また、肺癌治療の最新の知識についてもわかりやすく説明し、学習意
欲を喚起させた。クリニカル・クラークシップにおいては、担当症例について実際の臨床に即した教育を行うとともに、
ディスカッションにも積極的に参加するように促した。試験問題作成については、最近の国家試験の傾向を鑑み、実際に
臨床の場面で起こり得るあらゆる事態に対応できるような問題作成を心がけた。
卒後教育において、初期研修医に対しては、スムーズに臨床研修に入れるよう指導するとともに、カンファレンスに
おけるプレゼンテーションについても細かく指導した。また、ある程度基礎的臨床技能を習得している者に対しては、症
例に応じて気管支内視鏡の実技についても指導した。また、胸部画像診断については、一定以上の水準に到達できるよう
に、胸部エックス線と胸部 CT の読影指導を行なった。治療については、呼吸器悪性疾患に対する標準治療を理解するよ
うに指導した。
2-3．達成度
卒前教育の講義では、呼吸器悪性疾患に対する基本知識を習得させることができた。BSL のクルズスでは、主な呼吸
器疾患について、画像診断を基にして体系的に理解させることができた。クリニカル・クラークシップでは、診断から治
療への流れを実際の症例を通して体験させることができた。3 年生のユニット試験では学生の知識習得をはかるために適
切な問題を出題することができた。6 年生の実力試験・卒業試験の問題については、過度な難問を避け、学生の知識が一
定以上の水準に達しているかどうかをみるために適切な問題を出題した。
卒後教育の初期研修では、呼吸器だけでなく一般内科としても、必要な知識や技術を習得させることができた。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育の BSL は、実質、2 週間に 2 回のクルズスのみであるが、各 3 時間の中にさまざまな内容を織り交ぜて、そ
の中で画像読影と肺癌の診断・治療について十分理解させることができた。当科のクルズスは、例年、学生からの評価も
高く、今年度も相当な成果が得られたものと確信する。次年度も同様のシステムで教育を行う。クリニカル・クラークシ
ップは、1 か月間の病棟実習で研修医の仕事を身近で体感することができたと認識している。4 年生の pre-CC について
は、各症候について最低限必要な知識を提示し、理解を深めることができた。講義は、肺癌を中心に十分な理解が得られ
たと考えている。次年度は、最近の国家試験の傾向を把握した上で、必要十分な内容の講義を行いたい。
卒後教育の初期研修については、豊富な症例数を経験することで、肺癌をはじめとする呼吸器悪性疾患診療についての
基本的な知識を体得できたと考える。次年度は、高レベルでの診療ができるような指導を心がける。

３．研究
3-1．目的・目標
肺癌治療はここ数年で大きく変化し、進行期肺癌でも治癒に近い長期無増悪生存者を生み出すまでに進歩している。
この変化を生み出したのは、免疫チェックポイント阻害薬である。細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の
併用療法が初回標準治療の一員となったが、今後抗 PD-1 抗体と抗 CTLA-4 抗体併用療法が用いられることが予想され、
更に大きく変化すると考えられる。切除不能局所進行期肺癌でも化学放射線治療後の免疫チェックポイント阻害薬治療が
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標準治療となり、同じ病期での手術成績と同等と見なされるようになってきている。このように多様に展開する免疫チェ
ックポイント阻害薬及びそれを含んだ複合免疫療法を正しく患者の利益に繋げるためには、層別化と個別化に関する知見
が必要とされている。
また、EGFR-TKI に代表される分子標的治療薬は、がん細胞の遺伝子変異に基づく医療すなわちがんゲノム医療を生み
出した。日本人肺腺癌の約半数が EGFR 遺伝子変異を有しており、EGFR-TKI は奏効率の高さから大きな恩恵を患者に与
えてきた。一方、生存増殖シグナル依存を標的とした分子標的治療薬は治癒を生むことがなく、必ず耐性化を来すという
問題点を有している。免疫チェックポイント阻害薬は EGFR 遺伝子変異陽性肺癌では単独の効果が低いことが知られて
いるが、分子標的治療薬と免疫チェックポイント阻害薬奏効に関わる免疫学的機序を明らかにした研究は皆無である。
本診療科における研究の目的は、末梢血という低侵襲、安価で経時的観測が可能な検体を用いて詳細な免疫モニタリ
ングを行い、がん免疫プレシジョン医療を具現化するとともに、見逃されている抗腫瘍免疫抑制メカニズムを明らかとし
てより多くの肺癌患者の長期生存、治癒に寄与することである。。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1. 腫瘍免疫グループ
1) PD-1・PD-L1 blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究
2) EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
3) 放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
4) PD-1・PD-L1 blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
5) 細胞障害性抗がん剤治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
6) 手術が T 細胞免疫に与える影響の研究
7) 小細胞肺癌の病期、予後と末梢血免疫状態の相関解析
2. 癌細胞における G-protein の役割研究
3. PET-CT を使った免疫チェックポイント効果判定
3-3．研究内容と達成度
1. 腫瘍免疫グループ
1) PD-1・PD-L1 blockade 治療の効果予測バイオマーカー研究
末梢血中の CD62Llow CD4+ T 細胞に着目した研究を進め、この細胞分画が短期的奏効のみならず、無増悪
生存期間と直接の相関関係を有することで、長期生存症例の予測が可能であることを明らかとした。この結
果を基にして特許を獲得した。また、長期フォローアップの結果、一旦奏効した後の耐性化獲得時にこの細
胞割合が減少しており、耐性メカニズムの一つと考えられた。これらの性能については特許出願を終え、
2019 年 12 月 Cancer Immunology Research 誌に論文発表した。
多施設共同前向き試験 NEJ029B として NEJ グループでの臨床試験を行った結果を、2019 年 ESMO annual
meeting で発表した。
経済産業省・AMED における「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」の中の追加プロジ
ェクトとして約 1.5 億円の経費を承認され、マスサイトメーター（CyTOF）を取得した。この解析により、
これまで着目してきた CD62LlowCD4+ T 細胞の詳細な phenotype が明らかとなった。また、上記 AMED 資金
をもとに、泌尿器科癌グループにおける観察研究を行った。以上の結果に基づき、2019 年度 AMED 公募（5
億円/年 x5 年）に申請し、10 月に採択された。末梢血解析グループの PI として、この資金により、肺癌のみ
ならず多癌腫における末梢血バイオマーカーを臨床に届けるための研究を進める予定である。企業として
は、シスメックス社、ImmuniT Research 社、キャノン社、共同研究施設としては、東京大学医科学研究所、
慶応大学医学部、産業技術総合研究所、癌研有明病院が参加している。
2) EGFR-TKI が T 細胞免疫に与える影響の研究
EGFR 遺伝子変異陽性肺癌において抗 PD-1 抗体効果が得られにくいことは、複数の臨床試験の結果から明
らかにされている。本研究に於いて、EGFR-TKI 治療を受けた肺癌症例の末梢血を解析することにより、
EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者では、EGFR 野生型肺癌患者と異なる免疫状態を有しており、制御性 T 細胞
優位の状態であることを明らかとした。EGFR-TKI 世代毎に異なる免疫への影響や、それがもたらす無増悪
生存期間への影響などを明らかとした。今後、学会発表および論文発表を予定している。
3) 放射線治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
56 名の切除不能局所進行非小細胞肺癌患者末梢血を、放射線治療前後で比較した。この結果、放射線治療
を受けることで、活性化、増加するエフェクターT 細胞の詳細を明らかにすることができた。放射線治療は
免疫チェックポイント阻害薬効果を増強することが知られており、その細胞生物学的メカニズムを明らかに
することができた。従来の免疫学では central memory と判断される細胞が、実はクローン増殖しているエフ
ェクターT 細胞であることを解明し、2019 年 ESMO annual meeting で発表した。今後、論文発表する予定で
ある。
4) PD-1・PD-L1 blockade 治療による肺障害メカニズムの解明
抗 PD-1 抗体治療で生じる肺障害は、治療効果と相関することが知られている。末梢血中 T 細胞解析で
も、エフェクターT 細胞割合が高い症例のみに肺障害生じていることを明らかとしている。今後、肺障害を
生じる T 細胞と抗腫瘍効果を担う T 細胞がクローンレベルで同じなのか、single cell RNAseq を用いて解析す
る予定である。
5) 細胞障害性抗がん剤治療が T 細胞免疫に与える影響の研究
細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の複合療法が保険承認され、非小細胞肺癌の標準治療
となった。細胞障害性抗がん剤が引き起こす免疫原性がん細胞死が T 細胞プライミングを活性化し、免疫チ
ェックポイント阻害薬と相乗効果を来すことを期待して行われている治療である。本研究では、細胞障害性
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抗がん剤治療を行った肺癌患者末梢血を治療前後で比較することにより、抗がん剤治療後にはエフェクターT
細胞割合はむしろ減少傾向を示し、T 細胞免疫活性化に結びついていないことを明らかとした。実際、複合
免疫療法の長期フォローアップの結果、抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬には相加相乗効果がないこ
とが示されるようになっている。現在論文準備中である。
6) 手術が T 細胞免疫に与える影響の研究
免疫チェックポイント阻害薬は、手術前後のネオアジュバント、アジュバントセッティングでも有効性を
示しており、今後手術との併用療法が予想される。本研究では、手術が有する免疫システムへの影響を評価
した。この結果、手術により腫瘍が除かれることで腫瘍抗原が消失した場合には、末梢血中 effector memory
T 細胞割合が減少し、central memory T 細胞割合が増加することが明らかとなった。この結果を 2019 年
ESMO annual meeting で発表した。今後、手術標本を用いて共同研究者である癌研有明病院植田先生の下で、
高精度質量分析機を用いた MHC classⅡがん抗原エピトープ探索を行う予定である。
7) 小細胞肺癌の病期、予後と末梢血免疫状態の相関解析
2008 年に、小細胞肺癌患者末梢血の免疫細胞割合が、病期・予後と関連していることを Clinical Cancer
Research において報告している。本研究テーマでは文科省科研費基盤 C を得ている。小細胞肺癌でも細胞障
害性抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬併用療法が承認され、進展型小細胞肺癌の標準治療として用い
られるようになっている。本研究では、末梢血検体を用いて測定したＴ細胞免疫状態の無増悪生存期間への
影響を解析している。
2. 癌細胞における G-protein の役割研究
G-protein に共役する分子を抑制する peptide を合成し、in vitro, in vivo での研究により、これが癌転移抑制
効果を持つことを見出し、特許出願を行った。
3. PET-CT を使った免疫チェックポイント効果判定
解良教授を中心として、免疫チェックポイント阻害薬治療効果と PET における FDG 集積変化の関連をみ
る臨床研究を行っている。この結果の一部は、論文発表した。
3-4．自己評価と次年度計画
2015 年着任以来、免疫チェックポイント阻害薬の効果を予測するバイオマーカーを T 細胞免疫解析の面か
ら進めてきた。末梢血単核球検体数は、のべ 4000 検体を超え、世界にも類を見ない末梢血免疫細胞バイオバ
ンク化している。AMED 資金により獲得した CyTOF を用いることで、末梢血 T 細胞全体をマッピングして
解析する手法を確立している。さらに、新規採択された AMED 研究資金を用いて single cell RNAseq を行う
機材、人材を確保することができた。末梢血 T 細胞クラスター解析により得られた情報は、産業技術総合研
究所 AI センター堀本先生、日立製作所研究所における AI 解析及びネットワーク解析を行うことで、免疫の
動態ネットワーク解明を進めている。
次年度は、これらの研究成果や解析技術を用いて、末梢血免疫細胞モニタリングによる癌免疫プレシジョ
ン医療を具現化するためのプロジェクトを展開する予定である。肺癌以外の他癌腫において観察研究を行
い、末梢血 T 細胞モニタリングの結果と免疫チェックポイント阻害薬効果の相関を明らかにする。基礎的な
観点からは、末梢血抗腫瘍 T 細胞クラスターの epigenome 解析による“分化”の解析、リン酸化アレイによ
る分化した抗腫瘍 T 細胞クラスターの網羅的シグナル解析による機能評価を行う。この T 細胞クラスターが
認識するがん抗原エピトープは、手術検体を用いた高精度質量分析器によるがん抗原探索により行う予定で
ある。

４．診療
当科は、肺癌を中心とした胸部悪性腫瘍患者の診断、薬物療法を担当している。これまで予後不良と言われてきた肺癌
は、いまや薬物療法進歩のトップランナーとして大きな飛躍を遂げている。昨年までの標準治療は、もはや今年の標準治
療ではなく、常に新たなエビデンスに基づいた治療が創出され、社会に導出されている。当科は、この変化の最前線に立
ち、新たな治療を広く、適切、安全に行うことで、最善の治療効果を生むシステム構築を目指している。また、免疫チェ
ックポイント治療薬のバイオマーカー研究に於いては、大きな成果をあげつつあり、特許出願に至る成果もさらに得られ
ている。AMED 研究を通じて臨床に寄与する層別化マーカーの社会導出を目指している。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
①各務博：Respiratory Investigation（日本呼吸器学会英文誌）編集委員
TRENDS IN CANCER IMMUNOLOGY 編集委員
International Journal of Clinical Oncology Editorial Board
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①
Miura Y, Mouri A, Kaira K, Yamaguchi O, Shiono A, Hashimoto K, et al. Chemoradiotherapy followed by
durvalumab in patients with unresectable advanced non-small cell lung cancer: Management of adverse events.
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Thorac Cancer 2020 doi 10.1111/1759-7714.13394.
②

Matsuya T, Nakamura Y, Matsushita S, Tanaka R, Teramoto Y, Asami Y, et al. Vitiligo expansion and extent
correlate with durable response in anti-programmed death 1 antibody treatment for advanced melanoma: A multiinstitutional retrospective study. J Dermatol 2020 doi 10.1111/1346-8138.15345.

③

Kurihara S, Oikawa Y, Nakajima R, Satomura A, Tanaka R, Kagamu H, et al. Simultaneous development of
Graves' disease and type 1 diabetes during anti-programmed cell death-1 therapy: A case report. J Diabetes Investig
2020 doi 10.1111/jdi.13212.

④

Kagamu H, Kitano S, Yamaguchi O, Yoshimura K, Horimoto K, Kitazawa M, et al. CD4(+) T-cell Immunity in the
Peripheral Blood Correlates with Response to Anti-PD-1 Therapy. Cancer Immunol Res 2020;8(3):334-44 doi
10.1158/2326-6066.CIR-19-0574.

⑤

Kagamu H, Kaira K. Efficacy of PD-1 blockade therapy and T cell immunity in lung cancer patients. Immunol
Med 2020;43(1):10-5 doi 10.1080/25785826.2019.1710427.

⑥

Imai H, Wasamoto S, Yamaguchi O, Suzuki K, Sugiyama T, Uchino J, et al. Efficacy and safety of first-line
pembrolizumab monotherapy in elderly patients (aged >/= 75 years) with non-small cell lung cancer. J Cancer Res
Clin Oncol 2020;146(2):457-66 doi 10.1007/s00432-019-03072-1.

⑦

Hashimoto K, Kaira K, Yamaguchi O, Mouri A, Shiono A, Miura Y, et al. Potential of FDG-PET as Prognostic
Significance after anti-PD-1 Antibody against Patients with Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer. J Clin
Med 2020;9(3) doi 10.3390/jcm9030725.

⑧

Hashimoto K, Kaira K, Kawasaki T, Yamaguchi O, Kagamu H. Psuedoprogression mimicking hyperprogressive
disease after pembrolizumab treatment in a patient with lung cancer. Lung Cancer 2020;139:221-3 doi
10.1016/j.lungcan.2019.11.019.

⑨

Yamaguchi O, Kaira K, Nakamura Y, Kagamu H. Unexpected response of extramedullary plasmacytoma in
patients with lung cancer who received nivolumab. Ann Hematol 2019;98(12):2851-2 doi 10.1007/s00277-019-03832-6.

⑩

Yamaguchi O, Kaira K, Mouri A, Shiono A, Hashimoto K, Miura Y, et al. Re-challenge of afatinib after 1st
generation EGFR-TKI failure in patients with previously treated non-small cell lung cancer harboring EGFR mutation.
Cancer Chemother Pharmacol 2019;83(5):817-25 doi 10.1007/s00280-019-03790-w.

【総数：論文 18 件、学会発表 11 件（国際学会 4 件、シンポジウム３件）、講演 4 件（招待講演３件、教育講演１件）】
6-2．獲得研究費
基盤研究（B）（平成 29-令和 3 年度）、「新規免疫学的バイオマーカーを用いた画期的免疫チェックポイント阻害
治療の開発」、研究代表者
2019 年度 1,600 千円、期間全体 13,000 千円

基盤研究（C）（平成 29-令和元年度）、「小細胞肺癌に対して抗腫瘍免疫を賦活化する抗がん剤治療の開発」、研
究分担者、
2019 年度 50 千円、期間全体 4,680 千円

基盤研究（C）（平成 29-令和元年度）、「抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズムと対応抗原の解明」、
研究分担者、
2019 年度 100 千円、期間全体 4,680 千円
AMED（平成31-令和5年度）、「患者層別化マーカー探索技術の開発／





がん免疫モニタリングによる患者層別化を行う基盤技術の開発」、「がん患者末梢血免疫細胞解析による免疫シス
テム全容の数理的理解」研究責任者、100,000 千円

6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
① 2019 年 10 月 19 日、第 6 回がん免疫道場、大宮

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育に関しては、村山准教授を中心にこれまで通りの体制でベッドサイドティーチングを行った。講義について
は、各務、解良両教授によりこれを行い、学生評価も良好であった。
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研究に関しては、大型競争的資金である AMED 予算を獲得することができた。５年間の研究成果が次の大きな目標
に向かってステップアップできたと評価できる。
診療に関しては、患者数は順調に増加しており、地域との連携も良好に保たれている。
7-2．次年度の改善計画
教育に関しては、村山准教授から今井准教授を中心とした体制に変更を予定している。
研究に関しては、AMED 予算により今後５年間にわたり、末梢血を用いた免疫チェックポイント阻害薬効果を予測
する層別化マーカーの社会導出、基礎的検討を進めていく所存である。特許取得なども積極的に目指していく。
診療に関しては、今井准教授を迎え病棟診療にも参加して頂くことで強化を図る。助教として活躍していた毛利、
山口医師については、学位取得後講師への昇任を予定している。これにより、さらに診療体制の充実を図る。
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3．4）内分泌内科・糖尿病内科
１．構成員
栗原 進（Kurihara Susumu）
：准教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：大学院教員（大学院）
：糖尿病：
博士
中島 理津子(Nakajima Ritsuko):助教：副診療部長：副教育主任：副研究主任

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育、卒後教育
当院で行われている特に周術期の血糖管理法、抗がん剤治療時の血糖管理を習得する。
免疫チェックポイント阻害薬使用時の 1 型糖尿病、下垂体炎、甲状腺機能障害の発症に
対してのマネージメントを理解する。大血管症を合併している糖尿病患者のマネージメントを理解する。
肥満や糖尿病を合併しているがん患者のマネージメントを理解する。
また他科との連携、多職種連携によるチーム医療を実践し習得する。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
内分泌・糖尿病内科に関する学生教育に関しては、基本的には、毛呂の内分泌・糖尿病
内科ですべて行われている。しかし、Clinical Clarkship の学生に対する BSL を週１回、
外来実習と病棟の見学を約 4 時間行った。また医学部 2 年生の外来実習を昨年度から受
け入れている。
卒後教育
大学病院内分泌・糖尿病内科と連携、共同で施行している。他科との連携で施行している。
2-3．達成度
卒前教育、卒後教育
十分達成している。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
Clinical Clarkship には充実した研修ができたと考えている。医学部 2 年生の外来実習
も充実した研修ができた。BSL、Clinical Clarkship などに症例を通じて卒前教育して
いく方針である。毛呂内分泌糖尿病内科をラウンドしている 5 年生、6 年生も当科に週
1 回はラウンドし急性期の糖尿病治療を実習していただく計画を立てている。また担が
ん患者の血糖管理も実習してもらう計画も立てている。免疫チェックポイント阻害薬使
用時の 1 型糖尿病、下垂体炎、甲状腺機能障害の発症に対してのマネージメントの理解
も更に進展していく。医学部 2 年生の外来実習も継続していく予定である。
卒後教育
大学病院内分泌・糖尿病内科と連携、共同で施行している。他科との連携で施行している。内科専攻医の教育も行って
いく計画である。
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３．研究
3-1．目的・目標
内分泌疾患全般、ならびに糖尿病に関する臨床データを蓄積し、学会発表、論文発表な
どにおいて、当科をアピールすることを目標とする。特に SGLT2 阻害薬の心不全合併
糖尿病に対する有用性を心臓内科と協同で検討していく。また免疫チェックポイント阻
害薬使用時の 1 型糖尿病、下垂体炎、甲状腺機能障害の発症機序や担がん患者の予後に
ついても他科と連携して研究していく。薬剤部と共同で免疫チェックポイント阻
害薬使用時の甲状腺機能障害について研究を行っている。
婦人科腫瘍科には高度肥満症の患者が多数いるので今後介入研究ができればと考えて
いる。
新たな GLP1 受容体作動薬について肥満 2 型糖尿病に対しての有用性についても解析
予定である。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
＊肥満 2 型糖尿病患者の高容量リラグルチドの有用性の検討
＊肥満 2 型糖尿病に対する心理面での介入
＊免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎、
甲状腺疾患に関する調査研究を推進していく。
＊CGM、フリーフタイルリブレ、CSII、SAP を利用した血糖コントロールの充実。
＊周術期の血糖管理。
＊SGLT2 阻害薬の心不全合併糖尿病に対する有用性
3-3． 研究内容と達成度
ニボルマブ治療中にバセドウ病と 1 型糖尿病を同時発症した一例を糖尿病学会で学会発表を行った。また Case

Report

として英文で Jornal of Diabetes Investigation にアクセプトされた。.
Kurihara S, Oikawa Y, Nakajima R, Satomura A, Tanaka R, Kagamu H, Shimada A. Simultaneous Development of Graves’
Disease and Type 1 Diabetes during Anti-programmed Cell Death-1 Therapy: A Case Report. J Diabetes Investig.
2019
また小児思春期糖尿病学会では、小児心臓外科の症例で大動脈弁狭窄症手術前に 1 型糖尿病が発症したが手術施行でき
た 12 歳男子の一例を発表した。
日本心不全学会では心臓内科と共同で学会発表を行った。
国際医療センターの症例で初めて英文で Case Report することができた。
3-4．自己評価と次年度計画
当院は周術期の血糖管理が多く、定期的な血糖管理をしている患者がいないため、
抗がん剤（m-TOR 阻害薬など）の耐糖能に及ぼす影響や免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や
下垂体炎、甲状腺疾患に関する調査研究、抗がん剤治療を受けている糖尿病患者の心理的ケアーについて引き続き検
討していく。最適なインスリン療法の検討（トレシーバー、ライゾデク、ランタス XR、CSII、SAP）
、肥満症治療、糖
尿病治療に対する行動療法の確立（臨床心理士との連携）は毛呂内分泌糖尿病内科と共同して進めていく。
また小児腫瘍科の症例でニボルマブ治療中にバセドウ病と 1 型糖尿病を同時発症した一例を糖尿病学会で学会発表し、
Case Report として英文で Jornal of Diabetes Investigation にアクセプトされた。.
Kurihara S, Oikawa Y, Nakajima R, Satomura A, Tanaka R, Kagamu H, Shimada A. Simultaneous Development of Graves’
Disease and Type 1 Diabetes during Anti-programmed Cell Death-1 Therapy: A Case Report. J Diabetes Investig.
2019
免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する 1 型糖尿病や下垂体炎、甲状腺疾患に関する調査研究、最適なインスリ
ン療法の検討（トレシーバー、
、ランタス XR、CSII、SAP）
、肥満 2 型糖尿病における高容量リラグルチドの有用性の検
討、新しい GLP1 受容体作動薬セマグルチドの肥満 2 型糖尿病に対する有効性についても計画している。

0714

４．診療
国際医療センター入院患者の手術成績の向上、周術期の感染症などに対する安全管理を目標とし、数字では表れ
ないものの、裏方としての役割を十分果たせたと考えている。また免疫チェックポイント阻害薬投与後に発症する1
型糖尿病や下垂体炎、甲状腺疾患に対して他科と連携して十分役割を果たしている。SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作
動薬を他科との連携で使用していき糖尿病患者の心血管イベントが減少するように治療にあたっていき十分役割を
果たしている。
今年度は週6日当科の医師が勤務している体制が更に軌道にのりコンサルト件数が外来病棟ともに非
常に増加した。糖尿病リンクナースを立ち上げてインスリンのインシデント数が非常に減少した。
糖尿病専門チームが軌道にのり、糖尿病診療の充実と医療スタッフの教育や糖尿病療養指導士が増えるように勉
強会を開催しサポートした。
糖尿病リンクナースが各部署に配置し院内の糖尿病チーム医療を更に発展させていく。免疫チェックポイント阻
害薬投与後に発症する1型糖尿病や下垂体炎、
甲状腺疾患に関する調査研究を他科や薬剤部と協力して推進していく
。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
プラクティスのアドバイザー査読委員。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
医師会などと連携し、糖尿病の勉強会を開催し地域連携を強化していく。
埼玉県糖尿病協会理事

６．業績
6-1． 論文・学会発表・著書
① Kurihara S, Oikawa Y, Nakajima R, Satomura A, Tanaka R, Kagamu H, Shimada A. Simultaneous Development
of Graves’ Disease and Type 1 Diabetes during Anti-programmed Cell Death-1 Therapy: A Case Report. J Diabetes
Investig. 2019
② Hatano M, Inoue I, Kurihara S, Ono H, Matsuda M, Kakei M, Inukai T, Aso Y, Katayama S. Long-Term Efficacy
and Safety of Add-On Therapy of Sitagliptin to a Very Small Dose of Glimepiride Versus a Small Dose of Glimepiride
Over Eighteen Months. J Endocrinol Metab. 2019 Dec;9(6):171-179.
③

波田 祐生子, 須田 幸子, 栗原 進, 島田 朗. 症例検討

脂質代謝異常症への多角的アプローチ

学童期からの食習慣

により高度肥満症となったが食事療法のみで体重管理良好となった 1 例. The Lipid. 2019;30(4):444-449. (2019.10)
日本糖尿病学会
第 62 回（2019 年 5 月 23 日、仙台）
④

栗原 進, 中島 理津子, 里村 敦, 田中 竜平, 及川 洋一, 各務 博, 島田 朗:

ニボルマブ治療中にバセドウ病と 1 型糖尿病を同時発症した一例.
日本糖尿病学会関東甲信越地方会
第 57 回(2020 年 1 月 18 日神奈川・横浜）
⑤

鈴木 誠也, 里村 敦, 堀越 雄太, 佐藤 晴彦, 矢野 裕也, 井上 和之, 安田 重光, 及川 洋一, 栗原 進, 井上 郁夫,
島田 朗. ニボルマブの長期投与経過中に劇症 1 型糖尿病を発症した 1 例.

日本小児思春期糖尿病学会
第 25 回（2019 年 7 月 14 日、東京）
○小児科からのトランジッションで臨床心理士を含めた多職種介入した 1 型糖尿病の一例
⑥ 栗原

進, 波田祐生子, 五十嵐友里, 雨宮

伸,島田

朗

日本医療薬学会
第 29 回（2019 年 11 月 3 日、神戸）
免疫チェックポイント阻害薬治療における甲状腺機能障害についての調査
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⑦ 小泉綾乃、藤堂真紀、蝦名彩也佳、中島理津子、石川詩帆、眞壁秀樹、栗原 進
著書
⑧ 栗原 進. 症状に基づく irAE マネジメント. 2 食欲不振 , 倦怠感. チームで取り組む免疫チェックポイント阻害薬治
療. 中外医学社. 東京 2019:p.161-166. (2019.10.25)
⑨ 中島 理津子, 栗原 進, 及川 洋一, 島田 朗. 症状に基づく irAE マネジメント. 4 口渇 , 多飲, 多尿. チームで取り
組む免疫チェックポイント阻害薬治療. 中外医学社. 東京 2019:p.180-188. (2019.10.25)
⑩ 山口 央, 栗原 進. 肺がん化学療法副作用マネージメント. 8 内分泌④甲状腺機能障害
メジカルビュー社 2019:p.276-280. (2019.7.20)
【総数：論文 3 件、学会発表 5 件、著書 3 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
西北部糖尿病懇話会、西北部糖尿病セミナー、埼玉糖尿病研究会

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育は、clinical clarkshipの学生実習、医学部2年の外来実習、保健医療学部と医学部6年の講義、BSLの外来実習を行
っており、また、診療、研究に関しては、目標は達成できた。特に研究では英文のCase Reportをアクセプト出来た。
7-2．次年度の改善計画
今後は、さらなる業績が残せるように一層の精進に励みたい。包括的がんセンターの各科、心臓病センターの各科との
連携を更に充実していきたい。糖尿病専門チームの活動も外来だけでなく、病棟にも進展していきたい。そのために糖尿
病専門チームの構成員を各棟から看護師が1名入っていただき、第2、4火曜日に病棟をラウンドするようにしている。
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3．5）造血器腫瘍科
１．構成員
別所 正美 (BESSHO, Masami)：教授：学長：臨床血液学、造血因子、貧血：博士
麻生 範雄（ASOU, Norio）
：教授：運営責任者、診療部長, 研究主任：大学院教員（大学院）
：臨床血液学、白血病：博士
塚崎 邦弘（TSUKASAKI, Kunihiro）：教授：副診療部長、教育主任、大学院教員（大学院）：臨床血液学、造血器腫瘍、
リンパ系腫瘍：博士
高橋 直樹 (TAKAHASHI, Naoki)：准教授：専門医員、外来医長、研究副主任、研修医長：大学院教員（大学院）：臨床
血液学、造血器腫瘍、悪性リンパ腫：博士
前田 智也（MAEDA, Tomoya）：講師：専門医員、病棟医長、教育副主任：大学院教員（大学院）:臨床血液学、白血病、
特発性造血障害、造血幹細胞移植：博士
石川 真穂（ISHIKAWA, Maho）
：講師：専門医員：大学院教員（大学院）
：博士
郡 美佳（KOHRI, Mika）
：助教：専門医員：博士
岡村 大輔（OKAMURA, Daisuke）：助教：医員
田苗

健（TANAE Ken）
：助教：医員

麻生

智愛（ASOU Chie）
：助教：医員

佐伯 豪士（SAEKI, Tsuyoshi）
：助教：医員：大学院生
松田 晃 (MATSUDA, Akira)：（兼担）教授：専門医員：指導教員（大学院）
：臨床血液学，骨髄異形成症候群：博士
川井 信孝 (KAWAI, Nobutaka)：
（兼担）教授：大学院教員（大学院）
：医療安全管理学、臨床血液学、造血幹細胞移植：
博士
石田 明（ISHIDA Akaru）: （兼担）
（輸血・細胞移植科）教授：専門医員：臨床血液学、輸血学、細胞治療：博士
中村 裕一（NAKAMURA, Yuichi）：（兼担）教授：専門医員：臨床血液学、多発性骨髄腫：博士
脇本 直樹 (WAKIMOTO, Naoki)：（兼担）准教授：専門医員：臨床血液学：博士
２．教育
2-1．目的･目標
3 年生では主に講義で病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する。4 年生では内科的診療技能と臨床
推論の基本を身につけ、Pre-CC で症候をより学び、BSL と CC に対応できる総合的な学力を形成する。5 年生では BSL と CC
を通じて、医学教育の国際基準に準拠した認証評価である Post-CC OSCE に対応できる基礎的知識や技能・態度血液疾患の
診断と治療の知識を実例に則して深く理解する。6 年生でも CC と講義を通じて、医師国家試験と初期臨床研修に対応でき
る総合的な学力を形成する。初期臨床研修では、内科診療の全般と代表的な血液疾患の診断と治療の基本を身につける。
後期研修では、医学博士の取得、日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会認定血液専門医、
日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医の資格取得を目指す。学会の主導する血
液専門医の養成企画にも積極的に協力する。大学院教育では、主に造血器腫瘍の病態解析をテーマに、診断や治療の進歩
に貢献する新発見を目指した研究を行い、学会発表や論文作成を指導医とともに行って博士号を取得する過程において、
血液学の最先端の知見に触れるとともに広く血液内科の診療能力を身につける。
2-2．教育内容
実習では医師業務見学実習、Pre CC、PBL/CC Step 1、CC、OSCE、臨床推論ユニット実習の実施に協力した。OSCE評価者、
卒業試験監督、入学試験監督を務めた。3年生では血液ユニットの講義（総時限数43、うち大学病院血液内科を含む血液内
科担当は27）とPre-CCを担当した。4年生では臨床推論ユニットの講義とPre-CCを担当した。5年生のBSLでは1グル－プに
つき1週間、1月からの4年生のCC Step 1では2週間、それぞれ血液学を担当した。それまでのBSLに代わって新たに始まっ
たCC Step 1では実習時間が2週間と倍増したことから、大学病院の血液内科とも前もってその内容変更を検討し、2科での
時間配分はこれまで同様とし、それぞれの科での実習内容に工夫することとした。当科で学生は、2週間ごとに3名の患者
を受け持つこととし昨年度までの2名の1.5倍数の患者から各患者当たりより時間をかけて診療実習を行うとともに、新た
に入院患者カンファランスへの参加、ガイドライン抄読会（英文論文を分担して紹介）などを設けた。ただし今年度2月以
降はCOVID-19のため実習が打ち切られた。5年生CCでは1回4週間を2回担当した（各回2名）
。松田、塚崎、前田、岡村、石
川、川井、麻生は4年生OSCE評価者をつとめた。6年生には臨床科目の総仕上げと国家試験への対応を主眼に血液学の演習
を実施した。6年生CCでは1回4週間を1回担当した（1回1名）
。松田、塚崎、麻生は6年生OSCE評価者をつとめた。各学年の
実習には、教授から助教までが参加した。松田は造血器領域の代表教育主任代行、5年生学年小委員会委員、学力増進室委
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員を努めた。中村は3年生血液ユニットのユニットディレクターを務めた。脇本、松田、塚崎、前田、岡村、川井は、OSCE
の外部評価者である。高橋、前田、郡、石川は臨床研修指導医として、初期研修医の指導を担当した。松田、麻生は研修
医のためのセミナーの講師を担当した。さらに、海外の交換留学生の受け入れも行った。
2-3．達成度
3 年生血液ユニット、Pre-CC と 4 年生 Pre-CC は学生より高い満足度が得られた。松田は 3 年生のベストティーチャー賞
に選出された。5 年生でも BSL は、学生より高い満足度が得られ不合格者はいなかった。6 年生の造血器領域の講義も学生
より高い満足度が得られた。特に、6 年生の造血器領域の講義の学生からの評価は、全領域の常に上位である。研修医の
指導に関しても、研修医から高い評価を得た。当科の教育活動実績登録システムの登録ポイントは 728.97 と前年度の
836.60 と同様であった。
2-4．自己評価と次年度計画
2019 年度の 5 年生の臨床実習（BSL）の血液学への 1 組当たりの割り当ては 1 週間、4 年生では 2 週間（CC Step 1）で
あった。そこでは、臨床推論のトレーニングを主眼とし、今まで学んだ血液学の知識を整理し、さらに理解を深めること
を目的として実習が行なわれた。臨床実習の主旨を生かすためには、知識だけでなく、体験の機会を十分に与えることが
重要と思われた。顕微鏡を用いた血液疾患の検鏡実習も行っている。多能性造血幹細胞と骨髄検査の理解を深める目的と
して DVD を用いた講習も行っている。次年度は、さらに BSL のあり方に工夫を加える予定である。研修医の指導に関して
は、指導医の負担が大きいので、指導医の数を増やし、負担の分散をはかりたい。学会等の教育関連企画にも引き続き積
極的に協力したい。
３．研究
3-1．目的・目標
再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、白血病、悪性リンパ腫等の血液疾患に関する多施設共同研究や治験に積極的に参
加するとともに、これら疾患の病態を解明し、新規治療法を開発するための基礎的研究を行う。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
１）特発性造血障害に関する調査研究
２）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究
３）悪性リンパ腫の基礎的研究と多施設共同治療研究
４）造血幹細胞移植に関する研究
3-3．研究内容と達成度
１）特発性造血障害に関する調査研究：厚生労働省の研究班の一員として、主として骨髄異形成症候群を対象に研究を
行った。松田が中心となり、セントラルレビュ－システムを構築し、班員施設からの血液標本を評価し、中央診断の責任
者を担当している。これは、研究班の中でも重要な研究と位置づけられている。成果の一部は、昨年度に引き続き、2019
年度も英文学術誌(IJH 誌)へ掲載された。松田による再生不良性貧血に対するトロンボポエチン受容体作動薬の研究は今
年度に英文学術誌(IJH 誌)に掲載された。松田は、骨髄異形成症候群の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の作成
に寄与し、今年度は診断基準改訂版の作成を行った。赤芽球癆に関しては、松田は Japan PRCA collaborative study group
のメンバーとして活動し、赤芽球癆の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の作成に寄与した。松田は、26 年度から
開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員と 27 年度から開始された再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつと
めている。その成果は米国血液学会で発表された。松田、前田は骨髄異形成症候群の診断のための AI 作成の研究を開始し
た。その成果は 2020 年に論文化を予定している。
２）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究：多施設共同治療研究グループに参加し、多くの患者を登録した。所
属団体は、主に全国規模の成人白血病治療共同研究機構（Japan Adult Leukemia Study Group; JALSG）である。麻生、前
田は JALSG 常設委員会のうち、検体保存・付随研究委員会メンバーとして JALSG におけるプロトコール管理に関与し、全
臨床試験の遂行にあたり重要な職務を担っている。麻生、前田、石川は同グループの臨床研究プロトコールの作成と遂行、
治療結果の解析などに参加した。特定臨床研究、観察研究、付随研究へ参画すべく、前田が主体となり IRB 申請を積極的
に行い、多くのプロトコールで施設承認を得た。昨年度に引き続き JALSG の AML209-FLT3-SCT 試験の解析結果が同研究グ
ループの骨髄異形成症候群の高リスク群を対象とした MDS212 試験とともにアメリカ血液学会
（ASH）
において発表された。
また、前田、石川、岡村が中心となり、遺伝学的解析を中心とした随伴研究および疫学調査の協力も含めた基礎的研究を
行った。合わせて臨床で生じる問題や課題の解明のための研究体制の構築を目指している。さらに、石川、麻生を中心に、
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慢性骨髄性白血病の共同研究グループ（CML-CSG）として活動し、構築されたデータベースを基に臨床的な課題に着眼した
種々の解析を行い、今年度も数多くの学会発表と論文化を行ってきた。
治験として急性骨髄性白血病に対する BCL-2 阻害剤ベネトクラクスの国際共同試験（M15-656, M16-043）に参加した。
この治験の良好な結果により、BCL-2 阻害剤の急性骨髄性白血病への適応追加申請が行われた。
以上の成果は、造血器腫瘍における最適な治療法の選択と治療成績の向上が期待されるだけでなく、多くの分子異常
の解析結果の蓄積が新しい疾患概念・分類の提唱や治療薬開発へ向けた企業への提案や日本発の新規治療薬の開発や臨床
応用を担うことが期待される。
３）悪性リンパ腫の基礎的研究と治療に関する多施設共同研究:

2018年度より、JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)のリ

ンパ腫グループ（LSG）に正式に加入し参加し、多施設共同臨床研究を積極的に進めている。JCOG1411：｢未治療低腫瘍量
進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関するランダム化比較第Ⅲ相試験｣に2例登録した。
世界でも地域偏在性があり希少なHTLV-1ウイルスによる成人T細胞白血病・リンパ腫（ATL）の診療の標準化について、
下記のAMED班とも連携しながら塚崎は、メールを主とした国際会議を重ねた後にCorresponding AuthorとしてRevised
International Consensus ReportをJ Clin Oncol 2019 Marに刊行した後に、同年12月の米国血液学会の学術集会（ASH2019）
で国際会議を企画し、今後のコンセンサス形成について協議した。
塚崎は、日本血液学会の造血器腫瘍診療ガイドライン作成委員会委員であり、そのATL領域の責任者として、その2018
年版補訂版の作成に寄与した。
阿久澤、塚崎、高橋、郡が中心となり、大都市圏のHTLV-1非多発地域にある当センター開設以来約10年で経験したATL13
名の特徴をJ Clin Exp Hematop誌に報告した。
塚崎が多施設の研究者と共同で、希少で予後不良な血管内大細胞型B細胞リンパ腫（IVL）に対するR-CHOPに中枢神経再発
予防のためのメソトレキセートを組み込んだ第2相試験（PRIMEUR-IVL）の優れた結果をASH2019で口演発表し、本疾患に対
する標準治療を確立した。
塚崎が多施設の研究者と共同で、ATLを含む悪性リンパ腫の異常なヒストンメチル化とトランスクリプトームにEZH1/EZH2
の活性化が関与しており、その阻害剤が臨床応用可能性を有することをCell Rep誌に報告した。
塚崎が多施設の研究者と共同で、アグレッシブATLに対する標準治療を確立した第3相比較試験（JCOG9801 in JCO2007）
の副次的解析結果によるその層別化治療の可能性をBrit J Haematol誌に報告した。
高橋、郡、塚崎、田苗が中心となり「未治療CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するDose-adjusted
EPOCH-R/HD-MTX療法の第Ⅱ相試験について」の多施設共同第2相臨床試験に参加し、その有望な結果をHaematologica誌に
報告した。現在新規登録は終了しているが、付随研究｢CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における遺伝子発現解析と
遺伝子変異の検討｣に参加している。
塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、｢再発又は難治性末梢性T細胞リンパ腫（PTCL）患者を対象としたHBI-8000経口投与
の有効性及び安全性を評価する第2b相非盲検単一群試験｣と｢再発又は難治性成人T細胞性白血病リンパ腫（ATLL）患者を対
象としたHBI-8000経口投与の有効性及び安全性を評価する第2b相非盲検単一群試験｣の企業治験に参加し、前者に2例、後
者に1例登録している。
塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、｢再発又は難治の血管免疫芽球性T細胞リンパ腫患者を対象としたCC-486（経口ア
ザシチジン)と治験責任医師による選択治療の有効性及び安全性を比較するパイロット試験/第3相ランダム化試験｣の企業
と仏のLYSARCによる国際共同治験（塚崎は日本側のPrimary investigator）に参加し、3例登録している。
塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、｢再発性の低悪性度B細胞非ホジキンリンパ腫を対象としたPI3K阻害剤(Copanlisib)
と標準的な免疫化学療法単独と比較する無作為化、二重盲検、プラセボ対象多施設共同第3相試験」に参加し、今年度1例
登録している。
塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、｢再発又は難治性成人T細胞性白血病/リンパ腫患者を対象としたValemetostat
Tosylate(DS-3201b)の多施設共同、非盲検、単独、第2相試験」に参加し、今後症例があれば登録予定である。
また塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、｢新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究｣の
臨床研究に36例を登録、｢造血器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベース構築に関する研究

リンパ腫分野｣の臨床

研究に24例を登録、｢高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後方視的観察研究｣の
臨床研究に16例を登録し、それぞれの最終解析に向けて共同している。
塚崎、高橋、郡、田苗が中心となり、「悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオプシーの有用性を
検討するための研究｣の臨床研究に参加し、今後症例があれば登録予定である。
塚崎、高橋が中心となり、当科で経験した希少症例の臨床研究「家族性節外性NK/T細胞リンパ腫 鼻型における原因遺
伝子の同定」を立ち上げ、すでに対象患者から文書で同意を得ており、今後血液、病理検体を用いた遺伝子解析を行う予
定である。
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塚崎が主任研究者を務めているAMED「臨床試験と全国患者実態把握によるindolent ATLに対する標準治療の開発研究」
研究班による「第12次ATL全国実態調査研究」と、この班と合わせて塚崎が分担研究者を務めている国立がん研究センター
開発費「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究（JCOG）」班（大江班）による「未治療indolent患者に対
するインターフェロンα（IFN）+ジドブジン（AZT）療法とwatchful waiting（WW）療法とのランダム化比較第Ⅲ相試験
（JCOG1111C）」は、学外の分担研究者、研究協力者とともに研究を進めている。
４）造血幹細胞移植に関する研究：日本造血細胞移植学会（JSHCT）認定移植医である前田、川井が中心となり、JSHCT
主導の研究や JSHCT/日本造血細胞移植データセンター(JDCHCT)の全国調査に加え、関東造血幹細胞移植共同研究グループ
（KSGCT）の多数の共同研究に参加した。また、埼玉医科大学病院血液内科による多発性骨髄腫の診療に協力する形でお茶
の水血液検討会の臨床研究に参画し移植部分を当科が担った。今年度はこれまでの移植後長期フォローアップ外来専任看
護師に加え、日本造血細胞移植学会造血細胞移植コーディネーター（HCTC）の認定看護師が誕生し、当院は学会が定める
施設認定基準の全項目を満たす認定カテゴリー１への昇格が内定した。さらに、健常者からの末梢血幹細胞採取数が規定
を満たし、輸血細胞移植部とともに公益財団法人日本骨髄バンク非血縁者間末梢血幹細胞採取施設への認定が内定した。
このことにより末梢血採取においても県外にも向けた移植医療への貢献が期待される。県内においては埼玉造血細胞移植
連絡会の開催などを通じて症例検討を行うことにより移植治療の成績向上に努めた。
また、塚崎は JCOG0907 試験「成人 T 細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み込んだ治療法に関す
る非ランダム化検証的試験」の研究代表者として、アグレッシブ ATL に対する移植療法の有用性を多施設共同研究で検証
している。
3-4．自己評価と次年度計画
特発性造血障害に関する調査研究では厚生労働省の研究班の一員として、松田は、わが国の再生不良性貧血と骨髄異
形成症候群のセントラルレビュ－システムの責任者として、研究班の重要な役割を果たしている。次年度も、このシステ
ムによる前方視的な予後調査等、さらに充実をはかり、成果の一部の論文化を予定している。松田による再生不良性貧血
に対するトロンボポエチン受容体作動薬の研究は 2019 年の英文学術誌(IJH 誌)へ掲載された。松田は、骨髄異形成症候群
の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の 2019 年度改訂版の作成を行った。赤芽球癆に関しては、松田は Japan PRCA
collaborative study group のメンバーとして活動し、赤芽球癆の本邦のガイドラインである「参照ガイド」の作成に寄
与した。松田は再生不良性貧血の国内臨床試験の委員をつとめ、その成果の論文化を予定している。松田と前田は骨髄異
形成症候群の診断のための AI 開発の研究を開始しており、その成果の一部は次年度報告の予定にある。
白血病に関しては、多施設共同臨床試験として、JALSG（成人白血病治療共同研究機構）の試験へ積極的に登録を行って
いる。麻生はJALSG理事、前田は正会員、石川は連絡員として各種プロトコールの作成や試験の評価にも関与して来た。引
き続きJALSGの参加施設として積極的に共同研究へ参加するとともに、治験や独自の臨床研究、基礎的研究を行い、より良
い治療ストラテジ－の開発に貢献したい。
悪性リンパ腫の治療研究については、JCOG-LSG による多施設共同研究に適格患者を積極的に登録する。また、積極的に
新薬の治験に参加を行っていきたい。現在も継続中の｢新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察
研究｣、
「悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオプシーの有用性を検討するための研究」および新規
の多施設共同の観察研究についても、当科で適格患者があれば積極的に参加していく。
「家族性節外性 NK/T 細胞リンパ腫
鼻型における原因遺伝子の同定」は、検体を入手のうえ遺伝子解析を進める。塚崎の JCOG1111C、JCOG0907 ほかの JCOG-LSG
研究は、引き続き学外の分担研究者、研究協力者とともに研究を進める。塚崎は、日本血液学会の造血器腫瘍診療ガイド
ライン作成委員会委員として、その 2018 年版補訂版の ATL 領域を取りまとめるとともに、AMED「臨床試験と全国患者実態
把握による indolent ATL に対する標準治療の開発研究」研究班による「ATL 全国実態調査研究」研究結果を論文化する。
造血幹細胞移植に関する研究については、前田、川井が中心となり、日本造血細胞移植学会（JSHCT）主導の研究や JSHCT/
日本造血細胞移植データセンター(JDCHCT)の全国調査に加え、関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）やお茶の水
血液検討会における多施設共同研究にも参加した。埼玉県内では埼玉造血細胞移植連絡会を開催し、症例検討を行うこと
により移植治療の成績向上に努めた。今後も多施設治療研究による成果を世界に向けて発信することにより移植治療の向
上へ寄与したい。

４．診療
当科は血液疾患の中でも、特に再生不良性貧血、骨髄異形成症候群などの特発性造血障害と、白血病、悪性リンパ腫な
どの造血器腫瘍に力を入れている。厚生労働省研究班、JALSG、JCOG-LSG、KSGCT などの共同研究グル－プの一員として、
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また日本造血細胞移植学会、公益財団法人日本骨髄バンク、さい帯血バンクの認定施設として造血幹細胞移植や多施設共
同臨床試験を含む先端医療の実践を目指している。血液疾患の診療は専門性が高く、また当院の置かれている地域の特殊
性から近隣の医療施設からの紹介患者が多い。これら疾患の当科における治療成績は、国際的に先端的な治療を行ってい
る施設の治療成績と比べて遜色のないものである。問題点としては、地域での血液疾患患者の当科への受け入れの要望は
増加傾向にあるが、これに対応する病床および専門医の確保が困難になっている点があげられる。今後も人的資源の確保
に努めるとともに、近隣の病院との連携を深めて、病院機能に応じた診療体制を構築する必要がある。また、高齢の患者
が増加しており、高齢者血液疾患患者に対する最適な治療を開発していく必要がある。今後も治験や多施設共同臨床研究
へ積極的に参加し、患者に最先端医療を提供するとともに地域医療に貢献することが目標である。
５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
別所正美：埼玉県総合医局機構運営委員、埼玉県医療対策協議会委員、
文部科学省私立医科大学改革総合支援事業委員
松田 晃：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員
塚崎邦弘：厚生労働省 HTLV-1 対策推進協議会委員
石田明：厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会専門委員、同血液事業部献血推進
調査会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
American Journal of Hematology 査読委員；麻生範雄
Annals of Oncology 副編集長、査読委員；塚崎邦弘
Blood Cell Therapy；査読委員；塚崎邦弘
Cancer Management and Research；査読委員；塚崎邦弘
Cancer Science 査読委員；塚崎邦弘
International Journal of Hematology 編集委員；松田 晃
International Journal of Hematology 査読委員；麻生範雄、松田 晃、塚崎邦弘
Japan Journal of Transfusion Medicine 査読委員；石田明
Japanese Journal of Clinical Oncology 査読委員；塚崎邦弘
Journal of Clinical and Experimental Hematopathology；査読委員；塚崎邦弘
Leukemia Research 査読委員；松田 晃
PNH Frontier 編集アドバイザー；前田 智也
臨床血液

査読委員；麻生範雄、松田 晃

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構理事：別所正美
公益財団法人ライフサイエンス振興財団評議員：別所正美
公益財団法人医学教育振興財団運営委員：別所正美
一般社団法人日本医学教育評価機構副理事長：別所正美
一般社団法人さいしんコラボ産学官理事：別所正美
一般社団法人全国医学部長病院長会議監事：別所正美
医療系大学倫理委員会連絡協議会理事：別所正美
彩の国大学コンソ－シアム会長：別所正美
埼玉県立大学研究評価委員会委員長：別所正美
学校法人香川栄養学園評議員：別所正美
日本輸血・細胞治療学会評議員：石田明
日本輸血・細胞治療学会

認定医制度審議会委員：石田明

日本輸血・細胞治療学会

認定医資格審査委員会委員長：石田明

日本輸血・細胞治療学会製剤委員会委員：石田明
日本輸血・細胞治療学会細胞治療委員会委員：石田明
日本輸血・細胞治療学会サイタフェレーシス小委員会委員：石田明
日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部理事：石田 明
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日本血液学会評議員：松田 晃、脇本直樹、中村裕一、麻生範雄、塚崎邦弘
MDS Center of Excellence (MDS Foundation)施設責任医師： 前田智也
特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：三谷絹子）研究協力者：松田 晃
特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前

方視症例登録：セン

トラルレビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田 晃
特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラルレビ
ュー」検鏡担当施設・検鏡担当者：前田智也
日本癌治療学会 G-CSF 適正使用ガイドライン改訂システマティックレビューチーム委員：前田智也
日本臨床腫瘍学会協議員： 塚崎邦弘
日本リンパ網内系学会評議員、COI 委員会副委員長：塚崎邦弘
日本癌学会評議員：塚崎邦弘
日本 HTLV-1 学会理事、財務委員会委員長、総務委員会委員、診療委員会委員：塚崎邦弘
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）リンパ腫グループ

プロトコール検討委員会メンバー、JCOG0907 研究代表者、

JCOG1111C 研究事務局、施設研究責任者：塚崎邦弘
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）リンパ腫グループ

施設コーディネーター：高橋直樹

日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン作成委員；麻生範雄、塚崎邦弘
特発性造血障害に関する調査研究 骨髄異形成症候群診療の参照ガイド作成のためのワーキンググループ：松田晃
特発性造血障害に関する調査研究

赤芽球癆診療の参照ガイド作成のためのワーキンググループ：松田晃

成人白血病治療共同研究支援機構 (JALSG) 検体保存・付随研究委員会：麻生範雄、前田智也
JALSG 施設正会員：前田智也、連絡員：石川真穂
JALSG 理事：麻生範雄
日本血液学会プログラム企画委員：塚崎邦弘
日本血液学会関東甲信越地方会幹事：松田晃、塚崎邦弘、麻生範雄
公益財団法人日本骨髄移植推進財団 調整医師：高橋直樹、川井信孝
公益社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構 共用試験医学系臨床実習前 OSCE 認定評価者：松田晃、石田明、塚
崎邦弘、前田智也、岡村大輔
公益社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構 共用試験医学系診療参加型臨床実習後(post-CC) OSCE 外部評価者：
前田智也、岡村大輔
日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG) 小児ランゲルハンス細胞組織球(LCH)に対するリスク別臨床研究
LCH-12 効果安全性評価委員会

委員：高橋直樹

埼玉県立高等看護学院 非常勤講師：前田智也
日本造血細胞移植学会移植認定施設診療科責任医師：前田智也
東京骨髄病理研究会世話人：松田 晃、前田智也
埼玉合同輸血療法委員会世話人：石田

明

全国がん患者団体連合会 がん教育外部講師：前田智也
６．業績
6-1． 論文・学会発表・著書
① Ebihara Y, Kobayashi K, Watanabe N, Taji Y, Maeda T, Takahashi N, Ishida A, Asou N, Ikebuchi K. False-positive
blood culture results in patients with hematologic malignancies. J Infect Chemother. 2019 Apr; 25:404-406.
doi: 10.1016/j.jiac.2018.12.010.
②

Kubota S, Tokunaga K, Umezu T, Yokomizo-Nakano T, Sun Y, Oshima M, Tan KT, Yang H, Kanai A, Iwanaga E, Asou
N, Maeda T, Nakagata N, Iwama A, Ohyashiki K, Osato M, Sashida G. Lineage-specific RUNX2 super-enhancer
activates MYC and promotes the development of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. Nat Commun. 2019
Apr 10;10(1):1653. doi: 10.1038/s41467-019-09710-z.

③

Toyoda K, Tsukasaki K, Machida R, Kadota T, Fukushima T, Ishitsuka K, Maruyama D, Nagai H. Possibility of
a risk-adapted treatment strategy for untreated aggressive adult T-cell leukaemia-lymphoma (ATL) based on
the ATL prognostic index: a supplementary analysis of the JCOG9801. Br J Haematol. 2019 Aug, 186(3):440-447,
doi: 10.1111/bjh.15950.
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④

Yamazaki H, Ohta K, Iida H, Imada K, Obara N, Tokumine Y, Tomiyama Y, Usuki K, Imajo K, Miyamura K, Sasaki
O, Fanghong Z, Hattori T, Tajima T, Matsuda A, Nakao S. Hematologic recovery induced by eltrombopag in Japanese
patients with aplastic anemia refractory or intolerant to immunosuppressive therapy. Int J Hematol. 2019
Aug;110(2):187-196. doi: 10.1007/s12185-019-02683-1.

⑤

Satoh T, Arai E, Kayano H, Sakaguchi H, Takahashi N, Tsukasaki K, Yasuda M. Pulmonary intravascular large
B-cell lymphoma accompanying synchronous primary pulmonary adenocarcinoma and benign interstitial lesions.
J Clin Exp Hematop. 2019 Sep 30, 59(3):140-144. doi: 10.3960/jslrt.19012.

⑥

Akuzawa Y, Tsukasaki K, Saeki T, Okamura D, Ishikawa M, Maeda T, Kohri M, Takahashi N, Matsuda A, Kawai N, Asou
N. A case series of adult T-cell leukemia-lymphoma, associated with human T-cell leukemia virus type-1, at
a single center in a non-viral-endemic metropolitan area. J Clin Exp Hematop. 2019;59(3):108-111. doi:
10.3960/jslrt.19001.

⑦

Yamagishi M, Hori M, Fujikawa D, Ohsugi T, Honma D, Adachi N, Katano H, Hishima T, Kobayashi S, Nakano K,
Nakashima M, Iwanaga M, Utsunomiya A, Tanaka Y, Okada S, Tsukasaki K, Tobinai K, Araki K, Watanabe T, Uchimaru
K. Targeting Excessive EZH1 and EZH2 Activities for Abnormal Histone Methylation and Transcription Network
in Malignant Lymphomas. Cell Rep. 2019 Nov 19,29(8):2321-2337.e7. doi: 10.1016/j.celrep.2019.10.083.

⑧

Kawabata H, Usuki K, Shindo-Ueda M, Kanda J, Tohyama K, Matsuda A, Araseki K, Hata T, Suzuki T, Kayano H,
Shimbo K, Chiba S, Ishikawa T, Arima N, Nohgawa M, Miyazaki Y, Kurokawa M, Arai S, Mitani K, Takaori-Kondo
A; Japanese National Research Group on Idiopathic Bone Marrow Failure Syndromes. Serum ferritin levels at
diagnosis predict prognosis in patients with low blast count myelodysplastic syndromes. Int J Hematol. 2019
Nov;110(5):533-542. doi: 10.1007/s12185-019-02710-1.

⑨

Ishikawa M, Iriyama N, Tokuhira M, Takaku T, Sato E, Sugimoto KJ, Nakazato T, Fujita H, Kimura Y, Fujioka
I, Komatsu N, Asou N, Kizaki M, Hatta Y, Kawaguchi T. Potential role for second-generation tyrosine kinase
inhibitors in patients with chronic myeloid leukemia harboring additional clonal chromosome abnormalities:
A retrospective CML Cooperative Study Group analysis. Oncol Rep. 2019 Dec;42(6):2836-2843. doi:
10.3892/or.2019.7339.

⑩

Ishikawa Y, Kawashima N, Atsuta Y, Sugiura I, Sawa M, Dobashi N, Yokoyama H, Doki N, Tomita A, Kiguchi T,
Koh S, Kanamori H, Iriyama N, Kohno A, Moriuchi Y, Asada N, Hirano D, Togitani K, Sakura T, Hagihara M, Tomikawa
T, Yokoyama Y, Asou N, Ohtake S, Matsumura I, Miyazaki Y, Naoe T, Kiyoi H. Prospective evaluation of prognostic
impact of KIT mutations on acute myeloid leukemia with RUNX1-RUNX1T1 and CBFB-MYH11. Blood Adv. 2020 Jan
14;4(1):66-75. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000709.
【総数：論文 14 件、学会発表 27 件、講演 0 件】

6-2．獲得研究費
AMED、革新的がん医療実用化研究事業「急性骨髄性白血病における PDX モデルで意義づけられた分子層別化システム
の確立と臨床的実効性と有用性の検証」
、研究代表者：清井仁、研究分担者：麻生範雄
② AMED、革新的がん医療実用化研究事業「AYA 世代における急性リンパ性白血病の生物学的特性と小児型治療法に関す
る研究」、研究代表者：早川文彦、研究分担者：麻生範雄
③ AMED 難治性疾患等実用化研究事業「次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治療に関する
研究」研究代表者：廣川 誠 研究分担者：松田 晃
④ 厚労科研費、レギュラトリーサイエンス政策研究事業「地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究」研究
代表者：田中朝志、分担研究者：石田 明
⑤ AMED「臨床試験と全国患者実態把握による indolent ATL に対する標準治療の開発研究」研究班の主任研究者：塚崎邦
弘
⑥ 国立がん研究センター開発費「成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究（JCOG）
」班（大江班）の分担研
究者：塚崎邦弘
⑦ AMED、革新的がん医療実用化研究事業「高齢者急性骨髄性白血病の化学療法が可能な症例に対して若年成人標準化学
①

療法の近似用量を用いる第Ⅱ相臨床試験: JALSG-GML219 試験：
（研究代表者：山内高広）
」研究分担者：前田智也
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
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①

6-5． 学会、研究会、セミナー等の開催実績
「特発性造血障害に関する調査研究」平成 30 年度第一回検鏡会 2020 年 2 月 1 日東京：松田晃

７．自己点検・評価
7-1.今年度の点検・評価結果
教育では、
当科の教育活動実績登録システムの登録ポイントは、
前年度の 836.60 から 728.97 とやや下がっていたが、
講義に対する学生の評価は比較的保たれていた。実習に関しては、5 年生の BSL では 1 グル－プにつき 1 週間、1 月からの
4 年生の CC Step 1 では 2 週間、それぞれ血液学を担当した。5 年 CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）
。6 年 CC
では 1 回 4 週間を 1 回担当した（1 名）。そこでは、臨床推論のトレーニングを主眼とし、今まで学んだ血液学の知識を整
理し、さらに深めることを目的として実習が行なわれた。それまでの BSL に代わって新たに始まった CC Step 1 では実習
時間が 2 週間と倍増したことから、大学病院の血液内科とも前もってその内容変更を検討し、2 科での時間配分はこれま
で同様とし、それぞれの科での実習内容に工夫することとした。当科で学生は、2 週間ごとに 3 名の患者を受け持つこと
とし昨年度までの 2 名の 1.5 倍数の患者から各患者当たりより時間をかけて診療実習を行うとともに、新たに入院患者カ
ンファランスへの参加、ガイドライン抄読会（英文論文を分担して紹介）などを設けた。このような変更点を除いては、
総じてこれまで同様の実習ができたと思われる。ただし今年度 2 月以降は COVID-19 のため実習が打ち切られたためその評
価はできない。研修医の指導に関しては、研究期間は 1 ないし 2 か月と短かったが、研修医から高い評価を得た。
骨髄不全症の研究面では、松田が再生不良性貧血および骨髄異形成症候群のセントラルレビュ－の責任者を務め、特発
性造血障害の班研究で重要な役割を果たしてきた。その成果は、骨髄異形成症候群の診断基準の作成の一助となり、その
成果は論文化された（IJH誌）
。前年度に引き続き今年度もセントラルレビュ－の成果は論文として公表された（IJH誌）。
2019年度は、3つの再生不良性貧血の国内臨床試験の委員として活動した。再生不良性貧血に対する新たな薬剤の開発にも
取り組み、トロンボポエチン受容体作動薬の適応承認を得た。その成果は論文化され（IJH誌）
、さらなる論文化も準備中
である。 白血病症例の多くはJALSGの治療プロトコールへ登録し、多施設共同研究による新規治療法の開発へ貢献してい
る。全国の200を超えるJALSG施設の中で、臨床試験の施設登録数、症例登録数ともに上位施設となっている。また、CML-CSG
は、多数例のデータベースを構築して、種々の臨床的課題に関する後方視的解析を積極的に行なっている。近年では高齢
者の増加に伴い、高齢者の白血病に対する治療の開発は社会的にも大きな課題と考えられる。治験に積極的に症例登録を
行うことにより、新規治療法の開発に貢献した。
悪性リンパ腫の治療研究については、2018年度から正式参加施設となったJCOG₋LSGによる多施設共同試験に適格患者
を積極的に登録している。また、複数の新薬の治験に参加しその大多数に登録している。進行中の多施設共同の観察研究
についても、当科で適格患者がいれば積極的に参加している。塚崎はがん研究開発費大江班によるJCOG-LSGのコアメン
バーとして、ATLを含むリンパ系腫瘍の臨床研究を進めている。
7-2.次年度の改善計画
講義の主体をなす 3 年生の血液ユニットの講義では、大学病院そして総合医療センターの血液内科と連携しながら、最
近改訂された朝倉内科学、そして国家試験での血液学の内容にしっかり沿って、より分かりやすくプレゼンするように継
続的に工夫する。臨床実習の主旨を生かすためには、知識だけでなく、体験の機会を十分に与えることが重要なので、2020
年度中途から実習が再開されれば、さらに CC Step 1 と CC のあり方に工夫を加えていく予定である。研修医の指導に関し
ては、指導医の負担が大きいので、指導医の数を増やし、負担の分散をはかりたい。学会等の教育・研修に関する企画に
も引き続き積極的に協力したい。
骨髄異形成症候群については、松田、前田は骨髄異形成症候群の診断のためのAI作成の研究を開始し、2020年に論文化を
予定している。松田は、赤芽球癆に関しては、Japan PRCA collaborative study groupのメンバーとして活動し、研究は
継続されている。白血病の診療、研究については、今後も白血病症例の病態解析と最先端医療の提供により、少しでもそ
の予後の改善に結びつく成果を出していきたい。悪性リンパ腫の診療、研究についても、今後も継続中の研究に登録した
患者の試験治療・追跡を続行し、新たな適格患者が出れば積極的に登録するとともに、新たな診断、治療研究を進めてい
きたい。白血病および悪性リンパ腫の紹介患者数は増加の一途にあるが、地域の医療施設からの要望にまだ十分に対応は
できているとはいえない。今後も、造血器腫瘍に対する治験や臨床研究に積極的に取り組み、患者へ最先端医療を提供す
るとともに、より良い治療法の開発へ貢献する努力を継続したい。さらに、早期診断治療や在宅医療を目指して地域医療
との連携の構築が最大の課題である。また、引き続き人的資源の確保に努めたい。

0724

3．6）神経内科・脳卒中内科
１．構成員
高尾 昌樹（TAKAO, Masaki）：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）：脳卒中の臨床、臨床
神経学、神経病理学：博士
棚橋 紀夫（TANAHASHI，Norio）
：特任教授：専務理事：指導教員（大学院）
：脳卒中の診療，脳微小循環：博士
髙橋 愼一 (TAKAHASHI, Shinichi)：教授：指導教員 (大学院)：脳卒中の診療、臨床神経学、トランスレーショナルリ
サーチ：博士
林 健（HAYASHI, Takeshi）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）
：脳卒中の診療、臨床神経学：博士
佐々木 貴浩（SASAKI，Takahiro）
：准教授：指導教員（大学院）
：脳卒中の診療、臨床神経学：博士
加藤 裕司（KATO，Yuji）
：准教授：病棟医長：指導教員（大学院）
：脳卒中の診療、臨床神経学：博士
：脳卒中の診療、臨床神経学：博士
出口 一郎（DEGUCHI，Ichiro）：准教授：外来医長：指導教員（大学院）
大平 雅之 OHIRA, Masayuki）
：講師：大学院教員（大学院）
：脳卒中の臨床、臨床神経学、臨床神経生理学：博士
長田 高志 (OSADA, Takashi)：講師：大学院教員（大学院）
：脳卒中の臨床、臨床神経学、運動障害疾患の臨床：博士
木村 浩晃 (KIMURA, Hiroaki)：講師：研修医長：指導教員（大学院）
：脳卒中の臨床、臨床神経学：博士
丸山 元（MARUYAMA, Hajime）
：講師：大学院教員（大学院）
：脳卒中の診療、臨床神経学：博士
水野 諭児（MIZUNO, Satoko）
：助教：脳卒中の診療、臨床神経学
新井 徳子（ARAI, Noriko）
：助教：脳卒中の診療、臨床神経学

２．教育
2-1．目的･目標
｢卒前教育｣、｢卒後教育｣、｢大学院教育｣とも共通で、脳卒中をはじめとする神経救急疾患の専門的・多角的・効率的な
診療経験を積むことが出来る体制を整える。また、教室員は、各種専門医資格および学位を最短年限で取得することを目
指す。
2-2．教育内容（担当者）
｢卒前教育｣：4 年生の講義では、神経疾患について詳細に解説し深い理解を求めている。5 年生の BSL では、総回診をし
ながら、患者へ接する態度、問診の取り方、神経学的所見の取り方、画像診断などについて詳細に指導している。6 年生
に対しては、国家試験に向けて知識の整理を行っている。
｢卒後教育｣：週 1 回（月曜夕方）の脳卒中センター全入院患者の症例プレゼンテーション、週 3 回（月・水・金曜の朝）
の新入院カンファレンス、週１回（火曜日の昼）の症例検討会、スタッフレクチャー、抄読会を通じて、研修医および教
室員の神経疾患への理解を深めている。
｢大学院教育｣：積極的に大学院生の受け入れを行っている。基礎もしくは臨床研究の指導を行い、成果を国際雑誌に発
表し、最短年限の学位取得を目指している。
2-3．達成度
｢卒前教育｣、｢卒後教育｣、｢大学院教育｣とも共通で、病棟・外来では神経疾患の患者を研修医とともに診療し、診断や
治療の考え方を直接指導できた。とくに、厚生労働省の指定した経験目標および到達目標（下記）を、大学病院の神経内
科と協力することでほとんどの研修医に修得させることができた。
経験目標
1）頭痛、2）めまい、3）失神、4）けいれん発作、5）視力障害、視野狭窄、6）聴覚障害、7）四肢のしびれ、8）排尿
障害、9）意識障害、10）脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）、11）認知症、12）脳・脊髄外傷（頭部
外傷、急性硬膜外・硬膜下出血）
、13）変性疾患、14）脳炎・髄膜炎
到達目標
1）神経学的診察ができ、記載できる。
2）髄液検査の適応や検査結果の評価を行うことができる。
3）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）の適応の判断や検査結果の評価を行うことができる。
4）穿刺法（腰椎）を合併症なく実施できる。
2-4．自己評価と次年度計画
｢卒前教育｣、｢卒後教育｣、｢大学院教育｣とも共通で、脳血管障害を中心に重要事項についてはベッドサイドのみでなく、
カンファレンスを行い、最新の知見を共有し、理解を深めることができた。教室員においては、日本神経学会専門医およ
び脳卒中学会専門医の合格者を輩出できた。このような傾向を次年度以降も継続していきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
教室員全員が、研究に携わり新しい知見を世の中に発信することを目標とした。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) 脳血管障害の臨床・神経病理学的研究

0725

2) 神経変性疾患、プリオン病、高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究
3-3．研究内容と達成度
1) 脳血管障害の臨床的研究：急性期脳血管障害の予後規定因子の検討、超急性期脳梗塞における rt-PA 静注療法の治療
効果に関する検討、心原性脳塞栓症と新規抗凝固薬内服についての検討、抗血小板薬の血小板凝集能についての検討など
を行っている。多施設共同研究も積極的に行っている。
2) 神経変性疾患、プリオン病、高齢者神経疾患における臨床・神経病理学的研究を行っている。
いずれのグループも国内外の学会で研究成果を発表した。学術雑誌に投稿した複数の論文が受理・掲載された。
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも精力的に国内外で学会発表を行った。投稿した論文が publish された。

４．診療
当科の診療実績は、TIA、 脳梗塞といった虚血性脳卒中が年間 500 例以上を占める。虚血性脳卒中の症例数については、
全国屈指の数で、昼夜を問わず搬送される急患に対して、教室員が協力し合い、安全かつ質の高い医療を提供している。
診療実績をさらに積み上げ、地域医療で信頼される脳卒中センターを目指している。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
内閣府食品安全委員会プリオン専門調査会委員（高尾）
厚生労働省 医師国家試験委員（髙橋）
埼玉県保健医療部医療人材課 埼玉県総合医局機構専任医師（林）
埼玉県保健医療部医療人材課 キャリアコーディネーター（林）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員：
臨床神経学（高尾）
、Neuropathology（高尾）
、Brain and Nerve (高尾)、Neurology and Clinical Neuroscience（高尾、
髙橋）
、Journal of Atherosclerosis and Thrombosis（髙橋）
、脳循環代謝（髙橋、林）
、Journal of Stroke Cerebrovascular
Diseases（髙橋、林）
査読委員：
臨床神経学（髙橋）
、脳卒中（髙橋）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
群馬県警察本部 司法警察員講習講師（高尾）
、社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系 OSCE 実施小委員会
外部評価者認定専門部会（髙橋） 、社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系 OSCE 事後評価解析小委員会 課
題改訂専門部会 神経ステーション（髙橋）
、日本学術振興会 特別研究員等審査会委員（髙橋）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Deguchi I, Osada T, Takao M. Prescription status of oral anticoagulants in patients with acute cerebral
infarction with non-valvular atrial fibrillation at the time of stroke onset. J Cardiol. 2020 Mar; 75: 544-548,
2020.
② Deguchi I, Osada T, Kimura H, Hayashi T, Takahashi S, Takao M. Clinical outcomes of mechanical thrombectomy
following intravenous administration of recombinant tissue-type plasminogen activator for basilar artery
occlusion. Clin Neurol Neurosurg. 2020 Mar 19; 194: 105796.
③ Deguchi I, Osada T, Kimura H, Saito N, Arai E, Kohyama S, Takao M. A case of acute cerebral infarction
associated with an accessory middle cerebral artery in a patient who underwent thrombectomy. Acute Med Surg. 2019
Sep 27; 7(1): e459.
④ Kato Y, Hayashi T, Suzuki K, Kikkawa Y, Kurita H, Takao M. Resumption of direct oral anticoagulants in
patients with acute spontaneous intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Oct; 28(10): 104292.
⑤ Kato Y, Hayashi T, Arai N, Tanahashi N, Takahashi K, Takao M. Spontaneous intracranial hypotension
associated with postural tachycardia syndrome. Intern Med. 2019 Sep; 58(17): 2569-2571.
⑥ Kato Y, Hayashi T, Kato R, Takao M. Migraine-like headache after transseptal puncture for catheter ablation:
A case report and review of the literature. Intern Med. 2019 Aug; 58(16): 2393-2395.
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⑦ Kato Y, Nagamine Y, Hayashi T, Takao M. The authors' reply to "A bone marrow biopsy is mandatory for a
diagnosis of essential thrombocythemia". Intern Med. 2019 Apr; 58(8): 1195.
⑧ Ohira M, Takao M: Nationwide Epidemiological Survey of Superficial Hemosiderosis in Japan. J Neurol Sci
2019 Sep 15;404:106-111.
⑨ Okano H, Yasuda D, Fujimori K, Morimoto S, Takahashi S: Ropinirole, a new ALS drug candidate developed
using iPSCs. Trends Pharmacol Sci. 2020 Feb;41(2):99-109.
⑩ Takahashi S, Morimoto S, Fukushima K, Nakahara J, Okano H: Ropinirole Hydrochloride for ALS. Brain Nerve.
2019 Nov;71(11):1279-1288.
【総数：英文論文 14、邦文論文 12、書籍 1、国際学会発表 3、国内学会発表 13、講演 3、メディア発表 1】
6-2．獲得研究費
①2017（平成 29）年度～2019（平成 31）年度 厚生労働省 難治性疾患性等政策研究事業 プリオン病及び遅発性ウイ
ルス感染症に関する調査研究（代表：山田 正仁）
（分担：高尾)
②2017（平成 29）年度～2019（平成 31）年度 厚生労働省
する調査研究（代表：水澤 英洋）
（分担：高尾)

難治性疾患性等政策研究事業 運動失調症の医療基盤に関

③2016（平成 28）年度～ 2021（平成 33 年度） 新学術領域研究（研究領域提案型）『学術研究支援基盤形成』
ート・生体試料支援プラットフォーム（代表：今井浩三）
（分担：髙尾）

コホ

④2018（平成 30）年度～2020（令和 2）年度．国立研究開発法人日本医療研究開発機構 難治性疾患等実用化研究事業 難
治性疾患実用化研究事業診療に直結するエビデンス創出研究 プリオン病の早期診断基準の作成を目指した新たなエビデ
ンス創出とその検証に用いる遺伝性プリオン病未発症例の臨床調査と画像・生体材料の収集（代表：佐藤克也）
（分担：髙
尾）
⑤2018（平成 30）年度～2020（令和 2）年度．文部科学省 科学研究費助成事業 基盤研究（Ｃ）プリオンによる Aβ・
タウ・α シヌクレイン・TDP43 の脳内沈着誘発の可能性の検討（代表：高尾昌樹）
⑥2019（平成 31）年度～2021（令和 3）年度．文部科学省 科学研究費助成事業 基盤研究（Ｃ）炎症性ミクログリアに
より誘導される神経保護的アストロサイトを用いた脳梗塞治療（代表：髙橋愼一）
⑦2018（平成 30）年度～2020（令和 2）年度．AMED 難治性疾患実用化研究事業 希少難治性疾患に対する画期的な医薬
品医療機器等の実用化に関する研究（医師主導治験）iPS 細胞創薬に基づいた新規筋萎縮性側索硬化症（ALS）治療薬であ
るロピニロール塩酸塩の実用化第 1/2a 相試験（研究代表者 岡野栄之）
（分担：髙橋）
⑧2018（平成 30）年度～2020（令和 2）年度．AMED 難治性疾患実用化研究事業 医薬品の条件付き早期承認制度の利用
を前提とした, 希少難治性疾患領域の治療薬における有効性の代替エンドポイントとなるバイオマーカー開発研究（ステ
ップ０）疾患特異的 iPS 細胞創薬に基づいた筋萎縮性側索硬化症（ALS）治験における薬剤応答性評価技術の開発（研究代
表者 岡野栄之）
（分担：髙橋）
⑨2017（平成 29）年度～2019（平成 31）年度．文部科学省 科学研究費助成事業 基盤研究（Ｃ）Drug repositioning
による新規脳梗塞治療法の開発（代表：安部貴人）
（分担：髙橋）
⑩2019 日高プロジェクト「パーキンソン病患者におけるサルコペニアと栄養・食事との関連」
（長田高志）
⑪2019 日高プロジェクト「医療裁判事例における法律上の説明義務とインフォームド・コンセントの相関」
（大平雅之）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
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７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても概ね目標は達成された。教育面では、研修医に対して教授が直接的に指導し、カ
ンファレンスやレクチャーを通じて、病巣診断、病態の考え方を中心に脳血管障害について理解を深めさせるよう努力し
た。中堅クラスの指導医が充足しつつあり、研修医への指導に十分な指導時間をとることができた。研究面では，学会活
動や論文投稿を通じて、国内のみならず、世界に新しい知見を発信する下地ができつつあり、次年度以降さらなる飛躍が
期待される。診療面では，限られたベッドを最大限有効に使うことで、虚血性脳卒中の入院患者数が年間約 500 例を数え、
国内最大級の症例数である。
7－2．次年度の改善計画
教育、研究、診療のいずれの面においても、国内屈指の脳卒中センターを目指している。さらに高齢化に伴い、多くの
合併症をかかえる症例に対応するため、総合内科としての診療、広く神経疾患に対応できる体制の構築を目指し、引き続
き魅力ある教室作りを心掛けたい。
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3．7）腎臓内科
1. 構成員
岡田浩一（OkADA, Hirokazu）：教授：統合責任者：代表指導教員（大学院）：腎臓病学・透析療法・高血圧： 医学博士
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）
：准教授：運営責任者・診療部長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）
：腎臓病学・透析療法：
医学博士
杉山圭 (SUGIYAMA, Kei):助教：腎臓病学・透析療法： 医学博士
(以下、大学腎臓内科と兼担)
井上勉、友利浩司、小野淳、天野博明、近藤立雄、田村郁恵、深谷大地、川崎大記、萩原龍太 横田順奈、樽澤太一
非常勤医師）高根裕史、末吉慶多、小島恵理子
岡田教授を大学病院腎臓内科との統合責任者、渡辺准教授を腎臓内科・血液浄化部部長とし、以下兼任医師も含め 24 時間常に専門的
な血液浄化療法を施行出来る体制を整えている。

2．教育
2-1．目的・目標
大学病院腎臓内科と連携して質の高い臨床腎臓病学の教育を目指している。医師卒前教育では主に急性腎障害を担当し、基礎的内容
から最新の知見までを分かり易く伝えることを目標としている。医師卒後教育として、日本内科学会総合内科専門医及び日本腎臓学会
腎臓専門医・日本透析医学会透析専門医資格取得を最初の目標とし、最終的に腎臓病学・透析療法学の指導的立場となることを目指し
ている。大学院教育では臨床研究の手法を身につけ、医学博士号取得と共にその後研究活動を続けていくための基盤を作ることを目標
としている。
2-2．教育内容（担当者：渡辺）
医療センターであること、すべての構成員が大学病院腎臓内科と兼担であることから、4 年生までの卒前教育に関しては主に大学病院
で行っている。臨床実習が導入される 5 年生以降では、定期的なクルズス（少人数講義）
、臨床講義、試験問題作成、クリニカルクラー
クシップ、交換留学生の受け入れ等、専門分野を生かして卒前教育の重要な一翼を担っている。大学を挙げて取り組んでいる夏期プロ
グラムにおいても、医学部生に限らず保健医療学部生、大学院生にも臨床現場を体験して頂ける様に広く門戸を開き、実際に見学を希
望する学生は多い。
また卒後教育に関しては、現在、急性血液浄化療法の施行件数は大学病院を大きく上回っており、腎臓内科医の介入が必要な緊急疾
患である急性腎障害、電解質・酸塩基平衡異常や、急性血液浄化療法に関する分野の教育を担っている。他科と併診中の症例に関して
各研修医・担当医と discussion する中で、実践的な教育を実行している。また、構成員が積極的に専門医資格を取得するだけでなく、
急性血液浄化療法に関する教育を希望する医師・臨床工学士を広く受け入れる準備がある。大学院教育では、
「実臨床に役立つ臨床研究」
のデザイン法、効率的なデータ収集、周囲に理解されやすい研究発表の手法など、research-mind を持った社会に役立つ医師の育成を目
指している。
2-3．達成度
卒前、卒後、大学院教育ともに 90％以上の達成率はあるものと考えられる。卒前教育では、実症例の呈示など、より実践に近い教材
を取り入れており、年々改善が図られている．卒後教育として、専門医資格の習得や、医師の指導に関しては大学病院腎臓内科と内容
が共通する部分が多い。臨床工学技士の教育に関しては、慢性疾患を主体とする大学病院とは異なる当院血液浄化部の特徴を最大限に
活用し、日本でもトップクラスの急性血液浄化件数を武器に、実践的な教育を実施している。他施設で指導的立場となる人材を輩出し
ている。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：前述のごとく毎年改善を図っている。これまでのように大学に出向いて講義を行うだけではなく、腎臓内科の実習一環とし
て「維持血液透析を大学病院で、急性血液浄化を国際医療センターで」実習することで、広く血液浄化療法の分野を理解して頂くだけ
ではなく、双方の医療機関の有機的なつながりを体験して貰っている。今後も積極的に学生・留学生を受け入れて行きたい。
卒後教育：多くの診療科の担当スタッフと有機的な連携をとることができる「総合内科専門医・腎臓内科専門医・透析専門医」の育成
を目指して、構成員自らそのあるべき姿を模索中である。
大学院教育：臨床研究での英文論文掲載、学位取得を継続的に行っていく

0729

3．研究
3-1．目的・目標
当院当科の主な診療対象であり、豊富な症例数を有する、急性腎障害、慢性腎臓病の心血管系合併症、Onco-nephrology などの領域に
おける質の高い臨床研究を継続し、知見を発信していくことが目標である。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
急性血液浄化療法に関する研究が、当腎臓内科・血液浄化部の主要課題であることはいうまでもないが、維持血液透析や他の腎疾患
に関わる臨床研究にも寄与している。血液型不適合生体腎移植時のアフェレーシス治療や、透析患者の心血管手術後の予後調査、急性
腎障害発症後の長期予後調査、心腎連関と急性腎障害、Onco-nephrology（透析患者のがん治療、抗がん治療に伴う腎障害など）などの
臨床研究も行っている。
3-3．研究内容と達成度
研究内容に関しては学会・研究会での演目に代表される。持続透析に関連する研究発表は、国内最大規模の症例数に裏打ちされてい
るため、非常に信頼度の高いデータとして、他院のみならずメーカー側からも注目を集めている。心臓血管外科術後に持続的腎代替療
法を要した急性腎障害の予後研究に関しては、英文誌掲載を得ている。達成度は 90％以上と自負している。
3-4．自己評価と次年度計画
小規模の体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる。大学腎臓内科とは互いに綿密な協力体制をとっている。心腎
連関と急性腎障害、Onco-nephrology についての学会発表、論文作成を進めていく。

4．診療
国際医療センター腎臓内科・血液浄化部では周術期急性腎障害と、入院中の透析患者の維持透析、Consultation Nephrology が主たる
業務と成っている。持続的血液濾過透析の延べ施行回数は年間 1000-1500 件、症例数は 150-200 件、その他、血漿交換やエンドトキシ
ン吸着などのアフェレーシス施行回数が延べ 50-100 件である。同時に入院中の慢性腎不全患者に対する間歇的・通常透析も専用の透析
室（最大同時透析施行件数 5 件）提供している。

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員等
AMED 医薬品等規制緩和・評価研究事業 腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガイドライン
腎領域における慢性疾患に関する臨床評価ガイドラインの策定に関する研究班（渡辺）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
Editorial board: American Society of Nephrology 等
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1. 論文・学会発表

①

終末期血液透析患者の呼吸困難に対するオキシコドンの有効性と安全性 7 症例の検討(原著論文) 粟屋 牧子、加藤 修一、狩野

②

Predictors of long-term prognosis in acute kidney injury survivors who require continuous renal replacement therapy after

契、渡辺 裕輔 、岡田 浩一、鋤柄 稔 日本透析医学会雑誌 日本透析医学会雑誌 2019 52(6):343-348
cardiovascular surgery. Sueyoshi K, Watanabe Y, Inoue T, Ohno , Nakajima H, Okada H. PLoS One. 2019 Jan 31;14(1):e0211429
③

【感染症の発熱とその治療-患者背景からの診断・治療のコツ】一般外来・通院患者における感染症の発熱と治療 透析患者 渡
辺裕輔 感染と抗菌薬 2020 23(1):16-20

④

【がん治療薬の副作用と支持療法】Onco-nephrology と腎毒性対策

⑤

【がんの分子標的薬、免疫療法薬の知っておきたい副作用】【合併症】腎臓合併症 渡辺裕輔 岡田浩一 日本医師会雑誌 2020
148(10):1959-1963
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渡辺裕輔 岡田浩一 腫瘍内科 2020 25(3):294-301

⑥

【イチから学ぶ CKD・AKI と臨床検査】押さえておきたい CKD・AKI の病態 AKI(急性腎障害) 渡辺裕輔 岡田浩一 Medical
Technology 2019 47(8):762-765

⑦

総合診療内科 診療マニュアル Part 6 腎不全と急性血液浄化：【急性期透析管理】 渡辺裕輔 2019 377-382

⑧

Long-term prognosis of acute kidney injury required continuous renal replacement therapy after cardiovascular surgery:
ISN-Nexsus 2019

⑨

渡辺裕輔 学会発表

子宮体癌を合併し重粒子線治療を行った腹膜透析患者の一例 渡辺裕輔・杉山圭・岡田浩一 第 25 回日本腹膜透析医学会 2019
年 11 月 学会発表

⑩

当院で経験した劇症型連鎖球菌感染症による急性腎障害5症例の検討 渡辺裕輔 杉山圭 高平修二 根本学 岡田浩一 2019年
10 月 学会発表

【総数：論文 2 件、学会発表 20 件、講演 3 件】
6-2．獲得研究費
Baxter(株)奨学研究費

6-3. 受賞
（該当無し）

6-4. 特許・実用新案
（該当無し）

6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉透析医学会、埼玉県内科専門医会

7．自己点検、評価
7-1.今年度の点検・評価結果
卒前教育では、急性腎障害や onco-nephrology などの consultation nephrology に加え、急性血液浄化療法の多様性と可能性を印象
深く学んで頂く事に成功している。卒後教育では、具体的目標として各種専門医資格の取得を掲げることで生涯教育にも積極的に取り
組んでいる。大学院教育では、豊富な臨床データを基にした臨床研究による論文作成・学位取得を進めている。研究面では臨床研究に
よるアウトプットとして、論文発表・学会発表を継続的に行っている。診療面で国際医療センター各診療科からの Consultation・併診
要請には十分に応えていると自己評価している。

7-2.次年度の改善計画
当院での豊富な症例数を背景に、教育・診療・研究全てにおいて、昨年以上に積極的なアウトプットが可能であると考えている。教
育では、実症例を用いた教育教材・教育方法の改善を行う。診療では、最先端の知見を基にした診療レベルの更なる向上を図り、Quality
Indicator(QI)を用いて質の評価を客観的に行う。研究では、論文数・発表数の増加などが具体的な改善計画になる。
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3．8）腫瘍内科（原発不明・稀少がん科）
１．構成員
畝川 芳彦 (SEGAWA, Yoshihiko)：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：教育主任：
代表指導教員（大学院）
：腫瘍内科学：博士
米盛 勧
(YONEMORI, Kan)：非常勤講師：腫瘍内科学：博士
渡邊 清高 (WATANABE, Kiyotaka)：非常勤講師：腫瘍内科学：博士

２．教育
2-1．目的・目標
薬物療法および緩和医療を中心としたがん医療について学習し、専攻した診療科に関わらず、がん患者に適切な医療を提供できる人材
を養成することを目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
2 年生 医師業務見学実習 1 名
3 年生 診療総論：がん・緩和医療
4 年生 腫瘍総論：オリエンテーション・薬物療法 1 (畝川)
腫瘍総論：がん医療における医療倫理
腫瘍各論：希少がん
「卒後教育」
初期研修医
「Cancer Precision Medicine」

(畝川)
(畝川)
(渡邊)
(米盛)
(畝川)

2-3．達成度
2019 年度においては臨床腫瘍学に関わる講義の大幅な刷新と整備を行った。卒前臨床実習や卒後教育については診療科としての十分
な役割を担えていない。
2-4．自己評価と次年度計画
臨床腫瘍学に関わる腫瘍ユニットの講義については、国際医療センター包括的がんセンターを構成する 11 診療科の連携協力を得るこ
とができ大幅な刷新と整備が行われた。しかしながら、卒前臨床実習や卒後教育については診療科としての十分な役割を担えていない。
今後の目標としては、一人でも多くの初期研修医にローテート診療科として選択していただけるよう研修内容の充実を図り、延いては後
期研修医の興味を引き付けるような教育研修指導を実施していきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
各種がんに対する臨床研究（治験や臨床試験等）を積極的に推進し、より有用性の高い新規治療を開発する。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
① 非特定営利活動法人 日本がん臨床試験推進機構（Japan Clinical Cancer Research Organization: JACCRO）
② 非特定営利活動法人 西日本がん研究機構（West Japan Oncology Group: WJOG）
3-3．研究内容と達成度
① 未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治療効果の意義を問う第Ⅱ相試験
② 分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究
③ 「原発不明癌に対する Nivolumab (ONO-4538）の有効性を検討する第Ⅱ相試験（医師主導型治験）
」における附随研究
原発不明がんや希少がんを含む各がん種に対する臨床試験を推進することにより、より有用性の高い新規治療を開発していくことが
本診療科の使命であり、上記試験への症例登録を積極的に進めている。
3-4．自己評価と次年度計画
標準的治療のない原発不明がんや希少がんに対する臨床研究（医師主導型治験や臨床試験等）を積極的に推進し、より有用性の高い
新規治療を開発していくことが、本診療科の最大のテーマである。臨床試験としては、現在のところ日本がん臨床試験推進機構（JACCRO）
や西日本がん研究機構（WJOG）の研究に参加しているが、がんゲノム医療の導入・整備や構成員の充実を図り、当該がん種に対する研究
を更に推進していく。

４．診療
原発不明がんや希少がんに対する薬物療法を中心に据えつつ、その他の固形がんの薬物療法においても、他診療科との連携を図りつつ
臓器横断的な診療を実践している。各がん種に対する標準的な治療の実施を基本とし、治験や臨床試験を推進することにより、より有用
性の高い新規治療を開発していく。また、地域に根差したがん薬物療法専門医を養成すると共に、実臨床に導入されたがんゲノム医療を
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推進していく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
さいたま地方裁判所 さいたま医事関係事件鑑定人候補者
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本臨床腫瘍学会「新臨床腫瘍学改定第５版」編集委員会委員
Japanese Journal of Clinical Oncology (Reviewer)
第 17 回日本臨床腫瘍学会学術集会（査読委員）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本臨床腫瘍学会 協議員・教育企画部会委員
６．業績
6-1. 論文・学会発表・著書
① J. Tanizaki, H. Hayashi, H. Minami, M. Arai, S. Takahashi, Y. Segawa, Y. Ozaki, H. Ueda, K. Ariyoshi, Y. Iwamoto,
K. Yonemori, Y. Kidera, K. Fukuoka, K. Nishi, K. Nakagawa. A phase II study on the efficacy of nivolumab in Japanese
patients with cancer of unknown primary (CUP) (NivoCUP). 第 17 回日本臨床腫瘍学会学術集会. 京都市. 2019 年 7 月.
② W. Ichikawa, Y. Sunakawa, K. Hagiwara, M. Tsuda, A. Takagane, H. Yasui, H. Satake, T. Denda, Y. Segawa, H. Tanioka,
M. Kotake, M. Kochi, T. Watanabe, M. Nakamura, A. Tsuji, T. Satoshi, Y. Negoro, K. Tobimatsu , M. Takeuchi, M. Fujii.
Update on the phase II trial of cetuximab in combination with S–1 and oxaliplatin (SOX) for metastatic colorectal cancer
(mCRC): JACCRO CC-06. 第 17 回日本臨床腫瘍学会学術集会. 京都市. 2019 年 7 月.
【総数：論文 0 件、学会発表 2 件、講演：0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
臨床腫瘍学に関わる腫瘍ユニットの講義については大幅な刷新と整備が行われた。しかしながら、卒前臨床実習や卒後教育については
診療科としての十分な役割を担えていない。研究や診療面では原発不明がんや希少がんを対象とした臨床研究や治験を推進し、その成果
が得られつつある。
7-2. 次年度の改善計画
診療科として教育、研究および診療の充実を図るため構成員の補充を進めていく。がん診療に関わる卒前および卒後教育の充実は国際
医療センター包括的がんセンター全体の課題として対応していく。原発不明がんや希少がんに対する薬物療法を中心に据えつつ、その他
の固形がんの薬物療法においても、他診療科との連携を図りつつ臓器横断的な診療を実践していくことを目標とする。各がん種に対する
標準的な治療の実施を基本とし、治験や臨床試験を推進することにより、より有用性の高い新規治療を開発していく。がんゲノム医療の
導入・整備を推進し、地域に根差したがん薬物療法専門医を養成していく。
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3．9）感染症科・感染制御科
１．構成員
光武耕太郎（MITSUTAKE，Kotaro）
：教授：診療部長：教育主任：研究主任：感染症、感染制御：博士

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」 市中感染症および医療関連感染症について基本的な病態を理解する。またその診断と治療について、必
須の知識を習得する。医療関連感染については、当院が JCI（Joint Commission International）認証施設であることよ
り、患者安全の視点も踏まえてその重要性と意義を理解し、標準予防策や感染経路別予防策について基本的知識を習得す
る。
「卒後教育」 市中感染症および医療関連感染症の診断に至る知識の習得と、適正使用をふまえた抗菌薬治療が行える。
併せて医療関連感染について、リスク評価に基づいた感染対策を立案することができ、人防護具の適切な使用方法、感染
管理について必要な知識の習得と実践できることを目標とする。
2-2．教育内容（担当者）光武
「卒前教育」
1）感染症総論・各論 感染症の診断と治療
2）感染制御学 医療関連感染（対策）の基本事項
【4 年生】総論、各論
【6 年生】内科総論
【BSL】感染症の考え方と鑑別、疾患
【保健医療学部】医療関連感染（院内感染）対策、性感染症・輸入感染症・人畜共通感染症
「卒後教育」

感染対策の基本的考え方と実践

抗菌薬の使い方・適正使用（Antimicrobial stewardship）について
2-3．達成度
試験結果等から判断して、知識の習得度は目標レベルに達していると判断される。
2-4．自己評価と次年度計画
スタッフは 1 人で、
講義および BSL を担当しているが、
学生からの評価を含めて必要レベルは行えていると考える。
今後も埼玉医科大学感染症科・総合医療センターと分担して教育を担当していく。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床感染症センターとして、耐性菌を含む病原微生物に関する基礎的・臨床的研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
１） 感染性心内膜炎の臨床的検討
２） 難治性 MRSA 感染症治療に関する抗菌薬併用療法
３） その他 臨床感染症センターとして複数の基礎的検討（含む COVID-19）
3-3．研究内容と達成度
１） 感染性心内膜炎の臨床に関して、MRSA 例の後ろ向き他施設研究を行っている（コロナウイルス感染により一時
中断していたが、再開）
。
２） 難治性 MRSA 感染症治療、とくに併用療法に関して後ろ向きに調査中。
３） 臨床感染症センターとして複数が論文化された。
3-4．自己評価と次年度計画
年度末はコロナウイルス感染への対応が中心となり、研究も一時中断していたが、今年度はコロナウイルス感染症の
発生状況をみながら、診療・教育・研究を行うことになる。

４．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
各診療科における感染症の診断・治療に関するコンサルテーションを行っている。とくに ICT に専従薬剤師が配
置され、抗菌薬適正使用、AMR（薬剤耐性）に関して、協働して適正使用を推進している。また感染対策室の室員
として病院全体における感染対策を担当し、ICT と連携し病院横断的な活動を行う。新型コロナウイルス感染症に
おいては、重点医療機関として各診療科と協力して診療にあたっている。さらに、地域の病院との連携カンファラ
ンスを行い、地域のレベルアップに協力している。
4-2．診療実績データ
入院ベッドや感染症外来は受け持っておらずコンサルトのみである。
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4-3．診療内容、治療成績
各診療科における各種感染症の診断・治療に連携してあたっている。
コンサルトおよび介入症例は年間約 900 例。
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
新型コロナウイルス感染症においては、重点医療機関として埼玉医科大学病院と協力して診療にあたる。とくにがんや
心臓病の基礎疾患を有する患者への対応は当施設の担当領域となる。
4-7．上記 4-1～4-6 の要約（大学年報用）

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議委員
COVMAT（コロナウイルス感染症診療支援チーム）メンバー
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Journal of Infection and Chemotherapy(associate editor)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Imai K, et al. Rapid and Accurate Species Identification of Mitis Group Streptococci Using the MinION Nanopore
Sequencer. Front Cell Infect Microbiol. 2020 30:11.
②小山 幸枝,他．莢膜血清型 7C による侵襲性肺炎球菌感染症を発症した 1 例。感染症学雑誌 93 巻 6 号 763-767, 2019
③Nakatani S. et al. JCS 2017 Guideline on Prevention and Treatment of Infective Endocarditis.
Circ J. 2019
25:1767-1809.
④Sakai J, et al. An identification protocol for ESBL-producing Gram-negative bacteria bloodstream infections
using a MinION nanopore sequencer. Journal of Medical Microbiology 2019 68:1219-1226.
⑤第 35 回 日本環境感染学会総会・学術集会 一般・口演 CLABSI 低減対策 鴨下 文貴、他。
⑥第 66 回 日本化学療法学会東日本支部総会、一般・口演 血管カテーテル培養におけるカンジダ属検出の意義 唐
牛春香、他。
⑦第 66 回 日本化学療法学会東日本支部総会、一般・口演 カンジダ血症とサイトメガロウイルスによる消化管病変
を合併した一例。清水敦子、他。
⑧第 8 回日本感染管理ネットワーク学会 内視鏡における 「洗浄・消毒済みラベル」の導入 鴨下 文貴、他。
⑨第 68 回日本医学検査学会 Streptococcus pyogenes による感染性腹部大動脈瘤の 1 症例 渡辺 典之、他。
⑩第 67 回日本化学療法学会総会 異常行動を呈し、多臓器不全に陥った Lemierre 症候群の一例。 唐牛春香、他。
【総数：論文 6 件、学会発表 8 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
相変わらず 1 人科であり科の業務遂行量は限られている。
第４四半期は新型コロナ肺炎対応で多忙となったが、
診療支援、教育、臨床感染症センターの活動も問題なく行えた。
7－2．次年度の改善計画
新型コロナウイルス感染症の再拡大に備えて、対応病棟の整備、各診療科の BCP や病院全体のミッション遂行に支障が
ないよう病院内外とのスムーズな連携を図る。
ＡＳＴ活動は引き続き継続する。またＪＣＩの 2 回目の更新の準備を行う。

0735

3．10）総合診療・地域医療科
１．構成員
古屋 大典 （FURUYA，Daisuke）
：教授：診療部長：代表指導教員（大学院）
：研究主任：総合診療：博士
林 健
（HAYASHI, Takeshi）
：教授：教育副主任：総合診療：博士
坂本 博文 （SAKAMOTO, Hirofumi）:助教：副診療部長：研究副主任：総合診療
齋木 実
（SAIKI, Minoru）
：客員准教授：総合診療：博士
内田 望
（UCHIDA, Nozomu）：非常勤講師：総合診療

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
救急や在宅医療における総合診療科の役割を理解させる。なぜ、いま地域医療が必要なのか、わが国の医療・福祉・介
護がかかえる問題点から考えさせる。とくに、埼玉県地域枠奨学金受給学生に対して、総合診療や地域医療の現状と課題
を討論させる。こうすることで、将来的に埼玉県西部地区の地域医療を担う人材を育成したい。
卒後教育
日本専門医機構や日本内科学会が定義する、総合診療専門医あるいは総合診療内科医として必要な知識と経験を持ち、
患者から信頼される医療を提供できることを目標とする。
大学院教育
わが国の終末期医療がかかえる問題点を、自験例を通して抽出し分析することで、それらを深く理解し地域医や多職種
と連携して改善策を導きだす。
2-2．教育内容（担当者：古屋大典，林健、齋木実、内田実）
卒前教育
齋木実客員准教授から、訪問診療実習を通して在宅医療の実際を指導する。学生は終末期医療における患者や家族への
メンタルサポートを学び、あるいは麻薬の使用方法などを具体的に示されることによって、在宅でのきめ細かい緩和医療
を経験することになる。内田実非常勤講師から地域枠奨学生 1 年生に対して、「遠隔地の訪問診療」の臨床講義を行う。
卒後教育
初期研修医とともに、地域のクリニックから緊急で紹介されるケースや、当センター内の診療科から依頼されるさまざ
まな内科的コンサルテーションに迅速対応する。必要に応じてさらに他の専門科へ連絡し診察を依頼する。これにより、
研修医には地域医、総合診療医および専門医という、それぞれ立場の異なる指導医から患者の診かたを学ぶ機会が与えら
れる。
大学院教育（担当者：古屋）
終末期の生き方死に方に肉薄する研究、終末期看取りにおける在宅現場の「こころ」問題、在宅または終末期医療にお
ける鎮静の現状と課題、高齢者や施設入所者におけるビタミン欠乏について、担癌患者に対する総合的アプローチなど。
2-3．達成度
卒前教育
訪問診療の実習はコマ数が少ないためか、なかなか麻薬や鎮静薬の使い方まで理解は得られなかった。しかし、医療と
介護の限界、あるいはメンタルサポートなどの面では、なまの現場をみることができたので満足度は高かったようだ。奨
学生への講義はとても興味深い内容で好評であった。ただし、卒業後の詳細（例えば返済免除の条件など）をしっかり理
解できている学生は多くなかった。
卒後教育
近年では医学の専門が細分化され、以前に比べると守備範囲は狭くてもより高い専門性が求められるようになった。当
センターも世界水準の医療を提供しているため、やはり研修医の多くは最先端医療に興味をもっているようだ。しかし、
いま医師不足の時代だからこそ、総合的な臨床力を身につける必要があると当科では考えている。これを初期研修医が理
解するにはやや難しく、さらに数年の経験が必要のようだ。
大学院教育
該当なし。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育では、齋木客員准教授の医学部 6 年生に対するアドバンストクリニカルクラークシップ同行訪問診療実習が高
く評価された。ちょうど、埼玉県初となる緊急往診車両（ホスピスカー）の運用も 2019 年 4 月から始まり興味深かったよ
うだ。林教授は当センター内の診療科から様々な内科的・神経内科的な診察依頼を引き受け、迅速かつ丁寧に対応した。
その際、同科を研修している学生や初期研修医に対して熱心に指導した。残念ながら、大学院生は希望が無かったが、次
年度はさらに魅力的な研究テーマを考え 1 人でも良いので指導したい。

３．研究
3-1．目的・目標
ビタミンＢ１は糖代謝に必須の補酵素であるが、生体内で合成できないため、体外からの摂取に依存している。しかし、
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ビタミンＢ１の体内蓄積量は約１８日分と十分でなく、食欲低下などによる食事摂取量の低下が続くと、欠乏を生じやす
い。ビタミンＢ１欠乏により生じる疾患はウェルニッケ脳症である。治療はビタミンＢ１の経静脈的投与であり、早期発
見であれば合併症を残さずに回復可能である。しかし、治療が遅れると重篤な後遺症を残し（コルサコフ症候群）
、死亡率
は 20％近いと報告されている。近年、ビタミン欠乏が原因となったせん妄など、多くの症例が報告されているが、一般人
口におけるビタミン欠乏の割合やその背景については明らかにされていない。本研究は、横断的な疫学研究であり、これ
まで明らかにされていなかった一般人口におけるビタミンＢ１欠乏の割合とその背景、及びビタミンＢ１欠乏に関与する
因子を明らかにする研究である。目標症例を 500 例として静脈血採血と問診（アンケート）による横断的研究を行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
一地方都市におけるビタミンＢ１欠乏の割合とその要因に関する横断研究：Ogano Study
小鹿野町立中央病院

総合診療科

内田望（院）

埼玉医科大学国際医療センター総合診療・地域医療科
精神腫瘍科

大西秀樹、石田真弓

支持医療科

高橋孝郎

中央検査部

海老原康博

古屋大典

3-3．研究内容と達成度
小鹿野町健康まつり開催日に、健康ふれあいフェスティバルへの来場者に対し、研究参加者を募集する。説明、同意取
得後にアンケート（項目は後述）の記入と採血を実施、対象者に研究 ID を付与し研究登録を行う。
3-4．自己評価と次年度計画
まだ、症例数が不十分であり、結果についてはもう少し数を増やさないと何とも言えないだろう。参加同意は特に問題
なく文書で取得できた。ここでは、対象が歩いて病院祭りに来られる一般成人なので、今後はたとえば老人ホームなどの
施設入所者ではどうなのか気になるところではあるので、さらに広げたい。

４．診療
地域医師会からの緊急を要する紹介患者を直ちに受け入れた。当センター内の診療科から依頼される、あらゆる内科的
コンサルテーションや社会的問題に対応した。プレミアムドック 2 名を入院させた。予約外来では電話連絡から 3 日以内
に診療した。内容としては原因不明のるいそう、体液貯留、腹部腫瘤などが多かった。来年度は、退院前の患者が地域医
へ紹介される場合に、ケアが継続されるよう連携支援したい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①齋木実，中元秀友,小林威仁,廣岡伸隆,飯田慎一郎,都築義和：コラム「在宅看取り」臨床現場で使える総合診療内科マ
ニュアル．p446, 東京医学社, 2019 年
②齋木実：発熱「ここを確認！老年症候群の非薬物アプローチと薬物療法」.月刊薬事 61(15)：2807～2811, 2019
③齋木実：在宅での看取り（パネリスト）
．第 27 回日本乳癌学会学術総会・日本がんサポーティブケア学会，合同パネル
ディスカッション，2019 年 7 月 11 日
④内田望：「わが町で取り組む地域包括ケアシステム構築の課題と展望」．地域医療
議会，2019
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56 （4）：6-17， 国保診療施設協

⑤内田望：病院で終活やっちゃいました第 3 弾～出張入棺体験報告～．第 59 回全国国保地域医療学会，2019 年 10 月 4 日
【総数：論文 3 件、学会発表 2 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし。
6-3．受賞
該当なし。
6-4．特許、実用新案
該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし。

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育では、同行訪問診療実習や埼玉県地域枠奨学金受給学生への講義は好評であった。理由としては、訪問診療や地域
医療に興味を持つ学生が多いためと推測される。大学院の実績はなかった。研究はビタミン欠乏の研究に留まっており、
これ以外に前向きな研究はなかった。予約外来の紹介患者は 22 名と少なかった。
7－2．次年度の改善計画
大学院生に魅力あふれる研究テーマを考案し、1 名でも希望者を獲得したい。原著や症例報告が皆無に等しいので、で
きれば地域の在宅医とアイデアを出し合って、何らかの結果を残したい。患者増員をはかる。退院支援を強化する。
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3．11）消化器外科
１．構成員
山口茂樹（YAMAGUCHI,Shigeki):教授：運営責任者：診療部長：教育員研究員専門医：代表指導教員(大学院)：消化器外
科(下部消化管)：博士
小山 勇（KOYAMA,Isamu):教授：教育員研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(肝胆膵)・臓器移植：博士
櫻本信一（SAKURAMOTO,Shinichi):教授：診療部長：教育主任：研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(上部消化
管):博士
岡本光順（OKAMOTO,Kojun):教授：診療部長：教育員研究員専門医：医長：指導教員(大学院)：消化器外科(肝胆膵)：博
士
佐藤 弘（SATO,Hiroshi):教授：教育員研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(上部消化管):博士
合川公康（AIKAWA,Masayasu):准教授：研究主任：病棟医長：教育員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(肝胆膵)：
博士
平能康充（HIRANO,Yasumitsu）:准教授：外来医長：教育員研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(下部消化管)：
博士
石井利昌（ISHII,Toshimasa):講師：病棟医長：教育員研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(下部消化管)：博
士
椙田浩文（SUGITA,Hirofumi）:講師：外来医長：教育副主任：研究員専門医：教員(大学院)：消化器外科(上部消化管)：
博士
宮脇 豊（MIYAWAKI,Yuataka):講師：病棟医長：教育員研究員専門医：指導教員(大学院)：消化器外科(上部消化管)：博
士
岡田克也（OKADA,Katsuya):助教：外来医長：副研究主任：教育員専門医：消化器外科(肝胆膵)
渡邉幸博（WATANABE,Yukihiro):助教：教育員研究員専門医：消化器外科(肝胆膵)
近藤宏佳（KONDO,Hiroka):助教：教育員研究員専門医：消化器外科(下部消化管)
藤原直人（FUJIWARA,Naoto）:助教：教育員研究員専門医：消化器外科(上部消化管)：博士
原 聖佳（HARA,Kiyoka):助教：教育員研究員専門医：消化器外科(下部消化管)
高瀬健一郎（TAKASE,Kenichiro）:助教：教育員研究員専門医：消化器外科(肝胆膵)：博士
大矢周一郎（OYA, Shuichiro）
：助教：教育員研究員専門医:消化器外科(上部消化管)
渡邉健次（WATANABE,Kenji）:助教：教育員研究員専門医:消化器外科(上部消化管)
伊藤 直（ITOU,Sunao）:助教：教育員研究員専門医:消化器外科(上部消化管)
王 利明（WANG,Liming）:助教：教育員研究員専門医:消化器外科(下部消化管)：博士
小原 尚（OBARA,Nao）:助教：教育員研究員医員:消化器外科(下部消化管)
青山純也（AOYAMA, Junya）
：助教：教育員研究員専門医:消化器外科(上部消化管)
淺利昌大（ASARI, Masahiro）
：助教：教育員研究員専門医:消化器外科(下部消化管)
伊藤美郷（ITO, Misato）
：助教：教育員研究員医員:消化器外科
加藤琢也（KATO,Takuya):助教（大学院生）
：教育員研究員専門医:消化器外科
ﾀﾝ･ｴﾝｼﾞｳ･ﾎﾟｰﾘｵﾝ（TAN Enjiu Pauleon）: 臨床研修外国医師:消化器外科(下部消化管)
鈴木麻未（SUZUKI,Asami):大学院生：消化器外科
田代 浄（TASHIRO,Jo):非常勤講師:博士
ステファノ ジダーロ（Stefano Gidaro）:客員教授
ディートマー ステファン（Dietmar Stephan):客員教授
秋元尚枝（AKIMOTO,Naoe):研究補助員：博士

２．教育
2-1．目的･目標
消化器外科の年間手術件数は約 1,300 例を超え、がん専門機関として多数の症例を経験することができる。卒前教育
では基礎的な知識を修得させ疾患の多様性を認識できる医師になること、卒後教育では、消化器外科領域における幅広
い知識と専門性の高い治療法を修得させ、日本の消化器外科をリードする優れた臨床医を育成することが目標である。
大学院教育では、消化器外科に関する新たな知見を模索する研究を通じて、外科学の発展に寄与できる基礎をつくり、
さらに将来の指導者としての資質向上をめざしている。
2-2．教育内容（担当者）
当包括的がんセンター消化器病センターでは、内科と外科の垣根がなく連携して臨床を行っていることが他施設と比
べ大きな特徴である。これにより消化器癌の診断および治療は、外科学、内科学の両面から学ぶことができる。消化器
外科では、上部消化管，下部消化管、肝胆膵の臓器別専門チームに分かれ、診療部長を中心にそれぞれ５名ほどのスタ
ッフにより実臨床が行われている。また、スタッフの指導の下、専攻医および専門医取得前後のフェローが教育を受け
ている。当科ではそれぞれの専門学会の専門医、日本内視鏡外科学会の技術認定医、日本肝胆膵外科学会の高度技能指
導医・専門医などの修得をめざす医師への教育に特に力を入れている。
卒前教育では、食道外科を佐藤教授、胃外科を櫻本教授、大腸外科を山口教授、肝胆膵外科を岡本教授が担当してい
る。5 年生のベッドサイド実習およびクリニカルクラークシップは助教を含めた全員で学生の教育・指導を行っている。
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卒後教育においては、臨床フェロー制度により外部から原則 2 年間、臓器別にその専門分野で修練を希望する外科医を
受け入れている。大学院教育では、研究のデザイン、研究の方法、結果の導き方などを教授し、データの科学的分析法
とともに論文作成を指導している。
2-3．達成度
卒前教育では、医学部 3､4 年生に各講師が講義を行っており、いずれも平均以上の授業評価を受けた。ベッドサイド
教育では学生 1 人につき 1 週間実習を行ったが、上部消化管、下部消化管、肝胆膵の手術をまんべんなく実習できるよ
う配慮した。各領域の代表的な疾患については画像の読影法から診断に至るまでをクルズスにより習得させ、学生の理
解が得られた。
卒後教育では、研修医に対しての教育は大学病院と連携して行い、総論的な外科学の基礎は主に大学病院で行われた。
当院では、食道癌、胃癌、大腸・直腸癌、肝臓癌、胆道癌、膵臓癌などの数多くの症例を経験するなかで、縫合や周術
期管理などの基礎的な知識や技術を教育し習得させた。また日本外科学会専門医育成に必要な手術経験を積むことがで
きた。専攻医では外科学会専門医取得、臨床フェローの内視鏡外科学会技術認定取得を達成し、高度技能医修得に向け
ては継続的な教育ができた。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育では各講師が学生に分かりやすい講義を行い、平均以上の評価が得られた。ベッドサイド教育では消化器外
科領域、特に悪性疾患の診断と治療、周術期管理について各医師が教育し学生の理解が得られた。医師国家試験を念頭
に消化器外科領域の代表的疾患の診断・治療を臨床実習・クルズスを通して学習させ、国家試験合格率を上げるよう、
既出問題を精査し教育に反映させていきたい。
卒後教育では、当科を選択した研修医が 1 名と少なかった。これは当科が悪性腫瘍の診療に特化しているため研修医・
専攻医には選択されにくいものと思われる。このような状況の中で、当科で研修した医師に対しては熱心に教育できた
と思われ、将来的には当科を選択する可能性がうかがえた。
2019 年度の臨床フェローは上部消化管外科が 3 名、下部消化管外科が 3 名の計 6 名であった。スタッフから十分な教
育を受け多数の手術を経験することにより、定型的な手術を安全に執刀できるようになった。また、難関である内視鏡
外科学会技術認定医合格者も輩出した。全国的に外科医不足であるが、次年度も引き続き多数の症例を確保し、臨床フ
ェローに魅力的な教育システムを構築させていきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
当センターにおける外科研究は，外科治療の進歩に貢献できる結果を出すことが目標であり、外科臨床の問題点を解
決するための研究テーマを重点に研究を行っている。教員棟 7 階には各種組織学的検査、細菌学的検査、PCR などの遺
伝子情報検査が可能な設備があり、秋元尚枝（博士）がさまざまなグループの研究サポートを行っている。また、毛呂
山の第 3 実験棟には大動物の手術室があり、通常の臨床に近い麻酔と手術がブタを用いて施行可能である。さらに、国
際医療センターの教育研究棟に大動物のウエットラボが竣工され、ブタを用いた研修医向けの内視鏡外科トレーニング
プログラムを行った。今後は、内視鏡外科トレーニングプログラムや初期外科系医師に対する手術導入トレーニングプ
ログラム、センハンスロボットシステムの研修プログラムなどを実施予定である。
臨床研究では、各グループがさまざまな多施設共同スタディに参加し治療の妥当性有効性を検証している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
大学病院の動物実験室を利用しながら、教員棟の研究室で臨床の合間をみて研究を行った。
山口班：結腸・直腸癌に対する腹腔鏡下手術の安全な施行に関する研究（腹腔鏡下大腸切除研究会）
、右側結腸癌のリン
パ節転移、分類に関する検討（大腸癌研究会プロジェクト研究）
、化学療法に関する他施設共同研究（がん集学的
治療財団）、大腸癌の手術および化学療法に関する研究やアスピリンによる再発予防に関する研究、ほか（JCOG
臨床試験）、大腸癌術後短期・長期成績に関する多国比較に関する研究（IC3 trial）、直腸癌術後肛門機能に関
する研究
櫻本班：JCOG 胃癌グループの臨床試験では高度リンパ節転移を有する HER2 陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab 併用化学療法の意義に関するランダム化第 II 相試験(JCOG 1301)、病理学的 Stage II/III で
“vulnerable”な 80 歳以上の高齢者胃癌に対する開始量を減量した S-1 術後補助化学療法に関するランダム化比
較第 III 相試験(JCOG 1507)、局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証す
ることを目的としたランダム化比較第 III 相試験(JCOG 1509)に参加し症例登録を行っている。また、当院の胃癌
データベースを用いて、腹腔鏡下手術と開腹術の術後成績の比較、各ステージの治療成績の検討、高齢者胃癌の
特徴など幅広く臨床研究を推進している。
合川班：生体吸収性材料を用いた組織再生療法（グンゼと共同実験）
、大動物を用いた実験栄養学（協和発酵と共同実験）
、
ナノテクノロジーを応用した新規ステントの開発（立命館大学と共同研究）
、臨床検体を用いたがん抗原の探索を
主なテーマとして行っている。
佐藤班：JCOG 関連では（JCOG1409） 臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する胸腔鏡下手術と開胸手術のラン
ダム化比較第 III 相試験、
（JCOG1314） 切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-FU）療法と bDCF
（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダム化第 III 相比較試験、
（JCOG1510）切 除 不 能 局 所 進 行 胸 部 食 道
扁 平 上 皮 癌 に 対 す る 根 治 的 化 学 放 射 線 療 法 と 導 入 Docetaxel+CDDP+5-FU 療 法 後 の Conversion Surgery
を 比 較 す る ラ ン ダ ム 化 第 III 相 試 験 に参加した．治験として、食道癌患者を対象とした術後補助療法として
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の S-588410 第 3 相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験、フルオロピリミジン系薬剤及びプラチナ
系薬剤を含む併用療法に不応又は不耐の食道がんに対する多施設共同無作為化比較試験に参加し、登録は終了し
経過観察中である．食道がん患者を対象としたニボルマブを用いた試験は、現在準備中である。AMED の外来がん
リハビリテーションプログラムの開発に関する研究（分担研究）の食道癌の外来リハビリテーションは当院が基
盤施設となり、現在登録中である。
3-3．研究内容と達成度
山口班：腹腔鏡下大腸切除研究会では新たなテーマが毎年掲げられ、直腸癌術後性機能に関する研究や内視鏡外科技術
認定の安全性への貢献度に関する研究がスタートした。企画段階から参加した自動縫合器や直腸癌の病理学的検
索に関する前向き試験に関しては一部の登録が完了、解析がはじまった。がん集学的治療財団および JCOG のグル
ープに臨床試験には継続参加しており、一部の試験では結果について演題が採用された（大腸癌肝転移術後の補
助化学療法の必要性、ASCO2020）
。
櫻本班： 臨床試験・臨床研究を積極的に行った。胃癌に対する腹腔鏡下手術の短期成績および長期成績、噴門側胃切除
術の再建法、食道胃接合部癌に対する適正な切除範囲決定と再建法の開発、進行胃癌に対する腹腔鏡下手術の適
応拡大、高度進行胃癌に対する術前補助化学療法と conversion surgery の成績などについて、学会発表・講演を
積極的に行った。ESD 後の追加切除に関する論文は Gastric Cancer 2020 Mar16 に掲載された。また、JCOG 胃が
んグループの臨床試験に積極的に症例登録を行った。
合川班：臨床研究では、多施設共同研究である「腹腔鏡下肝切除における安全性の検討」は 2019 年度で登録最終年度と
なり、現在解析中である。また、当院オリジナルの臨床研究として、腹腔鏡下肝切除における ERAS の効果等、後
ろ向き試験を含めると多数の臨床研究を行い、成果を発表してきた。基礎研究では、大静脈、肝外胆管、食道、
胃、大腸、膀胱再生に関する実験において、研究結果を国内外に報告した。大学院の加藤先生を中心に、創傷治
癒促進栄養素の消化管吻合部創傷治癒促進効果について論文作成中である（平成 28 年科学研究費獲得）
。立命館
大学とバイオミメティクス構造を応用した防汚効果を持つ生体内チューブを開発中であり、本研究にて平成 31
年度の科学研究費を獲得し研究を進めている。産学協同研究も進めており、日本ピストンリング（株）と
atraumatic なトロッカー針（BLAKE ドレーンの金属部分）を共同開発中である。埼玉医科大学ゲノム医学研究セ
ンターとの共同研究も進めており、大学院生の大嶋先生を中心に、
「肝胆膵がんにおけるがん精巣抗原の探索と臨
床的意義」というテーマについてゲノムセンター奥田研究室と共同研究を開始予定である。
佐藤班：臨床試験・研究を積極的に施行している。食道癌の再建に関する研究、食道癌に対する胸腔鏡手術に関する研
究、食道癌に対する根治的化学放射線療法後の救済手術に関する研究、周術期管理のプログラムに関する研究・
栄養管理の研究を中心に学会発表・講演を積極的に行った。JCOG 試験のほか、各臨床研究や臨床治験に積極的に
登録を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
上部消化管
食道癌に対する胸腔鏡下食道切除を積極的に実施し、術後入院期間の短縮および肺炎のリスクの軽減に寄与した。食
道癌術後の外来リハビリテーションの介入研究を開始し、保険収載を目指した重要な第１歩となると考えられる。当科
は事務局を担当している。H28 年度より JCOG 食道癌グループの登録施設となり、前向きの多施設共同研究に参加してい
る。
胃癌領域も同様に全国規模で実施されている臨床試験に積極的に参加した。また、当科で行った胃癌切除例のデータ
ベースを構築し臨床研究を積極的に行ってきた。来年度も、引き続き臨床試験には積極的に参加し、自験例を対象とし
た臨床研究を推進する方針である。
下部消化管
多施設臨床試験が多く、結果判明や論文掲載までには時間を要している。直腸癌術肛門機能検査の研究は進行中、大
腸癌術後効率的フォローアップ、CT 画像を利用した右結腸血管分岐に関する研究については解析が完了し論文作成に取
りかかっている。大腸癌取扱い規約の改定に影響する研究として右側結腸癌中枢リンパ節転移のプロトコールが固まり、
責任施設の当院にデータ収集が再試された。
肝胆膵外科
日本肝胆膵外科学会高度技能修練施設として肝胆膵癌の外科的治療と肝胆膵外科医養成に取り組んでいる。これまで
3 名の高度技能専門医を排出することができた。今後も難治性癌の外科的治療に取り組み、あきらめない治療、安全確
実な手術を念頭に診療にあたりたい。また治療成績向上を目指して術前化学治療の導入のエビデンスを構築し、新たな
治療方針を発信していきたい。

４．診療
消化器系臓器の悪性疾患および悪性類似疾患について、埼玉県全県や近県を対象に「手術」を中心にした診療を行っ
ている。特に，Center of Excellence として、低侵襲手術、腹腔鏡下手術を積極的に取り入れ、手術の安全性の上に患
者のＱＯＬを重視してきた。また高難度な手術や合併症をもつハイリスク症例を積極的に受け入れ、こうした症例にも
安全な外科治療を心がけている。さらにセンハンス・デジタルラパロスコピーシステムによる新しい手術も各チームで
開始された。
上部消化管
2019 年度の全身麻酔下の食道癌・胃癌手術症例は 359 例。胃癌手術は 274 例で胃癌切除は 216 例（腹腔鏡が 142 例、
開腹が 74 例）
であった。
胃 GIST に対する手術は 18 例で、
腹腔鏡下手術 17 例（内視鏡腹腔鏡合同手術 LECS が 2 例、Senhance
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支援下手術 2 例）
、開腹 1 例、その他 23 例であった。胃癌切除例は 2018 年が 203 例で全国 6 位であった（手術数でわ
かるいい病院 2020 朝日新聞出版）
。食道手術件数は 85 例。食道癌切除は 67 例胸腔鏡下切除が 59 例、サルベージ手術
が 7 例、食道バイパス手術が 4 例、その他 4 例であった。今年度は胃癌、胃 GIST に対して我が国初のセンハンスロボッ
ト支援下手術を開始した。胃癌、食道癌ともガイドラインに沿った診療を行っており、消化器内視鏡科、消化器腫瘍科、
放射線腫瘍科とともにチーム医療を展開した。また、大規模臨床試験（JCOG 胃癌グループ・食道癌グループ）にも積極
的に症例を登録した。実臨床においては切除不能高度進行癌に対する化学療法の奏功により、R0 手術が増加した。さら
に高度な手術手技を修得させる教育施設としての役割、臨床研究などによる最先端の研究施設としての役割を達成でき
るよう体制強化に努め、臨床・研究・教育をバランスよく実施したい。
下部消化管
2019 年全手術症例は 806 例。結腸癌切除 274 例、直腸癌切除 213 例。結腸癌切除のうち開腹が 21 例、腹腔鏡が 253
例、直腸癌切除は開腹 7 例、腹腔鏡 204 例で、大腸癌切除総数は 487 例と過去最高の症例数だった。厚労省発表の 2018
年度 DPC データによると、症例数、平均在院日数は結腸悪性腫瘍切除で 248 例（全国第 3 位）11.7 日（全国第 8 位）
、
直腸肛門悪性腫瘍切除で 154 例（全国第 4 位）13.1 日（全国第 11 位）であり、多くの症例で低侵襲性を生かし合併症
も少なく管理できた。さらに全体のレベルアップを図り日本内視鏡外科学会技術認定所得医の増加に努めたい。
肝胆膵外科
全手術症例は 267 例。全手術症例は 267 例。肝臓癌根治切除は 117 例で、肝細胞癌 65 例、肝内胆管癌 12 例、転移性
肝癌 39 例、その他 1 例。
胆道癌根治切除は 35 例。乳頭部を含む胆菅癌は 28 例。胆嚢癌 7 例。膵癌切除 34 例。術式別では肝切除術 123 例、膵切
除術 73 例であった。
上部消化管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科、の 3 診療科ともに全国有数の手術数を誇る施設を維持している。特
に消化管の腹腔鏡手術の増加は際立っており、腹腔鏡手術率も全国有数である。また腹腔鏡下肝切除の症例数も増加し
てきた。今後も全体のレベルアップを図り、合格率 25%前後と一段ときびしくなった日本内視鏡外科学会技術認定取得
医のさらなる増加に努めていく。肝胆膵外科は中堅以上の全員が高度技能医を取得し、今後は若手も取得を目指す。消
化器癌手術の成績向上のために術前術後の全身化学療法の重要性が高まっており、消化器腫瘍科と連携を強めて成績向
上に尽くす。現状消化器腫瘍科の人員不足が続いているので補充されるまでは消化器外科が補う必要性は続く。安全確
保のために十分な人員の補充を図りつつ、患者満足度の高い診療を行っていく。また消化器外科で研修する若い外科医
やフェローの専門医資格取得に向けた技術的指導や、他施設や諸外国からの研修を希望する医師を受けいれて教育病院
としての使命を果たしたい。さらに関連科と協力して臨床試験に加わり、あらたなエビデンス構築にも貢献していく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
埼玉県がん検診委員として山口が大腸がんを担当し、がんの早期発見に努めた。また埼玉県がん対策推進協議会、が
ん患者の就労等部会には部会長として参加、企画に当たった。
小山：埼玉地方裁判所専門委員（2012 年 5 月より）
、埼玉県総合医局機構委員
岡本：埼玉県難病指定医（2014 年 11 月より）
（2015 年１
、さいたま医事関係事件鑑定人候補者（さいたま地方裁判所）
月より）
合川：埼玉県肝がん集団検診医会担当理事（平成 28 年 4 月より）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本外科系連合学会雑誌編集アドバイザー（小山）
、日本消化器外科学会雑誌編集委員（山口）
、International Cancer
Conference Journal 編集委員（山口）
、World Journal of Surgery 査読委員（小山）
、Journal of the Anus, Rectum and
Colon 編集委員（山口）、日本ヘルニア学会誌顧問（小山）、J.Hepato-biliary-pancreatic science 査読委員（小山）、
Surgery Today 査読委員（山口）
、Surgical Endoscopy 査読委員（山口）
、Annals of Gastroenterological Surgery 査
読委員（山口）
、Asian Journal of Endoscopic Surgery 査読委員（山口）
、World Journal of Surgical Oncology 査読
委員（山口）
、Journal of the Pancreas 査読委員（岡本）
、Journal of Huazhong University of Science and Technology
査読委員（岡本）、World Journal of Clinical Oncology 編集委員（岡本）、埼玉県医学会雑誌編集委員（小山）、日本
移植学会査読委員（小山）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
①理事
埼玉県外科医会 副会長（小山）、埼玉県腎・アイバンク協会副理事長（小山）、日本ヘルニア学会監事（小山)、日米医
学医療交流財団（小山）、埼玉県外科医会（山口）、日本内視鏡外科学会（山口）、日本大腸肛門病学会（山口）、日本ス
トーマ排泄リハビリテーション学会（山口）
、日本外科代謝栄養学会（佐藤）
②評議員
日本外科学会代議員（小山）
、日本消化器外科学会（小山、山口）
、日本臨床外科学会（山口、岡本、平能、佐藤）、日本
大腸肛門病学会（山口）
、日本手術医学会（小山）
、日本肝胆膵外科学会（小山、岡本、合川、岡田、渡邉)、日本食道学
会（櫻本、佐藤、宮脇）日本内視鏡外科学会（山口、櫻本、平能、椙田）、日本外科系連合学会（小山、岡本）、日本外
科感染症学会（小山）
、日本臨床栄養代謝学会（佐藤）
、日本ストーマ排泄リハビリテーション学会（山口）
、日本外科代
謝栄養学会（佐藤）
、日本ヘルニア学会（小山)、International College of Surgeons（山口）
、American Society of Colon
and Rectal Surgeons（山口）日本胸部外科学会（佐藤）
、日本消化管学会（佐藤）
、日本がんサポーティブケア学会（佐
藤）
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③その他
日本病院会国際委員（小山）、日本診療情報管理学会国際統計分類委員会協力委員（小山）、日本胸部外科学会正会員選
出委員（佐藤）、日本外科代謝栄養学会保険診療検討委員会委員長（佐藤）、日本臨床栄養代謝学会臨床栄養コンセンサ
ス検討委員会ワーキンググループ委員（がん）
（佐藤）
、東京家政大学大学院非常勤講師（佐藤）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Impact of endoscopic resection on the choice of surgical procedure in patients with additional laparoscopic
gastrectomy.
Junya Aoyama, Shinichi Sakuramoto, Yutaka Miyawaki, Misato Ito, Sunao Ito, Kenji Watanabe, Shuichiro Oya,
Naoto Fujiwara, Hirofumi Sugita, Kouichi Nonaka, Hiroshi Sato, Masanori Yasuda & Shigeki Yamaguchi.
Gastric Cancer (2020) Published: 16 March 2020
②Evaluation of the Associations between Gastric Tube Preparation Methods and the Incidence of Cervical
Anastomotic Leakage after Esophagectomy for Thoracic Esophageal Cancer.
Y.Miyawaki, H.Sato, N,Fujiwara, H.Sugita, S.Sakuramoto, K.Okamoto, S.Yamaguchi, I.Koyama.
Dig Surg 2020;37:154–162
③腹腔鏡下での下縦隔郭清 手技と視野展開の工夫
櫻本信一, 椙田浩文, 大矢周一郎, 渡邉健次, 伊藤直, 石井智, 青山純也, 藤原直人, 宮脇豊, 佐藤弘.
臨床外科 第 74 巻第 7 号 802-808（2019 年 7 月 20 日発行）
④Who needs diverting ileostomy following laparoscopic low anterior resection in rectal cancer patients?
Analysis of 417 patients in a single institute.
Shimizu H, Yamaguchi S, Ishii T, Kondo H, Hara K, Takemoto K, Ishikawa S, Okada T, Suzuki A, Koyama I.
Surgical Endoscopy (2020) 34(2):839–846 (2020 Feb)
⑤Long-term oncological outcomes of single-port laparoscopic surgery for colon cancer.
Y.Hirano, C.Hiranuma*, M.Hattori*, K.Doudent,* S.Yamaguchi.
ANZ Journal of Surgery 89(4):408-411(Apr),2019
⑥Intestinal endometriosis treated by laparoscopic surgery: case series of 5 patients.
Hiroka Kondo, Yasumitsu Hirano, Toshimasa Ishii, Kiyoka Hara, Nao Obara, Liming Wang, Masahiro Asari, Takuya
Kato & Shigeki Yamaguchi.
Case Report Open Access Published: 10 March 2020
Surgical Case Reports volume 6, Article number: 49 (2020)
⑦特別講演 エネルギーデバイスの理解と使い方
小山 勇 第 119 回日本外科学会定期学術集会 2019.4.18
⑧膵臓の病気の早期発見・早期治療
岡本光順、良沢昭銘. 単行本 2019 年 10 月発行 ライフサイエンス出版
⑨Usefulness of the laparoscopic approach for liver resection of multi-site lesions.
Masayasu Aikawa, Kenichiro Takase, Yukihiro Watanabe, Katsuya Okada, Kojun Okamoto, Shinichi Sakuramoto,
Shigeki Yamaguchi, Isamu Koyama.
SAGES(Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) 2019
2019.4.3-6（4/3）
（Baltimore, U.S.A.）
（Poster）
【総数：論文 32 件、学会発表 184 件、講演 27 件】

6-2．獲得研究費
①合川公康：平成 28-31 年度 文部科学省科学研究費(基盤研究 C)：消化管吻合部における創傷治癒促進栄養素の効果（期
間延長）
②合川公康：平成 31-令和 3 年度 文部科学省科学研究費(基盤研究 C)：バイオミメティクス構造を応用した防汚機能を
有する生体内チューブの開発
③櫻本信一：平成 29-31 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的がん医療実用化研究事業: 患者の
QOL 向上をめざした胃がんに対する低侵襲標準治療確立に関する多施設共同試験(JCOG1401)
④櫻本信一：平成 31-令和 3 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的がん医療実用化研究事業:進行
胃癌を対象とした大網切除に対する大網温存の非劣性を検証するランダム化比較第 III 相試験(JCOG1711)
⑤山口茂樹：平成 31 年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的がん医療実用化研究事業:大腸癌肝転移
切除例に適した新規抗がん剤を用いた術後補助化学療法の研究
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし
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７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
国際医療センターの開設後 13 年目となり、内科・外科の垣根のない消化器病センターを掲げて活動を継続してきた。上
部消化管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科の 3 診療科の体制も安定した。症例数は増加から横ばいであるが、土曜日の
手術枠をそれぞれの診療科が恒常的かつ有効に利用することでこの数を維持している。外科診療、臨床教育についてはほ
ぼ満足のいく成果が上げられたと評価している。平成 30 年度も消化器病センターにおける主たる術式の手術件数は、いず
れの部門でも全国トップレベルにあり今後も継続していく。またセンハンス・デジタルラパロスコピーを利用した手術は
下部と上部チームで保険診療科で開始された。一方、化学療法担当の消化器腫瘍科のスタッフは、まだまだ不足状態であ
り消化器外科による外来・病棟診療を余儀なくされている。消化器腫瘍科が充実するまでは消化器外科のスタッフ補充に
よって化学療法の担当を含めた体制作りを進めていく。研究面では、腫瘍外科、再生医療の領域における基礎研究を継続
しているとともに低侵襲手術に関する臨床研究を推進している。薬物治療や癒着防止剤の治験にも取り組んでおり、これ
を継続していく。学会活動では日本外科学会学術集会や日本消化器外科学会総会といった主要な学会に多くのスタッフが
発表し意欲的に活動しているが、英文発表が要約増加傾向となってきたが、今後も増加を図る。毎年恒例の外科・内科合
同の消化器病センター年次報告会では、各部門からの教育・研究・臨床の業績報告を行っている。1 年の業績を振り返っ
て、次年度の教育・研究・臨床の事業を計画的に行っていくとともに、診療科の交流の場として継続してゆく。
7－2．次年度の改善計画
低侵襲手術の充実として、腹腔鏡手術の安全性と効率性を高めてゆく。センハンス・デジタルラパロスコピーの診療科
を超えたチームを結成する。婦人科腫瘍科、泌尿器腫瘍科も交えて手術手技の問題点や有効な点を共有して、安全な手技
を確立してゆく。長年の課題だった英文論文作成が要約増加傾向となってきたが、消化器外科の全診療科で増加を図って
いく。
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3．12）乳腺腫瘍科
１．構成員
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：教授：乳癌の薬物療法、薬剤感受性:診療副部長、研究主任:代表指導教員（大学院）
：博士
大崎昭彦 (OSAKI, Akihiko)：教授：乳癌の予後因子と効果予測因子、手術手技：診療部長、教育主任、研究副主任：指導
教員（大学院）
：博士
長谷部孝裕 (HASEBE, Takahiro)：教授：乳癌の病理診断、乳癌の予後因子：教育員、研究員、指導教員（大学院）
：博士
北條 隆(HOJO, Takashi)：教授：乳癌の手術手技、術後サーベイランス：教育員、研究員：指導教員（大学院）
：博士(2019.5.1
～)
松浦一生 (MATSUURA, Kazuo)：助教：乳癌の薬物療法、遺伝性乳癌：教育員、研究員：博士 (2019.4.1～)
佐野 弘（SANO, Hiroshi）:助教：乳癌の薬物耐性、薬物療法の画像効果予測：教育員、研究員：博士
島田浩子 (SHIMADA, Hiroko)：助教：乳癌の病理学的予後因子：教育員、研究員：博士
近藤奈美（KONDO, Nami）
：助教：乳癌の生物学的予後因子,QOL：教育員、研究員 (～2019.10)
貫井麻未 (NUKUI, Asami)：助教：乳癌の病理学的予後因子：教育員、研究員 (2019.4.1～)
藤本章博 (FUJIMOTO, Akihiro)：助教：乳癌の分子生物学的予後因子：教育員、研究員 (2019.4.1～)
一瀬友希 (ICHINOSE, Yuki)：助教：乳癌の病理学的予後因子：教育員、研究員 (2019.10.1～)
杉山佳奈子 (SUGIYAMA, Kanako)：助教(ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ)：乳癌の画像診断、手術療法：教育員、研究員 (2019.4.1～)
柳川裕希 (YANAGAWA, Yuki)：助教(ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ)：乳癌の画像診断、手術療法：教育員、研究員 (2019.4.1～)

２．教育
2-1．目的･目標
乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する。診断面では乳腺疾患に対する正確な診断能力と診断技
術を習得する。治療面では外科的基本手技の習得をするとともに特に乳癌の外科的治療につき理解し技術を習得する。最
終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である。大学院教育においては乳腺外科学・
腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し、さらに最先端の診療について理解し、乳腺腫瘍学領域の臨床的研究が行える人材
の育成を行う。
2-2．教育内容（担当者）
乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については、単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる。画像診断は、ま
ず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ、エコーの読影能を身につけ、
CT、MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる。毎週行われるカンファレ
ンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し、要点を人に伝える技術も習得でき、術
後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・再発乳癌の薬物療法の治療アルゴリズムも理解できる。近
年、話題にのぼることの多い遺伝性乳癌や多遺伝子遺伝子パネル検査についても理解させる。
医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し、6 年生を対象にした講義では、医師の一般常識とし
て身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ、臨床に即した画像診断、外科
的療法、薬物療法についても言及する。5 年生を対象とした BSL、クリニカル・クラークシップではケース・プレゼンテー
ションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる。大学院教育においては、乳がんの治
療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し、予後因子と予測関係の違いを理解させる。こうしてバイオマー
カーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラメイド治療につながる遺伝子解析についての研究を行う。
2-3．達成度
前期研修のローテーターにはクルズスを組み、①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画像診
断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法＆ホルモ
ン療法）⑩遺伝性乳癌および遺伝子パネル検査の内容で講義を行った。個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い、
基本的なマンモグラフィとエコーの読影を習得させることができた。手術の第２助手を務めさせ、基本的な外科手技であ
る縫合、糸結びを単独で施行可能になるまで指導できた。
2-4．自己評価と次年度計画
短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた。学生には限られた講義のなかで外科の
魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え、少しでも興味を持たせたい。5 年生のクリニカルク
ラークシップ、6 年生のアダバンストクラークシップでは診療での魅力に加え、自分のキャリアパスを考える場として色々
なアドバイスを提供したい。研修医、特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し、治療面での当科の魅力を
さらにアピールしたい。

３．研究
3-1．目的・目標
研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に、基礎と臨床を結びつける translational research を中心に研究
を行っている。

0745

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①効果予測遺伝子マーカーを用いた術前予後予測の臨床的意義②ER 関連蛋白とホルモン耐性の基礎的研究③乳癌診療
ガイドライン作成のためのデータベース構築④乳癌におけるマウス移植モデルを用いた治療効果に関する研究⑤治療効果
の画像診断および病理診断⑥高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する研究⑨併存疾患を有する乳癌の生物学的特徴に関
する研究⑦乳癌間質の組織形態像および生物学的性状に基づく癌悪性度に関する研究⑧若年性乳癌と家族性腫瘍に関する
研究⑨形態病理学的 tumor budding (TB) の予後因子としての重要性⑩浸潤性乳管癌における vimentin 発現の有用性およ
び悪性度亢進機序の解明
3-3．研究内容と達成度
ホルモン抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い、新たな因
子の臨床的意義について研究を進めている(乳癌における化学療法ならびにホルモン療法耐性に関与する因子の発現に関
する臨床病理学的研究)。浸潤性乳癌の形態病理学的因子(tumor budding、vimentin など)を多くの症例で確認し予後因子
としての有用性を再検討する研究を進めている。
3-4．自己評価と次年度計画
スマートフォンアプリを用いたがん患者支援システムの構築と proactive symptom monitoring 評価を実際に行い、外来
診療にて多くの情報を収集し患者への feedback ができた。ホルモン療法耐性にかかわる ER 関連蛋白の研究を柱にしてさ
らに研究を推し進め、症例を蓄積している。2015 年 4 月より始まった家族性乳癌卵巣癌症候群（Hereditary Breast Ovarian
Cancer: HBOC）に関する取り組みは遺伝外来も軌道に乗ってきており、BRCA 遺伝子変異の検索数も増加しがんゲノム医療
の推進の一翼を担った。次年度は、がんゲノム医療をさらに推し進め BRCA 遺伝子変異の有無に基づいた予防的乳房切除な
どの治療も行う予定である。

４．診療
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり、新規患者数は右方上がりに増え、手術症例数は約 500 例を維持している。
手術は乳房温存術、センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な内容で入院日数短縮に大いに貢献している。形
成外科医との連携により一期乳房再建数が増加した。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
佐伯俊昭は埼玉県医師会がん診療連携検討部会、埼玉県がん対策推進協議会の委員を務め、日本乳癌学会の理事、教育
委員長として活動し、大崎昭彦は日本乳癌検診学会、日本乳がん検診精度管理中央機構の理事とし活動し乳癌の診断、治
療両面から活躍している。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
佐伯俊昭は International Journal Clinical Oncology, Breast Cancer の査読委員を務めている。 大崎昭彦は Breast
Cancer の査読委員、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会誌の編集委員, 日本乳癌検診学会誌の編集委員長を
務めている。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
地域の乳がん検診に一部参画しており、近隣の医師会や薬剤師会への学術的講演の依頼もあり、社会的貢献も行っている。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Koji Matsumoto, Masato Takahashi, Kazuhiko Sato, Akihiko Osaki , Toshimi Takano, Yoichi Naito, Kazuo Matsuura,
Kenjiro Aogi, Kimiko Fujiwara, Kenji Tamura, Motoi Baba, Shinya Tokunaga, Gen Hirano, Shigeru Imoto, Chieko
Miyazaki, Kazuhiro Yanagihara, Chiyo K Imamura, Yasutaka Chiba, Toshiaki Saeki. A Double-Blind, Randomized,
Multicenter Phase 3 Study of Palonosetron vs Granisetron Combined With Dexamethasone and Fosaprepitant to
Prevent Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients With Breast Cancer Receiving Anthracycline and
Cyclophosphamide. Cancer Med 2020 May;9(10):3319-3327.
②Takumi Gohara, Makoto Komura, Aya Asano, Takaki Emura, Kazuko Obana, Toru Kikuchi, Hironobu Yonekawa, Hiroaki
Komuro, Tetsuro Kodaka, Kan Terawaki, Toshiaki Saeki, Akihiko Osaki, Chih-Ping Li, Keisuke Ishizawa, Takahiro
Hasebe, Hitoshi Tsuda, Atsushi Sasaki. A Case of Secretory Breast Cancer in a 6 Year-Old Girl: Is It Possible
to Make a Correct Preoperative Diagnosis? Breast Cancer 2020 Jan 30.doi: 10.1007/s12282-020-01056-5. Online
ahead of print.
③Shimazu K, Tanei T, Tamaki Y, Saeki T, Osaki A, Hasebe T, Tomita Y, Daito M, Kobayashi M, Noguchi S. Performance
of a new system using a one-step nucleic acid amplification assay for detecting lymph node metastases in breast
cancer. Med Oncol. 2019 May 6;36(6):54.
④Fujiwara Y, Mukai H, Saeki T, Ro J, Lin YC, Nagai SE, Lee KS, Watanabe J, Ohtani S, Kim SB, Kuroi K, Tsugawa
K, Tokuda Y, Iwata H, Park YH, Yang Y, Nambu Y. A multi-national, randomised, open-label, parallel, phase
III non-inferiority study comparing NK105 and paclitaxel in metastatic or recurrent breast cancer patients.
Br J Cancer. 2019 Mar;120(5):475-480.
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⑤大崎昭彦. J-START について．超音波で拾う乳がん検診、佐伯俊昭、矢形 寛編、医学と看護社 8-11、2019.
⑥長谷部孝裕、杉山迪子、島田浩子、杉谷郁子、淺野 彩、上田重人、佐野 弘、近藤奈美、川崎朋範、大崎昭彦、
佐伯俊昭：脈管内腫瘍塞栓-乳癌の浸潤・転移における役割．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/11，東京
⑦島田浩子、長谷部孝裕、杉山迪子、杉谷郁子、淺野 彩、佐野 弘、近藤奈美、上田重人、川崎朋範、大崎昭彦、
佐伯俊昭：癌間質と腫瘍内マクロファージの密接な関係について．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/11，東京
⑧一瀬友希、上田重人、大崎昭彦、淺野 彩、島田浩子、杉谷郁子、佐野 弘、近藤奈美、藤堂真紀、佐伯俊昭：再
発乳癌患者のイブランス治療による好中球および血小板減少症マネージメントに関する後方視的検討．第 27 回日本乳
癌学会学術総会，2019/7/12，東京
⑨藤堂真紀、上田重人、高橋孝郎、大崎昭彦、佐伯俊昭：スマートフォンアプリを用いたがん患者支援システムの構
築と proactive symptom monitoring．第 27 回日本乳癌学会学術総会，2019/7/13，東京
⑩淺野 彩、上田重人、久慈一英、山根登茂彦、島田浩子、杉谷郁子、佐野 弘、近藤奈美、高橋孝郎、大崎昭彦、
佐伯俊昭：18F-Fluoro-misonidazole PET/CT を用いた乳がんにおける腫瘍低酸素の臨床的意義．第 27 回日本乳癌学
会学術総会，2019/7/13，東京
【総数：論文 6 件、学会発表 17 件、講演 8 件】
6-2．獲得研究費
（１）文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(Ｂ)「拡散光イメージングを用いた薬物療法における乳がん微小環境の
変化の多面的測定」課題番号：17H03591 研究代表者 佐伯俊昭 研究分担者 上田重人 3,640 千円
（２）文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(Ｃ)「非侵襲的なエストロゲン受容体および低酸素 PET による乳がん治
療戦略構築のための研究」課題番号：16K10361 研究分担者 佐伯俊昭・上田重人 250 千円
（３）文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(Ｃ)「エストロゲン受容体 PET による進行転移乳癌の CDK4/6 阻害剤併用
療法評価」課題番号：19K08207 研究分担者 佐伯俊昭、大崎昭彦、上田重人、松浦一生 350 千円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 27 回日本乳癌学会学術総会 2019.7.11～7.13 京王プラザホテル・新宿 NS ビル
乳がん患者の心と身体のケア 会長 佐伯俊昭
第 27 回日本乳癌学会学術総会 市民公開講座 2019.9.15 ウエスタ川越多目的ホール
第 20 回日本癌治療学会市民公開講座 2019.12.14 ウエスタ川越多目的ホール
最新のがん医療を知ろう！ 代表世話人 佐伯俊昭

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療面では、平成 16 年 7 月開設以来、紹介患者数も含めた新規患者数は着実に増え、セカンドオピニオンを求めて当科
を受診する患者も増加したことは評価できる。平成 31 年 4 月 1 日より松浦一生講師、貫井麻未助教、藤本章博が加わり、
また、同年 5 月 1 日より北條 隆教授が国立がん研究センター東病院より赴任し、同年 10 月 1 日より一瀬友希助教が帰局
した。さらに、新しく始まった外科専門研修プログラムに則り、埼玉医科大学外科専門研修プログラムのローテーション
にを選択し平成 31 年 4 月 1 日より専攻医として杉山佳奈子助教、柳川裕希助教（専攻医）が入局した。
研究面でも新たな研究プロジェクトが立ち上がり、promising なデータが蓄積されており、学会発表や論文発表も積極
的に行えた。基礎と臨床の溝をうめ、橋渡しとなるべくユニークな立場をとり、この点においてさらに特色を鮮明にし、
貢献したいと考えている。今後は，質のいい臨床研究をデザインし積極的に推し進めたい。
7－2．次年度の改善計画
治療面でがんゲノム医療を臨床に feedback する形で BRCA 遺伝子変異の有無に基づいた予防的乳房切除などの治療の推
進、研究面では新たな基礎研究、臨床研究の発案と実行。
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3．13）呼吸器外科
１．構成員
坂口 浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）
：准教授：診療部長：教育主任：指導教員(大学院)：
肺癌の拡大手術･拡大郭清術、胸腔鏡下肺癌根治術、胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術･胸腔内温熱化学灌流術、気道ステント術:博
士
石田 博徳（ISHIDA, Hironori）
：准教授：副診療部長：研究主任：指導教員（大学院）
：
肺癌・縦隔腫瘍の手術、気胸の治療、胸腔鏡下手術、肺癌の化学療法：博士 ＊令和 2 年から診療部長に復帰
二反田 博之（NITANDA, Hiroyuki）:講師：研究員：大学院教員（大学院）
：肺癌の手術、気胸の治療、気管支鏡の検査と治療：博士
栁原 章寿（YANAGIHARA, Akitoshi）: 助教：研究員：修士
田口 亮（TAGUCHI, Ryo）
：助教：研究員：修士
吉村 竜一（YOSHIMURA, Ryuichi）:助教（フェロー）
：研究員：修士
梅咲 徹也（UMESAKI, Tetsuya）
：助教：研究員：修士
小檜山 律（KOHIYAMA, Ritu)：非常勤講師：深谷赤十字病院：呼吸器外科：修士
中西 浩三（NAKANISHI, Kozo）
：非常勤講師：国立病院機構埼玉病院：呼吸器外科：博士
青山 克彦（AOYAMA, Katuhiko)：非常勤講師：春日部市立医療センター：呼吸器外科：博士
中島由貴（NAKASHIMA, Yoshitaka）: 非常勤講師:埼玉県立がんセンター：胸部外科：博士（令和元年 6 月～）

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」医学生は基本的な医学知識と呼吸器外科領域の専門的知識を学び、手術見学から外科の基本手技を知る。また、BSL
において患者との面接や診察を体験する。
「卒後教育」研修医は臨床医として必要不可欠な呼吸器外科領域の知識と技術を習得する。個々の症例の診断と治療の経験から地
方会や研究会などの学会発表を行う。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」①医学生 3 年、5 年、6 年の臨床講義、試験問題の作成（坂口、石田、二反田）
。②臨床実習、CC での教育指導（医局
員全員）
。③特別カリキュラムにおける呼吸器外科実習（医局員全員）
。④医学生のチューターまたは進路相談（坂口）
。
「卒後教育」初期ないし後期研修医は、外科の基本手技を習得し、実臨床の中で呼吸器外科領域の検査、診断、治療を経験する。
後期研修医には、生検や気胸などの手術を執刀する機会を与える（医局員全員）
。
2-3．達成度
「卒前教育」医局員の熱心な教育指導により 80%は達成した。5 年生 BSL の半数が日高の呼吸器外科を 1 週間ローテし、評価は 5 段
階評価で 5 が最も多く、高評価であった。
「卒後教育」当科ローテーターの研修後のアンケートでは 80%以上の満足度得た。特に臨床実技習得の満足度が高い
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育」医局全員による教育指導を次年度も継続する。
「卒後教育」当科ローテートの研修医の数を増やしたい。一人でも多くの研修医に呼吸器外科の役割を理解してもらい、興味を抱
くように指導し、専門医を育てたい。学会活動も積極的に参加できる環境を整える。

３．研究
3-1．目的・目標
原発性肺癌に対する完全胸腔鏡下手術、原発性肺癌の積極的縮小手術、転移再肺腫瘍の肺切除などの工夫、また、進行肺癌の拡大
手術と集学的治療、胸膜中皮腫に対する温熱化学潅流療法と胸膜肺全摘術の実践と臨床研究、さらに自然気胸への胸腔鏡手術におけ
る再発予防の工夫、周術期における吸入薬による肺機能の向上効果など、全般において臨床研究を行っている。呼吸器内科の癌免疫
の共同研究として、肺癌手術における末血中リンパ球組成の変化も調査している。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
A 肺癌の病理組織学的研究： 石田、坂口、栁原、田口､吉村、梅咲
B 肺癌の免疫に関する研究：栁原、坂口、石田ら
C 診断に関する研究； 石田、二反田、田口、吉村
D 治療法に関する研究； 坂口、石田、二反田、栁原、梅咲
D 合併症や予後に関する臨床研究； 石田、坂口、田口
E 肺移植に関する研究； 二反田
F 縦隔腫瘍に関する研究：栁原、坂口、石田
G 胸膜中皮腫の診断、外科治療に関する研究； 坂口、吉村、二反田、田口
H 標本回収鉗子の広報：坂口
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3-3．研究内容と達成度
A 病理組織学的研究；
１） 当院の原発性肺腺癌切除例における臨床病理学的特徴と EGFR 遺伝子変異、手術成績の検討・・・予後調査を含め症例検
討中、学会発表準備中(石田ら) 50％
２） 肺原発滑膜肉腫と肺高悪性度胎児型腺癌の臨床病理学的研究・・・双方とも症例報告として論文化(石田ら) 100％
B 肺癌の免疫に関する研究：
１）肺癌手術症例における抗腫瘍 T 細胞免疫の調査・・・
「Immunological impact of surgery in NSCLC patients」を国際学会
で発表、追加研究とともに論文化中（栁原ら） 60％
C 診断に関する研究；
１） 気管支鏡による診断・・・多発気管憩室に関して、学会報告し、論文化中（吉村、坂口ら）90％
２） 胸膜中皮腫の診断・・・稀な移行型胸膜中皮腫の学会報告と学会誌への論文発表(吉村、坂口ら) 100％、限局性胸膜肥厚
を示したびまん性中皮腫・・・学会発表（梅咲、坂口ら）60％
D 治療に関する研究；
１） 悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法（ＩＰＨＣ）
・・・シンポジウム報告と論文作成（坂口）80％
２） 自然気胸手術時の臓側胸膜カバーリング後(酸化セルロース)の再発率・・・症例蓄積と研究継続中 （栁原、田口）50％
３） 気管支断端瘻予防のための吸収性シートと心膜周囲脂肪織による断端被覆法・・・学会発表、症例蓄積中（石田、栁原、
田口、梅咲ら）60％
４） 術後補助化学療法・・・
「UFT 療法と EGFR 遺伝子変異の関係」に関して学会報告(二反田ら)
E 合併症とその対策に関する臨床研究；
１） 術後気管支断端瘻に対する治療・・・
「気管支鏡下 N-buty1-2-cyanoacrylate 滴下による治療」の学会報告（梅咲）
、
「局所
陰圧閉鎖法による治療方法の研究」の論文作成中（二反田）90％
２） 再膨張性肺水腫に関して・・・自然気胸の胸腔ドレーン挿入後の再膨張性肺水腫発生症例の検討、学会発表（山田、栁原
ら）
３） 低肺機能患者への術前吸入療法の研究・・・COPD 合併肺癌患者に対する周術期における気管支拡張薬吸入の有用性の検討、
学会発表と論文作成中(田口ら)60％
F 肺移植に関する研究；
1）外来で行う免疫抑制剤の効率的なモニタリング 症例蓄積中 20% （二反田）
G 手術器機の工夫
１）標本回収鉗子・・・広報、ビデオ発表・論文化の予定（坂口）60％
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究課題対して、中間報告を含めて約 60％は学会報告を行い、さらに研究継続、データの収集中である。論文作成ないし投稿
中であったが、この年度中に３つの論文を発表した。これら研究はとくに問題無く進捗中で、治療に関する研究は有効な結果を得
て、論文作成中である。次年度は、上記の研究テーマを継続し、手術肺癌の臨床病理学的特徴と予後因子の結果を報告し、また呼
吸器内科と共同の手術症例における病理・免疫学的な検討結果を論文化する。
4． 診療
１） 対象は胸部疾患全般で、主に原発性肺癌、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜中皮腫、気
胸などが挙げられる。比較的早期な癌に対しては低侵襲で機能温存を考慮した手術を行い、局所浸潤の高度な進行癌に対して
は拡大手術を行った。また、自然気胸の内科的または外科的な治療、炎症性肺疾患の手術、未診断肺結節への診断と治療のた
めの生検手術、胸膜炎や間質性肺炎の胸腔鏡下生検も施行した。総手術の 完全胸腔鏡下ないし補助下の手術は 8 割以上を占
めた。呼吸器外科の手術件総数 396 例そのうち原発性肺癌 231 例で、ともに年々増加傾向にある。
２） 術後の診療は、紹介医療機関との連携し外来通院と定期的な検査を行った。
３） 手術日以外は外来診療や気管支鏡などの検査に従事した。患者さんとの対話やインフォームドコンセントを大切にした医師と
パラメディカルによるチーム医療に心掛けた。
４） 毎週土曜日に、外科、内科、放射線診断科、放射線腫瘍科、他の関連科との合同カンファレンスを行い、個々の症例に関して
年齢、病状、病期、合併症などを考慮して最も適した治療方針の決定をし、患者中心の医療を実践した。
５） 関連病院（虎ノ門病院）からの専門研修医の定期的な受け入れと、外部病院への研修派遣、また若手医師の獲得を努力した。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本呼吸器外科学会誌 編集（査読）委員（坂口）
、日本気管食道科学会誌編集委員（坂口）
、日本呼吸器内視鏡学会誌編集委員（坂
口）
。また、英語論文（Genaral Thoracic and cardiovascular Surgery, Thoracic cancer, Journal of Thoracic disease など）
の Peer review を行った(石田)。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【学会発表】
① 二反田博之ら．肺癌術後補助化学療法の現状と課題～UFT 療法と EGFR 遺伝子変異．第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会
2019.5.16（大阪）
② 田口 亮ら．COPD 合併肺癌患者に対する周術期におけるチオトロピウム／オロダテロール配合剤の有用性の検討．第 36 回日
本呼吸器外科学会学術集会
2019.5.17（大阪）
③ 梅咲徹也ら．画像所見上、限局性の胸膜肥厚を認めたびまん性悪性胸膜中皮腫の 1 例．第 170 回日本呼吸器内視鏡学会関東支
部会 2019.9.7（東京）
④ 坂口弘三ら．シンポジウム 5「体腔内ハイパーサーミアの現状と展望」胸腔内悪性病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法の現
状とこれから．日本ハイパーサーミア学会 第 36 回大会 2019.9.7（川越）
⑤ 石田博徳ら。自然気胸手術中に発生した対側の緊張性気胸．第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会 第 36 回日本呼吸器外科学
会学術集会 2019.5.17（大阪）
⑥ Yanagihara A. Immunological Impact of surgery in NSCLC patients. European Society for Medical Oncology Congress 2019
（ESMO）2019.9.28（Barcelona, Spain）
⑦ 吉村竜一ら．多発気管憩室の 1 例．第 42 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 2019.7.4（東京）
【論文・症例報告・分担執筆】
⑧ Ishida H, et al. Primary pulmonary synovial sarcoma with calcification: A case report．Thoracic Cancer 10 (2019)
2040-2044
⑨ Ishida H, et al. Pulmonary high-grade fetal adenocarcinoma associated with cystic airspace: A case report. Thoracic
Cancer 11 (2020) 1703-1707
⑩ 吉村竜一他．再発時に移行型胸膜中皮腫と診断された限局性悪性胸膜中皮腫の一例．日本呼吸器外科学会誌 2020: 34 (2); 47
－52
【総数：論文・執筆 3 件、学会発表 20 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価：
臨床、教育、研究に関して全医局員が努力、協力しながら、概ね目標は達成されたと思われる。特に、臨床において総手術数は増し、
原発性肺癌の手術症例も増加、胸腔鏡手術の比率も上昇した。また、手術死亡・手術関連死亡がなく、安全性が確保できたことは、当
科の総合的臨床能力が向上していると判断する。新医局員として梅咲助教が加わったことも関係する。教育に関して、学生講義や BSL
に力を入れ、学生からの高い評価を得た。臨床研修医に対しても、診断学の指導や外科的手技や実技の指導に重点を置き、好評であっ
た。他施設から助教フェロー(吉村)を迎え、専門医育成として他施設と連携ができた。研究に関して、限られた医局員数のために臨床
と教育にやや時間とられたが、それでも学会発表は維持し、論文発表もできた。
7-2．次年度の改善計画：
臨床、教育、研究に関して、変わらずに全医局員が努力、協力しながら取り組んでいく。手術症例数をさらに増やすだけではなく、個々
の症例に最適な治療を選択し、安全で満足度の高い治療を提供する。教育に関して、学生、研修医、専攻医が総合的、専門的な知識と
外科手技を習得できるよう指導する。研究に関して、今年度やり残した研究の結果をまとめ、論文として発表し、新たな研究テーマに
も着手する。
(石田)
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3．14）心臓血管外科
１．構成員
吉武 明弘 (YOSHITAKE,Akihiro) : 教授：運営責任者：診療部長:代表指導教員:大動脈:血管内治療:弁膜症:博士
中嶋 博之（NAKAJIMA,Hiroyuki）
：教授：副診療部長：虚血性心疾患：弁膜症：ロボット手術：博士
井口 篤志 (IGUCHI, Atsushi) : 教授：研究主任：教育副主任：指導教員：重症心不全：博士
朝倉 利久（ASAKURA, Toshihisa）
：教授：教育主任：血管内治療：成人心臓血管外科：博士
德永 千穂 (TOKUNAGA,Chiho)：講師：病棟医長：博士
栃井 将人 (TOCHII,Masato) : 講師：外来医長：博士
林 潤
(HAYASHI,Jun) : 助教
髙澤 晃利（TAKAZAWA Akitoshi）
：助教
山下 健太郎 (YAMASHITA,Knetaro)：助教
堀 優人
(HORI,Yuuto) : 専攻医
昼八 史也 (CHUBACHI, Fumiya) : 専攻医
西村 元延（NISHIMURA , Motonobu）
：客員教授
福嶌 教偉（FUKUSHIMA, Norihide）
：客員教授
田鎖 治 （TAGUSARI, Osamu）：客員教授
齋木 佳克 (SAIKI,Yoshikatsu) ：客員教授
石川 雅透 (ISHIKAWA, Masayuki)：客員講師
中村 喜次（NAKAMURA,Yoshitsugu）:非常勤講師
金行 大介 (KANEYUKI, Daisuke) :研究医員

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
卒後に心臓血管外科を専門とするか否かに関わらず日常の臨床を行うにあたって必要な心臓血管外科の教育を行う。心
臓血管外科以外の診療科で、心臓大血管に問題のある場合に適切な診断ができること、どのような疾患は重篤であると
考えるべきか、また早急に対応しなければならいかという基本的なことを習得する。また、心臓血管外科術後の集中治
療を通じて循環器疾患を有する患者管理について学ぶ。
卒後教育
外科専門医および心臓血管外科医の取得を最大の目標としている。代表的な循環器疾患の診断とその外科的適応、外科
的治療の実践を学び、基本的な臨床能力を身に付けさせた上で、豊かな教養を兼ね備えた医療人として、社会に幅広く
活躍できる素質を身に付けられる心臓血管外科医を養成できるよう研修プログラムを組んでいる。外科専門医の資格は
５年目終了時に、心臓血管外科専門医は最短で７年目終了時には取得することができる。
大学院教育
大学院生は研究に専念する。心臓血管外科領域の臨床を行う上で解決されていない問題から研究テーマを決定し、場合
によっては基礎医学の研究室との共同研究により研究を進める。学位論文の作成、学位の所得を最終目的とするが国際
的にも通用する研究者を育成することを目標とする。
2-2．教育内容（担当者：朝倉 利久）
卒前教育
心臓血管外科領域の疾患について病態、診断方法、治療方法を理解する。特にそれぞれの疾患の手術適応について理解
し、病気の重症度と外科手術の至適時期、複数の治療法がある場合は、患者の状態に応じた治療方法の適応について具
体例から習得し、正しい治療法の選択ができるようにする。術後管理の実際に接して、各種薬剤の使用方法、補液、輸
血、感染対策などを学ぶ。
卒後教育
心臓血管外科医としての専門養成教育に徹している。一般業務以外に心臓大血管外科の手術適応決定に必要な特殊検査
に参加し、データの読み方や診断基準などについて学習する。また、積極的に手術に参加できるよう配慮し、手術手技
では、グラフト採取法や簡単な末梢血管手術を術者として経験する。患者を術前検査から術後管理まで責任を持って担
当し、指導医や上級医師とも自由に討論できる体制を取ることで、上記目標を達成できるようスタッフ一同で教育にあ
たる。
大学院教育
研究テーマにそって実験研究を進める。何が問題点かを自分で明らかにし、これまで既に解決されていると思われる問
題についても固定概念にとらわれない新たな観点から再検討し、問題点をどのような方法で証明したらよいかを考えて
研究方法を組み立てる。研究の過程で得たデータについて、そのデータをもっとも矛盾のないように説明できる理論を
構築してゆき、更に新しい手法を用いて説明することができるように教育する。

0751

2-3．達成度
卒前教育
心臓血管外科領域の疾患について基礎的な解剖学、生理学などの知識を習熟し、臨床に即した対応ができる。周術期管
理、外科的感染症、輸液と輸血について習熟する。臨床実習での手術見学にさいして、症例の病態、手術適応となった
病態、治療方法の選択について説明できる。病棟に入院中の患者の病態の説明ができ、どのような治療を行うか説明で
きる。
卒後教育
本邦での専門医認定は手術症例数と論文業績に依拠しており、心臓血管外科専門医は 3 編以上の論文業績と 50 例の手術
実績を必要とする。その認定基準をクリアするよう手術スケジュールを作成する。
大学院教育
研究結果をもとに学術論文を作成する。論文は英文で作成し、結論の導き方、統計方法などについて充分に研鑽し、そ
れぞれの専門家がみても誤りがない論文を作成することが必須である。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
疾患に対する理解、病態生理、手術適応、周術期管理、外科的感染症、輸液と輸血について正しく理解している。
卒後教育
学術集会に出席して、討論に参加することができる。学術研究の目的で資料の収集，文献の検索を行うことができる。
臨床の現場で、診断方法、重症度の判定、手術方法の具体的な計画をたてることができる。
大学院教育
基礎的な研究を対象としている学術集会に参加して、積極的に討論に参加する。他施設から提出された学術論文を読み、
内容について批判的に吟味する。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床研究として、心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行っており、再生医療を目的とした基礎的
研も行っている。
特に焦点を当てている研究領域として、①重症心不全の外科治療、②心臓大血管外科領域の臨床に関する諸問題、③大
血管疾患に対するステントグラフト治療、④経皮的大動脈弁置換術 TAVI、⑤ヒト組織を用いた再生医療などの研究。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療、心臓移植治療）
②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
③経皮的大動脈弁置換術の臨床的問題に関する研究
3-3．研究内容と達成度
① 重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療、心臓移植治療）の研究
平成 14 年、埼玉医科大学病院時に心臓移植実施施設に認定され、平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実施した。
当院においては、平成 22 年 7 月に心臓移植実施施設の認定を受け、同年９月に第１例目の心臓移植手術を実施した。ま
た、補助人工心臓治療症例の自己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓再生医療も実施し、LVAS
離脱成功症例も増加しつつある。植込み型補助人工心臓を装着した患者は増加している。現在、植込み型補助人工心臓
として、HeartMate II、EVAHEART、DuraHeart、Javik 2000 が使用されており、これらの植込み手順、操作方法につい
ては熟知する必要がある。
② 心臓血管外科領域の臨床研究
1) 心臓大血管手術後に発症する心房細動の機序解明と予防方法の確立
2) 腎機能が低下した症例の心臓大血管手術と周術期の問題点
3) 人工心肺を使用する心臓手術の諸問題
4) 心臓大血管外科領域の臨床に関する研究として、術後感染症のバイオマーカーの検討
心房細動の機序解明はゲノムセンターとの共同研究を行うことより、新しい手法でこの問題に取り組んでいる。
③ 大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
近年台頭してきているステントグラフトも、本邦では着実に症例数を伸ばし、国際医療センターとしては平成 19 年度に
ステントグラフト実施施設として認定を受けた。今後も血管内治療や手術治療におけるステントグラフトの臨床応用は
増加すると考えられる。
④ 経皮的大動脈弁置換術 TAVI に関する臨床研究
臨床治験：症候性重度大動脈弁狭窄症を有する患者に対する MDT-2111 の臨床評価は既に植込み手技を終了し、臨床経過
を観察している。当施設はサピエン 3, Evolute 生体弁の実施施設となっており、施行症例数は増加している。安全に
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TAVI を施行するための臨床研究を行っており、合併症のない手技の確立を目指している。
3-4．自己評価と次年度計画
今まで蓄積したデータをもとに、学会等を通じて積極的に臨床データを発表した。また、重症心不全の外科治療に関し
ても、更に研究に注力し、成果を出していきたい。

４．診療
成人心臓血管疾患全般（末梢血管を含む）の外科治療を行っている。大動脈解離、不安定狭心症に対する緊急手術も積
極的に実施し、豊富な臨床症例に恵まれている。冠動脈疾患に対する off-pump バイパス lower-end sternal splitting
(LESS)手術、弁疾患に対する小切開心臓手術（低侵襲心臓手術 Minimally Invasive Cardiac Surgery: MICS）など低侵
襲の治療に特化し、大血管疾患に関しては、ステントグラフトを用いた血管内治療も行っている。当診療科は、外科手
術の適応外とされる合併症等がなければ、低左心機能、慢性維持透析患者なども手術適応と考えており、特に維持透析
患者の開心術は全体のほぼ 10%に及ぶ。また、当院は心臓移植の認定施設であり、心臓移植以外では救命できない患者
に対しては心臓移植手術を実施している。昨年度から引き続き、24 時間体制での緊急手術の対応や、重症患者などの手
術にも積極的に対応した結果、2019 年度の総手術件数は、609 件だった。更なる高みを目指すべく、他科との連携を更
に深め、手術症例数の増加と重症患者の成績向上を目標としている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Journal of Artificial Organs（井口）
Journal of Coronary Artery Disease(中嶋)
General Thoracic and Cardiovascular Surgery (吉武)
Annals of Vascular Disease (吉武)
Annals of Vascular Surgery (吉武)
Japanese Journal of Cardiovascular Surgery (吉武)
日本血管外科学会雑誌(吉武)

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
① 身近にある心臓血管外科疾患－術前～術後 脂質コントロールの重要性－. 胸部疾患研究会.(熊谷) 2019.5.13(中
嶋)
② 当院における低侵襲弁膜症治療. 埼玉低侵襲心臓外科フォーラム.(大宮) 2019.5.17(中嶋)
③ オ ー プ ン ス テ ン ト グ ラ フ ト の 適 応 と 限 界 . 第 47 回 日 本 血 管 外 科 学 会 総 会 ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー .( 名 古
屋)2019.5.22(吉武)
④ 急 性 期 重 症 心 不 全 に 対 す る 補 助 人 工 心 臓 治 療 . 補 助 循 環 ・ 心 臓 移 植 埼 玉 石 心 会 病 院 院 内 講 演 会 .( 狭 山 )
2019.6.3(中嶋)
⑤ チームで行う弓部大動脈治療. 第 5 回千葉心臓周術期管理研究会.(千葉) 2019.8.31(吉武)
⑥ グ ラ フ ト デ ザ イ ン と 冠 動 脈 吻 合 . 第 72 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 定 期 学 術 集 会 . 卒 後 教 育 セ ミ ナ ー .( 京 都 )
2019.10.30(中嶋)
⑦ 大血管治療に対する治療戦略. Niigata Aortic Symposium. (新潟)2020.1.25(吉武)
⑧

グラフト選択とデザイン. CABG を極める－バイパス戦略を検討する－.(東京)2020.2.15(中嶋)

⑨

Sapporo2020！私、失敗しないために C-TAG を選択するようになりました. Evening of Clinical Discussion in
Sapporo.(札幌) 2020.2.15(朝倉)

⑩

ステントグラフト内挿術(2)胸部。心臓血管外科手術のまずはここから

岡本一真編集

メディカルビュー社

234-244, 2019-2 (吉武)
⑪

狭心症に対する外科的治療

第 23 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座 （埼玉）2019.12.7 (吉武)

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Kaneyuki D: Early first-generation Trifecta valve failure : a case series and a review of the literature.
The Annals of Thoracic Surgery. 2019. May. S0003-4975(19)31039-2.
②Tokunaga C： Ischemic Cardiomyopathy Due to Localized Takayasu Arteritis Treated by Heart Transplantation
Following Left Ventricular Assisted Device Implantation: A Case Report. Transplantation Proceedings, 2019
Nov; 51(9):3174-3177
③Nakajima H: Comparison of the efficacy of transthoracic cannulation
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Into the ascending aorta versus femoral artery cannulation in minimally invasive cardiac surgery.
Innovations ( Phila ). 2019 Nov/Dec ; 14 (6):537-544.
④Yoshitake A : Distal Limited Open Stenting for Aortic Diverticulum in the Right Aortic Arch. Ann Vasc Surg.
2019 Jan 24: 272.e5-272.
⑤Tokunaga C: Early and long term outcomes of mitral valve repair for native mitral valve infective endocarditis.
The Heart Valve Society 2019. 11-13. April. Barcelona.
⑥Takazawa A : Midterm results of thoracic endovascular aortic repair for uncomlicated type B aortic dissection.
Annual Meeting of the international Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) 29 May
-1 June. 2019. New York.
⑦Tochii M: Early -and late-outcome of open repair with graft replacement for ruptured abdominal aortic
aneurysm in the era of EVAR. 11th Conference of the German-Japanese Society of Vascular Surgery. 2019. 5-7.
September. Oita.
⑧Yoshitake A :Early and long-term results of total arch replacement with frozen elephant trunk for acute
type A aortic dissection : a propensity score analysis. 33nd EACTS Annual Meeting. 3-5. October 2019. Lisbon.
⑨Hayashi J： Early and late outcomes of emergent hemiarch and total arch replacement with open antegrade
stentgraft insertion for acute type A aortic dissection. 33nd EACTS Annual Meeting. 3-5. October 2019.
Lisbon.
⑩Nakajima H: Impacts of the size of the revascularized area on graft flow and patency in coronary artery
bypass grafting : A 10-year follow-up study. 5th International Coronary Congress. 6-8. December 2019. New
York.
【総数：論文 6 件、学会発表 47 件、講演 9 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
圏央(Metropolitan Inter-City) Heart Disease Forum（川越）9 月 20 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
本年度は、今までの診療体制を変えることなく積極的に臨床研究、基礎研究などの学術にも取り組み、様々な成果が見
られたと考える。診療に関しては、重症心不全の分野では心臓移植も大きな合併症を起こすことなく治療でき、また植
込み型補助人工心臓の本邦で使用できるすべての機種を導入し、良好な成績を納めている。
7－2．次年度の改善計画
当院での急性期治療を終えた患者様のアフターフォローを、近隣の病院で見て頂ける緊密な体制をより構築していき、
遠隔期も含めた外科治療の成績について世界に発信していく必要があると考える。また、世界基準の医療レベルに見合
う診療体制、教育のレベルアップを計ることを目標としている。
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3．15）整形外科（骨・軟部腫瘍科）
１．構成員
矢澤康男(YAZAWA, Yasuo)：教授、運営責任者、骨軟部組織腫瘍科・整形外科 部長、代表指導教員（大学院）
、
骨軟部腫瘍、博士
鳥越知明（TORIGOE, Tomoaki）:教授、骨軟部組織腫瘍科・整形外科 医員、骨転移、博士
今西淳悟(IMANISHI, Jungo)：講師、骨軟部組織腫瘍科・整形外科 医員、外科手術、博士

２．教育
2-1．目的･目標
まず臨床に従事する一般医、整形外科医が必要な骨軟部腫瘍の知識を伝達する。専攻医については臨床の実体
験を通してこれらを会得する。他科、看護師、技師をふくめた仕事場の同僚と意志疎通、共同作業を学ぶ。学
生・専攻医は臨床経験を通して問題点を明らかにする。解決法について考察し提示できる能力を得る。解決法
の実施方法、妥当性、倫理性について考察する。解決法の実施に必要な諸手続を理解する。解決法を実践し自
己評価が出来る。学術的発表を行い討論する能力を付ける。
2-2．教育内容（担当者）
矢澤が医学部４年生に「骨軟部腫瘍の総論」を鳥越が「骨軟部腫瘍の各論」の講義を各 1 時間担当した。Pre-CC
として 5 単位計 10 名を医療現場の見学生として受け入れた。専門医専攻医を 5 名受け入れた。Pre-CC では外
来、病棟、手術の見学をしていただいたが、症状と診断の考え方について説明を行った。鳥越、矢澤で整形外
科試験問題を作製した。専攻医には病棟、手術、カンファレンスに参加していただいた。講義形式で腫瘍総論、
診断について教えた。また、ゆとりのある場合は学会報告、論文作成もしていただいた。
1 月 2 月はハンガリーから留学生を受け入れ、臨床の場でお互いの刺激と勉強になった。
2-3．達成度
医学生にたいしてどの程度達成したかは不明である。彼らもどう評価して良いのか分からないだろう。専攻医
には覚えることが多すぎて、これも知識を消化して自分のものになるまでかなり時間がかかるとおもわれた。
専攻医 4 名には学会・研究会で症例報告をしていただいた。7 割程度の達成かと思われる。
2-4．自己評価と次年度計画
矢澤が第 52 回日本整形外科学会骨･軟部腫瘍学術集会の会長を行うため、十分な時間を取れなかったのも反省
点である。教育用の資料を充実させ、効率よく教育するようにしたい。研究、海外留学などの学術的意欲を引
き出すようにしたい。また骨・軟部腫瘍科で活躍する医師を育てるよう考えている。

３．研究
3-1．目的・目標
骨軟部腫瘍について臨床、基礎の面から解析する。診断、検査、治療の改善方法を検討、実施し、更にその結
果を評価して行く。各医師が問題意識を元に研究する。また他科との連携で研究する。さらに日本骨軟部肉腫
治療研究会(JMOG)、JCOG 研究班のプロジェクトも行う。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1. サルコーマセンターにおける腫瘍遺伝子の網羅的解析（責任：矢澤）
2. 骨盤発生悪性骨軟部腫瘍に対する治療実態調査‐手術療法と粒子線治療の適応基準作成に向けた基礎調
査：骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設研究(責任：鳥越)
3. 術前放射線治療を用いた軟部肉腫手術（責任：今西）
4. 骨軟部腫瘍として紹介受診した感染症例の検討 (責任：鳥越)
5. JCOG1802:ドキソルビシン治療後の進行性軟部肉腫に対する二次治療におけるトラベクテジン、エリブリン、
パゾパニブのランダム化第 II 相試験（責任:矢澤）
3-3．研究内容と達成度
網羅的解析のために組織の凍結保存を行っている。サルコーマセンターでの凍結組織保存も稼働している。20
症例集まっている。JCOG 試験に参加する書類は整い承認を待っている。どの計画も学会報告を行い、論文作成
と雑誌投稿をしているがなかなか受理されないところに難がある。粛々と進めている。8 割程度の達成度と感
じている。
3-4．自己評価と次年度計画
症例データの蓄積は充分である。マンパワーに限りがあり、若手医師の参入を画策している。今後はハンガリ
ーと共同し国際的研究も行う。

４．診療
症例数は充分にある。先進的医療の基盤も出来た。後任を勧誘・育成するべきだろう。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
東日本整形外科災害雑誌査読員
Japanese Journal of Clinical Oncology 査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし。
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６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Takanori Maru. Navigation-assisted surgery for chondroblastoma arising in the femoral head: A case
report. nternational Journal of Surgery Case Reports, 70. 8-12. 2020.
② 深堀賢斗, 鳥越知明, 今西淳悟, 矢澤康男, 門野夕峰, 税田和夫. 液体窒素処理自家骨・腱移植により膝伸
展機構を再建した脛骨未分化高度多形肉腫の 1 例. 関東整災誌, 51.3. 273-279. 2020.
③ Yasuo Yazawa, . Head, Neck, and Trunk Sarcoma; Experiences in a Single Institution. The 29th Annual
Spring Meeting of the Korean Musculoskeletal Tumor Society, 2019. 4. Yeosu, Korea.
③ 鳥越知明, 原発不明がん骨転移症例における oncologic emergency. 第 92 回日本整形外科学会学術総会,
2019. 5. パシフィコ横浜（横浜）.
④ 今西淳悟. 寛骨臼転移に対する手術加療-われわれの工夫-. 第 52 回日本整形外科学会 骨･軟部腫瘍学術集
会, 2019. 7. ウェスタ川越（川越）.
⑤ 田部雅之. 初診時 5 歳大腿骨遠位骨肉腫に対する患肢温存治療の工夫-骨膜温存およびカスタムメイドスペ
ーサーの部分セメント固定-. 第 52 回日本整形外科学会 骨･軟部腫瘍学術集会, 2019. 7. 埼玉（川越）.
⑦ 東島啓仁, 矢澤康男, 今西淳悟, 鳥越知明. 病的骨折を伴う大腿骨骨幹部骨原発肉腫に対して患肢温存手術
を行った 1 例. 第 21 回 Ortho Seminar in Saitama, 2019. 8. 埼玉（川越）.
⑧ Jungo Imanishi. Modified Harrington procedure for peri-acetabular bone tumors utilizing
interventional radiology and bone grafting: A case series. The 20th General Meeting of the International
Society of Limb Salvage, 2019. 9. Athens (Greece).
⑨ Yasuo Yazawa. Axial soft tissue sarcoma– Current clinical status in a single institution. The 20th
General Meeting of the International Society of Limb Salvage, 2019. 9. Athens (Greece).
⑩ Yasuo Yazawa, . Safety surgical margin in the surgery of musculoskeletal sarcoma. the 41st Annual
Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and Thai Orthopaedic Association
(RCOST/TOA 2019), 2019. 10. Pattaya (Thailand).
【総数：論文 2 件、学会発表 20 件、講演 5 件】
6-2．獲得研究費
該当なし。
6-3．受賞
該当なし。
6-4．特許、実用新案
該当なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 52 回日本整形外科学会骨･軟部腫瘍学術集会 平成 1 年 7 月 11 日、12 日 ウェスタ川越
第 10 回埼玉骨軟部腫瘍研究会 平成 2 年 2 月 15 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
今年度は第 52 回日本整形外科学会 骨･軟部腫瘍学術集会を開催するため労力が偏り、他の活動度が落ちたが、
韓国骨軟部腫瘍学術集会学会、国際患肢温存シンポジウム、国際結合織腫瘍学会などもあり、留学生受け入れ
も含め国際的活動が多く、むしろ極めて有意義な 1 年となった。
世界的視野に立って今後も教育・診療・研究を続けていきたい。
7－2．次年度の改善計画
改善すべき点があるとしたら若手医師の参画と考える。学生、若手医師との親睦を深める機会を多く設ける。
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3．16）脳神経外科
1． 構成員
1-1.

脳卒中外科

（常勤）
栗田 浩樹（KURITA, Hiroki）
：脳神経外科運営責任者、診療部長：指導教員：教授：脳血管障害：博士
池田 俊貴（IKEDA, Toshiki）
：診療副部長、教育主任：指導教員：准教授：脳血管障害：博士
上出 智也（KAMIDE, Tomoya）
：
（４－９月）外来医長：指導教員：講師：脳血管障害：博士
鈴木 海馬（SUZUKI, Kaima）
：病棟医長、研修担当医長：指導教員：講師：脳血管障害：博士
大塚 宗廣（OOTSUKA, Munehiro）
：
（１０－３月）外来医長：指導教員：講師：脳血管障害：博士
亀井 孝昌（KAMEI, Takamasa）
：助教（臨床フェロー）
：脳血管障害：学士
伊藤 裕平（ITO, Yuhei）
：助教（臨床フェロー）
：脳血管障害：学士
武 裕士郎（TAKE, Yushiro）
：助教：脳血管障害：学士
池上 方基（IKEGAMI, Masaki）
：助教：脳血管障害：学士
寺西 亮雄（TERANISHI, Akio）
：助教：脳血管障害：学士
鈴木

隼（SUZIKI, Shun）
：助教：専攻医(G6)：脳脊髄腫瘍科出向中：脳血管障害：学士

氏原 匡樹（UJIHARA, Masaki）
：助教：専攻医(G6)：脳血管障害：学士
土屋 亮輔（TSUCHIYA, Ryosuke）
：助教：専攻医(G5)：旭川日赤病院出向中：脳血管障害：学士
前田 拓真（MAEDA, Takuma）
：助教：専攻医(G5)：国立循環器病研究センター出向中：脳血管障害：学士
江原 拓郎（EHARA, Takuro）
：助教：専攻医(G5)：水戸ブレインハートセンター出向中：脳血管障害：学士
木村 辰規（KIMURA, Tatsuki）
：助教：専攻医(G4)：都立神経病院出向中：脳血管障害：学士
小野寺康暉（ONODWRA, Koki）
：助教：専攻医(G4)：虎の門病院出向中：脳血管障害：学士
田端 晋也（TABATA, Shinya）
：助教：専攻医(G4)：脳脊髄腫瘍科出向中：脳血管障害：学士
渡部 寛史（WATANABE, HIroshi）
：助教：専攻医(G3)：脳血管障害：学士
福岡 真惟（FUKUOKA, Masayoshi）
：助教：専攻医(G3)：脳血管内治療科出向中：脳血管障害：学士
吉田馨次朗（YOSHIDA, Keijirou）
：助教：専攻医(G3)：脳血管障害：学士
小林 広樹（KOBAYASHI, Hiroki）
：助教：専攻医(G3)：脳血管内治療科出向中：脳血管障害：学士
矢作 宣之（YAHAGI, Noriyuki）
：助教：専攻医(G3)：大川原脳神経外科病院出向中：脳血管障害：学士
Myat Mon Zin Thein：臨床修練士：脳血管障害：ミャンマー医師免許
Mya Hla Kywe：臨床修練士：脳血管障害：ミャンマー医師免許
Hahn Van Duc：臨床修練士：脳血管障害：ベトナム医師免許
Khalibullo Khasanov：臨床修練士：脳血管障害：ウズベキスタン医師免許

（非常勤）
大井川秀聡（OOIGAWA, Hidetoshi）
：客員教授：帝京大学教授：脳血管障害：博士
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）
：客員教授：帝京大学溝口病院教授：脳血管障害：博士
吉川雄一郎（KIKKAWA, Yuichiro）
：客員准教授：埼玉県立循環器呼吸器病センター部長：脳血管障害：博士
小野 秀明（ONO, Hideaki）
：客員准教授：富士脳障害研究所附属病院部長：脳血管障害：博士
小倉 丈司（OGURA, Takeshi）
：非常勤講師：黒沢病院脳卒中センター部長：脳血管障害：博士
中島 弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：非常勤講師：埼玉県立循環器呼吸器病センター医長：脳血管障害：博士
伏原 豪司（FUSHIHARA, Goji）
：非常勤講師：ブレインピア坂戸西院長：脳血管障害：博士
田辺 英紀（TANABE, Hideki）
：非常勤講師：田辺脳神経外科病院院長：脳血管障害：博士
湯山 隆次（YUYAMA, Ryuji）
：非常勤講師：入間川病院部長・副院長：脳血管障害：学士
高井 啓介（TAKAI, Keisuke）
：非常勤講師：都立神経病院医長：脳血管障害：博士
栗原

淳（KURIHARA, Jyun）
：非常勤講師：埼玉県立小児医療センター部長：小児脳神経外科：博士
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1-2.

脳・脊髄腫瘍科

（常勤）
西川 亮（NISHIKAWA, Ryo）
：診療部長：代表指導教員：教授：脳腫瘍：博士
三島 一彦（MISHIMA, Kazuhiko）
：診療副部長・教育副主任：指導教員：教授：脳腫瘍：博士
安達 淳一（ADACHI, Jun-ichi）
：外来医長：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
鈴木 智成（SUZUKI, Tomonari）
：病棟医長・研究主任：指導教員：准教授：脳腫瘍：博士
白畑 充章（SHIRAHATA, Mitsuaki）:研修医長：指導教員：講師：脳腫瘍：博士
水野 玲奈（MIZUNO, Reina）
：助教：専攻医(G5) ：脳腫瘍：学士
内田 栄太（UCHIDA, Eita）
：非常勤研究医：国立がん研究センター研究所研究員：脳腫瘍：学士
（非常勤）
柳澤 隆昭（YANAGISAWA, Takaaki）
：客員教授：字形医科大学教授：小児脳腫瘍：博士
三宅 勇平（MIYAKE, Yohei）:非常勤医師：横浜市立大学脳神経外科：脳腫瘍：学士
1-3.

脳血管内治療科

（常勤）
神山 信也（KOHYAMA, Shinya）
：診療部長：指導教員：教授：脳血管内治療：博士
飯星 智史：(IIHOSHI, Satoshi)：診療副部長：指導教員：准教授：脳血管内治療：博士
柳川 太郎（YANAGAWA, Taro）
：
（１０－３月）教員：講師：脳血管障害：博士
笠倉 至言（KASAKURA Shigen）
：外来医長：助教：脳血管内治療：学士
塚越 瑛介（TSUKAKOSHI, Eisuke）
：病棟医長：助教：脳血管内治療：学士
吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shinichiro）
：助教：脳血管障害：学士
（非常勤）
山根 文孝（YAMANE, Fumitaka）
：客員教授：帝京大学教授：脳血管内治療：博士
根木 宏明（NEKI, Hiroaki）
：非常勤講師：埼玉県立循環器・呼吸器病センター部長：脳血管内治療：博士
新美 淳（NIIMI, Jun）
：非常勤講師：船橋市立医療センター医長：脳血管内治療：学士
大塚 俊宏（OTUKA, Toshihiro）
：非常勤研究医：千葉西総合病院医長：脳血管内治療：学士
掛樋 善明（KAKEHI, Yoshiaki）
：非常勤研究医：埼玉石心会病院医長：脳血管内治療：学士
木幡 一磨（KOWATA, Kazuma）
：非常勤研究医：黒沢病院脳血管内治療医長：脳血管内治療
米澤あずさ（YONEZAWA Azusa）
：非常勤研究医：佐久総合病院佐久医療センター脳神経外科：脳血管内治療

２．教育
2-1 目的・目標
本学の教育目標は「すぐれた臨床医の育成」である．すなわち、しっかりした専門性を持ち， 豊かな人間性と社会的視野に裏打ちさ
れた実践を行う医師の養成である。脳神経外科の学生教育においては，脳神経外科学について，脳神経外科を専門としない医師にも必
要な，しっかりした知識を持つことを目標とし，同時に実習等によって探求心と科学的思考能力，さらに患者への接し方について学ん
でもらうことを目的としている。特に、頭部外傷や脳卒中の初療など、一般内科医、外科医にとっても重要な神経救急疾患のマネージ
メントを重要視している。
卒前教育においては、脳脊髄解剖、意識障害や種々の神経症候など、当科と関連する基礎知識を習得し、手術や病棟・外来の見学に
よって臨床現場の理解を深めることが主たる目標とし、卒後教育においては、高いレベルの手術技術の習得は勿論のこと、患者管理、
画像診断、病態を理解し治療方針を組み立てる方法論を理解するのと同時に、医療チームの一員として、看護師、薬剤師、リハビリ、
検査技士達との協調性を養うこと、その中でリーダーシップを取ることの意味を理解し体得することを目標としており、特に後者を重
視してマンツーマンで徹底的に指導している。大学院教育においては、脳神経外科内における専門性の取得の基礎となる専門知識取得
の学問的方法論を学ぶことに重点を置き、医局員全員の学位取得を目標している。
2-2 教育内容（担当者）
卒前教育：
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（１）

講義：

三島 一彦

ヒトの病気 神経 14

（脳脊髄腫瘍科）

頭蓋内圧亢進

頭蓋内圧亢進の病態・診断

3 年生
栗田 浩樹

ヒトの病気 2 神経 17

頭蓋内外科微小解剖

（脳卒中外科）

脳外科における外科解剖

局所解剖と系統解剖の差

4 年生

顕微鏡下脳神経外科手術の実際

栗田 浩樹

ヒトの病気 2 神経 21

脳血管外科総論

（脳卒中外科）

脳血管障害（３）くも膜下出血

くも膜下出血の診断と治療

4 年生

脳動脈瘤の外科治療戦略

神山信也

ヒトの病気２ 神経 22

出血性疾患の血管内治療

（脳血管内治療科）

脳血管障害(6)

出血性疾患の外科的治療

3 年生
大井川秀聡

ヒトの病気 2 神経 39

頭部外傷の特殊性

（客員教授）

頭部外傷 1（総論）

脳損傷発生の機序と病態

4 年生

頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義

吉川 雄一郎

ヒトの病気 2 神経 40

緊急手術を要する頭部外傷

（客員准教授）

頭部外傷 2（各論１）

脳挫傷の治療

4 年生

急性頭蓋内血腫の分類とその治療

吉川 雄一郎

ヒトの病気 2 神経 41

頭蓋骨骨折の分類と治療

（客員准教授）

頭部外傷３（各論２）

慢性硬膜下血腫の分類と治療

4 年生

外傷後てんかん

柳澤 隆昭

ヒトの病気 2 神経 47

小児がん・小児脳腫瘍の特徴

（客員教務）

脳腫瘍 4（悪性２）

小児脳腫瘍の種類

4 年生

小児脳腫瘍の診断と治療

西川 亮

ヒトの病気 2 神経 51

脳腫瘍とは何か

（脳脊髄腫瘍科）

脳腫瘍 1（総論）

脳実質内腫瘍と実質外腫瘍の重要性

4 年生

神経膠腫総論―Neuro-Oncology

西川 亮

ヒトの病気 2 神経 52

神経膠腫の診断と治療

（脳脊髄腫瘍科）

脳腫瘍 2（悪性１）

中枢神経系原発悪性リンパ腫の病態・治療

4 年生

転移性脳腫瘍の病態・治療

栗原 淳

ヒトの病気 2 神経 62

脳・脊髄の先天性奇形

（非常勤講師）

小児脳神経外科

小児脳腫瘍・脳血管障害

4 年生

水頭症の診断と治療

田辺 英紀

ヒトの病気 2 神経 63

頚椎症の分類と治療

（非常勤講師）

頚髄疾患

脊髄外傷の病態と治療

4 年生

脊髄腫瘍・脊髄血管障害
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栗田 浩樹

ヒトの病気 2 救麻 3

超急性期脳卒中患者の初期治療

（脳卒中外科）

緊急を要する病態とその初期治療 脳血管障害

神経救急患者の救命処置

4 年生

脳卒中患者の病態

栗田 浩樹

脳・神経系疾患（10）

脳動脈瘤の外科治療

（脳卒中外科）

脳血管障害 2

頭部外傷の外科治療

6 年生

神経救急の初期加療

大井川 秀聡

脳・神経系疾患（15）

頭蓋内疾患の救急処置

（客員教授）

必須の症候と疾患

頭蓋内疾患の緊急手術

6 年生
西川 亮

内分泌・代謝(5)

下垂体腺腫の画像診断

（脳脊髄腫瘍科）

下垂体腫瘍

下垂体腺腫の治療

3 年生

頭蓋咽頭腫の病態と治療

医療総論

脳死と心臓死の違い

池田 俊貴
（脳卒中外科）

（死の概念・臓器移植）

脳死判定基準

６年生

脳死後臓器移植の手順

三島 一彦

良医への道

医学論文読解の指導

（脳脊髄腫瘍科）

医学英語：医学論文読解

栗田 浩樹

保健医療学部・系統講義

脳卒中の外科治療

（脳卒中外科）

ヒトの病気 2

頭部外傷の外科治療

2 年生

神経救急の初期加療

（２）PBL：3 つの課題を担当
（３）臨床推論：教員が順に担当
（４）BSL：全教員がクルズス、手術解説、レポート指導、カンファランス解説などを分担して指導
（５）CC：BS 全教員が担当患者を決めてカンファランスでの症例提示などを指導
卒後教育：日々の手術や患者管理の指導に加え、以下の教育セミナーを主催、あるいは後期研修医や教員を派遣した。
（１）

日本脳卒中の外科学会技術認定医教育セミナー

（２）

国循脳血管外科フォーラム 2019

（３）

埼玉医科大学医学教育ワークショップ

（４）

多摩微小解剖セミナー

（５）

OSCE 評価者講習、医学教育フォーラム

（６）

埼玉医科大学臨床指導医セミナー

（７）

埼玉医大国際医療センター脳卒中外科手術手技セミナー

また、脳卒中外科は他大学からの研修者臨床フェローとして計 2 名、臨床修練士として外国人医師 4 名を受け入れた。
2-3 達成度
講義，PBL，BSL・卒後教育全てにおいて責任を全うすることが出来た．2019 年度は医局員 3 名が脳神経外科専門医（武裕士郎、池上方
基、寺西亮雄）を、3 名が学位（大塚宗廣、柳川太郎、伏原豪司）を取得した。当科 program では過去 6 年間脳神経外科専門医の合格
率 100％を維持している事からも、高いレベルの卒後教育が施されている事が理解される。
2-4 自己評価と次年度計画
卒前教育：講義については、本年度も学生の関心と理解を深めるため、3D-の動画や手術 video を多用してより visual な「体験的な講
義」を心がけると同時に、国家試験で重要な point を集中的に講義した。また細かい医学的な専門知識の詰め込みではなく、将来どの
診療科に進んでも役立つような「どういう症状や神経学的所見がある時に脳神経外科医へ紹介するか？それはどのくらい急ぐか」とい
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う臨床センスが培われるように工夫している。BSL については，より実践的で体験的なプログラムを本年度も継続した。具体的には開
頭術に実際に参加し、本物の髄膜や脳に触れてその質感や解剖学的構造・機能を実感として理解する事、また顕微鏡下血管吻合の実技
指導を通して、脳神経外科医に求められる技術レベルやその臨床応用について理解が深まるように配慮した．系統講義から BSL を通し
て、脳神経外科を希望する研修医の昨今の減少に歯止めをかけるために，学生の興味と意欲をかき立てるような内容に brush up した
結果、本学から過去 9 年間に 10 名の新入医局員を迎えることができた．
卒後教育：
脳卒中外科においては、手術技術の向上をその教育の核とし、診療科で行われたすべての手術について、ビデオカンファレンスを行
って術前・術後の検討を行った。また学会や関連訓練施設で行われるご遺体や動物を使用した手術トレーニングコース（日本脳卒中の
外科学会技術認定医教育セミナー、杏林大学微小解剖セミナー、国立循環器病研究センター脳血管外科セミナー、等）で診療部長が構
師を務め、シニアレジデント全員が出席して手術技術の獲得・向上に努めた．2019 年度には 3 名の初期研修医がローテーションし、福
島県立医科大学、関西医科大学から手術研修の為の臨床フェローを名受け入れた． また当科医局員及び研修者（臨床 fellow）から全
国最多の 6 名の日本脳卒中の外科学会技術認定医（栢原智道、古峰弘之、亀井孝昌、武田純一、伊藤清佳、山口裕平）
、4 名の日本脳卒
中の外科学会技術指導医（鈴木海馬、上出智也、小野秀明、伏原豪司）
、1 名の日本脳卒中学会専門医（栢原智道）を輩出した。
脳脊髄腫瘍科では脳腫瘍全般において，神経学的所見，画像所見に始まる基礎に立ち返った教育をモットーに専攻医の教育を行っ
た．また交換留学生が参加するカンファレンスは英語で行って，専攻医の英語プレゼンテーション技能の習得にも努めた．院内並びに
学外の研究会や学会には積極的な参加を促すと共に、参加前の指導を行った。
脳血管内治療科では，全ての専攻医及び希望する脳神経外科専門医が脳神経血管内治療学会専門医を取得することを念頭に置き、脳
血管造影の術者・脳血管内手術の術者・助手のトレーニングを実施した．カンファレンスにおいては疾患毎の脳血管撮影の撮像法・読
影所見・治療適応・手技・デバイスの選択や術後管理等の教育を行った。1 年目の専攻医(G3)は半年間で約 100 件の脳血管撮影の術者
を経験することにより、ほぼすべての脳疾患に対する脳血管撮影の知識・技術を取得し、合併症なく最良の脳血管撮影を独立して行え
るようになった。脳神経外科専門医取得後早期に脳神経血管内治療学会専門医を取得できる教育プログラムを、さらに指導医を目指す
ものには最短で高度の臨床能力を身につけさせるプログラムを継続しており、2019 年度は当院で教育を受けた者から日本脳神経血管内
治療学会専門医に 2 名（柴田碧人、塚越瑛介）
、指導医に 3 名（新美淳、水橋里弥、吉原智之）が新たに登録された。
大学院教育：
大学院進学者、在籍者はいないが、2019 年度は 3 名（大塚宗廣、柳川太郎、伏原豪司）が英文原著論文の審査の結果、埼玉医科大学の
博士（医学）に認定された。
本年度も学生の関心と理解を深めるため、3D-の動画や手術 video を多用してより visual な「体験的な講義」

３．研究
3-1 目的・目標
脳神経外科学に関係する基礎科学，診断，治療の全てにわたって新知見を探求することを目的とする．
3-2 研究プロジェクト
脳血管障害研究グループ
（１）アミロイドアンギオパシーによる脳内出血の病理学的研究
（２）未破裂脳動脈瘤術後の痙攣発作に影響する因子に関する研究
（３）頭蓋内主幹動脈閉塞症に対する STA-MCA bypass の成績を左右する因子の検証
（４）頸椎損傷に伴う脳血管障害の危険因子に関する研究
（５）高難度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用
（６）大型・巨大中大脳動脈瘤に対する新しい clipping 手術法の開発
（７）脳動脈瘤生成機序に関する基礎研究
（８）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定
（９）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証
脳腫瘍研究グループ
（１）

後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした
多施設共同研究
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（２） 中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究
（３） 高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療第 2 相試験
（４） 分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発
（５） 高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法により照射を回避した治
療戦略ならびに診断・治療に関するバイオマーカーの探索研究
（６） グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析
（７） 光感受性物質による放射線増強効果を用いた悪性脳腫瘍に対する新規治療の開発
（８） 初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・科学療法第 2 相臨床試験
（９） Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)—頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL
（１０）悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出に向けた多施設共同研究
（１１）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築
（１２）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発
（１３）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究
（１４）頭蓋内胚細胞腫における bifocal tumor の意義、髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究
（１５）人工知能を用いた多施設共同研究による悪性脳腫瘍の遺伝子解析と医療画像の研究
（１６）小児頭蓋内胚細胞腫の疫学調査：日本国内在住と海外移住日本人の胚細胞腫発生率の比較
（１７）血清中マイクロ RNA による疾患横断的早期診断技術開発研究における前向き検証研究
（１８）神経膠腫における高感度 TERT 遺伝子変異検出法の確立
（１９）Multimodality image を用いた脳腫瘍病態の観察
脳血管内治療研究グループ
（１）フローダイバーター治療の周術期合併症と予後に関する研究
（２）広範囲の初期虚血性変化を有する脳主幹動脈急性閉塞症に対する血管内治療の有効性に関する研究
（３）脳血管内手術における教育と治療成績の検討
（４）脳卒中に対する血管内治療の成績
（５）急性期脳梗塞に対する院内体制確立の研究
（６）動静脈シャント性疾患の高次脳機能
（７）急性期脳梗塞に対する病院前体制の確立と検証（埼玉急性期脳梗塞治療ネットワーク）
（８）血小板凝集能抑制効果と頸動脈ステント留置術周術期合併症の関連について
3-3 主な研究内容と達成度
脳血管障害研究グループ
（１）アミロイドアンギオパシーによる脳内出血の病理学的研究（柳川・栗田）
【研究内容】
OBJECTIVE: To evaluate the clinical and histopathological features of elderly patients with subcortical intracerebral
hemorrhage (ICH), and to analyze the presence of cerebral amyloid angiopathy (CAA) and Alzheimer's disease (AD) type
pathologic changes using amyloid beta (Aβ) and tau immunohistochemistry.
PATIENTS AND METHODS: We retrospectively analyzed cases satisfying the Boston criteria for CAA among patients with
subcortical hemorrhage who underwent surgical removal by craniotomy at our hospital. Surgical specimens were subjected
to hematoxylin and eosin (HE) staining as well as immunostaining.
RESULTS: A total of 54 patients were included in this study, with a mean age of 74.5 years (range: 72.5-76.5 years, 95%
confidence interval [CI]; 51% female). Of these 54 patients, 31 (57%) were hypertensive, 18 (33%) were undergoing
antithrombotic therapy, and 12 (22%) had dementia. Strong immunoreactivity for Aβ40 in the cerebral vessels was
observed in 30 patients (55.6%), and among these, 27 patients (90%) also showed strong immunoreactivity for Aβ42. Among
the 54 patients, 25 (46%) exhibited AD characteristics, including Aβ-positive senile plaques and AT8-positive neurons.
Multivariate analysis revealed that strong Aβ40 immunoreactivity in the cerebral vessels was associated with older
patients, females, lack of high blood pressure, and the presence of AT8-positive neurons.
CONCLUSION: CAA patients with strong Aβ40 deposition in the cerebral vessels were associated with subcortical
hemorrhage in our cohort. Future studies should investigate the pathomechanism of ICH in individuals with CAA.
【達成度】100%、論文として出版（Clin Neurol Neurosurg 176: 110-115, 2019）
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（２）未破裂脳動脈瘤術後の痙攣発作に影響する因子に関する研究（伏原・栗田）
【研究内容】
OBJECTIVE: The aim of the study was to better define the incidence of and risk factors for early seizures after repair
of unruptured intracranial aneurysms in modern microsurgical techniques.
PATIENTS AND METHODS: The medical records of 414 consecutive patients who underwent neck clipping of unruptured
intracranial aneurysms in our institution over a 5-year period were retrospectively reviewed. Clinical and neuroimaging
variables were analyzed to investigate putative predictors of perioperative seizures using multivariate logistic
regression analysis.
RESULTS: Overall, 24 patients (5.8%) developed seizures within 14 days of surgery without routine prophylactic use of
anticonvulsants. Eleven patients experienced partial seizures, while 13 experienced secondary generalized seizures. The
interval between surgery and seizure onset was less than 6 h in 8 patients, 6-24 h in 3, and 1-14 days in 11. History of
dialysis (odds ratio [OR] = 77.6, 95% confidence interval [CI] 7.5-1783.4, P < 0.001), and presence of cerebral
contusion (OR = 5.1, 95% CI 1.3-16.9, P = 0.02) or infarction (OR = 13.9, 95% CI 3.9-48.5, P < 0.001) detected by
postoperative computed tomography were independent and significant risk factors. No patients with early seizures went on
to develop refractory epilepsy.
CONCLUSIONS: Dialysis and iatrogenic brain damage were associated with a higher risk of early seizures after aneurysm
surgery. Our data support the selective use of anticonvulsants during the perioperative period of elective aneurysm
surgery.
【達成度】100%、論文として出版（Clin Neurol Neurosurg 178: 93-96, 2019）
（３）頭蓋内主幹動脈閉塞症に対する STA-MCA bypass の成績を左右する因子の検証（大塚・栗田）
【研究内容】
BACKGROUND: This study aimed to investigate factors related to improvement of hemodynamics and evaluated the usefulness
of intraoperative Doppler for predicting postoperative hemodynamics in patients with cerebrovascular atherosclerotic
steno-occlusive disease (CASD) of the internal carotid artery (ICA) or middle cerebral artery (MCA) who were treated
with extracranial-intracranial (EC-IC) bypass surgery.
METHOD: Forty-eight patients with CASD of the ICA or MCA who were treated by superficial temporal artery to middle
cerebral artery bypass with a follow-up longer than 12 months were enrolled. Repeated transient ischemic attack or
completed ischemic stroke was observed under optimal medical therapy in all patients. Intraoperative blood flow velocity
of the MCA was evaluated by a Doppler flowmeter. Cerebral blood flow and cerebrovascular reserve (CVR) were evaluated
using N-isopropyl-[123I] p-iodoamphetamine (IMP) single photon emission computed tomography (SPECT) preoperatively and
3 months after surgery. Imaging and clinical data were retrospectively reviewed.
RESULTS: CVR was significantly increased postoperatively (p = 0.03). One year after the operation, two (4.2%) patients
developed cerebral infarction. The change in MCA flow velocity just after anastomosis compared with pre-anastomosis
proximal and distal of the anastomosis site was a median of 3.0 and 2.6 times, respectively. However, there was no
significant association between changes in intraoperative MCA flow velocity and postoperative CVR. Multivariate analysis
showed that the presence of a lower estimated glomerular filtration rate (eGFR) was an independent risk factor for a
decrease in CVR (p = 0.036).
CONCLUSIONS: A higher eGFR might have prognostic value for improvement in CVR after EC-IC bypass surgery in patients
with CASD and misery perfusion.
【達成度】100%、論文として出版（Acta Neurochir (Wien) 161: 799-805, 2019）
（４）頸椎損傷に伴う脳血管障害の危険因子に関する研究（土屋・栗田）
【研究内容】
BACKGROUND: Blunt vertebral artery injury (BVAI) is a well-known potentially fatal complication of cervical spine
injury. The condition is reported to be associated with vertebral fractures and cervical hyperextension. However,
appropriate patient screening methods remain to be elucidated. This study aimed to identify the risk factors associated
with BVAI in patients with cervical spine injury.
METHODS: We conducted a retrospective, observational, single-centered study, including 137 patients with cervical spine
injury transferred to our center from April 2007 to December 2016. Evaluation for BVAI was available in 62 patients
based on magnetic resonance angiography or multi-detector computed tomography angiography. BVAI was classified using the
Biffl grade.
RESULTS: Among the 62 patients evaluated, 13 (21%) were diagnosed with BVAI. All injuries were classified as Biffl grade
2 (50%) or 4 (50%). Univariate analysis of patients with and without BVAI showed that cervical dislocation (p = 0.041)
and low average hemoglobin level (p = 0.032) were associated with BVAI. On multivariate logistic regression analysis,
cervical dislocation (odds ratio 1.189; 95% confidence interval 1.011-1.399, p = 0.036) remained a significant predictor
of BVAI. Based on receiver operating characteristic (ROC) analysis, a dislocation > 6.7 mm was selected as the optimal
cutoff value for prediction of BVAI (sensitivity and specificity, 87.5% and 71.4%, respectively).
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CONCLUSIONS: BVAI frequently occurred in combination with cervical spine dislocation, and the distance of the cervical
dislocation was identified as a useful predictor of BVAI.
【達成度】100%、論文として出版（Acta Neurochir (Wien) 161: 2359-2363, 2019）
（５）高難度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用（吉川・栗田）
【研究内容】
OBJECTIVE: To evaluate the clinical results and factors related to the resolution of preoperative cranial neuropathy
after internal carotid artery (ICA) ligation with high-flow bypass in patients with symptomatic large or giant cavernous
carotid aneurysms.
METHODS: This study included 18 consecutive patients (15 women) with cranial neuropathy. All patients underwent
therapeutic ICA ligation with high-flow bypass using a radial artery graft. Patients' demographics, duration of
symptoms, clinical outcomes, complications, and radiographic findings were retrospectively analyzed. The mean follow-up
period was 31.0 months (range: 3-74 months).
RESULTS: Patients' mean age was 66.6 years, and the mean aneurysm size was 23.7 mm. Six patients (33%) had partiallythrombosed aneurysms. Preoperatively, 16 (89%) and eight (44%) patients presented with ophthalmoplegia and facial pain,
respectively. Bypass patency was confirmed in 15 patients (83%), and obliteration of the aneurysm was confirmed in all
patients at the final follow-up. Preoperative ophthalmoplegia resolved in 10 patients (63%), and trigeminal pain
resolved in all patients. Postoperative resolution of patients' ophthalmoplegia was significantly associated with age
(P=0.044), symptom duration prior to treatment (P=0.042), and the degree of ophthalmoplegia (P=0.046). The degree of
postoperative residual ophthalmoplegia was positively correlated with the duration of ophthalmoplegia from onset to
surgery (r=0.619; P=0.011). Preoperative trigeminal pain resolved regardless of the preoperative duration of this
symptom in all patients.
CONCLUSIONS: Early treatment is recommended when treating large or giant cavernous carotid aneurysms with cranial
neuropathy. Complete resolution is possible in younger patients with partial neuropathy.
【達成度】100%、論文として出版（World Neurosurg 132: 637-644, 2019）
（６）大型・巨大中大脳動脈瘤に対する新しい clipping 手術法の開発（竹田・栗田）
【研究内容】
BACKGROUND: The treatment of complex unruptured middle cerebral artery (MCA) aneurysms which are untreatable with
conventional surgical techniques are rare, and direct aneurysmal clipping usually remains the first-line treatment for
large and giant saccular MCA aneurysms. Tandem clipping and multiple clipping techniques represent neck reconstruction
in direct clipping surgeries that address for these aneurysms.
METHODS: The authors describe a simple variation of neck reconstructive clipping techniques for the large MCA
unruptured aneurysm in a patient with an unruptured 20mm MCA bifurcation aneurysm. The key of this technique is the
application of an appropriate initial clip, the "mass reduction clip"; this clip is inserted not into the aneurysmal
neck but on the center of the aneurysmal dome so as to compress the dome at first, which yields a change in the
aneurysm's shape and reduces the size of the whole aneurysmal mass. This technique facilitates the ensuing neck
reconstruction according to the concept of the ideal closure line using few clips.
CONCLUSIONS: "Mass reduction" clipping, which changes the shape of the aneurysm and reduces the size of the whole
aneurysmal mass, is a useful variation for the treatment of large aneurysms when conventional clipping across the neck
is feasible.
【達成度】100%、論文として出版（World Neurosurg 125: 150-155, 2019）
（７）脳動脈瘤生成機序に関する基礎研究（佐藤・Lawton・栗田）
【研究内容】
Gut microbiota modulates metabolic and immunoregulatory axes and contributes to the pathophysiology of diseases with
inflammatory components, such as atherosclerosis, diabetes mellitus, and ischemic stroke. Inflammation is emerging as a
critical player in the pathophysiology of an intracranial aneurysm. Therefore, we hypothesized that the gut microbiota
affects aneurysm formation by modulating inflammation. We induced intracranial aneurysms in mice by combining systemic
hypertension and a single injection of elastase into the cerebrospinal fluid. Depletion of the gut microbiota was
achieved via an oral antibiotic cocktail of vancomycin, metronidazole, ampicillin, and neomycin. Antibiotics were given
3 weeks before aneurysm induction and either continued until the end of the experiment or stopped 1 day before aneurysm
induction. We also assessed the effects of the gut microbiota depletion on macrophage infiltration and mRNA levels of
inflammatory cytokines. Gut microbiota depletion by antibiotics reduced the incidence when antibiotics were started 3
weeks before aneurysm induction and continued until the end of the experiment (83% versus 6%, P<0.001). Even when
antibiotics were stopped 1 day before aneurysm induction, the gut microbiota depletion significantly reduced the
incidence of aneurysms (86% versus 28%, P<0.05). Both macrophage infiltration and mRNA levels of inflammatory cytokines
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were reduced with gut microbiota depletion. These findings suggest that the gut microbiota contributes to the
pathophysiology of aneurysms by modulating inflammation. Human studies are needed to determine the exact contribution of
the gut microbiota to the pathophysiology of aneurysm formation and disease course in humans.
【達成度】100%、論文として出版（Hypertension 73: 491-496, 2019）
（８）質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定（竹田・栗田）
【研究内容】
現在脳動脈瘤の形成、破裂機序の詳細は不明であるが、近年の研究からその形成機序に血管壁へ
の血行力学的ストレスから惹起される炎症反応が関与することが推測され、特に転写因子NF-κB
を中心とした力学応答因子の解析が進んでいる。一方で炎症カスケードにも脂質分子の関与が報告されているにも関わらずこれまで脂
質分子の解析を通じて脳動脈瘤の形成、破裂機序を研究した報告はまだない。本研究の目的はヒト脳動脈瘤壁の臨床標本において、脂
質分子種を区別して可視化することが唯一可能な方法である質量顕微鏡法を用いて脂質分子の局在解析を行うとともに、免疫組織化学
検査、電子顕微鏡解析による細胞の位置情報と比較してヒト脳動脈瘤形成を担う因子を同定する事が目的である。科学研究費を獲得
し、組織サンプルを解析し、論文を英文誌に投稿中である。
【達成度】90%
（９）脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証（上出・栗田）
【研究内容】
くも膜下出血発症の原因となる脳動脈瘤の発生、増大、破裂に関して、血流ストレスに起因する血管壁の慢性炎症性変化に伴う変性が
注目されている。近年、糖尿病合併症の増悪因子とされるRAGE（Receptor for Advanced Glycation Endproducts）が炎症を惹起して
脳虚血やくも膜下出血後脳血管攣縮に関与し、またその内在性阻害物質であるsRAGEが脳保護効果を有することが示された。本研究は
脳動脈瘤とRAGE、sRAGE との関連を明らかにし、脳動脈瘤の発生、増大、破裂予測の新規バイオマーカーとしてsRAGEが臨床上有益で
あるかを明らかにすることが目的である。科学研究費を得て、組織サンプルの収集を終了し、現在解析中である。
【達成度】65%
脳腫瘍研究グループ
（１）予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究（西川・三島・安逹・鈴木・
白畑）
【研究内容】
本研究は日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループにおける再発膠芽腫(JCOG1308)、退形成性神経膠腫（JCOG1016）
、ならびに
低悪性度神経膠腫(JCOG1303)を対象とした全国規模の多施設共同試験である。西川が JCOG 脳腫瘍グループ代表として全体を総括し、ま
た各研究においては分担研究者として参加した．プロトコール作成の段階から関わり、登録開始以降は積極的に症例登録を行った。
【達成度】80%
（２）中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準治療確立に関する研究（西川・三島・安逹・鈴木・白畑）
【研究内容】
本研究は AMED 委託費を頂いた西川班による班研究である。これも JCOG による全国多施設共同試験である。この 1114 試験は、薬事適応
外であるテモゾロミドを中枢神経系原発悪性リンパ腫に用いる為に、先進医療 B 制度の適用を受け、2014 年 9 月に登録開始となった。
順次登録可能施設を拡大中であり、症例も蓄積中である。現時点で試験進行の妨げとなるような重大な有害事象は発生していない。
【達成度】90%
（３）高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療第 2 相試験（西川・三島・安逹・鈴木・白畑）
【研究内容】
膠芽腫においては MGMT のメチル化がテモゾロミドによる効果予測因子であることが明らかになってきた。特に高齢者においては、ドイ
ツの臨床試験の後解析によって、MGMT メチル化症例では、テモゾロミド単独治療が放射線治療に優る事が示唆される結果が示され、MGMT
メチル化を有する高齢者においては放射線治療を省略しテモゾロミド単独療法で初期治療を開始できる可能性が示された。我々は、高齢
者膠芽腫において、MGMT メチル化状態によって治療を層別化することの有用性を検討することを目的として、MGMT メチル化を手術摘出
試料で解析し、MGMT のメチル化の有無によって前向きに層別化して、MGMT 高メチル化症例ではテモゾロミド単独治療を、MGMT 低メチル
化症例では放射線治療を行う第 2 相試験を実施した。生存期間中央値は MGMT 高メチル化群テモゾロミド治療群 399 日、MGMT 低メチル化
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放射線治療群 311 日、QOL 解析ではテモゾロミド治療群においていくつかの機能スケールで改善傾向を認めた。試験結果は米国臨床腫瘍
学会で発表し、投稿準備中である。
【達成度】95%
（４）分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発（西川・三島）
【研究内容】
神経膠腫，中枢神経原発悪性リンパ腫と頭蓋内胚細胞腫のゲノム解析のプロジェクト（文科省次世代がん）に参加した。過去に遡っての
凍結保存サンプルの匿名化作業や発送，並びに臨床データのデータベース作成を行った。胚細胞腫に関してはゲノム解析が終了し、いく
つかの新知見が認められ、論文を作成した。中枢神経原発悪性リンパ腫に関しては、やはりゲノム解析が終了し論文にて発表した。神経
膠腫においては 2019 年度も引き続き「次世代がん」の助成を受けて研究を行った。
【達成度】90%
（５）高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する導入免疫化学療法と維持化学療法により照射を回避した治療戦略ならびに診断・治療
に関するバイオマーカーの探索（三島・西川）
【研究内容】
【目的】高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫（ePCNSL）は予後不良であり、標準治療として行う大量 MTX(HD-MTX)基盤化学療法と全脳照
射により遅発性神経障害を高率にきたし、また寛解導入化学療法で一旦完全奏効(CR)となっても早期に再発する傾向がある。我々は
ePCNSL に対し寛解導入化学療法により CR に達した症例に対しては照射を行わない治療方針をとっている。今回、導入化学療法後 CR と
なった ePCNSL 症例についてその後の治療別に予後を検討した。
【方法】2009 年 1 月から 2018 年 5 月までに 42 例の ePCNSL に対し、寛解
導入免疫化学療法：:Rituximab(375mg/m 2)と HD-MTX(3.5g/m2)(RIT-HD-MTX 療法)を 2 週毎に 6 サイクル施行後、奏効例には 1 ヵ月毎に
RIT-HD-MTX による地固め療法を 2 サイクル施行した。CR 例には原則 HD-MTX による維持療法を 3 ヵ月毎に 2 年間を目標に施行した。維
持療法を行うことに対して承諾を得られなかった症例は経過観察を行った。
【結果】ePCNSL 42 例(年齢中央値 74 歳)中、寛解導入及び
地固め療法後 CR になった症例は 26 例で、そのうち維持療法を行った(M+)のは 18 例、維持療法を行わなかった(M-)のは 8 例で、年齢中
央値はそれぞれ 74 歳と 76 歳であった。無増悪生存期間中央値(mPFS)は M+：73 ヵ月 vs. M-： 24.6 ヵ月(P=0.026)、全生存期間中央値
(mOS)は M+：未到達 vs. M-：28.2 ヵ月(P=0.0019)であり、維持療法を行うことにより mPFS と mOS は共に有意に延長した。また KPS 60
未満の症例、深部に腫瘍が存在する症例では予後不良であった。MTX の腫瘍細胞内への取り込みに必要な reduced folate carrier(RFC)
の発現を免疫組織染色で検討した結果、RFC の発現がみられる症例では予後良好な傾向にあった。【結論】寛解導入療法後に完全奏効に
達した ePCNSL 症例に対して維持療法を行うことで予後が改善する可能性が示唆された。
【達成度】85%
（６）グリオーマの予後と関連する遺伝子マーカーの解析（安達・渡辺/窪田［実験助手］
・西川）
【研究内容】
成人グリオーマの診断・治療反応性・予後予測に有用な分子マーカーの効率かつ迅速な遺伝子解析体制の確立：凍結組織、あるいはバ
ラフィン包埋組織から抽出した腫瘍由来の DNA, RNA を対象とした。Point mutation assay として IDH1/2、H3F3A、BRAF codon600、
各点突然変異を High Resolution Melting (HRM)法にてスクリーニングし DNA シークエンス法にて同定した。MGMT プロモーターのメチ
ル化については、メチル化特異的 HRM 法にて定量的に解析した。BRAF-KIAA 癒合遺伝子、RELA 癒合遺伝子の有無については real-time
RT-PCR 法にて、染色体 1p/19q loss については FISH 法にて行った。ATRX 遺伝子変異については surrogate marker である免疫染色
法にて検索した。さらに、Droplet Digital PCR（ddPCR）法にて TERT 遺伝子プロモーター変異の有無を解析した。結果として、上記
の assay にて核酸抽出後 5～72 時間で全ての遺伝子異常の結果が判明した。以上、one run で複数遺伝子変異のスクリーニング可能な
PCR primer の設定を工夫して、HRM 法, ddPCR 法のような簡便で感度・特異度の高い assay 法を採用することにより効率かつ迅速な
分子マーカー異常の解析が可能な状況である。
髄液中の circulating cell free DNA を用いたグリオーマの Liquid Biopsy の可能性：グリオーマ患者の髄液中の circulating cell
free (ccf) DNA を検出してグリオーマ関連の分子マーカーの解析が行えるかどうかについて preliminary な解析を行った。グリオー
マ患者数例に対して、髄液検査用に採取した脳脊髄液の残液を解析に用いた。髄液１ml から Maxwell rapid sample concentrator シ
ステムを用いて ccfDNA を抽出した。続いて、real-time PCR/高解像能融解曲線分析法で IDH1,H3F3A, BRAF 遺伝子の点突然変異の有無
をスクリーニングし、DNA シークエンス法にて変異を同定した。また、一部の症例からは MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態をメ
チル化特異的高解像能融解曲線分析法で解析した。Droplet Digital PCR（ddPCR）法にて TERT 遺伝子プロモーター変異の有無を解析
した。実際に摘出した腫瘍組織から抽出した DNA に対しても、同様の assay 法にて遺伝子異常について解析を行い、髄液 ccfDNA から
得られた結果と対比させた。結果は、1ml の脳脊髄液から 10ng 以上の ccfDNA が得られることが判明し、real-time PCR/高解像能融解
曲線分析法、ddPCR 法での解析が可能であった。IDH1,H3F3A, BRAF, TERT 遺伝子異常について、髄液由来 ccfDNA と摘出された腫瘍か
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ら抽出した DNA における解析結果が全例で一致した。MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の状態を解析した 2 例でもメチル化につき定
量的に解析が可能であった。以上から、髄液中の ccfDNA を用いた遺伝子解析により、直接腫瘍組織を得ることなく、低侵襲でグリオ
ーマ患者の診断、予後の判定に有用な分子マーカー解析が行える可能性が示唆された。
【達成度】85%
（７）光感受性物質による放射線増強効果を用いた悪性脳腫瘍に対する新規治療の開発 （三島・西川）
【研究内容】
悪性神経膠腫（グリオーマ）は外科的切除、放射線治療、化学療法を行っても、根治には至らない非常に予後不良な悪性脳腫瘍である。
グリオーマの治療を困難としている原因の１つとして、治療の中心的役割を担う放射線治療に対してグリオーマ細胞が治療抵抗性を示
すことが挙げられている。従ってグリオーマの予後改善には、放射線治療抵抗性の克服が必須である。近年グリオーマ摘出術において蛍
光診断薬として用いられる 5-aminolevulinic acid (5-ALA)は、その代謝物であるプロトポルフィリンⅨ( PpIX)が腫瘍細胞内に特異的
に蓄積することを利用している。PpIX が放射線増感作用をもてば、正常脳組織への障害が少なく、かつグリオーマ細胞を標的とした治
療が可能になると考えられる。本研究ではグリオーマにおける 5-ALA の放射線増感剤としての効果を検討し、その抗腫瘍効果の機序に
ついて解明することにより新規治療の開発を目的とした。5-ALA をヒトグリオーマ培養細胞株に投与した後に照射を行うと、照射単独に
比べコロニー形成能が抑制されることが示され、5-ALA は放射線増感作用をもつことが確認された。照射と 5-ALA の併用による抗腫瘍効
果の機序として、細胞周期の G2/M での停止、DNA の DSB 修復の障害、アポトーシスの誘導の関与、細胞の生存に重要なシグナル分子で
ある AKT 活性の低下、オートファジーの誘導が関係していること等が示唆された。以上の結果より、5-ALA はグリオーマ細胞に対して有
効な放射線増感剤であり、グリオーマの放射線治療抵抗性の克服につながる可能性がある。現在 DNA 修復阻害剤を包埋しその表面に 5ALA を導入したナノ粒子を作成し、腫瘍特異的な放射線増感作用を期待して実験を継続中である。
【達成度】70%
（８）初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第 2 相臨床試験（鈴木・西川）
【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫に対して放射線化学療法を行う多施設共同第Ⅱ相臨床試験である。この東アジアの若い男児に好発する疾患に対する標
準治療の確立を目的とし、組織型（WHO）により分類された３群（ジャーミノーマ群、中等度悪性群 intermediate prognosis 群、高度悪
性群 poor prognosis 群）各々に対し、手術および術後放射線化学療法からなる一連の治療法の有用性と安全性を探索する、我が国独自
の、世界をリードする新たな臨床試験である。現在登録期間中であり、当院にて診断治療した胚細胞腫の登録を行ったため、中等度悪性
群および高度悪性群の登録を行っている。ジャーミノーマ群については予定登録症例数に達した。臨床研究法対応を行った。
【達成度】90%
（９）Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)基準範囲の作成—頭蓋内胚細胞腫患者の治療中・治療後の QoL-（鈴木・柳澤・西
川）
【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫患者に対する、長期的な ADL の把握を目指し、QoL 指標としての PedsQL の妥当性等を探索する臨床試験に参加した。登
録期間が終了し、現在追跡期間である。
【達成度】90%
（１０）悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出に向けた多施設共同研究による小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子
解析（鈴木・西川）
【研究内容】
国立がん研究センター脳腫瘍連携分野（AMED 市村研）を中心に全国規模で行われている、小児の頭蓋内胚細胞腫を中心とした悪性脳腫
瘍の新規治療標的およびバイオマーカーの発見を目指している多施設共同研究である。メチル化解析まで含めた網羅的包括的な解析が
終了し、論文を完成させた。また新たに発見された治療標的に対する治療の可能性について、治験の準備に入った。引き続き、症例の登
録を行っていて、当科からも持続的に手術試料を提供している。また、付随する研究として上衣腫および胚細胞腫瘍の細胞株樹立のた
め、国立がん研究センターと連絡を取り合い手術直後の検体を提供している。
【達成度】85%
（１１）小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築（鈴木・西川）
【研究内容】
小児頭蓋内悪性腫瘍のうち、特に髄芽腫および上衣腫の遺伝子診断体制の構築を行っている。大阪医療センターと国立がん研究センター
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を拠点とする多施設共同研究である。髄芽腫および上衣腫の症例を継続して登録しているが、これは JCCG(日本小児がん研究グループ)
の脳腫瘍委員会による全国統一脳腫瘍手術試料と臨床データの管理システムに包括され、髄芽腫および上衣腫の両症例とも JCCG を介し
て試料の提供を行っている。西川はこの脳腫瘍委員会の副委員長であり、このシステムを積極的に推進している立場で、当科からも積極
的に試料とデータを提供した。
【達成度】70%
（１２）小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発（鈴木・西川）
【研究内容】
小児悪性腫瘍に於ける AMED 研究班（原斑）および前出 JCCG の脳腫瘍グループによる我が国初の小児科・脳神経外科・その他関係各科の
共同による多施設共同前向き試験として、
「小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリスク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相
試験」が開始された。このプロトコールで摘出度中央判定委員の一員として摘出度評価を行っている. 当科からも積極的に症例登録を
行った。
【達成度】50%
（１３）中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究（鈴木・西川）
【研究内容】
中枢神経系原発胚細胞腫患者の末梢血の DNA を抽出し、患者ゲノムの遺伝子多型を SNP マイクロアレイまたは次世代シークエンサーに
よって網羅的に解析する。相関解析を中心とした遺伝的解析を行い、本疾患の感受性遺伝子を探索し、さらに分子生物学的手法を用い
て、遺伝子機能解析、DNA 多型の遺伝子に与える影響の解析を行う。本疾患は東アジアの 10 代男児に多い、という極めて特異な疫学的
特性を有しているために、その背景となる遺伝子情報を解析することは極めて重要であり、注目されているプロジェクトである。引き続
き、症例の登録を行っている。
【達成度】80%
（１４）頭蓋内胚細胞腫における bifocal tumor の意義ならびに髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究（鈴木・西川）
【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫の診断と治療に関する国際グループによる診断・治療・予後に関する 34 項目のコンセンサスが発表されたが、持ち越し
となった以下の２つの課題について多施設共同研究が行われ、西川は PI として、鈴木は分担者として参加した。 (1) 尿崩症を伴う
bifocal lesion が腫瘍マーカー陰性の場合、ジャーミノーマと診断してよい、という仮説はどの程度正しいか、(2) 髄液細胞診陽性の
ジャーミノーマにおいて、全脳脊髄照射が必要かどうか。当院から多数の症例が登録され、研究に貢献した。この結果は 2017 年６月に
FIFTH INTERNATIONAL CNS GCT CONFERENCE にて発表し、論文投稿中である。
【達成度】95%
（１５）人工知能を用いた多施設共同研究による全国大規模コホートでの悪性脳腫瘍の遺伝子解析と医療画像の radiogenomics /
radioepigenomics 研究（安達、西川）
【研究内容】国立がん研究センターを中心に行われ、多施設共同研究として既存、あるいは新規として集められた手術検体に対して網羅
的な遺伝子・染色体解析を行うことにより、新たな腫瘍関連遺伝子を特定し、その中から診断や予後予測など臨床的に有用な新しい腫瘍
マーカーを発見する。それらの変異遺伝子の機能を解析しつつ、画像情報を含む臨床病理情報を分子情報と比較し、バイオインフォマテ
ィクスや人工知能 (Artificial Intelligence, AI)などを用いて診断・予後予測・治療反応性予測との関連を解析し、新たな診断法やバ
イオマーカーの開発を行う。当科から手術試料、脳腫瘍診断画像を提供している。
【達成度】50%
（１６）小児頭蓋内胚細胞腫の疫学調査：日本国内在住と海外移住日本人の胚細胞腫発生率の比較（鈴木、西川）
【研究内容】従来頭蓋内胚細胞腫は東アジアに多いと言われてきたが、近年これに疑問を呈するデータが発表された。この議論に決着
をつけるための一つのデータとして、海外に移住した日本人家系におけるこの腫瘍の発生率の調査を米国、南米諸国と協力して開始し
た。2019 年はひきつづき日本からのデータを米国の基盤施設に提供した。解析結果を、2020 年の国際小児脳腫瘍学会にて発表予定で
ある。
【達成度】70%
（１７）血清中マイクロ RNA による疾患横断的早期診断技術開発研究における前向き検証研究
（三島・西川）
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【研究内容】脳腫瘍の診断方法は CT や MRI 等の画像診断が中心であるが、画像検査には費用がかかること、通常の人間ドックには頭
部の画像検査は含まれないこと、症状が軽微な場合画像検査が行われないこと、小さな病変は画像でとらえられないこと、画像上脳梗
塞や炎症性肉芽腫などとの鑑別が必ずしも容易ではなく、悪性脳腫瘍でも膠芽腫と中枢神経リンパ腫との鑑別が難しい場合もあり、画
像検査を補完する簡便で非侵襲的な診断マーカーの開発は、悪性脳腫瘍患者の早期診断、早期治療、再発の早期診断を可能とし、治療
成績向上のブレイクスルーとなることが期待される。近年、タンパクやマイクロ RNA などの核酸が、エクソソームというナノサイズの
小胞顆粒に包まれ、血液中を循環していることがわかった。マイクロ RNA は、細胞から細胞へ移送され、情報を伝達する役割を有し、
さらに、エクソソームに包まれ細胞外へ分泌されることにより、遠隔臓器へも情報が伝達しうることが証明された。特に、癌患者にお
いては、健康人と比較し、発現量や種類が異なることが示され、血液による、診断用のバイオマーカーへの応用が期待されている。そ
こで、各種悪性脳腫瘍について、感度 50%以上特異度 95％以上で検出可能なマイクロ RNA 診断マーカーを同定し、早期の患者を発見で
きる検査／診断技術として開発することを目的としている。本研究の共同研究施設である国立がん研究センター研究所および東レ株式
会社先端融合研究所においてマイクロ RNA の測定を行う。国立がん研究センターにて得られた脳腫瘍、非がん、その他の悪性腫瘍のマ
イクロ RNA データと統合解析を行い、脳腫瘍特異的な判別モデルの策定および検証を行う予定である。現在、本研究を行うため、当院
脳脊髄腫瘍科において原発性悪性脳腫瘍疑いで開頭腫瘍摘出術を行う患者に対して、術前に同意を取得したうえで登録し血清を採取し
て、前向きに症例を集積中し、マイクロ RNA について現在解析中である。
【達成度】10%
（１８）神経膠腫における高感度 TERT 遺伝子変異検出法の確立（安達･西川）
【研究内容】神経膠腫は原発性悪性脳腫瘍の中で高頻度の腫瘍であり、その発生や進展に関わる遺伝子異常の研究が盛んに行われている
が、染色体のテロメア伸長をもたらす逆転写酵素遺伝子である TERT（Teromerase reverse transcriptase）遺伝子のプロモーター領域
の点突然変異が成人神経膠腫に高頻度に認められることが見出された。この点突然変異は 2 か所のホットスポット（C228 か C250）にお
いて相互排他的に見られ、TERT の発現を亢進させる。この変異は、神経膠腫亜型の、膠芽腫の 55〜83％、乏突起膠腫の 70％以上の頻度
で検出され、診断上重要な分子マーカーである。しかし、TERT プロモーター領域は GC 含量が約 80%と高いうえに繰り返し配列を含むた
め、解析精度の高い次世代シーケンス法にても解析が困難で、TERT プロモーター変異の検出は古典的な Sanger シークエンス法で行うこ
とが標準的である。但し、本法は感度や再現性が低く偽陰性が多い。そこで、短時間かつ高感度に再現良く TERT 遺伝子変異を解析する
べく試薬、条件設定などを独自に最適化した Droplet Digital PCR（ddPCR）法の確立を本研究の目的とした。ddPCR 法はサンプル内に
PCR 増幅される遺伝子があれば必ず増幅検出されるため、0.1％の変異 DNA でも検出が可能な高感度な遺伝子変異検出法であり再現性も
高い。解析の材料となる DNA は新鮮組織由来でもパラフィン包埋組織や circulating DNA などの少量の DNA でも解析可能で、GC 含量が
高い領域での変異解析でも実績が報告されており、変異のホットスポットが判明している遺伝子解析に対する極めて有用な方法である。
今年度において、神経膠腫の凍結組織及びパラフィン包埋後の組織由来の DNA 10ng に対して、それぞれ別々の蛍光色素でラベルした
TERT 変異型と野生型プローブの存在下で最適化した ddPCR 増幅を行い、変異型と野生型の DNA のコピー数を定量した。その結果、凍結
組織及びパラフィン包埋固定後の組織由来 DNA に対して、TERT 変異型と TERT 野生型のアレルのコピー数が競合することなく検出される
方法を確立できた。
【達成度】90%
（１９）Multimodality image を用いた脳腫瘍病態の観察（安達、西川、三島、鈴木、白畑）
【研究内容】脳腫瘍治療専門施設での脳腫瘍の画像評価は、従来の MRI（単純＋造影）画像に加え、MRS, MR 灌流画像、PET (FDG,メチオ
ニン）といった機能画像を組み合わせて行い、診断や経過観察に用いているのが通常である。これらの画像診断法は、それぞれ長所、短
所がある。本研究の目的は、脳腫瘍の増大の過程を MRI と併行して multimodality 機能画像で部位別かつ経時的に観察しつつ、形態的
な脳腫瘍増大部位（Invasion front）を最も良く、かつ早期に反映する機能画像のパラメーターを見い出すことである。さらに、脳腫瘍
の発生や進展に関わる遺伝子異常について、脳腫瘍の診断、治療反応性、予後予測に有用なバイオマーカーが確立しており、その解析は
ほぼルーチン検査である。 そこで、脳腫瘍の手術の際に、手術ナビゲーションシステムを用いて、脳腫瘍増大を来した部位と、それ以
外の部位との組織を分別して、両者における、病理組織情報と分子遺伝学的情報の差異を比較検討し、画像情報を加味した統合的な脳腫
瘍病態を把握することも、本研究にて行う。
【達成度】17%
脳血管内治療研究グループ
（１）

フローダイバーター治療の周術期合併症と予後に関する研究（飯星・神山）

【研究内容】
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フローダイバーター治療は脳動脈瘤の新しい治療法として注目され、国内でも施設を限定しつつ症例が増えている。本治療の適切な患
者選択、周術期管理、合併症に対する対応、短期予後、中長期予後のいずれも確立されているとはいえず、各施設で異なる対応がとら
れているのが現状である。学会において情報の共有が図られているが、当院でもフローダイバーターの治療の症例が蓄積され、これま
で報告されてきたデータとの比較や対応への工夫につき研究を開始した。
【達成度】10％
（２）広範囲の初期虚血性変化を有する脳主幹動脈急性閉塞症に対する血管内治療の有効性に関する研究（笠倉）
【研究内容】
急性期脳梗塞に対する脳血栓回収療法は、確立した治療として最上位のエビデンスレベルになっているが、その対象となる患者は発症
後時間と画像所見により制約を受ける。脳梗塞が広い範囲に及んだ患者の予後は当然悪くなるが、本治療を受けることにより予後がよ
り改善する脳梗塞範囲の閾値が、これまでのエビデンスで示されているよりも広いのではないかというデータが出ており、低 ASPECT
値を示す患者を対象とした他施設共同研究が国内において実施され、当院も参加している。本研究の成果により、より多くの脳梗塞患
者が脳血栓回収術の対象となり助けられることが期待されている。
【達成度】30％
（３）脳血管内手術における教育と治療成績の検討（神山・山根）
【研究内容】
症例数の多い教育施設として、国内に不足している脳血管内治療医を育成する義務があると考えているが、一瞬の油断で取り返しのつ
かない大きな合併症を来し得る脳血管内手術の特性があるため、実際の手技を行わせつつ教育をすることに躊躇する上級医が多いとさ
れている分野である。カテーテル操作や指示方法を統一することによりリスクを軽減し、より多くの難易度の高い症例を経験させるこ
とで臨床能力の伴った脳血管内治療医を育てるシステムを構築し、検証している。代表的な手技である未破裂脳動脈瘤については専門
医初期あるいは専門医取得前の医師が指導医の下でほぼ全ての手技を行うまでになり、重篤な手技的合併症は 0％を維持できている。
これらの手段や成績を評価しつつ、教育プログラムの検証を行っている。学会にて報告を行い、論文作成中である。
【達成度】90％
（４）脳卒中に対する血管内治療の成績（笠倉・神山）
【研究内容】
脳梗塞・くも膜下出血等の急性期脳卒中に対する脳血管内治療の実施状況と治療成績、予後につきデータを蓄積し、患者因子や重症
度、治療手技との関連性の研究を継続している。注目する因子に関しては適時抽出して学会等で報告しつつ、包括的解析を行い検証し
て論文報告を行っている。
【達成度】60％
（５）急性期脳梗塞に対する院内体制確立の研究（笠倉・神山）
【研究内容】
急性期脳梗塞に対する治療は、tPA 療法に加え脳血栓回収術が最高のエビデンスレベルでガイドラインに示され、再開通までの時間が
直接予後に関係することがわかっている。院内においては病院到着から治療開始までの時間短縮が課題であり、効率の良い検査と
procedure が安全を保ちながら行われることが求められ、各施設において検討されている。院内到着から血管内治療開始までの DtoP 時
間の指標は、90 分から 60 分に短縮され、学会においては 45 分以下を目指すべきであるとの指摘も出ており、2019 年 12 月に循環器病
対策基本法が施行され、また日本脳卒中学会の脳卒中センター構想が進みつつあり、その方針に基づいて当院における時間短縮の方策
と研修、実施とその検証から、効率の良い院内体制確立の研究を行っている。
【達成度】70％
（６）動静脈シャント性疾患の高次脳機能（塚越・山根）
【研究内容】
硬膜動静脈瘻における高次機能障害は、長期間の局所的脳血流障害によるものと考えられており、治療による血流改善により高次機能
の回復が見られる症例を当院でも経験している。血流障害の程度や期間、患者因子、治療方法等と障害・回復の関連性を評価して学会
等で報告してきた。症例を蓄積し、統計学的評価を加えつつ、さらなる関連因子やより予後の良い治療方法の開発につなげる。
【達成度】50％
（７）

急性期脳梗塞に対する病院前体制の確立と検証（埼玉急性期脳梗塞治療ネットワーク）
（神山）
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【研究内容】
急性期脳梗塞に対する治療は、tPA 療法に加え脳血栓回収術が最高のエビデンスレベルでガイドラインに示され、再開通までの時間が
直接予後に関係することがわかっている。病院に到着するまでの時間を短縮するには、救急隊及び施設間での正確な情報の共有により
適切な施設に直ちに搬送できる体制が必要であり、埼玉県では県全体でそのシステム作りを始めた。埼玉県及び他の参加施設と共にこ
れらのデータの解析を行い、更なる治療成績の向上を目指すための研究を行っており、学会においてはその体制と効果につき発表を行
った。現在は代表施設や行政とのワーキンググループで循環器病関連法案や学会指針との整合性を取りまとめ、新たな体制を進めてお
り、そのプロセスと更なる効果につき評価・検討を行うこととしている。
【達成度】50％
（８）血小板凝集能抑制効果と頸動脈ステント留置術周術期合併症の関連について（米澤・笠倉）
【研究内容】
頸動脈ステント留置術時には抗血小板剤の術前投与を行うことが一般的であるが、抗血小板剤の効果は個人差が大きく、それが周術期
の虚血性合併症と関与している可能性が示唆されている。血小板凝集抑制効果の計測については臨床成績と結びついた確立したものが
ない。Born 法と VeryfyNow System による測定により血小板凝集能抑制効果を計測し、治療成績との関連を調べ、抗血小板剤の適切な
使用方法を検証するための研究を行い当院においての VeryfiNow の閾値を Born 法と治療成績から特定し、それに基づいた治療指針と
評価を行ってきた。現在そのデータをまとめて学会に報告した段階であり、論文作成を行っている。
【達成度】90％
3-4 自己評価と次年度計画
脳血管障害研究グループ
本年も複数の科学研究費（基盤Ｃ「質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与する特異な分子局在の同定：主任研究
者：竹田理々子」
、若手 B「脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証：主任研究者：上出智也」
）の支援下に、各プロジ
ェクトは概ね順調に成果を上げつつあり、多数の英文論文が作成された。次年度も現在継続中のプロジェクトを進行させると同時に、
治療困難な脳血管障害の外科治療法に関する複数の臨床プロジェクト、並びに脳血管内皮障害に関する基礎研究のプロジェクトを立ち
上げる予定である。
脳腫瘍研究グループ
本年度も複数の研究補助を獲得することができた。特に中枢神経系原発悪性リンパ腫に関する JCOG1114 臨床試験に関しては AMED 委
託費を主任研究者として獲得していて、この年度が最終年度となる。この試験は国際的にも認知され，国内でも先進医療 B の適用を
受け、注目される臨床試験である．その立ち上げに全力を尽くし、登録を開始することができた．また継続課題である神経膠腫，頭
蓋内胚細胞腫，髄芽腫、上衣腫そして JCOG1114 試験に附随して中枢神経系原発悪性リンパ腫などのゲノム解析を行い、徐々に結果が
出ている。これらは新規治療薬の開発やバイオマーカーの発見のために極めて重要なプロジェクトであるので，次年度も引き続き積
極的に推進させたい．
脳血管内治療研究グループ
急性期脳梗塞に対する院内体制確立に関する研究は英語論文化され、今後も蓄積されたデータと新たな試みの成績から様々な角度での
解析を行う予定である。フローダイバーターによる治療は脳動脈治療を大きく変えるものと考えられており、比較的初期段階から研究体
制を整えてデータを蓄積し解析する機会が得られているため、これを利用して厚みのある臨床研究を進めてゆきたい。RESCURE japan
Limit や新たな血栓回収デバイス(Versi Retriever)や動静脈奇形・硬膜動静脈瘻塞栓術用の液体塞栓物質(PHIL)の治験にも参加してお
り、今後も臨床研究の体制を強めてゆきたい。

４．診療
脳卒中外科および脳血管内治療科は、日本最大の脳血管外科手術数を維持し、脳卒中内科やリハビリテーション科との強い連携のも
と、脳卒中センター内で有機的に機能できたと思われる。また、本年度は手術治療に関する多くの英文学術論文を出版する事ができ
た。手術症例の増加は、経験の蓄積となり、手術成績の向上に直接的に関与している。脳・脊髄腫瘍科は覚醒下手術をはじめ、悪性腫
瘍に対する集学的治療を安定して行ない、術後化学療法で先進医療 B の指定を獲得した。3 診療科を合わせた手術数は年間 1325 例と、
脳神経外科学会認定基幹施設として、全国最多の手術数を 2019 年度も維持する事ができた。今後も手術数、成績とも日本の leading
hospital としての役割を維持し、近い将来にアジアをはじめとする世界各国より患者を受け入れる国際競争力を備えたい。
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５．その他
5-1 自治体、政府関連委員の有無
埼玉県医事裁判鑑定人（栗田浩樹）
独立行政法人医療品医療機器総合機構 専門医員（神山信也、西川亮、三島一彦）
国立がん研究センター先進医療評価委員会 技術委員（西川亮）
厚生労働省医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会ワーキンググループ委員（神山信也）
厚生労働省 「小児がん拠点病院の指定に関する検討会」委員（西川亮）
厚生労働省「小児・AYA 世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」委員（西川亮）
埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク ワーキンググループ座長（神山信也）

5-2 学術誌・編集委員、査読委員
Neurologia medico-chirurgica （西川亮：Editorial Board, 栗田浩樹、三島一彦、柳澤隆昭：Review Board）
脳卒中（栗田浩樹、吉川雄一郎：Review Board）
神経外傷（栗田浩樹：編集委員）
脳卒中の外科（栗田浩樹：編集委員）
Neurosurgical Emergency（栗田浩樹、神山信也：Review Board）
J Stroke Cerebrovasc Dis（栗田浩樹：Review Board）
J Neurosurg Sci（栗田浩樹：Review Board）
Clin Neurol Neurosurg（栗田浩樹：Review Board）
World Neurosurg（栗田浩樹：Review Board）
Neuro-Oncology (西川亮：Executive Editor、柳澤隆昭、三島一彦：ad hoc reviewer)
Japanese Journal of Clinical Oncology (西川亮：Review Board)
Pediatric International（柳澤隆昭：Review Board）
Neuropathology（三島一彦：Review Board）
小児の脳神経（柳澤隆昭：編集委員）
日本小児科学会雑誌（柳澤隆昭：Review Board）
小児がん（柳澤隆昭：Review Board）
小児血液・がん学会誌（柳澤隆昭：Review Board）
Expert Review Anticancer Therapy (柳澤隆昭： Review Board)
Pediatric Blood and Cancer（柳澤隆昭：Editorial Board）
脳神経外科速報（竹田理々子：編集同人）
ACUTE MEDICINE & SURGERY（神山信也: Review Board）
Journal of NeuroInterventional Surgery（神山信也: Review Board）

5-3 その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本脳神経外科学会・代議員（栗田浩樹、神山信也、吉川雄一郎、小倉丈司）
日本脳神経外科学会・国際教育小委員会委員長（栗田浩樹）
日中脳神経外科連盟・世話人（栗田浩樹）
日本脳腫瘍学会（理事長：西川亮、事務局長：三島一彦）
日本脳卒中の外科学会・理事（栗田浩樹）
日本脳卒中の外科学会・代議員（池田俊貴、吉川雄一郎、大井川秀聡）
日本脳神経外科救急学会・常任理事（栗田浩樹：2020 年度会長）
日本脳卒中の外科学会・技術認定委員会副委員長（栗田浩樹）
日本脳卒中学会・代議員（栗田浩樹、吉川雄一郎）
日本脳神経外科救急学会・評議員（竹田理々子、中島弘之）
日本神経外傷学会・学術評議員（栗田浩樹）
日本神経救急学会・世話人（栗田浩樹）
日本心・脳卒中学会・学術評議員（栗田浩樹）
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脳神経外科手術と機器学会・運営委員（栗田浩樹）
スパズム・シンポジウム・世話人（栗田浩樹、吉川雄一郎）
Mt. Fuji Workshop on CVD 運営委員（栗田浩樹：第 35 回代表幹事）
白馬脳神経外科セミナー運営委員（栗田浩樹：第 33 回会長）
手技にこだわる脳神経外科ビデオカンファレンス・世話人（栗田浩樹）
日本がん治療認定医機構関連学会連絡委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会教育委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会診療ガイドライン委員会専門医員（西川亮）
労働政策研究・研修機構(JILPT)労働大学校非常勤講師（三島一彦）
日本脳神経外科学会保険委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会 NRD 委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会地区代表委員（西川亮）
JCCG 理事、財務委員長（西川亮）
日本小児血液・がん学会理事、学会賞等委員会委員長（西川亮）
日本脳神経外科学会個別調査部会委員（三島一彦）
小児血液・がん学会専門医制度委員会（柳澤隆昭）
埼玉県立日高特別支援学校相談医（柳澤隆昭）
Int. Society of Paediatric Oncology. Scientific Programme Advisory Committee（柳澤隆昭）
Organizing Committee: Joint Neurosurgical Convention 2018 (USA) （栗田浩樹）
Faculty: 9th European-Japanese Cerebrovascular Congress (Italy) （栗田浩樹）
Faculty: The European Association of Neurosurgical Societies (EANS 2018) (Belgium) （栗田浩樹）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループ代表（西川亮）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）脳腫瘍グループ代表委員（三島一彦）
日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）効果安全評価委員（三島一彦）
埼玉脳神経外科医会・理事（栗田浩樹、西川亮）
関東脳神経外科懇話会・幹事（栗田浩樹）
埼玉脳神経外科懇話会世話人（西川亮、栗田浩樹）
埼玉ブレインセミナー世話人（栗田浩樹、吉川雄一郎、池田俊貴）
埼玉中枢神経画像診断研究会・世話人（栗田浩樹）
脳腫瘍の基礎シンポジウム・世話人（三島一彦）
ニューロオンコロジーの会・世話人（西川亮、三島一彦）
日本脳神経外科光線力学学会監事（西川亮、三島一彦）
武蔵野脳神経外科手術手技研究会・代表世話人（西川亮）
、同・事務局（栗田浩樹）
武蔵野脳卒中外科研究会・代表世話人（栗田浩樹）
、同・事務局（竹田理々子）
日高脳血管障害セミナー・代表世話人（栗田浩樹）
、同・事務局（鈴木海馬）
埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会・世話人（栗田浩樹）
石尊山神経懇話会・世話人（栗田浩樹、西川亮、神山信也）
日本脳神経血管内治療学会関東地方会幹事（神山信也）
東京脳卒中の血管内治療セミナー（TSNET）世話人（神山信也）
日本脳神経血管内治療学会 専門医指導医認定委員会 専門医試験委員 （神山信也）

６．業績
6-1 代表論文（2019 年度代表論文 10 選）
脳卒中外科
①

Yanagawa T, Takao M, Yasuda M, Kamide T, Sato H, Suzuki K, Ikeda T, Kikkawa Y, Kurita H: Clinical and neuropathologic
analysis of interacerebral hemorrhage in patients with cerebral amyloid angiopathy. Clin Neurol Neurosurg 176: 110115, 2019

②

Fushihara G, Kamide T, Takeda R, Kikkawa Y, Ikeda T, Kimura T, Kurita H: Factors associated with early seizures
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after surgery of unruptured intracranial anerysms. Clin Neurol Neurosurg 178: 93-96, 2019
③

Kikkawa Y, Suzuki K, Tachikawa T, Kurita H: Ruptured intrameatal AICA aneurysm associated with obstructed internal
auditory artery in a patient wirh subarachnoid hemorrhage and acute hearling loss. Acta Neurochir (Wien) 161: 403406, 2019

④

Kikkawa Y, Kayahara T, Teranishi A, Shibata A, Suzuki K, Tekeda J, Kamide T, Ikeda T, Kurita H: Predictors of
cavernous sinus symdrome caused by large/giant carotid artery aneurysms after parent artery occlusion with highflow bypass. World Neurosurg 132: e637-e644, 2019

⑤

Otsuka M, Kikkawa Y, Kamide T, Suzuki K, Shibata A, Ikeda T, Kurita H: Factors related to improvement of
cerebrovascular reserve after superficial temporal artery to middle cerebral artery anastomosis for patients with
atherosclerotic steno-occlusive diseases. Acta Neurochir (Wien) 161: 799-805, 2019

脳脊髄腫瘍科
⑥

Maeda T, Mishima K, Shirahata M, Suzuki T, Adachi J, Sasaki A, Nishikawa R. An epidermoid cyst of the thoracic
spine in an elderly patient: case report. World Neurosurg 127:113-116, 2019

⑦

Miyake Y, Adachi J, Suzuki T, Mishima K, Araki R, Mizuno R, Nishikawa R. TERT promoter methylation is
significantly associated with TERT upregulation and disease progression in pituitary adenomas. J Neurooncol
141:131-138, 2019

脳血管内治療科
⑧

Mizuhashi S, Yonezawa A, Kohyama S: Strategy to Achieve Faster Recanalization for Acute Ischemic Stroke in a
University Hospital with Many Constraints. J Neuroendovascular Therapy 13:411-418, 2019

⑨

Mizuhashi S, Kohyama S: Endovascular Treatment of Intracranial Hypertension Associated with Venous Sinus Stenosis
due to Tumor Compression. J Neuroendovascular Therapy 14:14-21, 2020

⑩

Yonezawa A, Neki H, Mizuhashi S, Otsuka T, Tsukagoshi E, Yamane F, Kohyama S: Case of a Patient Who Developed Basilar
Artery Occlusion after Treatment of Traumatic Vertebral Artery Dissection with Proximal Coil Occlusion. J
Neuroendovascular Therapy 13:430-437, 2019

6-2 獲得研究費

1. 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 17K10849：質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・破裂に関与す
る特異な分子局在の同定（主任研究者：竹田理々子、分担研究者：栗田浩樹）

2. 文部科学省科学研究費補助金 若手研究（B）課題番号 17K16637：脳動脈瘤破裂バイオマーカーとしての可溶型 RAGE の検証（主
任研究者：上出智也、分担研究者：栗田浩樹）

3. 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 18K09003：グリオーマにおける HRM 法を用いた高感度 TERT 遺伝子変異検
出法の確立．
（主任研究者：安達淳一）

4. 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 18K07690：ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新規放射線増感
治療の開発（主任研究者：川田哲也、分担研究者：三島一彦）

5. 文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号 19K09514 中枢神経系原発悪性リンパ腫の診断・治療に関するバイ
オマーカーの探索（主任研究者：三島一彦、分担研究者：落合孝広）
6. 文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）課題番号 19K09535：IDH 変異型星細胞腫における悪性転化の分子背景の解明（主任研
究者：白畑充章）
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7. AMED 委託費：中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用いた標準的治療確立に関する研究．
（主任研究者：西川亮）
8. AMED 委託費：予後不良の神経膠腫に対する標準治療の確立と希少癌組織のバイオバンクを目的とした多施設共同研究．
（主任研究
者：成田善孝、分担研究者：西川亮）

9. AMED 委託費：再発膠芽腫に対するテモゾロミド用量強化法を用いた標準治療確立に関する研究．
（主任研究者：永根基雄、分担研
究者：西川亮）

10.AMED 委託費：TERT を標的とした再発膠芽腫に対するエリブリンの医師主導治験（主任研究者：成田善孝、分担研究者：西川亮）
11. 文部科学省次世代がん研究推進プロジェクト：悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的およびバイオマーカーの創出．
（主任研究
者：斉藤延人、分担研究者：西川亮）

12. AMED 委託費：小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治療開発．（主任研究者：原純一、分担研究者：西川亮）
13. AMED 委託費：TERT を標的とした新規阻害剤の悪性脳腫瘍に対する臨床応用を目指した研究（主任研究者：市村幸一、分担研究
者：西川亮）

14. 厚生労働科学研究費 がん対策推進総合研究事業：小児がん拠点病院等の連携による移行期を含めた小児がん医療提供体制整
備。
（主任研究者：松本公一、分担研究者：西川亮）

6-3 受賞
栗田浩樹：Best Doctors in Japan 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019
栗田浩樹：埼玉医科大学Best Teacher 賞
前田拓也：国立循環器病研究センターBest Resident 賞

6-4 特許・実用新案
なし
6-5 学会、研究会、セミナー等の開催実績
（１）

第 25 回日本脳神経外科救急学会 川越 2020（会長 栗田浩樹）

（２）

第 8 回脳卒中外科手術手技セミナー 川崎 2019（会長：栗田浩樹）

（３） 第 8 回武蔵野脳卒中外科カンファレンス 大宮 2019（会長：栗田浩樹）
（４） 第 7 日高脳血管障害セミナー 坂戸 2019（会長：栗田浩樹）

７．自己点検・評価
7-1 本年度の点検・評価結果
脳卒中外科：教育に関しては、講義には staff が、BSL には診療部長以下全員が熱意を持ってあたり（診療部長は Best Teacher 賞を受
賞した）
、3 名の研修医のローテーションを受け入れ、専攻医が 5 名入局し、他大学から臨床フェローを 2 名、また外国人臨床修練士を
4 名受け入れた。研究に関しては、複数の科研費を含む競争的研究費を獲得して、鋭意 project を進行させ、国際学会に 42 の paper が
accept され、国内学会でも 117 回の発表を行った。また診療部長・staff の講演数も 20 を数えた。論文に関しては、和文を含めると
46 篇の論文を出版し(in press 含む)、特に英文論文を 17 篇と増やす事ができた。診療に関しては、本年度は術数の大幅な増加は無か
ったが、全国一の脳血管外科治療数を維持する事は可能であった。
（診療部長 栗田浩樹）
．
脳・脊髄腫瘍科：教育，研究，診療の各分野において一応満足すべき成果を上げることができた．
（診療部長 西川亮）
．
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脳血管内治療科：診療面では症例数も治療成績も良好な状態を継続している。フローダイバーター治療も国内では比較的早期に導入で
き、治験への参加も増えてくるなど、治療実績を確実に積みながら新しい治療にも積極的に参加できている．
（診療部長 神山信也）
脳神経外科（全体）
：脳神経外科全体としては本年度も手術数の増加が得られ、手術成績も高く維持する事が可能であった。3 科それぞ
れが我が国におけるトップクラスの内容の治療を行っており、専攻医も過去 3 年間で 12 名の入局があり、若い力に満ち、世代交代も
順調に進みつつある。
（運営責任者 栗田浩樹）
7-2 次年度の改善計画
脳卒中外科：今後も、通常の大学病院では手術不可能な高難度病変を全国からより多く受け入れると同時に、埼玉県における神経救急
の最後の砦として、救急患者を無条件に全例受け入れる体制を維持したい。そのためには、今後も救急医学科、脳卒中内科、脳血管内
治療科との密接な関係を維持しながら、
「治療戦略の統合化」と「技能分担の細分化」を継続的に進めたい。
（診療部長 栗田浩樹）
．
脳・脊髄腫瘍科：教育においては学生教育，特に実習を強化し，脳神経外科に興味を持ってもらい，全国的にもいわば社会問題ともなっ
ている脳神経外科医の減少傾向に少しでも歯止めをかけるべく努力したい．研究においては，研究プロジェクトの進行状況，獲得研究
費，また発表論文においても，量と質において十分な成果が挙げられていると考えている．しかし，人員，予算，また特に臨床に従事し
ながら研究時間を見つけていることには限界があるので，
今後はさらに productive な国内外の他施設との共同研究を展開していきたい．
診療においては，手術件数の増加や新しい医療の開発へ向けての試みを施行することができた．完全に脳脊髄腫瘍診療に特化した診療科
に生まれ変わって軌道に乗ったと考えられるが，次年度は更なる症例数の増加と治療成績の向上、とくに質の向上を意識したい．脳腫瘍
治療は地道にではあるが分子標的薬の登場などの先進的な治療が導入されつつある．引き続き治験への参加や標準治療の確立に関わる
臨床試験・臨床研究への参加など，本邦の特に悪性脳腫瘍治療を牽引すべく努力したい（診療部長 西川亮）
．
脳血管内治療科：教育においては、脳卒中医を目指す脳神経外科専攻医には全て早期に脳血管内治療専門医を取得させる方針のもと．
脳血管内治療専門医試験を見据えた教育体制を継続している。臨床に時間を割かれ研究がまだ途上の域であるが、新たな指導医（副診
療部長）も加わりスタッフは充実しつつあるため、診療・教育・研究のすべての面においてさらに成績を向上させるべく努力してゆき
たい．
（診療部長 神山信也）
脳神経外科（全体）
：今後も世界に通用する脳神経外科医を係属的に輩出すると同時に、研究・教育を含めて、日本の leading
hospital / university としての責務を果たせるよう、努力を重ねて参りたい。
（運営責任者 栗田浩樹）
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3．17）形成外科
1.構成員
中塚

貴志 （NAKATSUKA, Takashi）：教授（兼任）：運営責任者：研究主任：組織移植，頭頚部再建，マイクロサージャ

リー：医学博士
去川

俊二（SARUKAWA, Shunji）
：准教授：診療科長：頭頸部再建, 顎顔面外科：医学博士

横川

秀樹

景山

大輔（KAGEYAMA, Daisuke）助教：頭頸部再建，乳房再建，マイクロサージャリー

佐藤

弘樹

盧

率智

勅使河原

(YOKOGAWA, Hideki)：講師：教育主任:頭頸部再建，乳房再建，マイクロサージャリー
(SATO, Hiroki): 助教：再建外科，難治性潰瘍

（ROH, Solji）
：助教：形成外科一般
大輔

（TESHIGAWARA, Daisuke）
：非常勤医師：歯科・医科補綴：歯学博士

2.教育
2-1. 目的・目標：
当科は主に、他科の原疾患治療に伴う創傷治癒促進や機能改善を目的とした外科的補助を行っている。よって教育の目標
は、当科への関心を高めるだけでなく、創傷治療の基礎、原疾患治療のみならず機能改善に対する外科的挑戦、治療目標
の議論を伴う他科との連携を理解することにある。形成外科一般の教育は埼玉医大病院で行っており、当科単独では当科
を選択した一部の学生・研修医に行っているが、治療を共に行う頭頸部腫瘍科、乳腺腫瘍科、救急センターや骨軟部腫瘍
科、婦人科腫瘍科、心臓血管外科等の学生・研修医にも、積極的な教育を行っている。なお、現在当科には大学院生はい
ない。
2-2. 教育内容（担当者）：頭頸部再建（去川俊二・中塚貴志）、乳房再建（横川秀樹）
2-3.

達成度：実臨床の場における教育の機会は十分活かされたが、即時再建症例の増加、合併症治療の依頼の頻度など

は減少しておらず、十分な教育の成果が得られたとは考えにくい。
2-4.

自己評価と次年度計画： 次年度も同様に教育の機会を積極的に活用する。将来的に当科以外の習得を考える対象

者を考慮して、具体的な臨床手技のみならず、そこに至る過程や回避可能性などの議論を交えて、治療者としての質向上
を心掛けた教育を行う。

3.研究
3-1. 目的・目標
①頭頸部再建の患者の術後機能や臨床画像を含めたデータベースを構築し、統計学的データを基にした評価を行い、常時
から合併症の軽減、機能改善の向上を心掛ける。
②顎義歯を用いた顎再建を行い、術前シミュレーションの方法、術後の機能評価、地域連携のスタイルを検討、模索する。
③実体模型を用いた手術シミュレーションの有用性を、シミュレーションの方法と術後評価で検討する。
④舌再建後の機能を再建方法と解剖学的分類で評価し、予想される術後機能と適切な再建方法を模索する。
⑤熱感知カメラを用いて、手術治療や放射線治療の影響を評価し、その有用性を評価する。
⑥がん治療におけるアピアランスケアの有用性を、外科治療・補綴治療の観点から検討する。
⑦医療における可変式高倍率双眼ルーぺの有用性を評価する。外科治療や処置においてルーペを用いることは一般的にな
っているが、倍率を変えられるルーペはあまりない。手術においても一般術野操作と微小血管操作では理想とする倍率は
異なる。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）：
①～④：去川、景山、勅使河原
⑤：去川
⑥：去川、横川、勅使河原
⑦：中塚、横川、去川
3-3.

研究内容と達成度：

①カルテから術前・術中データを抽出し、術後も定期診察から得られたデータと臨床画像を安全性が管理されたパソコン
にファイルメーカーで処理して保存する。常時継続的に行っていく。
②当科非常勤である明海大学の歯科補綴医師と歯科補綴的な専門知識を共有し、シミュレーション、術後評価を行ってお
り、連携方法や暫定的な結果について様々な学会で報告している。
③顎再建のみならず、顔面骨骨折患者にも実体模型を用いており、対象疾患と方法について検討中であり、現在も進行中
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である。自家が関わらない領域にも積極的に実体模型の利用をすすめている。
④現在、後ろ向き評価と新たな解剖学的な分類の検討を行っている。
⑤臨床データの収集中である。
⑥整容改善の外科治療においては積極的に担当患者に紹介して臨床データの収集中である。医科補綴治療については、現
時点では口腔再建における歯科補綴のみだが、乳房術後の人工乳頭や顔面手術後の人工臓器などのエピテーゼを今後行う
予定である。
⑦現在臨床に用いて有用性の評価をしている段階である。しかしながら、有用性を表す評価方法がなく、それについて検
討中である。
3-4.

自己評価と次年度計画：

臨床研究においてはデータベースの整備が必須であり、導入したばかりのためデータ入力に不備が残る。これを充実させ、
頭頸部に限らず、比較的症例の多い骨軟部再建症例のデータベースも構築したい。いずれの研究も着手したばかりで結果
が出るまでに時間を要するが、暫定的な結果であっても積極的なアウトプットを行う。対象患者の具体的な治療の質向上
という当然のものだけでなく、医療関係に限らない他領域との連携、血管吻合技

4.診療
他科の外科的補助が主たる診療である。その補助は、創部被覆、重要臓器もしくは人工物の被覆などの創治癒や救命目
的、拘縮予防や組織増量、筋肉移植や支持組織移植のなどの機能性回復、整容性の回復など、目的が多岐にわたり、それ
に応じた術式が選択される。目的を明確にした上で再建治療を行い、術後評価でフィードバックすることが大切である。
次年度の目標は、より高度な治療目標の設定と術式の選択・評価、二次再建症例数の増加である。

5.その他
5-1.

自治体、政府関連委員の有無：

日本学術会議連携会員

中塚貴志

5-2. 学術誌、編集委員、査読委員の有無
国際形成外科学会 (ICOPLAST) 理事

中塚貴志

アメリカ形成外科学会(ASPS)国際会員

中塚貴志

国際再建マイクロ学会(WSRM)正会員

中塚貴志

日本形成外科学会理事長

中塚貴志

日本マイクロサージャリー学会理事

中塚貴志

日本頭頸部癌学会理事

中塚貴志

日本創傷外科学会理事・倫理委員会委員長

中塚貴志

日本形成外科手術手技学会理事

中塚貴志

日本頭蓋顎顔面外科学会評議員

中塚貴志、去川俊二

日本創傷治癒学会評議員

中塚貴志

日本乳房ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｬﾘｰ評議員

中塚貴志

日本美容外科学会評議員
日本抗加齢医学会評議員
日本外科系連合学会評議員・教育学術委員

中塚貴志
中塚貴志
中塚貴志

International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor

中塚貴志

Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board

中塚貴志

雑誌「形成外科」編集委員

中塚貴志

日本顎顔面補綴学会代議員
5-3.

去川俊二、勅使河原大輔

その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務：該当なし

6.業績
6-1.

論文・学会発表

論文
①

浅野悠, 去川俊二. 【穿通枝皮弁をあやつる！―SCIP flap を極める編―】頭頸部再建における SCIP flap. PEPARS
150: 37-44, 2019
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②

横川 秀樹 (埼玉医科大学国際医療センター 形成外科), 廣川 詠子 , 菅澤 正 , 中塚 貴志 . 自家頸静脈による頸動

③

Noguchi Y, Sugira Y, Okada N, Tsuchiya Y, Hayasaka J, Sasaguri K, Sarukawa S, Fujita A, Amano Y, Mori Y.

脈再建を行った 2 例. 形成外科 . 62(7): 780-787, 2020
A modified prearicular and transmandibular approsch for surgical management of osteosarcoma of the
mandibular dondyle within the masticator space and infratemporal fossa; a case report. J Med Case Rep.
13; 58, 2019
④

Sunaga A, Sugawara Y, Kamochi H, Gomi A, Uda H, Sarukawa S, Yoshimura K. Developmenmt of mutidirrectional
cranial distraction osteogenesis for the treatment of cranios

⑤

去川俊二、浅野悠、榎木祐一郎、勅使河原大輔、林直樹、横川秀樹、中平光彦、菅澤正、中塚貴志

⑥

去川俊二、勅使河原大輔、浅野悠、榎木祐一郎、林直樹、横川秀樹、菅澤正、中塚貴志 顎再建において補綴専門医

リンターを導入して変わったこと
と連携して変化したこと
⑦

一般口演

一般口演

第 43 回日本頭頸部癌学会総会

第 36 回日本顎顔面補綴学会総会

顎再建に３D プ

2019/6/14 ホテル日航金沢

2019/6/29 東北大学星陵会館

仙台

去川俊二、浅野悠、勅使河原大輔、榎木祐一郎、横川秀樹、小柏靖直、蛯原康宏、中平光彦、菅澤正、中塚貴志
再建における癌切除医、再建外科医、補綴医のチーム医療

顎

第 57 回日本癌治療学会学術集会、ポスター発表

2019/10/24 マリンメッセ福岡
⑧

去川俊二、景山大輔、浅野悠、榎木祐一郎、杉浦康史、横川秀樹、菅原康志、西野宏、菅澤正、中塚貴志
ウム 「上顎再建
―

⑨

シンポジ

私の流儀：皮弁、再建 Buttress、移植床血管をどう選択する？」 上顎再建―肩甲骨角部、腓骨

第 37 回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会

2019/11/1 KFC Hall 東京

去川俊二、榎木祐一郎、勅使河原大輔、景山大輔、浅野悠、菅澤正、中塚貴志 パネルディスカッション「リハビリ
メイクから再建を考える（未来の美）」口腔再建後の外科修正：形を治す

第 38 回日本口腔腫瘍学会学術大会

2020/1/23 学士会館
⑩

浅野 悠 , 去川 俊二 , 横川 秀樹 , 中塚 貴志 , 林 直樹 , 榎木 祐一郎 , 菅澤 正 . 頭頸部再建における鼠径皮弁
の有用性. 一般口演

第 43 回日本頭頸部癌学会総会

2019/6/14 ホテル日航金沢

6-2. 獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許、実用新案：該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし

7.自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
教育においては、卒前、卒後教育とも、積極的に活用しており、当科の重要課題が創傷治癒促進や手術による機能改善で
あることを強調している。研究においては、基本的に臨床に直結しており、データ収集・解析途上のものが多い。今後の
発展が期待されるところである。診療においては、腫瘍切除後の即時再建だけでなく、二次的修復治療にも範囲を広げつ
つある。これらは、シミュレーションサージャリーや、歯科補綴科との協力を通じて診療現場にフィードバックしている。
以上より、教育、研究、診療各分野において、それぞれの目標を達成すべく努力している。
7-2. 次年度の改善計画
次年度はスタッフ削減が決定しているので、次々年度に向けてスタッフを確保したい。
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3．18）（1）小児心臓科（小児心臓科）
１．構成員
住友 直方（SUMITOMO, Naokata）
：教授：診療部長：代表指導教員：小児循環器病学：医学博士
小林 俊樹 (KOBAYSHI, Toshiki)：教授：診療副部長：小児循環器病学：医学博士
葭葉 茂樹 (YOSHIBA, Shigeki)：助教：外来医長：小児循環器病学
小島 拓朗（KOJIMA, Takuro）
：講師：病棟医長：小児循環器病学：医学博士
戸田 紘一（TODA, Kouichi）
：助教：小児循環器病学
連 翔太 (MURAJI, Shouta)：助教：小児循環器病学
多喜 萌 (TAKI, Moe)：助教：小児循環器病学
白石 昌久 (SHIRAISHI, Masahisa)：助教：小児循環器病学
松永 保 (MATSUNAGA, Tamotsu)：非常勤講師：小児循環器病学：医学博士
井原 正博 (IHARA Masahiro)：非常勤講師：小児循環器病学

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：先天性心疾患の病理・病状や治療を理解させる。心電図の読み方、心疾患患者の診察方法、胸部エックス線写真の読み方な
どを理解させる。
卒後教育：小児心臓病の診断と治療、各疾患による血行動態を理解し対応する。集中治療学の研修。
2-2．教育内容（小島拓朗）
卒前教育：小児の心不全、短絡性心疾患、非短絡性心疾患など各疾患での病状や症状、治療について理解させる
卒後教育：疾患の診断と治療適応の判断。また集中治療下での適切な薬剤の使い方や病状の把握。心不全に対する治療方法、薬剤、補
助循環、両心室ペーシング
2-3．達成度
卒前教育：代表的な先天性心疾患の理解 60%程度
卒後教育：小児心臓病の診断学 80%、集中治療学 70%、心不全学 60％
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：限られた時限数（循環器病学としても小児科学としても）の中で学生に興味を持たせること。心疾患の各論に関しては頻度
の高い疾患の理解に限られる。診察方法、心電図の読み方、胸部エックス線写真の読み方などに関しては、おおよそ理解できるように
教育している。次年度も学生が同様に理解ができるように教育を行う。
卒後教育：心不全や手術前後の集中治療学と、病態の評価を正確に出来るようにする。また各疾患での治療適応とその時期の判断が正
確に出来るようにする。日本小児科専門医の取得もできるよう教育を行う。診断学に関してはかなりの精度に上昇しているが、集中治
療の急性変化に対する理解に関しては更なる教育が必要。

３．研究
3-1．目的・目標
A, The necessity of Implantable Cardioverter Defibrillators in patients with Kearns-Sayre Syndrome
B, Usefulness of the Red Blood Cell Distribution Width in the assessment of Hemodynamics after a Tetralogy of Fallot Repair
C, Predictors of Early Postoperative Supraventricular Tachyarrhythmias in Children After the Fontan Procedure
D, RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘発性多型性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明
E, Improvement in dyssynchrony with pharmacological ablation of right-sided accessory pathway-induced cardiomyopathy in infant
F, Anomalous Origin of Coronary Arteries Coursing Between the Great Vessels Presenting with a Cardiovascular Event
G, Early Assessment of Cardiac Troponin I Predicts the Postoperative Cardiac Status and Clinical Course After Congenital Heart Disease Surgery
H, Multivariate analysis of T-U wave complex on electrocardiogram in Andersen-Tawil syndrome with KCNJ2 mutations
I, A novel clinical phenotype for a desmin-related myopathy characterized by left ventricular non-compaction cardiomyopathy accompanied by
progressive cardiac conduction defect and spontaneous coronary artery dissection
J, A significance of school screening electrocardiogram in the patients with ventricular noncompaction
K, Comparison of transcatheter patent ductus arteriosus closure between children and adults
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L, Novel Observations Differentiating Nodoventricular/Nodofascicular Pathway-Related Orthodromic Reciprocating Tachycardia from Atrioventricular
Nodal Reentrant Tachycardia: A Multicenter Study of Sustained Supraventricular Tachycardia Despite Occurrence of Ventriculoatrial Block
M, Hepatocyte Growth Factor Predicts Failure of Fontan Circulation
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
A, 左心低形成症候群 小児心臓外科との合同
B, カテーテル治療の導入や保険適応の拡大 日本小児循環器学会及び JCIC 学会による Piccoro Duct Occluder による新生児動脈間閉
鎖の医師主導治験
C, QT 延長症候群、カテコラミン誘発多形性心室頻拍、Brugada 症候群、QT 短縮症候群、家族性心臓伝導障害などの遺伝性不整脈に
関する多施設共同研究
D, 小児不整脈原性右室心筋症、小児拘束型心筋症の心電図の特徴
E, 房室結節リエントリー性頻拍における Rhythmia の有効性に関する検討
F, 房室回帰性頻拍における Rhythmia を用いた dual chamber mapping の有効性に関する検討
G, 小児 S-ICD の有効性に関する検討
3-3．研究内容と達成度
A, 左心低形成症候群 病型による治療選択がほぼ確立されてきている。現在ステージ治療中の適切な病状評価法についての検討を行っ
ている
B, 現在臨床治験が行われている
C, 厚労科研費「遺伝性不整脈の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン等の作成に関する研究」を中心に遺伝性不整脈の診断基準・
重症度分類・診療ガイドラインをが作成された。4 年前の 4 月から開始している。
D, 厚労科研費『小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準の作成と遺伝学的検査を反映した診療ガイドラインの作
成に関する研究』を中心に日本の小児心筋症の診断基準を作成している。3 年前の 4 月から開始している。小児不整脈原性右室心筋
症、小児拘束型心筋症に関しては、症例の解析が終わり、現在論文投稿中である。
E, 当院で行なった房室結節リエントリー性頻拍における Rhythmia の有効性については、論文の再投稿を検討している。
F, 当院で行なった症例に対する解析を行い、論文投稿を検討中である。
G, 現在多施設共同研究として、全国の 30 余りの施設から症例の提示を受け、学会発表、論文作成を検討中である。
3-4．自己評価と次年度計画
各研究共に着実に成果を上げている。
左心低形成症候群に関しては周術期の正確な病状評価法の検討をさらに進める。
カテーテル治療に関しては治験が開始され、保険収載に繋がった。
遺伝性不整脈に関しては、症例を集め、遺伝子解析を行なうとともに、全国の症例を集計し、本邦の遺伝性不整脈の特徴を検討する。
小児心筋症に関しては、心電図が集積され、現在論文の accept 待ちである。
Rhythmia に対する房室結節リエントリー性頻拍、房室回帰頻拍に対する論文はほぼ完成、もしくはこれから解析を行い、本年度中の
accept を目指している。

４．診療
2018 年の入院患者数 397 名、外来受診総数 5028 名、心臓カテーテル検査206 名、カテーテル治療105 例であり、外来患者数は増加してい
るカテーテル検査数は増加していない。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
無し
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
編集委員： Heart & Vessels、Heart Rhythm Cases、Fetal and Perinatal Medicine、臨床心臓電気生理、心臓
査読委員：Journal of Arrhythmia、Heart and Vessels、Heart Rhythm、American Journal of Cardiology、ESC Heart Failure、
Internal Medicine、Cardiology in the Young、British Medical Journal Cases、Journal of Arrhythmia Cases、Heart Rhythm Cases,
Pediatric International、Journal of Cardiology Cases、Journal of Pediatrics、Circulation Journal、Journal of Cardiology、
International Heart Journal、心電図、心臓、日本小児科学会雑誌、日本小児循環器学会雑誌
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本小児循環器学会：学術委員会委員、倫理委員会委員長、社会制度委員会学校検診部会オブザーバー
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日本不整脈心電学会：専門医認定制度委員会 研修施設先行部会委員長、健康保険委員会委員、植込み型デバイス関連社会問題対策委員会
小児・先天性心疾患部会 部会員、カテーテルアブレーション委員会協力員
日本循環器学会：専門医誌編集委員会委員、心臓移植適応検討小委員会委員、小児・成人先天性心疾患部会委員、専門医制度認定試験委員
会委員、小児循環器賞選考員、蘇生科学小委員会オブザーバー

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Mori H, Kato R, Sumitomo N, Ikeda Y, Goto K, Tanaka S, Asano S, Tahara M, Nagase T, Shiro Iwanaga, Muramatsu T, Matsumoto K: Relationship
between the ablation index, lesion formation, and incidence of steam pops, J Arrhythm. 2019 Jun 1;35(4):636-644.
② Mori H, Sumitomo N, Muraji S, Iwashita N, Kobayashi T, Kato R: Ultra-high density mapping of intraatrial reentrant tachycardia in a patient after a
lateral tunnel total cavopulmonary connection, J Arrhythm, 2019 Sep 16;35(6):848-850.
③ Sekine M, Masutani S, Imamura T, Iwamoto Y, Muraji S, Yoshiba S, Ishido H, Sumitomo N: Improvement in dyssynchrony with pharmacological
ablation of right-sided accessory pathway-induced cardiomyopathy in infants, Int Heart J, 2019 Sep 27;60(5):1201-1205.
④ Yasuhara J, Kuno T, Taki M, Toda K, Kumamoto T, Kojima T, Shimizu H, Yoshiba S, Kobayashi T, Sumitomo N: Predictors of Early Postoperative
Supraventricular Tachyarrhythmias in Children After the Fontan Procedure. Int Heart J. 2019 Nov 30;60(6):1358-1365.
⑤ Mori H, Sumitomo N, Muraji S, Imamura T, Iwashita N, Kobayashi T: Successful ablation of atrial tachycardia originating from inside the single
atrium and conduit after a Fontan operation: using an ultra-high density 3-dimensional mapping system, Int Heart J, 2020 Jan 31;61(1):54-59.
⑥ Mori H, Kato R, Ikeda Y, Tsutsui K, Hasegawa S, Tanaka S, Iwanaga S, Nakano S, Muramatsu T, Sumitomo N, Matsumoto K. Percutaneous Simple
Lead Traction Is a Feasible and Effective Method for Right Ventricular Lead Perforations, Int Heart J. 2020 Jan 31;61(1):54-59.
⑦ Nagashima K, Hiro T, Fukamachi D, Okumura Y, Watanabe I, Hirayama A, Tanaka M, Tanaka T, Takamisawa I, Taguchi I, Sato A, Aonuma K,
Fukamizu S, Nakada A, Watanabe A, Amioka N, Suzuki Y, Matsumoto N, Koizumi J, Kumagai K, Naya M, Higuchi Y, Naito Y, Masuyama T,
Kawamura M, Tsunoda R, Suzuki S, Ishii H, Murohara T, Shimizu T, Takeishi Y, Shiina K, Yamashita J, Imamura T, Sumitomo N, Noguchi T, Aso T,
Furukawa K, Yamauchi Y, Okishige K, Sakata K, Yamagishi M, Shimizu S, Ohno M, Sugano T, Matsumura K, Matsumoto K, Ozaki K, Hayashidani
S, Meno H, Iwata A, Higuma T, Tomita H, Yoshino H, Taniai S, Shishido K, Murakami M, Negishi K, Nii M, Wakatsuki D, Suzuki H, Motoike Y,
Ozaki Y, Nakazato J, Hayashi H, Higuchi S, Shoda M. Anomalous Origin of Coronary Arteries Coursing Between the Great Vessels Presenting with a
Cardiovascular Event (J-CONOMALY Registry). Eur Heart J Cardiovasc Imag. 2020 Feb 1;21(2):222-230.
⑧ Kojima T, Toda K, Oyanagi T, Yoshiba S, Kobayshi T, Sumitomo N: Early Assessment of Cardiac Troponin I Predicts the Postoperative Cardiac
Status and Clinical Course After Congenital Heart Disease Surgery, Heart Vessel, 2020 Mar;35(3):417-421.
学会発表
⑨ Sumitomo N: Invited Lecture; Sudden Cardiac Death 1: Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: Update, Korean Heart Rhythm
Society 2019, Seoul, South Korea, 2019.6.21
⑩ Sumitomo N, Muraji S, Mori H, Imamura T, Iwashita N, Komori A, Sagawa K, Ushinohama H: Invited Lecture; Pediatric Ablation: Catheter ablation
in infants, Asian Pacific Heart Rhythm Society 2019, Bangkok, Thailand, 2019.10.24
【総数：論文 9 件、総説著書 13 件、学会発表 52 件、講演 12 件】
6-2．獲得研究費
1. 大野聖子、堀江 稔、住友直方、堀米仁志、吉永正夫、牧山 武、平成28年度〜日本医療研究開発機構委託研究『RYR2 遺伝子異常に起
因するカテコラミン誘発性多形性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因解明』
2. 吉永正夫、堀米仁志、住友直方、岩本眞理、野村裕一、高橋秀人、緒方裕光、清水 渉、堀江 稔、野上昭彦、蒔田直昌、相庭武司、大野聖
子、宮本恵宏、牧山 武、森田 宏、中野由紀子、林 研至、岩崎雄樹、村田広茂：小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する
研究(29-難治等(難)-一般-055)
3. 白石 公、安田 聡、市川 肇、黒嵜健一、大内秀雄、西村邦宏、武田充人、小山耕太郎、住友直方、水野 篤、賀藤 均、三浦 大、八尾厚史、
犬塚 亮、高橋 健、土井庄三郎、山岸敬幸、杉山 央、富田 英、上田秀明、先崎秀明、落合亮太、安河内聰、坂本喜三郎、芳村直樹、三谷
義英、山岸正明、小垣滋豊、城戸佐知子、赤木禎治、檜垣高史、佐川浩一：先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の
生涯にわたる QOL 改善のための診療体制の構築と医療水準の向上に向けた総合的研究(H30-難治等（難）-一般-010)
6-3．受賞
無し

0782

6-4．特許、実用新案
無し
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 55 回小児循環器学会、会長 住友直方、於 札幌コンベンションセンター、2019 年 6 月 27〜29 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究においては毎年確実に目標を達成している。診療においては外来患者数は増加しているが、入院患者数は減少しベッド稼働率の
改善には至っていない。さらに周辺医療機関との病診連携を強化し、多くの患者の紹介を得て、心臓病センター小児心臓科の入院患者増加に
努力する。当院では新生児、乳児早期で、極めて重症な複雑心奇形の患者が多いため、術後も種々の緊急処置、緊急カテーテルインターベ
ンション、緊急カテーテルアブレーションなどが必要となることが多い。また、術後に心内修復が必要な状況が発生し、再手術を行うこともしばし
ばである。このため、入院患者の術前の管理のみならず、術後の管理、患者情報の把握体制を徹底し、患者がトラブルなく手術に望め、術後も
問題なく退院できるように体制を整えるためにさらなる努力を重ねる。また、家族との関係構築も重要で、信頼される医師、患者関係を築いて行
く努力を行なう。しかし、現在の医療スタッフが少なく、体制を維持することは極めて困難な状況にある。他施設に働きかけ、積極的にスタッフの
増員を計る努力も必要である。
医学部学生教育に関しては、毎週の BSL 学生に対し、懇切丁寧にクルズスを行い、学生からの評判も上々である。今後、学内からのスタッフが
定着するよう努力する。
7－2．次年度の改善計画
新型コロナウイルス流行に伴う外来患者減少は幸い当院に関してはみられていないが、少子化に伴う小児心疾患患者の減少の流れは食い止
めることができない。近隣の医療施設との連携をさらに深め、紹介患者増加に努力する。また、初期研修医、後期研修医を始めとする教育に力
を入れ、医師スタッフの増加に努める努力もしていく所存である。
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3．18）（2）小児心臓外科（小児心臓外科）
1． 構成員
枡岡

歩(MASUOKA,Ayumu):准教授,副診療部長,病棟医長,教育主任,研究副主任,指導教員(大学院),
先天性心疾患・重症心不全,博士

保土田健太郎(HOTODA,Kentaro):講師,外来医長,先天性心疾患
岩崎美佳(IWAZAKI,Mika):助教
細田隆介(HOSODA,Ryusuke):助教
永瀬晴啓 (NAGASE,Haruhiro):助教
加藤木利行(KATOGI,Toshiyuki):特任教授,保健医療学部学部長, 先天性心疾患,博士

2． 教育
2-1．目的・目標
先天性心疾患の外科治療は、現在においてもまだ刻々と発展しつつある分野である。卒前教育においてはまず基
礎となる先天性心疾患の解剖と血行動態を系統講義において理解させるとともに、標準的な手術方法および最新の手
術方法についても講義する。BSL,クリニカルクラークシップでは、担当する手術症例の術前診断方法,術前術後管理,
手術方法を含めた治療戦略について患者を前に実践的に学ぶことを目標としている。卒後教育は外科専門医,心臓血
管外科専門医の取得を目標とした臨床と研究両面の教育を行う。
2-2．教育内容
卒前教育では主な先天性心疾患の外科治療について、手術適応と手術方法、注意すべき合併症を中心に講義して
いる。さらに体外循環の基本的な知識と小児での特殊性,複雑心奇形に対する最新の治療戦略や手術方法を講義して
いる。卒後教育は手術症例の病態生理と手術の必要性の理解、手術基本手技の習得、術後集中治療の実践が主たる教
育内容である。
2-3．達成度
卒前教育においては担当時間が少ないこともあって多種の疾患について短時間につめこむ形になるが、講義内で
の小テストの結果を見ると要点は十分に理解されていると思われる。卒後教育においては順調に専門医の取得が進ん
でいる。
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育における系統講義については常にUp-to-date に心がけて続けていく。BSL,クリニカルクラークシップに
ついては、小児心臓科と協力して術前後を通して治療に参加してもらい、また手術にも参加することで統合された実
習を行うことができると考えている。多くの研修医,専攻医の獲得を目指す。

3． 研究
3-1. 目的・目標
先天性心疾患の外科治療はますます低年齢化し、新生児期の心内修復術が日常となった。この手術対象の低年齢
化にともなって、体外循環の新生児に対する影響の分野ではまだ多くの臨床研究課題がある。また,先天性心疾患に
対する外科治療成績は著しく向上して来ており、今後はいかに術後のQOLを改善するかが課題である。その為の新し
い手術方法の開発にも取り組むとともに、術後の血流解析を行いより良い血行動態を得られる再建術式の改善に取り
組む。基礎研究としてはiPS細胞を用いてファロー四徵症の発生に迫る。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）


左心低形成症候群に対する Hybrid 治療戦略の改良と他疾患への応用。



再建手術後の血流解析と再建術式の改良



iPS 細胞技術を用いた発生分化異常であるファロー四徴症の病因解明。

3-3. 研究内容と達成度
Hybrid 治療については国内で最も多い症例数を経験しており、良好な成績をおさめている。先天性心疾患に対する
手術の多くは血流路の再建手術であり、術後の血流解析は術式の改良に繋がる可能性がある。現在 4D flow MRI を用
いてデータの蓄積中である。ファロー四徴症の患者から採取した胸腺細胞を用いて iPS 細胞の誘導に成功した。現在
は中胚葉への誘導を試みている。
3-4. 自己評価と次年度計画
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Hybrid 治療は継続中である。 血流解析についてはデータの分析を開始する。誘導に成功した iPS 細胞を用いてフ
ァロー四徴症の病因解明を進める。

４．診療
大学病院としては数少ない独立した診療科としての小児心臓外科である。大学病院の特色を活かした高度先進医療
を、先天性心疾患に対して提供している。
外来は週三回月曜日、水曜日、木曜日に行っている。小児の心臓病患者は小児循環器科の外来に通うのが原則なの
で、小児心臓外科では成人になった先天性心疾患患者と他院からの紹介患者を外来診察している。
手術は週 4 例（月曜日,火曜日,水曜日,金曜日）を原則としている。 今年度の手術症例数は体外循環下の手術が 111
例で、全手術が 169 例であった。出生前診断の精度が向上し、新生児期,乳児期早期の複雑心奇形の手術の占める割合
が多くなっており、約 5 割の症例が新生児期、乳児期の症例であった。年々重症例が多く集まる傾向にある。ハイブリ
ッド専用手術室を駆使して侵襲度の少ない、手術とカテーテル治療を統合したハイブリッド治療を先進医療として、
左心低形成症候群に対して国内では最も多く行い実績を挙げている。また小児用補助人工心臓を使った重症心不全治
療を開始し今年度までに 7 例に植え込みを行い、
うち 3 例は心臓移植に到達した。順調に手術症例数が増加しており、
来年度は年間 200 例以上の手術数を目標としている。

5.その他
5-1. 自治体,政府関連委員の有無
該当なし
5-2. 学術誌,編集委員、査読委員の有無
General Thoracic and Cardiovascular Surgery(日本胸部外科学会機関紙):編集委員
（鈴木）
Heart and Vessels: Editorial Board (鈴木)
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery(日本小児循環器学会機関紙): 査読委員(鈴木)
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery:査読委員(鈴木)
日本心臓血管外科学会雑誌:査読委員(鈴木)
5-3. その他,社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本胸部外科学会評議員(鈴木)
日本心臓血管外科学会評議員(鈴木)
日本心臓血管外科学会理事(鈴木)
日本心臓血管外科学会医療安全管理委員会委員長(鈴木)
日本小児循環器学会理事(鈴木)
日本小児循環器学会臓器移植担当理事(鈴木)
日本小児循環器学会評議員(鈴木,枡岡、保土田)
日本心臓血管外科専門医認定機構委員(鈴木)
日本移植学会評議員(鈴木)

6.業績
6-1. 論文・学会発表
学会発表
①

片山理智、保土田健太郎、細田隆介、永瀬晴啓、岩崎美佳、枡岡 歩、鈴木孝明
修正大血管転位症(ccTGA)に対するトレーニングのための肺動脈絞扼後に生じた左室内血栓症の１例
第 181 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2019/11/09

②

枡岡

歩,、細田隆介、岩崎美佳、井口

篤、鈴木孝明

EXCOR 装着後に大動脈弁閉鎖手術を施行し心移植に到達し得た cAVSD 術後重症心不全の１例
第 181 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2019/11/09
③

細田隆介、保土田健太郎、永瀬晴啓、枡岡

歩、鈴木孝明

部分肺静脈還流異常を伴う三心房心の１例
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第 182 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2020/03/07
④

岩崎美佳、枡岡

歩、細田隆介、永瀬晴啓、保土田健太郎、鈴木孝明

先天性心疾患術後 renal rSO2 の有用性についての検討
第 55 回日本小児循環器学会学術集会
2019/06/27
⑤

枡岡 歩、細田隆介、岩崎美佳、保土田健太郎、鈴木孝明
ファロー四徴症術後遠隔期に肺動脈弁置換術を行った５例の臨床像
第 55 回日本小児循環器学会学術集会
2019/06/27

⑥

枡岡 歩、細田隆介、岩崎美佳、保土田健太郎、鈴木孝明、戸田紘一、小柳喬幸、住友直方
小児補助人工心臓治療と弁逆流の検討
第 55 回日本小児循環器学会学術集会
2019/06/28

⑦

細田隆介、枡岡

歩、永瀬晴啓、岩崎美佳、戸田絋一、小柳喬幸、住友直方、鈴木孝明

当院における EXCOR 装着５症例の経験
第 55 回日本小児循環器学会学術集会
2019/06/28
⑧

細田隆介、枡岡

歩、永瀬晴啓、岩埼

美佳、保土田健太郎、鈴木

孝明

当院における部分肺静脈還流異常修復術の変遷と治療成績
第 72 回日本胸部外科学会定期学術集会
2019/10/31
⑨

保土田健太郎、細田隆介、永瀬晴啓、岩﨑美佳、枡岡 歩、加藤木利行、鈴木孝明
大動脈弓形態に応じた大動脈縮窄再建術式の選択―左開胸アプローチにおける遠位弓部に切り込まない再建法
第 72 回日本胸部外科学会定期学術集会
2018/11/01

⑩

永瀬晴啓、枡岡

歩、細田隆介、岩﨑美佳、保土田健太郎、鈴木孝明

当院成人先天性心疾患手術９８例の検討
第 72 回日本胸部外科学会定期学術集会
2019/11/01
【総数：学会発表15件】
6-2. 獲得研究費
該当なし
6-3. 受賞
該当なし
6-4. 特許、実用新案
該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

7.自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
卒前教育における講義,BSTについては、与えられた時間内としては十分に出来たと思われる。卒後教育についても
後期研修医を指導して専門医取得に向けて学会発表や手術症例の経験を積ませることができた。手術成績は良好で
満足できる結果を残すことができた。また新たに開始した小児に対する重症心不全治療が軌道に乗った。
7-2. 次年度の改善計画
今年度は手術症例数が横ばいであったが、今後更なる症例数の増加のためには,地域連携を密にし、母体搬送による
新生児手術の増加が重要と考える。このため総合医療センターにおいて小児心臓外科治療を開始する。
研究をより充実して学会発表と論文、特に英文論文を増やしていきたいと考えている。
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3．19）小児腫瘍科
１．構成員
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）
：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）
：腫瘍、血液：博士
福島 敬（FUKUSHIMA, Takashi）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）
：腫瘍、血液：博士
渡辺温子（WATANABE, Atsuko）
：講師：教育主任：指導教員（大学院）
：腫瘍、血液、代謝：博士
太田充彦（OHTA, Atsuhiko）
：助教：研究員
清水優輝（SHMIZU, Yuki）
：助教：研究員

２．教育
2-1．目的･目標
究極的な目的・目標は単純明快であり「良き医療人」、「良き生命科学者」の育成にある。根幹となる基本診療科とし
ては「小児内科」の中の subspecialty として、小児腫瘍学が存在するわけであり、成長・発達過程にある「小児」の医
学的、社会的特性を理解した小児内科医として generalist であることを前提に「小児腫瘍学」の臨床全般とその根幹に
ある腫瘍生物学を理解することを目標としている。
2-2．教育内容（担当者）
田中、福島と渡辺が BSL、ローテーター、および初期研修医の現場教育を担当し、教室での座学は田中が担当してい
る。実際の症例の主訴と理学所見から鑑別診断を挙げ、さらに緊急を要する症候への迅速な対応を並行して行い、最も
確実で侵襲性の少ない方法論で正確な診断に一刻も早くたどり着き、それに基づいた世界標準の医療を提供するにはど
のようにしたらよいか、を教育の主眼としている。特に強調して指導している点は「プレゼンテーション能力」の涵養
である。
2-3．達成度
この 2〜3 年の実習生から受ける感触では、我々の意図がかなり正確に学生・研修医に受け入れられ、小児腫瘍学とそ
の臨床に興味を持つ者が確実に増加していると感じている。
2-4．自己評価と次年度計画
充分な成果を上げている。が、肝要なことは「小児血液・がん専門医資格」を取得し、継続的に若年者がんの臨床・
研究に従事する人材の養成である。次年度には新規入局者の獲得を目指したい。

３．研究
3-1．目的・目標
望ましくは、小児期の発がん機構、造血細胞移植に関連する移植免疫学、
（腫瘍）幹細胞生物学などの基礎的研究を行
いたい希望を持っている。しかしながら、5 名の構成員という少人数診療科内で基礎研究的基盤を構築する余裕がない
のが実情である。
臨床研究としては、日本小児がん研究グループ（JCCG）のいくつかの疾患についての全国共同研究の一員として参画
している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
特定のグループはない。
3-3．研究内容と達成度
公表できるものは無く、未成熟である。
3-4．自己評価と次年度計画
評価に足る成果はない。

４．診療
小児の腫瘍性疾患というと、とかく血液疾患が中心と思われがちであるが、実は血液腫瘍は若年者の悪性疾患の 1/3
程度である。他は固形腫瘍であり、特に多いのは中枢神経腫瘍である。さらに AYA 世代では骨軟部腫瘍も頻度が高くな
る。当科は脳脊髄腫瘍科および骨軟部腫瘍科と同じ病棟で、各診療科の医師達と常に連携して診療に当たっており、外
科的対応が必要な固形腫瘍群に対する対応能力は本邦有数のレベルにあると自負している。さらに、頭頚部腫瘍科、婦
人科腫瘍科、泌尿器腫瘍科、呼吸器外科、腹部一般外科から画像診断科、放射線腫瘍科および、固形腫瘍診断に最も重
要な病理診断科等々、その集学的診断・治療に必要なほぼ全てが当施設内に揃っており、かつ各診療科との関連性も良
好である。
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５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当しない。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当しない。
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当しない。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 渡辺温子 太田充彦 田中竜平、 思春期悪性腫瘍患者における妊孕性温存療法の倫理的問題について、 第 122
回日本小児科学会学術集会、 2019、 金沢、 一般口演（口頭（一般）
② 田中竜平、 死生学の欠如した現代日本人に教える「がん教育」とは何か？
Absence of Thanatology: How do we show the real to the present generation of Japanese?、
学会学術集会、 2019、 京都、 ポスター

第 17 回日本臨床腫瘍

③ 田中竜平、 急性心合併症への即応能・多職種連携:anagrelide 投与後の心筋梗塞例の経験から、 第 57 回日本
癌治療学会学術集、 2019、 福岡、 ポスター
④ Yuki Shimizu, Atsuko Watanabe, Atsuhiko Ota, Maiko Miwa, Hiroyuki Yoshida, Takashi Fukushima, Ryuhei Tanaka、
両側卵巣原発の Gonadoblastoma と Dysgerminoma の 1 例
Ovarian gonadoblastoma found in a young girl with dysgerminoma carrying normal 46XX karyotype、 第 61 回日本
小児血液・がん学会学術集会、 2019、 広島、 ポスター
⑤ Atsuko Watanabe, Shintaro Nakano, Takao Takahashi, Maki Toudou, Yuki Shimizu, Atsuhiko Ota, Takashi
Fukushima,Ryuhei Tanaka、 心臓専門医と腫瘍専門医による移行期医療としての onco-cardiology プログラムの構築
⑥ Transitional care for cardiovascular event: Mutual understanding between cardiologists and oncologists
set up a functional onco-cardiology program、 第 61 回日本小児血液・がん学会学術集会、 2019、 広島、 一般
口演（口頭（一般）
【総数：論文 0 件、学会発表 6 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
なし。
6-3．受賞
なし。
6-4．特許、実用新案
なし。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
なし。

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
臨床業務が極めて多忙な中、このアクティビティーは十分評価できる。
大学院院生は在籍者無し。
7－2．次年度の改善計画
次年度には今年度、発表できなかった論文報告を目標としたい。
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3．20）皮膚科（皮膚腫瘍科）
１． 構成員
山本 明史(YAMAMOTO Akifumi)：教授：運営責任者：診療部長、研究主任：代表指導教員（大学院）
：皮膚悪性腫瘍、メラノー
マ：博士
中村 泰大（NAKAMURA Yasuhiro）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）
：皮膚外科、メラノーマ、薬物療法：博士
寺本 由紀子(TERAMOTO Yukiko)：講師：専門医員：皮膚外科、薬物療法、一般皮膚科：博士
佐々木克仁(SASAKI Kastuhito)：助教：医員：皮膚外科、薬物療法、一般皮膚科
馬場夏希（BABA Nastuki）
：助教（臨床フェロー）
：医員：皮膚外科、薬物療法、一般皮膚科

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：医学的見識を高め、皮膚腫瘍学およびその診療に興味を抱いて知識を深め、積極的に医学を探求する精神を育
てる。
卒後教育：一般皮膚科および皮膚腫瘍学の臨床・研究を積極的に学び、日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医および皮膚
悪性腫瘍指導専門医の資格、ならびに日本がん治療認定医機構のがん治療認定医の資格を取得すること
を目標とする。 すなわち、高度な専門的知識および技術を有する、高度な医療人の形成を図る。

2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：診療の実際を体験させ、また専門的クルズスを行う（山本・中村・寺本）
。
卒後教育：積極的に外来・病棟診療、研究に従事させ、主治医として手術の執刀をまかせ、指導者はその積極的な指導
を行う。入院患者の薬物療法においても指導者の下、積極的に施行させ、専門的知識・経験を取得させる。また、学会発
表・論文作成を積極的に指導し、価値あるをあげさせる。
（山本・中村・寺本）
2-3．達成度
卒前教育：今までによく理解していなかった皮膚悪性腫瘍に興味を抱き、その知識が理解できたとの回答が多く、とくに
クルズスやクリニカルクラークシップの内容に学生は大いに満足していた。
卒後教育：着実に経験を積み、見識を向上させ、とくに明らかな手術技術の進歩がみられた。
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価
卒前教育：着実に知識・臨床経験を習得し、その成果を研究会や学会に発表し、論文を作成し着実に研鑚が積みあげられ
た。
卒後教育：研究会（日高皮膚疾患診療懇話会）を年 2 回着実に開催し、そこで症例報告を実施し経験を積み、また地域の
医療連携を深めた。多数の早期病変の患者の紹介を受け、地域患者の早期治療を着実に実行できた。次年度計画としては、
さらに初診紹介患者数の増加を重要目標に掲げ、教室員全体で取り組む。メラノーマに対する新規薬物治療を中心とした
専門的治療を積極的に発展させ、世界をリードするごとく業績をあげる。
次年度計画
卒前教育：なるべく多く臨床の現場を体験させ、皮膚悪性腫瘍の診療の知識を向上させ、深い興味を抱くように指導する。
卒後教育：次年度（2020 年度）に山本が会長として、第 36 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会を東京で開催する予定であり、そ
の準備および実施協力を通じて、知識・体験を深くする。

３．研究
3-1．目的・目標
皮膚腫瘍、とくにメラノーマに関する臨床研究を進め、その研究成果により助教の業績をあげ、その結果として各種専門
医取得をめざす。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
① JCOG 皮膚悪性腫瘍グループ研究（厚生労働省がん研究開発費による）
② CSPOR-melanoma 研究（進行期悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究）
3-3．研究内容と達成度
①JCOG 研究：平成 27 年度よりメラノーマ術後補助療法（インターフェロン）について前向きランダム化試験を施行し、
その有用性を検討している。また、爪下部メラノーマの手術治療に関してグループ研究を 29 年度より開始
し、臨床研究中。その他、血管肉腫に対するパゾパニブ投与の臨床研究を開始した。

② CSPOR 研究：27 年度より進行期メラノーマに対する新しい治療法の 1 つであるニボルマブの有効性評価に関す
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る観察研究を継続中。
3-4．自己評価と次年度計画
研究発表および論文（とくに英語論文）の業績が増加し安定してきた。今年度もさらに臨床経験および研究を重ねて、積
極的な業績の向上に努力したい。

４．診療
きわめて発生頻度の少ない皮膚悪性腫瘍患者の診療を中心として行い、さらに全科における患者の皮膚疾患および治療
に伴う皮膚有害事象発生に対する診療を担当している。皮膚悪性腫瘍患者に関しては、全国的に症例数も多く、トップレ
ベルの高度な専門的診療を施行することを目標として実践している。当科ではセンチネルリンパ節生検の保険適用施設と
して認可を受けているが、メラノーマにおけるセンチネルリンパ節生検についてレベルの高い同定を実施している。開院
以来、レベルの高い専門的診療を行い、患者から高い満足度も得られ、また遠方から受診される患者も多い。次年度は昨
年度以上に患者数を増やして経験を積み上げ、積極的な診療および研究の発展を進めたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無：なし
5-2．

5-3．

学術誌、編集委員、査読委員の有無：あり（山本：日本癌治療学会・編集委員、International Journal of Clinical Oncology
編集委員、癌と化学療法誌・編集協力委員）
（日本皮膚科学会誌、日本癌治療学会誌、癌と化学療法誌、The Journal of
Dermatology 、International Journal of Clinical Oncology などの査読）
（中村：日本皮膚科学会誌、The Journal of
Dermatology、International Journal of Clinical Oncology などの査読）
その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務：(山本：日本皮膚悪性腫瘍学会理事（財務委員長）
、日本がん治療認定医機
構暫定教育医など、中村：日本皮膚悪性腫瘍学会評議員（財務委員）
、日本皮膚外科学会評議員、日本臨床皮膚外科学会
評議員、日本レックリングハウゼン病学会評議員、日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍学会指導専門医委員会委員、日本皮膚科
学会皮膚悪性腫瘍ガイドライン改訂委員会委員（担当：メラノーマ）
、日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員
会委員（担当：下肢静脈瘤）)

６．業績
6-1．

論文・学会発表・著書（主なもの）
①

②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

6-2．

Nakamura Y, Matsushita S, Tanaka R, Saito S, Araki R, Teramoto Y, Aoki M, Yamamura K, Nakamura Y, Fujisawa
Y, Brinker TJ, Yamamoto A. 2-mm surgical margins are adequate for most basal cell carcinomas in Japanese:
a retrospective multicentre study on 1000 basal cell carcinomas. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Epub
ahead of print
Sasaki K, Nakamura Y (corresponding author), Baba N, Teramoto Y, Asami Y, Kaira K, Kagamu H, Kawasaki T,
Arai E, Yamamoto A: Verrucous skin lesion caused by neuropathy misdiagnosed as squamous cell carcinoma and
treated with amputation surgery. J Dermatol, in press
Nakamura Y, Matsushita S, Tanaka R, Saito S, Araki R, Teramoto Y, Aoki M, Yamamura K, Nakamura Y, Fujisawa
Y, Brinker TJ, Yamamoto A. 2-mm surgical margins are adequate for most basal cell carcinomas in Japanese:
a retrospective multicentre study on 1000 basal cell carcinomas. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Epub
ahead of print
Nakamura Y. The Role and Necessity of Sentinel Lymph Node Biopsy for Invasive Melanoma. Front Med (Lausanne)
Oct 22;6:231. doi: 10.3389/fmed.2019.00231. eCollection 2019.
Yukiko Teramoto, Hector Martinez-Sid, Jun Guo, and Clus Garbe.:Acral lentiginous melanoma: in Cutaneous
Melanoma 6th edition, Springer Nature,2019
中村 泰大，寺本由紀子:【神経線維腫症 1 型(Recklinghausen 病)の病態と治療:小児外科医のかかわり・役割】結
節性蔓状神経線維腫(nodular plexiform neurofibroma)に対する外科治療. 小児外科, 51(12): 1188-1191, 2019.
齋藤晋太郎, 中村 泰大, 寺本 由紀子, 浅見 友梨, 松谷 泰祐, 安田 正人, 石川 治, 山本 明史, 荒木 隆一郎:
皮膚科医による基底細胞癌の側方マージン設定の正確性に関する検討.日皮会誌, 129(10): 2157-2164, 2019.
寺本由紀子、中村泰大、山本明史．
：タキサン系抗癌薬による皮膚障害,
Visual Dermatology, 19 (2)：152-157,2020.
馬場夏希、中村泰大、佐々木克仁、寺本由紀子、山本明史：当院における有棘細胞癌の修正切除マージンと予後の
検討、第 34 回日本皮膚外科学会総会・学術集会、宇都宮、2019.
馬場夏希、中村泰大、浅見友梨、寺本由紀子、山本明史：下腿筋層内腫瘤から確定診断に至った全身性サルコイド
ーシスの 1 例、第 70 回日本皮膚科学会中部支部学術大会、金沢、2019.
【総数：論文・著書（英文 10 件、邦文 13 件）
、講演 10 件、学会発表 7 件】

獲得研究費：厚生労働省がん研究開発費 約５０万円
AMED 研究費 約８９１万円
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6-3．受賞：Best Doctors in Japan 2007 年～2019 年連続受賞（山本）
6-4．特許、実用新案：該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：日高皮膚疾患診療懇話会を開催（第 24
回 2020 年 3 月 12 日開催）

７．自己点検・評価
7－1.今年度の点検・評価結果：
皮膚悪性腫瘍患者に対して全国トップレベルの質の高い専門的診療を着実に実行し、全国的に高い評価を受け、遠方からの患
者受診も多くなっている。地域の医療連携もきわめて順調であり、皮膚悪性腫瘍を疑う患者は即座に当科に紹介になるため、その患
者は早期発見・早期治療となり、短い入院期間ならびに簡単な手術治療により軽快し術後再発もほとんどなく、理想的な状況にあり、
ひいては地域社会に大いに貢献している。
７-２.次年度の改善計画：
スタッフが少ないため、診療のエフォートが高くならざるを得ず、教育・研究に十分な時間が割けない現状ではあるが、積極的に
論文作成・学会発表により業績を増やし、さらなる質の向上・発展に繋げたい。

0791

3．21）泌尿器科
１．構成員
小山 政史 (OYAMA, Masafumi)：教授：運営責任者：診療副部長：教育主任：代表指導教員 (大学院)：光力学的診断、
分子標的療法：博士
金尾 健人 (KANAO, Kent)：准教授：博士
西本 紘嗣郎 (NISHIMOTO, Koshiro)：准教授：研究主任：大学院教員 (大学院)：副腎腫瘍：博士
城武 卓 (SHIROTAKE, Suguru)：准教授：診療部長：大学院教員 (大学院)：博士
岡部 尚志 (OKABE, Takashi)：助教、2019 年 6 月から講師：博士
金子 剛 (KANEKO, Go)：助教
山東 典晃 (SANTO, Noriaki)：助教 (国立病院機構東京医療センターより、東京山の手泌尿器科専門研修プログラムにて
研修を行う)
山中 健嗣 (YAMANAKA, Takeshi)：助教 (慶應義塾大学病院より研修)
髙橋 崇志 (TAKAHASHI, Takayuki)：助教
梅澤 佑太 (UMEZAWA, Yuta)：助教
鈴木 賢次郎 (SUZUKI, Kenjiro)：非常勤講師
渡邊 裕子 (WATANABE, Yuko)：秘書
大野 美里香 (OHNO, Mirika)：事務員

２．教育
2-1．目的･目標
埼玉医科大学は建学の理念のもと、社会の役に立つすぐれた臨床医を育成することを目的として創立された。本学の使
命は学則第 1 条に「埼玉医科大学は教育基本法及び学校教育法の精神に則り、かつ、私学の特性を生かして専門的な知識
と技能及び高い倫理性を身につけた実地臨床医家並びに保健医療技術者を育成することを目的とし、更に進んで新しい医
学及び関連諸科学の研究並びに保健医療技術の向上に寄与することによって、広く人類の健康と福祉に貢献することを使
命とする。」と記載されており、専門的な知識と技能及び高い倫理性を身につけた実地臨床医家を育成することは教員の
ミッションでもある。この使命をより明確なものとするために、
「埼玉医科大学の期待する医療人像」が規定されている。
2-2．教育内容
臨床実習においては、医学教育モデル・コア・カリキュラムに示されている症候、疾患を経験させ、知識の修得のみな
らず、コミュニケーション能力を育むことにも力を入れている。
手技としては、特に尿道カテーテル留置を経験させることに力を入れている。
2-3．達成度
WebClass 上のルーブリック評価で学生評価を行ったが、概ね、評価項目の達成はできた。「日々の振り返り」上で、
学生へのフィードバックも行えた。
2-4．自己評価と次年度計画
学生評価として全科共通のルーブリック評価は行えたので、次年度は診療科別のルーブリック評価も行うことを予定す
る。臨床推論や治療計画立案などを積極的に実習に取り入れていく予定である。
学生に将来の医師像として明確なビジョンを描かせ、なぜ勉学に励み、実習に積極的に取り組まなければならないかとい
う行動の意味付けができる明確なミッションを持たせることを推進していく。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床研究および治験を積極的に推進するとともに、それらに必要な助成金を、科を挙げて獲得する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
3-3．研究内容と達成度
3-2 と 3-3 をまとめて記載する。
副腎プロジェクト


正常副腎皮質におけるステロイド産生機能やその分子基盤の解明 (#17-151、西本)。当科主幹の多施設共同研究であ
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る。症例登録、解析ともに順調である。


副腎皮質におけるアルドステロン産生の老化の解明 (#17-197、西本)。85 例の解析を行った。論文投稿(4, 20)、学
会発表 (22, 23 ,24, 25, 35, 36, 37)を行った。



難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出 (JRAS) (#18-184、西本)。多施設共同研究である。学会発表 (23,
35, 37) を行い、その成果論文に関しては現在投稿中である。



ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と診断法 (#18-185、西本)。多施設共同研究
である。症例登録、解析ともに順調である。



片側性原発性アルドステロン症の診断に副腎静脈サンプリングが必要か否かを判別するソフトウェア (Uni-APA
Predictor) の有用性を確立するための前向き観察研究 (#18-310、西本)。研究②および③の成果からソフトウェア
を開発し、そのソフトウェアは埼玉医科大学から特許出願を行った (6-4．特許、実用新案参照)。本研究はそのソフ
トウェアの有用性を前向きに検討する多施設共同研究である。本研究は 52 例の症例登録を終え、論文化を行ってい
る。



遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群（HPPS）の遺伝子解析の方法と評価に関する研究（未発症保因者診断
用）(#19-046、西本)。筑波大学を主幹とした多施設共同研究である。引き続き症例登録を行う。



遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群（HPPS）の遺伝子解析の方法と評価に関する研究（発端者用）(#19-047、
西本)。上記研究⑥に同じ。

腎癌プロジェクト


分子標的治療が施行された転移/再発性腎細胞がん患者の予後解析 (多施設後方視的観察研究) (#14-049、城武)。順
調に解析を行っている。



分子標的薬無効症例の予測による新たな進行腎細胞癌のネオアジュバント治療戦略 (#16-158-1、西本)。研究計画書



転座腎細胞癌の実態把握と解析－多施設共同研究 (#16-226、西本)。多施設共同研究である。当院からは計 4 例を登

の見直しを行ったことで順調に症例登録ができている。
録し、データ集積中である。一部の研究成果については英文論文 (17, 21)、学会発表 (49)においてその成果を報告
した。


転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマブの有効性と安全性の検討―メディカルチャートレビューによる後方視
的観察研究― (#18-036、城武)。多施設共同研究である。当院からは 18 例を登録し、データ集積中である。



診断時転移を有する小径腎細胞癌の分子生物学的検討 (#18-060、城武)。順調に解析を行っている。



泌尿器腫瘍 (腎細胞癌・尿路上皮癌)に対する抗 PD-1 抗体の新規効果予測因子を用いた前向き観察研究 (#18-150、
西本)。多施設共同研究である。当院からは腎細胞癌を 4 例、尿路上皮癌を 4 例登録し、データ集積中である。



未治療日本人転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマブ・イピリムマブ併用療法の有効性と安全性に関する前向き



腎細胞癌に対する 5-アミノレブリン酸による術中光力学診断の有用性の検討 (#19-159、西本)。該当症例がいない



骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察研究 (JMBO) (#17-245、小山)。多施設共同

観察研究（J-ENCORE）(#19-107、西本)。多施設共同研究である。順調に症例登録を行っている。
ため、登録症例は 0 例である。
研究である。順調に症例登録を行っている。


高リスク前立腺癌症例に対する根治的前立腺摘出及び放射線治療の治療成績に関する前向き比較 (#17-274、岡部)。
本研究のベースとなった後ろ向きに検討した論文を発表した (11)。患者組入れ率が悪かったため、研究計画書の見
直しが必要である。



去勢抵抗性前立腺がん患者（CRPC）における Ra-223 に対する治療満足度研究 (#19-045、西本)。多施設共同研究で
ある。順調に症例登録を行っている。



日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者の臨床転帰を観察するレジストリ試験 (#19-108、西本)。多
施設共同研究である。適格者がなかなかおらず、症例登録に難航している。



MRI 撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法の有用性に関する研究 (#19-236、金尾)。順調に解析を行
っている。



前立腺癌に対する薬物療法の選択と予後に関する観察研究 (#19-237、金尾)。順調に解析を行っている。

尿路上皮癌プロジェクト


膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された尿路上皮癌患者の予後解析 (多施設後方視的観察
研究) (#14-123、城武)。多施設共同研究である。順調に解析を行っている。



高リスク筋層非浸潤性膀胱がんに対する PDD-TUR による残存腫瘍減少効果の検討 (BRIGHT study) (#18-309、
小山)。
多施設共同研究である。該当症例はすべて組入れをしている。

0793



転移性および術後再発性浸潤性尿路上皮癌患者の予後解析（多施設後方視的観察研究）(#19-013、西本)。多施設共
同研究である。順調に解析を行っている。



膀胱癌に対するアラグリオにより発生する低血圧症の発生頻度に関する後ろ向き研究 (#19-217、小山)。多施設共同
研究である。当院症例 59 例の調査を終え、主幹施設へデータを送付した。



周術期予防的抗菌薬としてセフォチアム投与を受けた膀胱全摘除患者における周術期手術部位感染、入院期間延長並
びに周術期死亡率上昇のリスク分析 (#19-238、山東)。順調に解析を行っている。

その他
「臨床研究者向け総合管理システム」のクラウド化およびデータ接続 (#19-318、西本)。企業との共同研究である。
当科で作成したデータベースソフトのクラウド化を行う。データベースソフトは埼玉医科大学にて著作権の登録を行
い(6-4．特許、実用新案参照)、現在クラウド化の特許申請中である。
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究の推進、基礎研究の推進、学会発表、論文作成、治験の推進など、いずれも科として全力を挙げて取り組み、期
待される以上の成果を得ている。次年度は、現在遂行中の研究を確実に継続するとともに、前向きの臨床研究など難易度
の高いプロジェクトにも挑戦する予定である。さらには、科研費を含む競争的研究資金を積極的に獲得する。

４．診療
泌尿器科癌に対して手術、放射線治療、薬物治療などあらゆる治療法の中から、患者一人一人に適切な治療を提示し、
完遂できることが当科における何よりの特色であり、最大の診療目的でもある。鏡視下手術においては、豊富な経験と高
度な手術手技によりダビンチ手術に匹敵する治療成績を得ている。また、進行癌や重篤な合併症を有する高難度症例に対
する手術経験も豊富である。免疫療法を含む最新の薬物療法も積極的に行っており、日本有数の症例数を誇る。今後も治
験を含め、患者にとって最善かつ最先端の治療を、患者の満足度と安全性を担保しながら行っていく。
本年度は前年度に比して、外来・入院患者数、手術症例数ともに大きく増加した。これは当科で行っている積極的な先
進医療に対する紹介元施設からの信頼によると考えている。しかしながら、限られた人員の中で今後も引き続き最新医療
を導入し、安全性を担保しつつ現在の患者数、症例数を維持していくことは容易ではない。本年度以上に近隣施設や他診
療科、他職種との連携を密にし、業務の効率化を図ることを徹底していく。
前立腺癌においては、オリゴ転移性前立腺癌に対する原発巣及び転移巣に対する積極的な放射線療法の推進、転移性去
勢感受性前立腺癌に対する積極的な新規薬剤（apalutamide)の使用、鏡視下前立腺全摘除術においては神経温存術、拡大
リンパ節郭清術の積極的な施行を目標とする。
膀胱癌においては、膀胱全摘除術における新膀胱造設術の積極的な施行、腎癌においては、転移性腎癌に対する新規薬
剤（cabozantinib）の積極的な使用を目標とする。
同時に、得られた臨床成績を国内外に発信し、日本人における泌尿器科癌の治療戦略の構築に寄与することを目標とす
る。また、今後期待される分子標的治療薬や新たな免疫チェックポイント阻害剤などの臨床治験への参加を引き続き積極
的に行なっていく。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし。
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本内分泌外科学会雑誌編集委員会 (西本)
日本泌尿器内視鏡学会会誌査読委員（金尾）
International Cancer Conference Journal Editorial board（金尾）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし。

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①. Zhang Z, Sugiura Y, Mune T, Nishiyama M, Terada Y, Mukai K, et al. Immunohistochemistry for aldosterone
synthase CYP11B2 and matrix-assisted laser desorption ionization imaging mass spectrometry for in-situ
aldosterone detection. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2019;28(2):105-12.
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②. Umezawa Y, Shirotake S, Kaneko G, Nishimoto K, Okada Y, Uchino A, et al. Meningeal carcinomatosis from
bladder cancer: A case report and review of the literature. Mol Clin Oncol. 2019;10(5):506-10.
③. Shirotake S, Takamatsu K, Mizuno R, Kaneko GO, Nishimoto K, Oya M, et al. Serum Lactate Dehydrogenase
Before Nivolumab Treatment Could Be a Therapeutic Prognostic Biomarker for Patients With Metastatic Clear Cell
Renal Cell Carcinoma. Anticancer Res. 2019;39(8):4371-7.
④. Shirotake S, Makino S, Suzuki K, Araki R, Kosaka T, Nishimoto K, et al. Clinical outcome of high dose rate
brachytherapy with external beam radiotherapy for high-risk prostate cancer: a single institutional retrospective
study. Jpn J Clin Oncol. 2019;49(1):87-91.
⑤. Shirotake S, Kondo H, Okabe T, Makino S, Araki R, Komatsuda A, et al. Early tumor shrinkage as a predictive
factor of metastatic renal cell carcinoma in molecular targeted therapy: A single institutional study. Mol Clin Oncol.
2019;10(1):125-31.
⑥. Shirotake S, Kaneko G, Nagata K, Oyama M, Nishimoto K. Histological complete response with nivolumab for
renal cell carcinoma with multiple metastases: A case report. Mol Clin Oncol. 2019;10(2):244-8.
⑦. Kondo H, Okabe T, Okada Y, Hasebe T, Shirotake S, Oyama M, et al. A Case of Renal Oncocytoma with Renal
Venous Tumor Thrombus. Keio J Med. 2019;68(2):39-41.
⑧. Kaneko G, Shirotake S, Nishimoto K, Miyazaki Y, Ito K, Ito Y, et al. Sub-classification of patients with
intermediate-risk metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy. Jpn J Clin Oncol. 2019.
⑨. Hayashi T, Zhang Z, Al-Eyd G, Sasaki A, Yasuda M, Oyama M, et al. Expression of aldosterone synthase
CYP11B2 was inversely correlated with longevity. J Steroid Biochem Mol Biol. 2019;191:105361.
【総数：論文 22 件、学会発表 29 件、講演 14 件】
6-2．獲得研究費
1.

文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 29 年度～平成 31 年度
体細胞モザイシズムを呈する原発性アルドステロン症の病変・病型形成機構の解明
研究分担者：西本

2.

紘嗣郎

交付額：100,000 円

文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 30 年度～平成 32 年度
高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組織内照射に関する前向き研究
研究代表者：小山

3.

政史

交付額：1,300,000 円

文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 30 年度～平成 32 年度
ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロン症の新規治療戦略
研究代表者：西本

4.

紘嗣郎

交付額：1,050,000 円

文部科学省科学研究費基盤研究 C：平成 30 年度～令和 2 年度
前立腺癌のリンパ節前転移ニッチ形成に関与する microRNA の探索
研究代表者：金尾

5.

健人

交付額：910,000 円

難治性疾患等実用化研究事業：平成 31 年度～令和 2 年度
難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出
研究分担者：西本

6.

紘嗣郎

交付額：100,000 円

埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：令和元年～令和 2 年
副腎静脈サンプリングを省略してアルドステロン産生腫瘍を確定する
研究代表者：髙橋

7.

崇志

交付額：1,000,000 円

埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：令和元年～令和 2 年
ヒト正常副腎皮質細胞を用いたアルドステロン産生細胞モデルの開発
研究代表者：梅澤

8.

佑太

交付額：1,440,000 円

埼玉医科大学国際医療センター「日高プロジェクト」：令和元年～令和 2 年
腎細胞癌に対する 5-アミノレブリン酸 (5-ALA) による術中光力学診断の有用性の検討
研究代表者：金子

剛

交付額：500,000 円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
特許
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名称: 判定装置、判定方法、判定プログラム
出願番号: 特願 2019-89266
研究②および③の成果より本モデルをソフトウェア化し (Uni-APA Predictor と命名)、埼玉医科大学知財委員会による審
査を経て特許出願した。さらに、本出願は国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) より、特許協力条約に基づく国際出
願 (PCT) の支援の対象となった。
著作権
名称: 臨床研究者向け総合管理システム
登録番号: P 第 10983 号-1、登録日: 2019 年 7 月 9 日
臨床、研究、研究による成果、研究費、研究費により購入したもの、試料などのすべての臨床や研究に必要な情報を統合
的に紐づけたソフトウェアである。
著作権
名称: 小規模学会に有用な運営ソフトウェア
登録番号: P 第 11028 号-1、登録日: 2019 年 11 月 21 日
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績記載の日本泌尿器科学会埼玉地方会事務局として作成した会員名簿を管理する
ソフトウェアである。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
日本泌尿器科学会埼玉地方会
第 81 回日本泌尿器科学会埼玉地方会学術集会 (2019.2.16)
第 82 回日本泌尿器科学会埼玉地方会学術集会 (2019.6.8)
第 83 回日本泌尿器科学会埼玉地方会学術集会 (2019.11.16)
第 84 回日本泌尿器科学会埼玉地方会学術集会 (2020.2.8)

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
（教育）
WebClass 上のルーブリック評価で学生評価を行ったが、概ね、評価項目の達成はできた。「日々の振り返り」上で、学
生へのフィードバックも行えた。
（研究）
上述の点 (論文作成、学会発表、研究費獲得など) に関して、期待以上の成果を得た。
（診療）
本年度は前年度に比して、外来・入院患者数、手術症例数ともに大きく増加した。これは当科で行っている積極的な先
進医療に対する紹介元施設からの信頼によると考えている。しかしながら、限られた人員の中で今後も引き続き最新医療
を導入し、安全性を担保しつつ現在の患者数、症例数を維持していくことは容易ではないと考えている。
7－2．次年度の改善計画
（教育）
学生評価として全科共通のルーブリック評価は行えたので、次年度は診療科別のルーブリック評価も行うことを予定す
る。臨床推論や治療計画立案などを積極的に実習に取り入れていく予定である。
学生に将来の医師像として明確なビジョンを描かせ、なぜ勉学に励み、実習に積極的に取り組まなければならないかとい
う行動の意味付けができる明確なミッションを持たせることを推進していく。
（研究）
診療のエフォートが多いため研究のために要する時間の確保が困難であるが、効率的な研究を行うための議論を積極的に
行い、研究を科全体として進める。
（診療）
診療業務においては、本年度以上に近隣施設や他診療科、他職種との連携を密にし、業務の効率化を図ることを徹底し
ていく。前立腺癌診療においては、
オリゴ転移性前立腺癌に対する原発巣及び転移巣に対する積極的な放射線療法の推進、
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転移性去勢感受性前立腺癌に対する積極的な新規薬剤（apalutamide)の使用、鏡視下前立腺全摘除術においては神経温存
術、拡大リンパ節郭清術の積極的な施行を目標とする。膀胱癌診療においては、膀胱全摘除術における新膀胱造設術の積
極的な施行、腎癌診療においては、転移性腎癌に対する新規薬剤（cabozantinib）の積極的な使用を目標とする。同時に、
得られた臨床成績を国内外に発信し、日本人における泌尿器科癌の治療戦略の構築に寄与することを目標とする。また、
今後期待される分子標的治療薬や新たな免疫チェックポイント阻害剤などの臨床治験への参加を引き続き積極的に行なっ
ていく。
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3．22）耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）
１． 構成員
菅澤

正(SUGASAWA Masashi)：

教授：運営責任者、診療部長、教育副主任、研究副主任、代表指導教員(大学院)：頭

頸部腫瘍、内耳生理：医学博士
中平

光彦(NAKAHIRA Mituhiko): 教授：副診療科長、教育主任、指導教員(大学院)：頭頸部腫瘍、喉頭機能外科：医学

博士
蝦原

康宏（EBIHARA Yasuhiro） 准教授：研修担当医長､医療安全対策室副室長、指導教員(大学院)：頭頸部腫瘍：医学

博士
小柏

靖直（KOGASHIWA Yasunao）講師：病棟医長、研究主任、指導教員(大学院)：頭頸部腫瘍：医学博士

井上

準

久場
林

（INOUE Hitoshi）: 助教：外来医長、専門医員：頭頸部腫瘍

潔実（KUBA Kiyomi）:
崇宏

助教：専門医員:頭頸部腫瘍（平成元年 11 月まで）

（HAYASHI Takahiro）

星野

文隆（HOSHINO Fumitaka）：

三輪

好

助教：専門委員:頭頸部腫瘍（平成 2 年 4 月まで）
助教：医員

（平成元年 7 月まで）

（MIWA Kou） :

助教：医員

〈平成 2 年 4 月から〉

平野

寛人（HIRANO Hiroto）:

助教：医員

〈平成 2 年 4 月から〉

加藤

光彦

（KATO Mituhiko）:助教：医員 〈平成 2 年 7 月から

榎木祐一郎
林

直樹

塘田
南

健人
和彦

(ENOKI Yuuichirou ):

助教：専門医員:口腔外科

（HAYASHI Naoki）：

助教：医員：口腔外科（平成 2 年 3 月まで）

（TOMODA Kennto）: 助教：医員：口腔外科（平成 2 年 4 月から）

（MINAMI Kazuhiko）: 非常勤講師

岩崎

良恵

(IWASAKI Yoshie)： 非常勤医員：口腔外科

髙松

俊輔

（TAKAMATU

Shunsuke）大学院研究生

２． 教育
2-1 目的、目標
本診療科は、２００５年に設立した頭頸部腫瘍外科学専門講座である。頭頸部腫瘍外科学関連領域である咽頭、喉頭領
域の教育も併せて行っている。学部学生教育は上記の頭頸部腫瘍学、喉頭、咽頭及び甲状腺外科を担当している。又、附
属 3 病院中唯一の耳鼻咽喉科専門医、頭頸部がん専門医、及び気管食道科専門医認定教育施設として、後期研修医に対す
る耳鼻咽喉科専門医教育、専門医取得後の頭頸部癌専門医､気管食道専門医獲得のため、研修教育を行っている。日本耳鼻
咽喉科学会専門医制度では、当科の診療分野の特殊性から基幹施設ではなく、連携施設として、埼玉医科大学病院、埼玉
医科大学総合医療センター、東京大学、帝京大学、国立国際医療研究センター，亀田病院の研修プログラムに参加してい
る。
最終目標は、当科入局者に対しては、頭頸部癌専門医を取得し、標準的頭頸部がん治療を実践でき、臨床研究を企画推進
する能力を持つ指導的医師を養成することである。耳鼻咽喉科専門医教育の一貫として，ローテート研修した者の目標は
頭頸部癌の診断法、標準的治療法を理解士、患者に説明出来る事である。
2-2 教育内容（担当者）：菅澤、中平、蝦原、小柏､井上、
卒前教育：耳鼻咽喉科系統講義中、頭頸部腫瘍学、咽頭科学、喉頭科学、内分泌ユニット中の甲状腺腫瘍及び腫瘍内科
学のうち頭頸部癌を担当した。
臨床実習：国際医療センターでは、扁桃炎、中耳炎、副鼻腔炎等の国試ガイドラインに含まれる耳鼻咽喉科の必須疾患を
体験することは不可能であることから、耳鼻咽喉科の BSL 受け入れは中止し,選択科目の一部としてとして外科系に興味
ある学生を中心に年間 10 数名ほどの学生を受け入れている。又、大学病院耳鼻咽喉科 BSL の学生に対して週１回金曜日、
頭頸部外科の手術実習を行った。手術実習を通じて再建手術を中心に頸部郭清術、喉頭全摘術などを中心とする頭頸部外
科の基本術式を供覧し、頸部機能解剖、頭頸部癌治療における機能温存治療の重要性を教育した。BSL 中、担当症例を決
め、症例報告、プレゼンテーションの指導を行った。当科の実習を通じて、耳鼻咽喉科は外科の一分野であることを再認
識させると共に、神経耳科、アレルギー分野なども含む、耳鼻咽喉科学の多様性を認識させることができた。
卒後教育：
耳鼻咽喉科専門医教育の一環として、頭頸部外科学の研修及び、専門医取得後の頭頸部癌専門医研修を担当した。
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合同カンファとして放射線カンファ（放射線腫瘍科、口腔外科）多職種カンファ（、看護師、病棟薬剤師、言語聴覚士、
理学療法士）、頭頸部病理カンファ(病理診断科、画像診断科)、死亡症例カンファを定期的に開催すると共に、科内で抄
読会、病棟カンファ、新患検討カンファ、リサーチカンファを開催した。
また、積極的に学会発表を指導し、論文投稿を勧めているが、未だ十分ではない。学位希望者に対しては、臨床研究を
指導し基礎研究課題を与えた。教員研究棟７F ブースを確保し、基礎研究設備を充実させた。
学内外で開催される、指導医研修、研究技術講習会、鼻内視鏡手術セミナー、頭蓋底解剖セミナー等に当科若手を積極
的に参加させた。
後期耳鼻咽喉科研修の一環として、後期研修医を交代で喉頭機能外科研修の為、国立国際医療センターに 1 年間の予定
で派遣してきた。新専門医制度導入後も制度の枠組み内で継続予定である。
がん治療認定医、頭頸部がん専門医など 2 階建て部分の専門医取得を目標として、研修プログラムを作成しており、現
在まで、６名が取得している。頭頸部癌専門医取得後希望者には、がんセンター、癌研等での研修機会を与えている。
大学院教育
現在大学院生の在籍はない。教育研究棟７F の研究室の整備は終了し、ゲノム研などの基礎分野との協力の下、後期研
修医を中心に様々な,基礎臨床研究が開始されている。非常勤医員 1 名、大学院研究生が 1 名在籍しており、論文博士によ
る、学位取得を目指し臨床研究を行っている。
2-3 達成度
教育制度改革に伴い、当科の選択科目者 BSL の方針も変更を要する。見学から参加型の実習へカリキュラムの修正中で
あるが、耳鼻咽喉科頭頸部外科学の系統的な知識不足，診断手技不足のため、1 週間では患者を総合的に診察，評価する
事は困難である。ファイバーなどの基本手技の習得ならびに頸部郭清などの頭頸部基本的外科手技の理解にとどまってい
る。今後，学習資料の充実と、小講義の機会を若手医師に屋根瓦方式で教育体制を整備したい。不十分ではあるが、幸い
学生 BSL 評価では 3 病院でも best3 に入る高評価であった。
今後も希望者に対して、国内外の臨床あるいは研究セミナーに、積極的に若手医師を参加させたい。
2-4 自己評価と次年度計画
埼玉医科大学で頭頸部外科診療、教育を行っているのは当科のみであり、新専門医制度開始と共に、後期研修中に当科
での 1 年前後の研修を義務化し、3 病院の交流を現実化する必要がある。
若手医師を対象とした、頭頸部外科を主題とした、研究会を適宜開催予定である。
本年度も入局者希望者が無く、積極的に当科の特異性，おもしろさをクラークシップ学生、初期研修医にアピール､後期
研修医獲得に努めたい。
基幹施設として、頭頸部外科に特化した､耳鼻咽喉科専門医養成プログラム実現可能性について、検討中である。

3、研究
3-1 目的、目標
頭頚部癌治療のエビデンスを確立するための臨床研究を中心に、新しい治療法、検査法を開発し、頭頸部外科領域で世
界に情報を発信できる施設を目指している。
3-2,3

研究グループ、研究内容と達成度

臨床が極めて多忙で、新規の研究テーマの確立は困難であったが、昨年に引き続き下記の臨床研究テーマを継続し､新た
な前向き研究も開始されている。又日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）に参加士、前向き臨床試験を行っている。
頭頸部深部領域への外科的アプローチの改良：菅澤、蝦原、松村
機能温存治療（超選択的動注の導入、化学放射線療法の意義、内視鏡治療：）菅澤、中平、井上、榎木
化学放射線療法後救済手術の合併症の軽減：菅澤、蝦原、井上
高齢者頭頚部癌症例の低侵襲治療：菅澤、蝦原、高松、井上
頭頸部癌機能画像診断法の評価：菅澤、中平、蝦原、小柏、松村、久場、井上
頭頸部癌がんと papilloma virus 感染：菅澤、中平、蝦原、小柏、松村、久場、井上
頭頸部癌に対する免疫チェックポイント阻害剤効果予測因子の探索：菅澤、中平、松村、井上、久場
内視鏡による頭蓋底手術の新展開：菅澤、南
頭頸部がんにおける NLR の有用性の確認とその意義：菅澤、蝦原、小柏、久場､榎木，岩崎
遺伝子メチル化と抗がん剤感受性の相関：菅澤､小柏、井上
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頭頸部癌治療前の栄養法による全身性炎症に対する影響と予後・合併症に関する研究 ：菅澤、小柏、榎木
セツキシマブ効果予測因子の解明：菅澤、小柏、井上
舌癌の術後補助療法の適応に付いて：菅澤、蝦原､榎木、塘田
簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リスク分類確立と病態解析：菅澤、蝦原､榎木、塘田
３D 実体モデルを使用した下顎再建の検討：：菅澤、蝦原､榎木、塘田
3-4：自己評価と次年度計画
研究室の整備は終了した基礎実験を行える設備の設置が完了し､多重免疫染色、
遺伝子解析を中心に多くの基礎研究が開
始されている。しかしながら、人員不足のため、臨床に追われ十分な研究時間が取れないため、本年度は十分な成果を発
表できなかった。この結果を踏まえて、今後助教クラスに研究日を与える方向で，調整したい。
2020 年度、第 33 回日本喉頭科学会、2021 年度第 45 回日本頭頸部癌学会が当教室主宰で開催される事となり、準備を開始
している。

4．診療
頭頸部腫瘍科の専門性が理解され、周辺のみならず、近県からも多数の症例が紹介され、北関東の頭頚部癌治療のセン
ターとして活動している。悪性腫瘍新患総数 403 名で、延べ入院患者数 11651 名、手術件数は 471 件であった。この数
字は全国的に見ても上位にランクされる実績である。長期入院を必要とする患者が増加しており、病診連携の確立が急
務である。 マンパワーを充実させ、先進医療、臨床試験に積極的に取り組み、大学病院として頭頸部癌治療の EBM 確
立を目指している。
5．

その他
5-1. 自治体・政府関連委員
菅澤正：
大学評価学位授与機構医学系 専門委員
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員
菅澤正：
埼玉医科大学雑誌

編集委員長

日本気管食道科学会会報

編集委員

Auris Nasus Larynx

査読委員

Onco target

査読委員

International Journal of Clinical Oncology(IJCO) 査読委員
日本耳鼻咽喉科学会会報

査読委員

日本音声言語学会

査読委員

頭頸部癌

査読委員

頭頸部外科

査読委員

喉頭科学会

査読委員

口腔咽頭学会

査読委員

中平

光彦：

Auris Nasus Larynx

査読委員

日本耳鼻咽喉科学会会報
頭頸部癌
5-3. その他

査読委員

査読委員
社会あるいは医学貢献に関わる業務

菅澤 正
社会保険支払基金審査員、専門委員
日本頭頸部外科学会理事、評議員
専門医制度委員会委員長
日本頭頸部癌学会理事，評議員
会則検討委員会委員長
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2021 年度頭頸部癌学会会長
日本頭蓋底外科学会理事
日本耳鼻咽喉科学会評議員
日本耳鼻咽喉科学会埼玉地方会副会長、常任理事
日本喉頭科学会評議員
2020 年度喉頭科学会会長
日本耳鼻咽喉科感染症学会評議員
日本気管食道科学会評議員
日本口腔咽頭学会評議員
日本癌治療学会プログラム委員
日本鼻科学会評議員
中平光彦
日本頭頸部癌学会評議員
日本耳鼻咽喉科学会埼玉地方会非常任理事
小柏 靖直
日本頭頸部外科学会

利益相反委員会委員
倫理委員会委員

日本頭頸部癌学会
蝦原

選挙管理委員会

康宏

日本頭頸部外科学会

専門医制度委員会委員

6.業績
6-1 論文、学会発表
論文,分担執筆 9 編（内英文 4 編）、学会研究会発表 15
代表論文 9 編
①Moro Y, Kogashiwa Y, Sakurai H, Takahashi R, Kimura T, Hirasaki M, Matsumoto Y, Sugasawa M, Kohno N.：In
Vitro Study of the Anti-cancer Effect of Alternate-day 5-Fluorouracil in Head and Neck Cancer Cells.
Anticancer Res. 39(11):6041-6047. 2019
②Ebihara Y, Yoshida S, Nakahira M, Kogashiwa Y, Enoki Y, Kuba K, Inoue H, Minami K, Yasuda M, Sugasawa
M.:Importance of tumor budding grade as independent prognostic factor for early tongue squamous cell carcinoma.
Head Neck. 41(6):1809-1815. 2019
③Hamada M, Ebihara Y, Nagata K, Yano M, Kogashiwa Y, Nakahira M, Sugasawa M, Nagatsuka H, Yasuda M.:Podoplanin
is an efficient predictor of neck lymph node metastasis in tongue squamous cell carcinoma with low tumor budding
grade. Oncol Lett. 19(4):2602-2608. 2020
④Yasuhisa Hasegawa, Kiyoaki Tsukahara, Seiichi Yoshimoto, Kouki Miura, Junkichi Yokoyama, Shigeru
Hirano, Hirokazu Uemura, Masashi Sugasawa, Tomokazu Yoshizaki, Akihiro Homma, Kazuaki Chikamatsu, Mikio
Suzuki, Akihiro Shiotani, Takashi Matsuzuka, Naoyuki Kohno, Masakazu Miyazaki, Isao Oze, Keitaro
Matsuo, Shigeru Kosuda, Yasushi Yatabe。：Neck dissections based on sentinel lymph node navigation versus elective
neck dissections in early oral cancers: A randomized, multicenter, non-inferiority trial.
Journal of Clinical oncology vol.35 Issue15 suppl
⑤横川 秀樹, 廣川 詠子, 菅澤 正, 中塚 貴志。:自家頸静脈による頸動脈再建を行った 2 例。 形成外科 (0021-5228)63
巻 2 号 Page215-222(2020.02)
⑥菅澤 正〈：甲状腺腫瘍の診療最前線〉
《各疾患の治療ストラテジー》 未分化癌(解説/特集) 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 、
91 巻 7 号 556-560(2019.06)
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⑦菅澤 正：【命と機能を守る頭頸部がん診療】QOL にかかわる頭頸部領域の機能と解剖(解説/特集)：日本医師会雑誌 48
巻 6 号 Page1071-1074(2019.09)
⑧菅澤

正：永井良三編

今日の治療指針：下咽頭癌

1895−1896､医学書院（2020．3）

⑨菅澤

正：森山 寛編：耳鼻咽喉科・頭頸部手術アトラス下巻：下咽頭癌（根治的広範囲切除術。P251-255,医学書院

2020
総数

論文,分担執筆 9 編（内英文 4 編）、学会研究会発表 15

6-2 獲得研究費
蝦原

康宏

H30 基盤研究(C)

17K11404

70 万円

簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リスク分類確立と病態解析
小柏靖直
H30 基盤研究(C) 17K11405

80 万円

Liquid biopsy による頭頸部がんに対する cetuximab の効果予測
中平

光彦

H30 基盤研究(C) 17K11406

60 万円

骨吸収抑制、癌免疫エディティングを考慮した新規歯肉癌治療の開発に向けた研究
6-3 受賞
該当無し
6-4 特許、実用新案
該当なし
6-5 学会、研究会、セミナー等の開催実績
2019 年 11 月 14 日
北関東頭頸部がん研究会

(大宮)

主催(代表世話人菅澤

（川越）

主催（代表世話人菅澤

正)

2019 年 5 月 23 日
埼玉頭頸部がん研究会
7

正）

自己点検・評価

7−1 今年度の点検。評価
臨床面では､手術数が過去最高を記録し売り上げも大幅に増加した、難易度の高い手術の割合も増え、満足の行く結果であ
った。教育面でも、学生の評価は良好であったが、スタッフの入れ替えがあり、課題である、学生教育資料の整備も中途
である。又、埼玉医大 3 病院の研修医の交流は，各病院の事情で途絶えている。研究面では，スタッフの減少により臨床
負荷が大きく、論文、学会発表が減少した。
7-2 次年度の改善計画
頭頸部がん治療は複雑化しており、高度なチーム医療体制を組織する必要がある。中でも化学療法、免疫チェックポイン
ト薬など保存的治療の比重は，増加しており、外科医である、耳鼻咽喉科頭頸部外科医デマね-地面とするのは困難となり
つつある。今後、腫瘍内科医の招聘、或いは若手頭頸部外科医の腫瘍内科研修を念頭に置く必要がある。非常に多忙であ
ることが，研究の制約となっているので、今後リクルートに励むと共に、研究時間を確保する必要がある。教育面では確
治の分担をはっきりさせ、クルズスの充実、定型的手術の資料作成に努める。研究面では科研費等の外部研究費の応募を
必須とし、年間 2 回の学会発表、論文執筆 1 編以上を目標とする。
2020 年度喉頭科学会、2021 年度頭頸部癌学会主催校として、準備市、成功に結びつける。
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3．23）婦人科腫瘍科
1. 構成員
藤原恵一 (FUJIWARA, Keiichi) 教授：運営責任者：代表指導教員(大学院)： 婦人科腫瘍学・婦人科手術・癌臨床試験：博士
長谷川幸清 (HASEGAWA, Kosei) 教授：診療部長：研究主任：指導教員(大学院)：婦人科腫瘍学・癌免疫・遺伝子治療：博士
吉田裕之 (YOSHIDA, Hiroyuki) 准教授：診療副部長：教育主任：指導教員(大学院)：医局長・研修医担当 産婦人科学、婦人科
腫瘍学：博士
黒崎亮 (KUROSAKI, Akira) 講師：婦人科腫瘍学:博士
藪野彰 (YABUNO, Akira) 助教：婦人科腫瘍学・病棟医長
三輪真唯子 (MIWA, Maiko) 助教：婦人科腫瘍学・外来医長
小笠原仁子 (OGASAWARA, Aiko) 助教：産婦人科学、日本婦人科腫瘍学会修練医
佐藤翔 (Satoh, Sho) 助教：産婦人科学、日本婦人科腫瘍学会修練医、博士
佐藤雅和 (SATO, Masakazu) 助教(臨床フェロー 東京大学より派遣)：産婦人科学 日本婦人科腫瘍学会修練医
花岡美枝子 (HANAOKA, Mieko) 助教：産婦人科学、日本婦人科腫瘍学会修練医
新谷大輔 (SHINTANI, Daisuke) 助教：産婦人科学、日本婦人科腫瘍学会修練医、がんプロ大学院生
川嶋直之 (KAWASHIMA, Naoyuki) 専攻医（産婦人科）
、がんプロ大学院生、埼玉医科大学病院産婦人科へ出向
片山恵里 (KATAYAMA, Eri)専攻医(産婦人科)、
（平成元年 12 月より）埼玉医科大学病院産婦人科へ出向

2. 教育
2-1. 目的・目標
婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）として、産婦人科の婦人科腫瘍以外の分野を担当する埼玉医科大学病院の産婦人科と
綿密な連携のもとで、婦人科悪性腫瘍に特化した教育を担当する。
卒然教育の目標は、婦人科悪性腫瘍全般知識と主たる疾患(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌、外陰癌、絨毛癌など)の病態・疫学・
診断・治療に関する知識を体系的に理解させることにある。また、婦人科悪性腫瘍に対する手術療法を遂行するに必要な解
剖を講義・BSL を通じて理解させる。
卒後教育では、婦人科悪性腫瘍患者の診断治療を担当し、それぞれの技量を高めることを目標とする。特に後期研修医は日
本産科婦人科学会専門医、修練医は日本婦人科腫瘍学会専門医取得に必要な教育カリキュラムを達成することを目標とする。
2-2. 教育内容
藤原、長谷川、吉田、黒崎が全体講義を、長谷川、吉田、藪野、三輪、小笠原、佐藤、花岡、新谷が BSL を担当している。
BSL は埼玉医科大学病院産婦人科をローテーションしているグループが、婦人科腫瘍科の手術を見学するという形をとって
いる。後期研修医の教育には、藤原、長谷川、吉田、藪野、三輪、小笠原、佐藤、新谷、花岡が、婦人科腫瘍学会専門医修
練医の教育には藤原、長谷川、吉田、黒崎、藪野、三輪が当たった。
2-3. 達成度
卒前教育では、産婦人科全体の BSL 期間が 2 週間という短期間であり、当科へのローテーションはわずか 2 日のため婦人科
腫瘍を系統的に教育することが困難であった。花岡、佐藤（翔）
、佐藤（雅和）
、新谷が、婦人科腫瘍学会専門医取得を目指
す修練医として研修している。
川嶋、片山は専攻医として、産婦人科専門医取得を目指す。
大学病院産婦人科所属の卒後 3 年前後の後期研修医のローテーションは順調に遂行されている。これら臨床経験が劣る後期
研修医のトレーニングには長谷川、吉田、黒崎、藪野、小笠原、花岡、佐藤（翔）
、新谷が中心となって当たった。
2-4. 自己評価と次年度計画
講義では学生の評価は昨年度と比較して向上している。さらに充実した内容を提供できるように努力したい。BSL では短時
間ではあるが、手術見学、外来実習を通じて満足な実習であったとの評価を受けている。特に CC 参加者からの評価は高い。
次年度もさらに充実した教育を提供していきたい。
卒後教育は、産婦人科医特に婦人科腫瘍専門医、あるいは最新の診療技術開発を行っている経験十分のスタッフによる教育
で、高度専門知識と技術の習得に専念すればよいという、恵まれた状況を生かし、専門医教育、後期研修に十分な成果を上
げられた。今後は初期研修医がチームに参加してくることが予想されるので、より基本的な事項を確実に教育できるような
システムを構築していく必要があると考えている。
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3. 研究
3-1．目的・目標
婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内、地域、全国、国際レベルで遂行する。
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
米国 NRG Oncology との国際共同試験
・

NRG GY004 試験 (プラチナ感受性再発症例に対する olaparib と cediranib 併用の有用性を検討する、医師主導治験、
国際共同第Ⅲ相比較試験、日本人に対する安全性コホート試験)

北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム(GOTIC)での他施設共同試験
・

GOTIC-001 iPocc 試験(JGOG3019 試験との共同) 藤原が研究責任者として行っている、先進医療 B 制度下で行われる
我が国発のランダム化比較試験。国際共同試験として韓国、シンガポールからの参加を得ている。

・

GOTIC-002 LUFT 試験 （局所進行子宮頸がんに対するケモラジ後の UFT 2 年間内服投与の有効性を検証する第Ⅲ相
比較試験）

・

GOTIC-003 iPLAS 試験 (再発卵巣癌に対するドキシル 40 mg/m2 対 50mg/m2 の有効性・安全性を比較するランダム化
第Ⅱ相試験)

・

GOTIC-014 POLA-1 試験（初発卵巣癌に対する、olaparib と bevacizumab の併用維持療法の有用性を検討する、国際共
同二重盲検ランダム化第 3 相試験：医師主導治験）

・
3-3．研究内容と達成度
平成 21 年度に藤原が獲得した厚生労働科研もとに立案していた、カルボプラチンの腹腔内投与の有用性を検証する第Ⅲ相比
較試験(GOTIC-001 iPocc 試験)は平成 22 年 4 月に先進医療評価委員会で承認され、我が国初の高度医療評価制度を用いた第
Ⅲ相比較試験として遂行されている。症例登録も進み、国際共同試験としての位置づけも確立させたので、登録が順調に進み、
平成 28 年 8 月に 650 例の症例集積を完了した。大学の RA センターの支援も十分いただけるようになったので、運営が楽にな
った。これらの試験には、適切なデータマネージメントが必要とされているので、医局雇用の CRC を教育し、業務を担当させ
ている。これらの試験に参加する症例数が激増したため、平成 22 年 12 月、平成 23 年 3 月に一人ずつ増員し、業務が滞りな
く行えるようになった。
トランスレーショナルリサーチ(TR)に関しては、長谷川が中心となって確立した組織バンクの運営が順調に運営できている。
大学院生と研究技術員の尽力により、成果が上がりつつある。また、iPocc 試験に関連した TR としてシンガポール国立大学
との共同研究が順調に遂行されており、今後の発展が期待される。
3-4．自己評価と次年度計画
科内の臨床研究に対するモチベーションは向上してきているが、多忙な診療に加えての研究を遂行するには時間的に限界を越
えており、健全な臨床研究を支援できるインフラ整備が必須である状況は、昨年と変わっていない。医師定員の見直しを大学
にお願いしたい。CRC に関しては、厚労科研をもとに平成 23 年 3 月に雇用した CRC が活躍してくれるようになった。
トランスレーショナルリサーチ、基礎研究に関しては、長谷川、吉田の指導の下、新谷、川嶋が大学院生として研究が順調に
経過している。

4. 診療
開院 12 年目を迎えた婦人科腫瘍科は、婦人科腫瘍に特化した高度先進医療提供を目標に、包括的がんセンターの一員とし
て他科と共同して婦人科癌の診断治療にあたった。先進医療の開発にも着手し、実績を上げている。診療実績も我が国有数の
症例数を取り扱っており、地域連携も定着してきた。来年度もさらなる飛躍を目指す。

5. その他
5-1 自治体、政府関連委員の有無
藤原恵一 厚生労働省 先進医療評価会議委員
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5-2 学術誌、編集委員、査読委員の有無
藤原恵一
Gynecologic Oncology, Editorial Board
Journal of International Gynecologic Cancer, Editorial Board
American Journal of Obstetrics and Gynecology 査読委員
International Journal of Clinical Oncology 査読委員
Journal of Clinical Oncology Editorial Board
5-3 その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
藤原恵一
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム 副理事長
米国 NRG Oncology, Japan, Principal Investigator, Ovarian Committee 委員
Gynecologic Cancer InterGroup Chair

6. 業績
6-1．論文・学会発表（論文総数、学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）
論文総数 19
学会発表数

①

25

Onishi H, Ishida M, Uchida N, Shintani D, Nishikawa T, Hasegawa K, Fujiwara K, Akechi T. Subclinical thiamine
deficiency identified by preoperative evaluation in an ovarian cancer patient: Diagnosis and the need for preoperative
thiamine measurement. Palliat Support Care. 2019 Oct;17(5):609-610. doi: 10.1017/S1478951518000615.

②

Walker JL, Brady MF, Wenzel L, Fleming GF, Huang HQ, DiSilvestro PA, Fujiwara K, Alberts DS, Zheng W, Tewari KS,
Cohn DE, Powell MA, Van Le L, Davidson SA, Gray HJ, Rose PG, Aghajanian C, Myers T, Alvarez Secord A, Rubin SC, Mannel
RS. Randomized Trial of Intravenous Versus Intraperitoneal Chemotherapy Plus Bevacizumab in Advanced Ovarian
Carcinoma: An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2019 Jun 1;37(16):1380-1390. doi:
10.1200/JCO.18.01568. Epub 2019 Apr 19

③

Makii C, Ikeda Y, Oda K, Uehara Y, Nishijima A, Koso T, Kawata Y, Kashiyama T, Miyasaka A, Sone K, Tanikawa M, Tsuruga
T, Mori-Uchino M, Nagasaka K, Matsumoto Y, Wada-Hiraike O, Kawana K, Hasegawa K, Fujiwara K, Aburatani H, Osuga Y,
Fujii T. .Anti-tumor activity of dual inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase and MDM2 against clear cell ovarian
carcinoma. Gynecol Oncol. 2019 Nov;155(2):331-339. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.08.028..

④

Fujiwara H, Ushijima K, Nagao S, Takei Y, Shimada M, Takano M, Yoshino K, Kawano Y, Hirashima Y, Nagase S, Nishio
S, Nishikawa T, Ito K, Shoji T, Kimura E, Takano T, Sugiyama T, Kigawa J, Fujiwara K, Suzuki M. A phase II randomized
controlled study of pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin vs. gemcitabine and carboplatin for
platinum-sensitive recurrent ovarian cancer (GOTIC003/intergroup study). Int J Clin Oncol. 2019 Oct;24(10):1284-1291.
doi: 10.1007/s10147-019-01471-5. Epub 2019 May 24.

⑤

Gotoh O, Sugiyama Y, Takazawa Y, Kato K, Tanaka N, Omatsu K, Takeshima N, Nomura H, Hasegawa K, Fujiwara K, Taki
M, Matsumura N, Noda T, Mori S. Clinically relevant molecular subtypes and genomic alteration-independent
differentiation in gynecologic carcinosarcoma. Nat Commun. 2019 Oct 31;10(1):4965. doi: 10.1038/s41467-019-12985-x..

⑥

Kawashima N, Yoshida H, Miwa M, Fujiwara K. MLH1 Is a Prognostic Biomarker for Serous Ovarian Cancer Treated With
Platinum- and Taxane-based Chemotherapy. Anticancer Res. 2019 Oct;39(10):5505-5513. doi: 10.21873/anticanres.13743.
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⑦

Coleman RL, Spirtos NM, Enserro D, Herzog TJ, Sabbatini P, Armstrong DK, Kim JW, Park SY, Kim BG, Nam JH, Fujiwara
K, Walker JL, Casey AC, Alvarez Secord A, Rubin S, Chan JK, DiSilvestro P, Davidson SA, Cohn DE, Tewari KS,
Basen-Engquist K, Huang HQ, Brady MF, Mannel RS. Secondary Surgical Cytoreduction for Recurrent Ovarian Cancer.
N Engl J Med. 2019 Nov 14;381(20):1929-1939.

⑧

Fujiwara K, Hasegawa K, Nagao S. Landscape of Systemic Therapy for Ovarian Cancer in 2019: Primary Therapy, Review
Article. Cancer 2019;Dec 125:4582-4586

⑨

Ray-Coquard I, Pautier P, Pignata S, Pérol D, González-Martín A, Berger R, Fujiwara K, Vergote I, Colombo N, Mäenpää
J, Selle F, Sehouli J, Lorusso D, Guerra Alía EM, Reinthaller A, Nagao S, Lefeuvre-Plesse C, Canzler U, Scambia G,
Lortholary A, Marmé F, Combe P, de Gregorio N, Rodrigues M, Buderath P, Dubot C, Burges A, You B, Pujade-Lauraine
E, Harter P; PAOLA-1 Investigators. Olaparib plus Bevacizumab as First-Line Maintenance in Ovarian Cancer. N Engl
J Med. 2019 Dec 19;381(25):2416-2428. doi: 10.1056/NEJMoa1911361.

⑩

Matsuo K, Cripe JC, Kurnit KC, Kaneda M, Garneau AS, Glaser GE, Nizam A, Schillinger RM, Kuznicki ML, Yabuno A, Yanai
S, Garofalo DM, Suzuki J, St Laurent JD, Yen TT, Liu AY, Shida M, Kakuda M, Oishi T, Nishio S, Marcus JZ, Adachi
S, Kurokawa T, Ross MS, Horowitz MP, Johnson MS, Kim MK, Melamed A, Machado KK, Yoshihara K, Yoshida Y, Enomoto T,
Ushijima K, Satoh S, Ueda Y, Mikami M, Rimel BJ, Stone RL, Growdon WB, Okamoto A, Guntupalli SR, Hasegawa K, Shahzad
MMK, Im DD, Frimer M, Gostout BS, Ueland FR, Nagao S, Soliman PT, Thaker PH, Wright JD, Roman LD. Recurrence, death,
and secondary malignancy after ovarian conservation for young women with early-stage low-grade endometrial cancer.
Gynecol Oncol. 2019 Oct;155(1):39-50.

6-2．獲得研究費
藤原恵一
研究開発課題名：進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する腹腔内化学療法確立のための研究（代表）
課題管理番号：19lk0201064h0003
獲得金額直接経費 26,000,000 円
研究開発化第名：小児から AYA 世代頭蓋外胚細胞腫瘍の治療毒性低減を目指した国際共同臨床試験（分担）
課題管理番号：19ck0106459h0002
研究開発題名：思春期女性への HPV ワクチン公費助成開始後における子宮頸癌の HPV16/18 陽性割合の推移に関する疫学研究
(分担)
課題管理番号：19fk0108098s0601
長谷川幸清
研究開発課題名：卵巣明細胞線癌におけるネオ抗原および局所権益応答の総合的解析（代表）
課題管理番号：16K11152
研究開発課題名：ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新規治療標的の同定（分担）
課題管理番号：18cm0106502h0003
研究開発課題名：トランスレーショナルリサーチの標準化に関する研究（分担）
課題管理番号：28-A-12
研究開発課題名：卵巣癌における、低酸素関連因子の発現からみた組織型の意義：科学療法抵抗性の分別化
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課題管理番号：18K06997

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
埼玉県産婦人科医会婦人科腫瘍研修会

7. 自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
開設 13 年目として、患者数はこれまで順調に増加してきたが、プラトーに達している感がある。
科員人数もそれなりに増員できたが、依然彼らの負担は大きい。
教育は大学病院産婦人科との連携が充実してきており学生、研修医の満足度も向上してきている。しかし、産婦人科そのも
のの実習時間が欧米と比べて 3 分の 1 という貧弱な時間割なので、婦人科腫瘍科の魅力を伝えられないのは極めて残念である。
研究面の体制整備は長谷川の努力により順調に進んでいる。しかし、トランスレーショナルリサーチ、臨床試験の将来を担
う人材育成にはまだまだ時間がかかりそうである。
7-2. 次年度の改善計画
地域連携を強化すること、他病院、他のがんセンターでは行えない研究的な先端医療を行うことができる体制の整備が急がれ
る。
今後、適正な労務管理ができるよう、人材確保に全力を尽くすとともに、引き続き診療、研究補助人員の配置を要望していき
たい。
産婦人科実習時間の点は、増加を大学に一考をしていただきたい。
大学、病院の関係部署との連携を強化し、人的資源の共有など新たな取り組みを試みていく必要性を感じている。次年度はこ
れらの目標を達成するために業務の改善を行いさらなる飛躍を目指したい。
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3．24） 歯科・口腔外科
1. 構成員
坂田康彰（SAKATA, Yasuaki）
：准教授:運営責任者:診療部長:教育主任:研究主任:代表指導教員（大学院）:顎変形症:博
士

2. 教育
2-1. 医学部における歯科医学の習得ならびに口腔外科領域医療の知識と理解を深める
2-2. 卒前教育：口腔外科学講義

医学部 4 年（坂田康彰）

卒後教育：口腔衛生管理等に関する講習会の実施（坂田康彰）
大学院教育：大学院生に対する臨床実習（坂田康彰）
2-3. 口腔外科学に関する基本的な理解が卒前、卒後を通じて十分ではない
2-4. 4 年次の座学のあり方の改善と次年度は卒後の講習会の充実を図る

3. 研究
3-1. 周術期口腔機能管理の方法を検討し、そのマネージメント法などの確立、さらには入院患者に対する介入効果の検
証を比較検討する
3-2. 周術期口腔機能管理の有用性と誤嚥性肺炎のリスク因子に関する研究(IRB19-239）
3-3. 当院での肺炎発生率等を後方視的に解析中
3-4. 口腔ケア介入により肺炎発症リスクの抑制が認められる。次年度も継続して解析

4. 診療
現在、術前外来と連携し、周術期口腔機能管理を中心に行っている。今後も、手術予定患者の周術期口腔機能
管理の徹底を図る。

5．その他
5-1．埼玉県医科歯科連携推進委員会委員。
5-2. 該当なし
5-3．日本口腔看護研究会埼玉支部 世話人

6. 業績
6-1 学会発表

1 件 がん患 ①者における口腔衛生状態の評価と口腔機能管理について

6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．日本口腔看護研究会第５回埼玉地区セミナー開催（9月29日）

７. 自己点検・自己評価
7-1. 学部教育では、当学科の教育内容が国家試験の出題にはないこともあり、学生への理解を徹底させることが難しく、
卒後研修や大学院においても、診療、実習、研究を通じて医学に携わる者として必要な知識であることを
徹底して伝えることが重要と思われた。
7-2. 学部教育で関連確認としての重要性を強調し、卒後、大学院では講習会、実習を通して口腔外科学の浸透を図る。
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3．25）リハビリテーション科
１．構成員
牧田茂（MAKITA,Shigeru）
：教授：運営責任者:研究主任：診療部長：
代表指導教員（大学院）
：心臓リハ、がんリハ：博士
高橋秀寿（TAKAHASHI,Hidetoshi）
：教授：教育主任：診療部長：
指導教員（大学院）
：脳卒中リハ：博士
内田龍制（UCHIDA,Ryusei）
：講師：研究員、教育員：診療副部長：博士
丸山元（MARUYAMA,Hajime）
：講師：研究員、教育員：医員：博士

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
：リハビリテーション医学を理解し、臨床の場面で必要な知識を習得する。
「卒後教育」
：リハビリテーション医学に関連する疾患や合併症を幅広く理解し、リハビリテーション医療に必要な知識
と技術を習得し、リハビリテーション専門医取得を目指す。
「大学院教育」
：リハビリテーションに関する理論とその応用を研究し、その学問的修練を極めて、学術業績を積んでリ
ハビリテーション医学の発展に寄与する。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
：3 年生に対し講義を 1 回（心臓リハビリテーション：
「循環器」のユニット

牧田担当）
，4 年生に対し講

義を３回（リハビリテーションと運動生理：
「皮膚･運動器」のユニット 牧田担当）, (小児のリハビリテーション：
「皮
膚･運動器」のユニット

高橋担当) ,（外傷性脊髄損傷のリハビリテーション：
「皮膚･運動器」のユニット

高橋担当）

を行った。5 年生に対しては BSL を大学病院リハビリテーション科ならびに総合医療センターリハビリテーション科と共
同して行った。国際医療センターの担当は、脳卒中リハ（高橋、丸山担当）と運動生理・運動負荷試験である（牧田、内
田担当）
。さらに、循環器 BSL カリキュラムに心臓リハビリテーションが導入された（牧田、内田担当）
。
「卒前教育」
：3 年生に対し臨床推論ユニット（PBL（問題基盤型学習）形式）のテュータを２回（胸痛について：内田担
当）
（下血について：高橋担当）、4 年生に対し講義を 1 回（社会と医学、地域社会と健康、地域 9－在宅介護とケアマネ
ジメント

高橋担当）を行った。3 年生を対象に臨床入門として、リハビリテーション（療法士）の実施場面の見学を実

施した。また 2 年生が医師業務見学として半日リハビリテーション科の診療を見学した。OSCE 共用試験ならびに post OSCE
試運用に参加した（牧田、高橋、内田）
。
「卒後教育」
：初期研修医３名に対して脳卒中リハビリテーション（高橋担当）を行った。
「大学院教育」
：今年度該当者はいなかった。
2-3．達成度
「卒前教育」
：リハビリテーション医学の概論的知識については修得できたと思われる。
2-4．自己評価と次年度計画
目的を十分に達していると判断している。次年度も引き続き、大学病院リハビリテーショ
ン科および総合医療センターリハビリテーション科と共同して教育カリキュラムを実施し
ていきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
がん、脳卒中、心臓病に対する高度専門領域に特化した救命救急医療を提供する当院にお
いて、高度の医療水準を満たしたリハビリテーションを提供していく。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・心臓リハビリテーションの効果に関する研究（牧田，内田）
・がんのリハビリテーションに関する研究（牧田，内田）
・脳卒中急性期のリハビリテーション効果についての研究（高橋、丸山）
・筋電図を用いた痙縮に関する臨床的研究（高橋、丸山）
・脳卒中における摂食嚥下障害の臨床的研究（高橋、丸山）
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3-3．研究内容と達成度
心臓リハビリテーションにおいては、作業療法士や言語聴覚士をスタッフに加え、ADL 障害や嚥下障害ならびに認知機能
障害に着目して介入していくことを開始した。とくに高齢心不全患者や左室補助人工心臓患者に重要であると考えている。
トレーニング方法の開発も手掛けている。また、がんのリハビリテーションでは、肺がん・食道癌周術期リハビリテーシ
ョンに加えて、造血器腫瘍、乳腺腫瘍と骨軟部腫瘍の領域において、新たな取り組みを開始した。脳卒中のリハビリテー
ションでは、脳卒中センターにおける各科診療医師と協力し、急性期の脳卒中リハビリテーション、摂食嚥下障害、筋電
図を用いた痙縮の研究を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：全体的に「良」であると考える。
次年度計画としては、現在の研究内容をさらに発展させていく予定である。

４．診療
心臓リハビリテーション実施件数は、2019 年心臓内科は 706 件、心臓血管外科は 550 件であった。多発外傷を含む救命救
急関係では 649 件の新規リハビリテーションを行った。がん関係では周術期リハビリテーションや造血幹細胞移植患者の
予防的リハビリテーションを含み計 1619 例を実施した。
脳卒中のリハビリテーションでは 1428 名を実施した。内訳は、脳梗塞 436 名、脳出血 266 名、くも膜下出血 86 名、そ
の他の脳血管障害 346 名、その他 297 名であった。年齢別では 70 歳代が最も多かった。発症からリハビリ開始までの日数
は 0.66 日で、脳卒中ガイドライン 2015 が推奨する 2 日以内の実施を達成することができた。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
臨床スポーツ医学会誌編集委員、Journal of Cardiology associate editor（牧田）
日本脊髄障害医学会査読委員（高橋）
日本リハビリテーション医学会外部査読者（高橋）
Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science の査読（高橋）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本心臓リハビリテーション学会理事長（牧田）、日本臨床スポーツ医学会理事（牧田）、日本運動療法学会理事（牧田）、
日本腎臓リハビリテーション学会理事（牧田）
、日本体力医学会評議員（牧田）
、日本リハビリテーション医学会代議員（高
橋）、日本リハビリテーション医学会脳性麻痺治療ガイドライン委員長（高橋）、日本運動療法学会理事（高橋）、日本
脊髄障害医学会保険問題等委員会委員長（高橋）、日本高度先進リハビリテーション医学会理事（高橋）、日本ノルデッ
クウォーク学会理事（高橋）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 牧田茂、内田龍制：ＣＣＵにおける超急性期の心臓リハビリテーションの実際．Jpn J Rehabil Med 56:876-881,2019
② 牧田茂：がんの運動療法．臨床スポーツ医学 36:436-442,2019
③ 高橋秀寿：脳卒中リハビリテーションにおける障害の評価―総合評価−.脳卒中-基礎知識から最新リハビリテーション
まで-.正門由久、高木誠編著、東京、医歯薬出版社, 2019, p.193-198.
④ 牧田茂：特別講演 循環器のリハビリテーション医学．第 56 回日本リハビリテーション医学会学術集会 神戸 2019
年 6 月 14 日
⑤ 牧田茂：特別講演 高齢者の心疾患とリハビリテーション．第 3 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会．静
岡 2019 年 11 月 16 日
⑥ 高橋秀寿：教育講演. 脳卒中の機能評価-急性期-, 第 56 回日本リハビリテーション医学会学術会議、令和 1 年 6 月
11 日、静岡.
⑦ Takahashi H: Electrical diagnosis using myoelectric potential electromyogram-Hand-on Seminar Basic Course-.
Yangon Medical University Hospital, December 8,
⑧ 高橋秀寿：教育講演. QOL, 第 3 回日本リハビリテーション医学会秋期学術会議、令和 1 年 11 月 15 日、静岡.
⑨ Takahashi H: Electrical diagnosis using myoelectric potential electromyogram-Hand-on Seminar-. Yangon Medical
University Hospital, December 8, 2019, Yangon, Myanmar.
⑩ Takahashi H: Electrical diagnosis using myoelectric potential electromyogram-Hand-on Seminar-. Mandalay
Medical University Hospital, December 10, 2019, Mandalay, Myanmar.
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【総数：論文 2 件、学会発表 20 件、講演 11 件、著書 1 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第 20 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー

国際医療センター

2019 年 4 月 20,21 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても目標はほぼ達成された。心臓リハビリテーション、がんリハビリテーション、脳卒
中リハビリテーションともに患者数が増えるとともに新たな課題に向かって挑戦しており、病院経営に貢献しているとい
える。
7－2．次年度の改善計画
次年度は診療面では 365 日リハビリテーション実現のためにスタッフ増を申請する。教育面では医学生の実習教育に積極
的に参加していく。研究面では引き続き脳卒中リハビリテーション領域、心臓リハビリテーション領域、がんリハビリテ
ーション領域を中心に学会発表と臨床研究を行っていく。
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3．26）麻酔科（麻酔科、集中治療科）
１．構成員
北村 晶(KITAMURA, Akira)：教授：運営責任者：診療部長（麻酔科）
：代表指導教員：臨床麻酔：博士
古田島 太(KOTAJIMA, Hutoshi)：教授：診療部長（集中治療科）
：集中治療：博士
辻田 美紀(TSUJITA, Miki)：准教授：教育主任：小児心臓麻酔：博士
中川 秀之(NAKAGAWA, Hideyuki)：准教授：研究主任：心臓血管麻酔：博士
市川 ゆき(ICHIKAWA, Yuki)：講師：医員：心臓血管麻酔：博士
釜田 峰都(KAMATA, Mineto)：講師：医員：小児心臓麻酔
佐々木 陽子（SASAKI, Yoko）：助教：医員：臨床麻酔
大野 聖加(ONO, Seika) :助教：医員：臨床麻酔
伊藤 一志(ITOU, Kazushi)：助教：医員：臨床麻酔
関口 淳裕(SEKIGUCHI, Atsuhiro) :助教：医員：臨床麻酔
能美 隆臣(NOUMI, Takaomi) :助教：医員：臨床麻酔
足立 佳也(ADACHI, Yoshiya) :助教：医員：臨床麻酔
黒木 将貴(KUROKI, Masataka)：助教：医員：臨床麻酔
小島 啓(KOJIMA, Akira)：助教：医員：臨床麻酔
前田 はるか(MAEDA, Haruka)：助教：医員：臨床麻酔
金沢 幸雄(KANAZAWA, Yukio)：助教：医員：臨床麻酔
内田 賢太郎(UCHIDA, Kentaro)：助教：医員：臨床麻酔
大鹿 博之(OOSIKA, Hiroyuki)：助教：医員：臨床麻酔
以上 18 名のほか、非常勤医師あり

２．教育
2-1．目的･目標
麻酔科学は呼吸、循環管理のみならず、術後患者や重症患者の集中治療管理および急性、慢性疼痛の治療を対象とす
る総合臨床医学である。それは生理学、薬理学、解剖学、精神心理学を基礎としており、その臨床応用という面から
の理解が講義の目的である。
2-2．教育内容（担当者）
４年生で｢診療の基本｣に含まれる系統講義（救急麻酔部門中の麻酔）は、大学病院、総合医療センターと共同して、
国際医療センターからは北村が分担した。５年生におけるＢＳＬでは大学病院麻酔科と連携して、臨床に直結した
教育を目標として、種々の手技の施行、心臓麻酔、周術期管理などに積極的に参加させた。問題解決能力の養成と
技能の習得を基本に教育を行っている。
2-3．達成度
大学病院麻酔科と合同で４年生には麻酔科独自の試験を、５年生ＢＳＬおよびクリニカルクラークシップにはレポー
トおよび口頭試問による評価を行った。６年生は総合試験、卒業試験に外科系として出題した。
2-4．自己評価と次年度計画
例年通りに手術件数が多く日常診療に非常に多忙であったが、可能な限り学生教育に貢献できたと総括している。
次年度はスタッフのいっそうの充実をはかり、教育面では人形を用いた心肺蘇生実習の充実や臨床現場での患者対応
と実習などについて臨床研修医と合同で教育を行う予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と、大学病院麻酔科と連携した循環、呼吸、代謝管理の基礎実験研究を
行い、安全で予後の良い全身管理を追及する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後のＢＩＳ脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛薬必要量に及ぼす影響に
関する研究
・全身麻酔薬が、中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究-ICG
を用いての検討
・完全体外循環中の、レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の差異
に関する研究
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・ランジオロールがオフポンプ CABG 中の循環動態に及ぼす影響に関する研究
・自律神経機能が周術期心筋虚血、不整脈に及ぼす影響の解析
・気管挿管法の違いによる術後咽頭痛、嗄声への影響
・手術中の糖投与による周術期のインスリン抵抗性への影響
3-3．研究内容と達成度
上記研究プロジェクトにおける進行度について毎月検討会を開き協議しており、データの集積中である。同様に新し
い研究テーマについては随時検討、協議している。しかしながら、診療業務の多忙さがあり、達成度は高くないこと
を自覚している。
3-4．自己評価と次年度計画
診療業務の多忙さがあり研究活動が十分とはいえない。論文化については、昨年度より数は減少しているが、国内外
のジャーナルに投稿し受理されている。

４．診療
業務の多忙さがあるが、丁寧な仕事と医療安全に留意して活動している。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
北村 晶：PMDA 専門委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Kimie Terayama, Haruka Maeda, Wakana Ugajin, Kaoru Miyazaki, Shin-chan Nakamura. Different from propofol,
diazepam-induced respiratory inhibition on hypoglossal nerve activity seems to be decreased during
oxygen-rich moderate-hyper-capnic ventilation in anesthetized rabbits. Society of Anesthesia and Sleep
Medicine Meeting (SASM) / American Society of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA). 2019.10. Orland
②釜田峰都. 小児脊髄くも膜下麻酔. シンポジウム. 日本区域麻酔学会 第 6 回学術集会.2019.4. 高知
③黒木将貴, 市川ゆき, 内田賢太郎, 前田はるか, 北村晶. TEG 導入による成人心臓血管手術の人工心肺前後の輸血
量の変化. 第 24 回学術大会 日本心臓血管麻酔学会.2019.9. 京都
④前田はるか, 市川ゆき, 中川秀之, 釜田峰都, 北村晶, 黒木将貴. 全身の骨格変形を有するムコ多糖症 4 型患者の
大動脈弁置換術で体外循環を含む循環血液量管理に難渋した一例.第 24 回学術大会 日本心臓血管麻酔学会. 2019.9.
京都
⑤足立佳也, 釜田峰都, 能美隆臣, 前田はるか, 伊藤一志, 内田賢太郎. 国外での心臓移植 20 年以上経過していた
腹膜炎手術の一例. 第 24 回学術大会 日本心臓血管麻酔学会.2019.9. 京都
⑥中川秀之, 関口淳裕, 足立佳也, 金沢幸雄, 大鹿博之, 北村晶. 脱血管の抜去によって人工心肺離脱が可能となっ
た症例の麻酔経験. 第 24 回学術大会 日本心臓血管麻酔学会.2019.9. 京都
R
⑦佐々木陽子, 中川秀之, 大野聖加. 開口障害を有する挿管困難症例に対して McGRATH○ X-bladeTM が有効だった 1 例.
第 47 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会. 2019.10. 岡山
⑧内田賢太郎, 中山英人, 北村晶. 病棟における再クラーレ化による呼吸停止の 1 例. 日本臨床麻酔学会 第 39 回
大会. 2019.11. 軽井沢
⑨伊藤一志, 市原靖子, 菊地博達, 内田賢太郎, 北村晶. 埼玉医科大学病院麻酔科悪性高熱症受診患者の受診目的と
素因検索結果に関する調査. 日本臨床麻酔学会 第 39 回大会. 2019.11. 軽井沢
⑩釜田峰都. カラードプラ法を用いた末梢静脈路留置の確認に必要な生食投与量の検討. 日本小児麻酔学会 25 回
大会. 2019.11. 米子
【総数：学会発表 19 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
診療業務が非常に多忙であることさらに教室員の減少がある中で、個々人が結束よく努力し今後、さらに上記、教育、
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研究、診療を総合しての自己、他者評価を行い、次年度改善計画をたてる。
7－2．次年度の改善計画
研究業績、特に論文発表が少ない。教室員を 3-2 に示す研究グループに所属させ、指導体制の確立と論文投稿を促す。

0814

3．27）(1) 救急医学科（救命救急科）
１.構成員
根本 学（NEMOTO Manabu）：教授、運営責任者、診療部長、教育主任
救急医学全般、外傷外科、ショック、災害医療、院外心肺停止に関する多施設共同研究、外傷初期診療の教育・研究、
医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医・指導医、日本外傷学会専門医、麻酔標榜医、JPTEC･JATEC･MCLS インストラクター

他

高平 修二（TAKAHIRA Shyuji）：講師（兼担：腎臓内科）、副診療部長、専門医員、教育員、研究員
救急医学全般、院外心肺停止例の蘇生に関する多施設共同研究、救急疾患における血液浄化法の研究、医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医、日本内科学会認定医、日本腎臓学会専門医、ICLS ディレクター、JATEC インストラ
クター、日本内科学会 JMECC ディレクター他
大原 泰宏（OOHARA Yasuhiro）
：講師（兼担：消化器・一般外科）
、専門医員、教育員、研究員
消化器外科、急性期外科治療（Acute car surgery）
、一般外科、医学博士
主な資格：日本外科学会専門医、JATEC インストラクター

他

大谷 義孝（OHYA Yoshitaka）
：講師、専門医員、教育員、研究員
救急医学全般、外傷外科、災害医療、医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医、JPTEC・JATEC プロバイダー、ICLS インストラクター、日本 DMAT 隊員

他

吉川 淳（KIKKAWA Jun）：講師、（兼担：整形外科）、専門医員、教育員
骨損傷急性期治療、外傷整形外科、救急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医、JPTEC・JATECプロバイダー
守 麻理子（MORI Mariko）：助教、専門医員、教育員、研究員
消化器外科、急性期外科治療（Acute car surgery）
、一般外科
主な資格：日本外科学会専門医、JPTEC インストラクター

他

男澤 紘太（OZAWA Kouta）：助教、専門医員、教育員
骨損傷急性期治療、外傷整形外科、救急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医
野村 侑史（NOMURA Yuushi）：助教、専門医員、教育員、病棟医長、救急医学全般
主な資格：日本救急医学会専門医、JATEC・JPTEC プロバイダー

他

加藤 進太郞（KATO Shintarou）：助教、（兼担：整形外科）、専門医員、教育員
急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医
杉田 修太郎（SUGITA Shuutaro）
：助教、専門医員、教育員
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

猿田 高志（SARUTA Takashi）
：助教、専門医員、教育員
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

救急医学全般

救急医学全般

他

足立 智子（ADACHI Tomoko）
：助教、専門医員、教育員

救急医学全般

主な資格：PALS・JATEC・JPTEC プロバイダー 他
坂本 真希（SAKAMOTO Maki）：助教、専門医員、教育員
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

宮田 秀平（MIYATA Shuhei）
：助教、専門医員、教育員
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

救急医学全般
救急医学全般

他

石上 順平（ISHIGAMI Junpei）
：助教、専門医員、教育員 救急医学全般
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

岸田 全人（KISHIDA Yoshito）：救急救命士
プレホスピタルケア、救急隊教育、DMAT 隊員、シミュレーション教育
作山 洋貴（SAKUYAMA Hiroki）：救急救命士
プレホスピタルケア、救急隊教育、シミュレーション教育
遠山 笑里（TOUYAMA Emiri）：救急救命士
プレホスピタルケア、救急隊教育、シミュレーション教育
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骨損傷急性期治療、外傷整形外科、救

非常勤医師
小井土 雄一（KOIDO Yuichi）非常勤教授、救急医学全般、外科一般、災害医療、医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医、日本外科学会専門医

他

金成 文裕（KANNARI Fumihiro）：骨損傷急性期治療、外傷整形外科、救急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医、JPTEC・JATEC プロバイダー

２.教育
2-1.目的･目標
学生（医学部および保健医療学部）、研修医、看護師、消防職員（救急救命士および標準課程修了者）および救急救
命士養成教育機関の学生などを対象に、それぞれの職種に即した救急医学の基本的内容の教育を行う。また、海外留学
生・研修生に対しても対応できる体制の構築を図る。社会的活動としては、学外および院内の全職員を対象として、BLS
および ICLS 講習による一次・二次救命処置の普及を図る。日本救急医学会救急科専門医・指導医指定施設認定ならび
に日本外傷学会外傷専門医研修施設認定を受けていることから、専門医教育も充実させる。また、シミュレーション教
育に関しては、主に卒後教育を中心に医師、看護師、コ・メディカルを対象に実施する。
2-2.教育内容（担当者）
1）1 年生：救急医学の基礎および一次救命処置

（根本、高平、大谷、岸田、作山）

4 年生：救急疾患の診断と治療（ヒトの病気2 救急・麻酔ユニット）（根本、高平）
5 年生：BLS 実習を含む、救急一般の講義および臨床実習と見学（根本、高平、大谷、野村ほか）
6 年生：内科的、外科的救急疾患の診断全般

（根本）

2）臨床研修医の教育：指導医の監督下に救急全般の初期診療および急性期治療（根本、高平、大谷ほか）
3）研修医および病院内職員に対するBLS、ICLS、院内ALS コース開催による一次・二次救命処置実習教育 （根本、高平、
大谷、岸田、作山、遠山）
4）3 年目以降の救急専任医の教育：後期研修プログラムに基づく救急医学会専門医資格取得と、学位を含めた臨床研究の
指導・教育（根本、高平、大谷ほか）
5）外部からの研修者（救急救命士、救急救命士研修所研修生、救急救命士養成学校生徒、交換留学生など）に対する見学・
教育指導（根本、岸田、作山、遠山）
6）学外：毛呂病院付属高等看護学院（救急医学講義）、埼玉県救急救命士養成所（医学の基礎講義、救急処置シミュレー
ション実習、気管挿管実習など）、埼玉県西部第一・第二地域メディカルコントロール協議会による救急隊活動の二次
検証会議、救急救命東京研修所（外傷総論）、東京消防庁消防学校（心肺停止）、JPTEC、JATECならびにMCLSプロバイ
ダーコースの開催担当（根本、高平、大谷、野村、岸田、作山、遠山）
2-3.達成度
医学部学生、研修医、交換留学生などの臨床教育については、多忙のなか医局員の努力により、満足できる設定目標
に到達したと評価する。また、消防職員（主に救急救命士）や救急救命士養成機関の学生教育は岸田、作山、遠山の努
力によりほぼ満足できる達成度に到達した。
2-4.自己評価と次年度計画
概ね満足できる実績であったが、昨年度の実績を検討してさらに内容のある教育を実現できるように努力したい。

３.研究
3-1.目的・目標
昨年度に引き続き、院外心肺停止症例の Utstein 方式による登録、および外傷データバンク登録を行っている。これ
らの基礎データをもとに、当院の医療圏における院外心肺停止症例および重症外傷患者の実態と予後調査を行うことで
当科の研究基盤構築を目指している。また、その結果を埼玉県西部第一・第二地域メディカルコントロール協議会によ
る事後検証会（担当：根本、高平、大谷、野村）を通して消防機関に還元し、病院前救護も含めた地域救急医療の充実
と治療成績の向上を図りたい。また、社会の高齢化により施設や在宅での看取りが重要視されており、傷病者・家族の
意思に沿った救急医療のあり方についても埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会で運用している DNAR プ
ロトコールの検証を進めたい。
整形外科グループによる骨折に対する超急性期治療については、豊富な症例から臨床研究を進めており、今後さらに
発展させていきたい。
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3-2.研究グループ（研究プロジェクト）
Utstein 方式登録による院外心肺停止症例の予後調査

①
②

外傷データバンク登録症例を基礎とした外傷患者の重症度と予後の調査研究

③

整形外科領域における超急性期治療に関する臨床的研究

④

救命センターICU における全身管理に関する臨床的研究

⑤

外傷予防学

⑥

傷病者・家族の意思に沿った救急医療のあり方に関する研究

⑦

急性期外科治療（Acute car surgery）における腹部開放管理（OAM：open abdominal management）の臨床的検討

⑧

ゴルフ競技の救護体制のあり方に関する先行研究
3-3.研究内容と達成度
Utstein 登録、社会復帰に影響を与える因子の多変量解析や蘇生後脳症に対する軽度低体温療法の臨床データ収集。

①
②

根本、大谷を中心に、外傷データバンクに症例を登録し、外傷症例の重症度と予後の調査研究を継続して行う。平成
31 年度の防ぎ得た外傷死発生率は 0.0%（標準：20%未満、目標値：5%未満）であった。

③

吉川を中心に、鳥尾哲矢教授の指導の下、学会発表を主体として研究を進めてきた。今後は発表内容を論文として纏
めながらさらに研究を深めていく予定。

④

主に外傷患者における凝固異常や重症壊死性膵炎に対する蛋白分解酵素阻害薬および抗菌薬の持続動注療法の臨床デ
ータの蓄積と治療の選択等を実施した。

⑤

主にヘルメット着用による頭部外傷予防とシートベルト着用による胸・腹部外傷発生の要因に関して臨床データを基
に基礎情報の収集と企業への情報提供を実施継続中である。

⑥

埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会に DNAR 委員会（委員長：根本）を設置し、DNAR プロトコールの
対象となった事案の検証作業を実施し、日本救急医学会雑誌に原著論文が掲載された。

⑦

症例数は徐々に増加しており、腹部救急医学会等において発表・論文投稿しつつある。

⑧

第 81 回日本オープンゴルフ選手権大会において救護室を担当し、基礎資料を収集し、日本救急医学会総会・学術集会
で結果を発表した。東京 2020 オリンピックではゴルフ競技医務を担当するため、組織委員会および日本ゴルフ協会等
と連携し、救護室体制を構築した。2020 年の開催は 2021 年に延期となったが、引き続き対応していく。

3-4.自己評価と次年度計画
日本救急医学会総会、救急医学会関東地方会、日本臨床救急医学会、日本外傷学会などを中心に、症例検討などの報
告を行っている。大量出血に伴う血液凝固系異常や全身性炎症反応症候群、および急性期呼吸不全の病態とその治療に
関する研究を開始したが、救命救急センターとして臨床面での業務負担が大きく、研究については十分に時間を割くこ
とができなかった。一方、日本救急医学会では、外傷、熱傷、敗血症等において多施設共同研究を実施しており、当科
もこれらの研究に参加し新たな診療基準の作成に取り組む予定である。

４.診療
救命救急センターとして地域救急医療に応分の対応ができたものと考える。今後は、埼玉医科大学病院、埼玉医科大
学総合医療センターとの連携をより一層強化し、埼玉県全域を対象とした救急医療体制の構築がなされるよう取り組ん
でいく必要があると考える。

５.その他
5-1.自治体、政府関連委員の有無
根本が埼玉県メディカルコントロール協議会、埼玉県西部第一・第二メディカルコントロール協議会委員を務めた。
5-2.学術誌、編集委員、査読委員の有無
根本が日本救急学会誌および日本外傷学会誌の論文査読を務めた。
5-3.その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉西部消防局、埼玉県飯能警察署、飯能・日高市と協働してテロを含めた多数傷病者発生時案に対する合同シミュレ
ーション訓練を実施した。

６.業績
6-1.論文・学会発表・著書
根本 学,京谷 圭子,菅野 壮太郎,他：救急現場における心肺蘇生を望まない患者と家族に対する救急活動指針の策定.
日本臨床救急医学会雑誌 22(6):792-800,2019.

①
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②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

野村 侑史,上出 智也,栗田 浩樹,他：転落・墜落による小児の頭部外傷に関する検討.日本救急医学会雑誌
31(2):47-52,2020.
大谷 義孝,野村 侑史,根本 学：TAE および小切開術により治療した非産科的巨大外陰部血腫の 1 例.日本外傷学会誌
34(1)22-26,220.
野村 侑史,龍神 秀穂,高平 修二,他：長時間心肺蘇生と低体温療法により救命し得た外傷性窒息の一例.日本外傷学
会誌 33(3):361-365,2019.
根本 学,京谷 圭子,菅野 壮太郎,他：傷病者の意思に沿った救急現場での心肺蘇生のあり方に関する提言はどこまで
受け入れられているか「傷病者の意思に沿った心肺蘇生のあり方に関する提言」を実施するには MC 協議会の参画が
必須である.第 22 回日本臨床救急医学会総会・学術集会 和歌山市,2019.
岸田 全人,作山 洋貴,遠山 笑里,他：当院における救急救命士気管挿管実習での取り組み. 第 22 回日本臨床救急医
学会総会・学術集会 和歌山市,2019.
遠山 笑里,作山 洋貴,岸田 全人,他：救急救命士学生の末梢静脈路確保実習に関する検討. 第 22 回日本臨床救急医
学会総会・学術集会 和歌山市,2019.
大谷 義孝,根本 学：TAE および小切開術により治療した非産科的巨大外陰部血腫の 1 例.第 33 回日本外傷学会 八戸
市,2019．
根本 学,大谷 義孝：多数傷病者発生事案に対する初期対応の課題. 第 33 回日本外傷学会 八戸市,2019．
高平 修二,神成 文裕,作山 洋貴,他：発展途上国における BLS 教育普及の課題（第 2 報）.第 47 回日本救急医学会総
会・学術集会 東京,2019.
【総数：論文 6 件、学会発表 32 件、講演 0 件】
6-2.獲得研究費
6-3.受賞
該当なし
6-4.特許、実用新案
該当なし
6-5.学会、研究会、セミナー等の開催実績
特定非営利活動法人 日本外傷診療研究機構
コースディレクター：根本

学

JATECTMコース

コースコーディネーター：龍神秀穂

日本救急医学会認定 ICLS コース
コース開催責任医師：高平修二，大谷義孝
日本救急医学会認定 ICLS 指導者養成ワークショップ
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定 BLS コース
コース開催責任医師：高平修二，大谷義孝
JPTECTMプロバイダーコース・更新コース

日本救急医学会認定病院前外傷教育プログラム
コース開催責任医師，埼玉県世話人：根本

学

日本集団災害医学会 MCLS コース
コース開催責任医師：根本

学 開催世話人：岸田全人

埼玉医科大学国際医療センター院内認定 BLS・ALS 通常および更新コース
コース開催責任医師：根本

学，高平修二，大谷義孝

開催世話人：岸田全人

７.自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育面では、高平を中心とした院内 BLS コース、および院外も含めた救急医学会認定 ICLS コースの定期的開催に対
して高い評価を得ている。国際医療センターは JCI 認証医療機関であることから、全職員が BLS を受講し、鎮静に関与
する医師は ALS を受講していなければならない。また、2 年毎に更新する必要もあるため、根本、岸田ら教育支援セン
ターのブランチであるシミュレーションセンターの委員を中心に、院内 BLS・ALS 通常および更新コースを立ち上げ、教
育活動を展開したことは非常に意義があると考える。さらに、JPTEC、JATEC および MCLS 開催にも積極的に関与し、救
急隊員ならびに若手医師の教育を行っているが、初期・後期研修医の教育では、研修期間を含め、更なる検討が必要と
考える。
研究面では、豊富な臨床症例からデータを蓄積し、研究成果をあげて論文に纏めることが必要であり、これらに対し
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て全医局員で自己研鑽に努めていきたい。
診療面では、現状の救命救急センターの設備、人員、院内支援体制の下で概ね対応できていると考えるが、スタッフ
不足もあり、研究、治験、先端医療などの分野では十分な実績を出すことができていないのが現状である。
近年、気候変動に伴い各地で豪雨等の自然災害が発生していことから、大規模災害に備えて救命救急センター・災害
拠点病院には更なる充実が求められているため、院内外と連携を強化し、埼玉県基幹病院として体制を強化していく意
味でも、医局員一同、それぞれが応分の役割を果たすことができるように努めていきたい。さらに、2020 年開催予定の
東京オリンピックでは、ゴルフ競技の救護室担当が予定されているため、適切な救護体制を構築するための資料収集に
努めたい。
7－2.次年度の改善計画
教育面では、医学部学生、初期研修医から魅力ある診療科として認識されるようにより丁寧な指導を実施する必要が
ある。標準化教育に関しては、従来通り、BLS・ALS・PALS を中心に院内研修を充実していく必要がある。また、院内だ
けでなく、学外からも受講生が参加する JPTEC、JATEC および MCLS 等の開催も COVID－19 対策をしっかりと行いながら
継続していく必要がある。
研究面では、臨床的研究を軸として学会発表だけでなく、学会誌（英文雑誌を含む）への原著論文投稿を進める必要
がある。
診療面では、来年度より 24 時間体制が導入されるドクターカー運用に向けて、病院前救急医療に必要な知識・手技の
研鑽に務め、病院前から初期治療が適切に実施される体制構築が課題である。
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3．27）(2) 救急医学科（小児救命救急科）
１．構成員
根本

学（NEMOTO Manabu）：教授，診療部長代行

救急医学全般，外傷外科，ショック，災害医療，院外心肺停止に関する多施設共同研究，外傷初期診療の教育・研究，医
学博士
主な資格 ： 日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インストラクター
他

２．教育
2-1．目的･目標
小児の発育と発達を理解し、病態を考察し適切な検査や鑑別を行い得るよう指導する。小児の事故の特性を理解し、
予防の重要性を体得する。
2-2．教育内容（根本）
研修医の臨床指導：小児救急医学（特に小児の外傷）の実践。
国際医療センターは JCI 認定医療機関であるため、
小児診療に従事する医師には PBLS、PALS 受講が必須となっており、
救命救急科および小児救命救急科が軸となって講習会の開催および調整を担っている。
2-3．達成度
臨床指導では、外傷初期診療および入院後の身体的治療と小児に対する精神面での支援に関して指導することができ
た。PBLS および PALS に関しては国際医療センター内のシミュレーションセンターで開催することができた。今後も継
続していく予定である。
2-4．自己評価と次年度計画
臨床では従来通り、外傷を中心に対応できた。次年度も外傷を中心とした臨床と、PBLS および PALS 講習会を継続し
て行く予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
小児外傷の実情と予防対策
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
小児の外傷予防、特に自転車乗車時のヘルメット着用と自動車乗車時のチャイルドシート使用等に関する研究（根本、
大谷）
小児の外傷受傷機転と受傷部位ならびに重症度に関する研究（根本、野村）
3-3．研究内容と達成度
自転車乗車時のヘルメット着用に関しては、論文として纏めたあとも統計を取り、自転車事故で搬送されてきた患児
の保護者に説明する資料とした。小児の受傷機転と受傷部位ならびに重症度に関しては学会で報告し、原著論文として
掲載された。
3-4．自己評価と次年度計画
研究に関しては概ね遂行できたと考える。次年度も引き続き臨床統計に基づいた研究を継続する予定である。

４．診療
救急領域では小児症例数は少ないが、地域に必須の小児外傷医療を提供している。また、国際医療センター小児心臓
内科・外科が小児心臓移植および高度補助循環治療に関与しているため、県内外から患児の搬送が行われている。特に
補助循環装置が装着されている場合は、当院所有の緊急車両を利用することが多く、機関員として救命救急科所属の救
急救命士が乗務していることから、今後も小児救急医療に関与していく機会が増加することが予測される。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
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5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
該当なし（救命救急科として論文投稿および学会発表を行った）
【総数：論文 0 件、学会発表 0 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし（救命救急科として PBLS および PALS 講習会を開催した）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
小児救急の主軸は大学病院であるが、外傷や心臓病では当院に搬送されるため、適切な対応を維持していくためにも
小児の特性を理解し、適切な医療が提供できたと考える。
7－2．次年度の改善計画
次年度も大学病院および総合医療センターと連携し、地域小児救急に適切に対応していくことが求められているが、
ドクターカーの 24 時間運用においても積極的に小児救急に関与していくことが重要であり、大学病院小児科と体制構築
を進める予定である。
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3．27）(3) 救急医学科（精神科救命救急科）
１．構成員
松岡 孝裕 (MATSUOKA, Takahiro)： 講師：診療部長：精神科救急医学、神経生理学（脳波）
非常勤医師： 17 名
（※大学病院神経精神科・心療内科医員の協力を得て 24 時間カバーシフトを構成）

２．教育
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち、自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送された
患者への精神科往診診療を、独立した診療科として担うことを目的として、平成 19 年度に設立された。病棟・外来機能は
有さず、必要時に ‘On Call’ で駆けつけるという診療科の特性上、大学病院神経精神科・心療内科医員の全面的協力（24
時間カバーシフト）を得て、いわば一体となって運営されている。このため、教育機能の大部分は、大学病院神経精神科・
心療内科のカリキュラム内に含まれているので、そちらを参照されたい。
2-1．目的･目標
救急医学領域のうち、特に精神科救急について理解を含め、精神科救急場面に対処できる医師を育成する。
2-2．教育内容（担当者）
①卒前： 救急・麻酔ユニット内において「精神科救急」の講義を担当。②卒後： 初期研修において、大学病院神経
精神科・心療内科をローテーション時に、往診診療の枠組みで、本科の診療を体験する。自殺企図等で国際医療センター
救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験する。
2-3．達成度
①卒前：「精神科救急」の講義を円滑に実施した。なお、講義については学生からの評価は良好であり、平成28、平成
29年度に引き続き令和元年度も本科部長がベストティーチャー賞を受賞した。
②卒後： 初期研修、大学病院神経精神科・心療内科をローテーション時に、自殺企図等で国際医療センター救命救急
科に搬送された患者のこころのケアの実際を学んでもらった。自殺企図後のケアの方法や、再企図危険性の評価法につい
て実践的に理解してもらうことができた。
2-4．自己評価と次年度計画
<自己評価> 卒前教育において、精神科救急につき理解を深めてもらい、卒後初期研修において、その実際を学んでも
らうことで、精神科救急における初動対応を習得してもらうことができたと考えている。
＜次年度計画＞次年度も引き続き、卒前講義内容の充実を図るとともに、卒後初期研修での指導内容の改良を図ってい
きたい。

３．研究
3-1．目的・目標
① 自殺企図患者を対象とし、その疾患別・群別の特徴を抽出し、それぞれの予後を検討することで、より良い初動対
応が図れるよう検討を重ねていく。
② 精神科救急医療システムの構成・維持についても、運営的視点で検討を行い、救急領域での貢献を継続して行える
よう検討を重ねていく。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
プロジェクト 1） 自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討。
プロジェクト 2） 大学病院型「精神科スーパー救急」の継続的運営のための方策の検討。
3-3．研究内容と達成度
プロジェクト 1）に関する研究をまとめ平成 24 年に国際学会において発表したが、その後も調査を継続中である。プロ
ジェクト 2）に関連する学会発表を継続的に行ってきた（平成 22 年に学会賞を受賞）が、その後も調査を継続中である。

3-4．自己評価と次年度計画
プロジェクト 1）
、プロジェクト 2）につき、国内・国際学会等で学術発表を積み重ねてきた。今年度も両プロジェクト
を継続して発展させ、引き続き学術発表の蓄積を行っていきたい。

４．診療
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち、自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送された
患者への精神科往診診療を、独立した診療科として担うことを目的として、平成 19 年度に設立された。必要時に ‘On
Call’ で駆けつけるという診療科の特性上、大学病院神経精神科・心療内科医員の全面的協力（24 時間カバーシフト）
を得て、いわば一体となって運営されている。 これにより、救命救急病床における自殺企図患者のこころのケアを常時
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対応(24 時間カバー)で行なえるとともに、精神科的重症例については大学病院精神科病棟へ円滑に入院して頂き、継続性
をもって治療できる体制となっている。
令和元年度、救命救急センターにおける本科の診療実績は以下の如くであった：本科診療件数 56 件（日勤帯：52 件、
当直帯：4 件）
自殺企図例についてみてみると、例年、以下のような傾向がみられている： ①クラスター1（若年反復軽症型）
：約 25％、
②クラスター2（若年単回軽症型）
： 約 50％、③クラスター3（中高年単回重症型）
：約 25％
また、診療内容については、例年、以下のような傾向がみられている： ①75～85％ 自殺再企図の危険性評価、②10%
～15％ 精神症状の管理、③5%～10％ 精神科病床への転科。
次年度も引き続きシステムの維持・発展に力を注ぎ、診療内容の充実も図っていきたい。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
①埼玉県精神科救急医療システム運営委員
②埼玉県メディカルコントロール協議会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無

該当なし

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①Part７ 精神疾患、不眠. 臨床で使える！！総合診療内科マニュアル 東京医学社 2019.05. 414-420 松岡孝裕
監修:中元秀友、編集:小林威仁、廣岡伸隆、飯田慎一郎、都筑義和
②ワーキングメモリー課題/自己参照課題遂行中の脳波 α 帯域事象関連同期/脱同期について—ヒト健常者における検
討— 臨床神経生理学 日本臨床神経生理学会 2019.04. 47(2):74-81 下出 崇輝、松岡 孝裕、井上 哲雄、太田 敏
男
③成人期発達障害 ～治療における課題～ 薬物療法の現状と課題 第 1 回日本成人期発達障害臨床医学会
2019.07 東京 松岡孝裕、下出崇輝、横山富士男、松尾幸治
④成人期 ADHD 診療における薬物療法―治療の全体構造の中での薬物の役割― 第 49 回日本神経精神薬理学会
2019.10 福岡 松岡孝裕、下出崇輝、横山富士男、松尾幸治
⑤埼玉医科大学グループの臨床システム 第 115 回日本精神神経学会学術総会 2019.06 新潟 松岡 孝裕、渡邊さ
つき、安田貴昭、石田真弓、平田吾一、梅村智樹、鈴木美和、荒瀧千絵子、村田佳子、佐々木剛、下出崇輝、藤井
良隆、高杉綾香、宮脇優子、横山香、五十嵐友里、谷木夏妃、横山富士男、大西秀樹、吉益晴夫、松尾幸治
⑥埼玉医科大学グループの教育 第 115 回日本精神神経学会学術総会 2019.06 新潟 松岡 孝裕、小田垣雄二、渡
邊さつき、棚橋伊織、石田真弓、倉持泉、平田吾一、志賀浪貴文、畠田順一、嶋﨑広海、鈴木美和、横山富士男、
大西秀樹、吉益晴夫、松尾幸治
【総数：論文 3 件、学会発表 20 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
2019 年度 ノバルティス研究助成（研究代表者：松岡孝裕）：ワーキングメモリー課題/自己参照課題/遂行中の脳波 α
帯域事象関連同期(ERS)/脱同期(ERD)について ─健常群/注意欠如・多動症[ADHD]群での検討─
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許、実用新案

該当なし

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
1. 教育 卒前講義が円滑に行われた。学生からの評価は良好で平成 28、平成 29 年度に引き続き令和元年度も本科部長
がベストティーチャー賞を受賞した。卒後初期研修においても自殺企図患者のこころのケアの実際を学んでもらい初動対
応を習得してもらうことができた。
2．診療 自殺企図患者のこころのケアを中心とした診療活動を、大学病院神経精神科・心療内科と一体となって行うシ
ステムを維持し、活動を展開することができた。埼玉西部地区において同領域の中核的機能を果たすことができた。
3. 研究 ①自殺企図患者の類型化の試み、②精神科救急システムの運営に関する調査を継続し、これらに関連した学術
発表を行うことができた。
7－2．次年度の改善計画
診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図って行きたい。
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3．28）(1) 放射線科（画像診断科）
１．構成員
内野 晃
(UCHINO, Akira)：教授：所属長（2019.8.1～）
：神経画像診断：博士
岡田 吉隆 (OKADA, Yoshitaka)：教授：研究主任：画像診断一般、腹部画像診断：博士
市川 智章（ICHIKAWWA, Tomoaki）
：教授：診療部長：画像診断一般、腹部画像診断：博士（～2019.10.29）
中澤 賢
(NAKAZAWA, Ken)：准教授：専門医員： IVR:博士
齋藤 尚子 (SAITOH, Naoko)：准教授：専門医員：画像診断一般、頭頚部画像診断：博士
佐野 勝廣（SANO, Katsuhiro）
：准教授：専門医員：画像診断一般、腹部画像診断：博士（～2019.11.30）
森阪 裕之（MORISAKA, Hiroyuki）
：講師：医員：画像診断一般：博士
山口 晴臣（YAMAGUCHI, Haruomi）
：助教（後期研修医）
：医員：画像診断一般（～2019.10.31）
松浦紘一郎（MATSUURA, Koichiro）
：助教（後期研修医）
：医員：画像診断一般
清水 宏一 （SHIMIZU, Hirokazu）
：助教（後期研修医）
：医員：画像診断一般
星野 江里 （HOSHINO, Eri）
：助教（後期研修医）
：医員：画像診断一般
山本 裕也 （YAMAMOTO, Yuya）
：助教（後期研修医）
：医員：画像診断一般
新津 守(兼担・大学病院) (NIITSU, Mamoru)：教授:運営責任者:診療部長･研究主任:専門医員:骨軟部画像診断:博士
田中 淳司(兼担・大学病院) (TANAKA, Junji)：教授：診療副部長・研究副主任・教育副主任：専門医員：IVR、放
射線被曝防護、放射線診断：博士
非常勤
：客員教授：画像診断一般：博士
西村 玄（GEN,Nishimura）
田村 恭代 (TAMURA,Yasuyo)：非常勤講師：画像診断一般：博士
森下(長谷川)瑞江 (MORISHITA(HASEGAWA, Mizue)：医師 2 類：画像診断一般：博士
石亀 恵一 (ISHIKAME,Kiichi)：非常勤医師：画像診断一般：博士
謝 毅宏 (SHA,Takahiro)：非常勤医師：画像診断一般
永縄将太郎 (NAGANAWA,Syotaro)：非常勤医師：画像診断一般：博士
水越 和歌 (MIZUKOSHI,Waka)：医師 3 類：画像診断一般、乳腺・小児画像診断：博士
高橋 正洋 (TAKAHASHI,Masahiro): 医師 3 類：助教(後期研修医)：画像診断一般
谷坂 愛（TANISAKA,MEGUMI）
：医師 3 類：画像診断一般
木村 文子 (KIMURA,Fumiko)：医師 3 類：画像診断一般、循環器画像診断：博士（～2020.1.16）死去
福田 大記（GEN,Nishimura）
：医師 3 類：画像診断一般
高橋 大雄 (TAKAHASHI,Masao): 医師 3 類：助教(後期研修医)：画像診断一般
鈴木 淳 (SUZUKI,Jyun)：医師 3 類：画像診断一般
石亀 恵一 (ISHIKAME,Kiichi)：非常勤医師：画像診断一般：博士
謝 毅宏 (SHA,Takahiro)：非常勤医師：画像診断一般
永縄将太郎 (NAGANAWA,Syotaro)：非常勤医師：画像診断一般：博士
小澤瑞生 (OZAWA,Mizuki)：医師 3 類：助教(後期研修医)：画像診断一般
佐野勝廣 (SANO,Katsuhiro)：研究医員：画像診断一般：博士（2019.11.1～）

２．教育
2-1．目的･目標
①全身臓器の解剖および疾患についての知識を取得し、最適な検査法・撮像法を選択、施行し、それを簡潔にレポー
トし他科の医師へ伝える技術、能力が得られること(学生、初期研修医、後期研修医、医員)。
②日本医学放射線学会専門医、診断専門医試験に合格できる能力を得ること(医員)。
2-2．教育内容（担当者）
内野 晃
(神経画像診断)
岡田 吉隆 (消化器単純 X 線、腎・泌尿器の画像診断)
市川 智章（胆膵画像診断）
田中 淳司 (血管造影診断と IVR、放射線被曝防護と安全管理)
中澤 賢 (血管造影診断と IVR)
齋藤 尚子 (頭頚部画像診断)
佐野 勝廣（肝臓画像診断）
森阪 裕之（心大血管画像診断）
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2-3．達成度
学生 BSL、講義、初期研修医、後期研修医に対して、十分な教育を行うことができた。
2-4．自己評価と次年度計画
初期研修医、後期研修医に対しては、十分な教育を行うことができた。次年度も同様に施行の予定。

３．研究
3-1．目的・目標
CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い、国内外でその成果を発表すること。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
神経、呼吸器、心臓、腹部、骨盤、頭頚部、IVR グループ
3-3．研究内容と達成度
①
神経グループ：頭部 CT、頸部～頭部 CTA、頭部 MRI、頸部～頭部 MRA の臨床的有用性の検討(継続)
②
腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価、肝および腎悪性腫瘍の質
的診断における MRI 拡散強調画像の有用性、膵・胆道悪性腫瘍の画像と病理所見の比較検討。
③
IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討（継続）
。閉塞性動脈硬
化症に対する新たなデバイスの有用性の検討（継続）
。
④
頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT perfusion、IVIM を用いた検討（継続）
これらの研究内容について検討し、国内外で成果を発表した。
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループともに、研究結果について国内外で成果を発表できた。
次年度計画
①
神経グループ：頭部 CT、頸部～頭部 CTA、頭部 MRI、頸部～頭部 MRA の臨床的有用性の検討(継続)
②
腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価、肝悪性腫瘍の質的診断に
おける MRI 拡散強調画像の有用性、膵・胆道悪性腫瘍の画像と病理所見の比較検討(継続)
③
頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の CT perfusion、IVIM を用いた検討（継続）
④
IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討（継続）
。閉塞性動脈硬
化症に対する新たなデバイスの有用性の検討（継続）
。
⑤
人工知能グループ：人工知能を用いた画像解析開発（新規）

４．診療
令和元年度の診療目標は、①迅速かつ適切な検査の施行と専門医による報告書の作成、②最先端の画像解析技術、③
迅速で適切な IVR の施行、④CT と MRI の効率的利用であるであったが、概ね達成することができた。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
岡田吉隆：厚生労働省 診療放射線技師試験委員会委員
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
・Japanese Journal of Radiology：中澤賢、齋藤尚子
・European Journal of Radiology 編集委員：市川智章
・European Journal of Radiology：佐野勝廣、森阪裕之
・Surgical and Radiologic Anatomy 論文査読：内野晃
・Clinical Imaging 論文査読：岡田吉隆
・Diagnostic and Interventional Radiology 論文査読：岡田吉隆
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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①

Okada Y, Morisaka H, Sano K, Yamaguchi S, Ichikawa T: The inferior mesenteric artery arising from the superior

②

Uchino A, Kamide T, Kurita H: Replaced posterior cerebral artery (PCA): origin of all branches of the PCA

mesenteric artery demonstrated with 3D-CT: A case report. Radiol Case Rep, 15(2):101-104, 2020.
from the anterior choroidal artery diagnosed by MR angiography. Surg Radiol Anat 41:703-705, 2019
③

Uchino A, Ehara T, Kurita H: Hypoplasia of the internal carotid artery with associated fenestration and
extremely long P1 segment of the ipsilateral posterior cerebral artery diagnosed by MR angiography. Surg
Radiol Anat 41:707-711, 2019

④

Uchino A, Kohyama S: Long segment dolichoectasia of the right internal carotid artery diagnosed by CT
angiography. Radiol Case Rep 14:1084-1087, 2019

⑤

Uchino A: Carotid-vertebrobasilar anastomosis: magnetic resonance and computed tomographic angiographic
demonstration. Jpn J Radiol 37:565-578, 2019
【総数：論文 17 件、学会発表 1 件、講演 3 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
学部：学生・研修医に対して画像診断の基礎的知識が取得できるように教育を行った。画像診断科の各研究グループ
ともに、国際医療センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて、多く研究成果の発表と論文作成を行う
ことができた。
7－2．次年度の改善計画
学部：学生・研修医に対する画像診断の教育に関しては体験型学習が行える様に配慮する。令和元年度に達成出来た
ことに満足することなく、引き続き国際医療センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて、多くの研究
成果の発表と論文作成を行う。
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3．23）（2）放射線科（核医学科）
１．構成員
久慈

一英（KUJI、 Ichiei）:教授：運営責任者：診療部長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：脳核医学、心
臓核医学、腫瘍核医学：博士
山根 登茂彦（YAMANE、 Tomohiko）:准教授:診療副部長:教育主任:研究員：指導教員（大学院）
：腫瘍核医学：博士
福島 賢慈（FUKUSHIMA、 Kenji）: 准教授：外来医長：心臓核医学、心臓画像診断：博士
瀬戸 陽 (SETO、 Akira):講師：専門医員：教育員：研究員：脳核医学：博士
松成一朗（ICHIRO、 Matsunari）:教授（大学病院から兼担）
：心臓・脳核医学：博士
松田 博史（MATSUDA、 Hiroshi）:客員教授：指導教員（大学院）
：脳核医学、画像解析学：博士
樋口 隆弘（HIGUCHI、 Takahiro）:客員教授：心臓核医学、分子イメージング：博士
今林 悦子（IMABAYSHI、 Etsuko）
：客員准教授：脳核医学、腫瘍核医学：博士
島野 靖正（SHIMANO、 Yasumasa）:非常勤講師：一般核医学：博士
河野 正志（KOUNO、 Masashi）:非常勤講師：大学院専攻生：画像診断学、核医学
越野一博（KOSHINO、 Kazuhiro）
：非常勤研究員：画像解析学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育では、放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学ぶ。卒後教育では検査適応を含めた
臨床核医学診断技術を習得し、専門医習得を目指す。大学院では、さらに核医学研究者として英語で論文作成すること
を目的とする。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、瀬戸 陽、
松成一朗）
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、瀬戸 陽、松成
一朗）
・Bedside learning(久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、松成一朗)
・クリニカル・クラークシップ（山根登茂彦、福島賢慈)
・教育主任として、放射線科全体の教育、実習を統括（山根登茂彦）
卒後教育
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、
、瀬戸 陽、松成一朗）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、瀬戸 陽、
松成一朗）
・心臓画像診断の基本習得（福島賢慈、松成一朗）
・埼玉医科大学放射線専門研修プログラムに沿った後期研修医指導（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、松成一朗）
・埼玉医科大学放射線専門研修プログラム統括責任者として、プログラムの管理、運営を統括（久慈一英）
大学院教育
・実用実験医学講義（核医学を用いた統計画像解析）
（松成一朗）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（久慈一英、山根登茂彦、松成一朗）
・心臓分子イメージング研究（福島賢慈、樋口隆弘）
・心臓画像研究（福島賢慈、松成一朗）
・専門医教育（久慈一英、山根登茂彦、福島賢慈、松成一朗）
その他
・保健医療学科放射線概論核医学講義（久慈一英）
・日本医療科学大学腫瘍放射線医学核医学講義（久慈一英）
2-3．達成度
卒前教育：90%、卒後教育：90％、大学院教育：50%
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL では現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい、ティーチングファイルの画像を実
際に見て考えてもらうことから学習につなげている。講義でも、学生が興味を持つように限られた講義時間内で内容を
絞って行った。今後も内容を厳選して、講義後の問題提示などを行って、核医学への興味を喚起し、自主的に核医学の
勉強をできるようにしていく。クリニカルクラークシップでは、FDG-PET/CT の検査実施から読影を体験することで、核
医学を実践する。教育主任として、放射線科全体の教育、実習を統括している。
卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について、指導医の元で経験を積んでいる。読影を実際に行い、臨床経験
を蓄積し、専門医資格の習得につなげている。専門医取得のためのプログラムは、放射線科専門医の新しい日本専門医
機構のプログラムから埼玉医科大学放射線科専門研修プログラムを基幹病院として開始し、核医学領域を担当する。２
年間は統括責任者として、プログラム運営に携わってきたが、専攻生が順調に加入している。核医学科専門医について
はこれまでの研修プログラムを継続する。
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大学院教育：専属の大学院生が入るように勧誘を継続する。
臨床・研究・教育活動は、大学病院核医学診療科と一体的に運用している。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床核医学に関して、他科との共同研究を推進し、治療に直結した臨床研究を行う。可能性があれば、臨床核医学に
役立つソフトウェアなどを産学共同で開発し、特許取得を目標とする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①
PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
②
SPECT/CT 定量の臨床的有用性に関する研究
③
PET/CT によるエストロゲン受容体測定に関する研究
④
心臓画像研究
3-3．研究内容と達成度
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定および腫瘍低酸素状態に関する研究
PET/CT による FDG の悪性腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value (SUV)を用いて治療効果判定を行って
いる。低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO は乳癌での成果を応用して、心臓および肺癌における低酸素の研究
に進めていく方針である。文部科学省科学研究費も獲得できた。達成度 80%.
・PET/CT によるエストロゲン受容体画像の臨床応用に関する研究
FES による臨床研究を実施中である。乳癌多発転移の内分泌治療前後での変化の PET による観察研究として実施中で
ある。達成度 60％
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
高精度 SPECT/CT 装置の定量的利用法について検討している。骨 SUV の有用性について研究を進めている。さらに、他
の核種での定量や可能なソフトウェアのバージョンアップが予定されており、幅広い臨床応用を検討する。達成度
90%.
・PET/CT による肩関節周囲炎の評価研究
肩関節周囲炎の新生血管塞栓療法の治療効果について FDG と FMISO で評価研究を行った。論文にまとめている。達成
度 90％
・Ra-223 治療評価研究
SPECT/CT により Ra-223 治療評価の研究を進めている。骨 SUV により治療効果の結果をまとめた。海外学会発表を行
い、英語論文にまとめる。達成度 80％
・骨シンチグラフィによるアミロイドーシスの研究
心臓や腎臓への集積と原因物質との関連を検討中。達成度 20％
・悪液質の核医学画像研究
進行癌や悪液質と考えられる状態での核医学画像と栄養状態の関連を研究する検討中。達成度 10％
・核医学の AI 診断
核医学画像での AI 診断の可能性を調べる。専門的なスタッフが非常勤で参加している。達成度 10%
3-4．自己評価と次年度計画
PET/CT および SPECT/CT の研究の基盤が整い、臨床と関連深い研究が推進しやすい環境ができている。科学研究費も
複数獲得してきている。当科では FMISO による低酸素イメージングを各種腫瘍にて調べてきており、さらに心臓疾患に
対象を広げる。更に肺癌における免疫チェックポイント阻害剤治療における変化と低酸素の関係を調べる研究を計画素
中である。乳癌にてエストロゲン受容体 PET 画像による多発転移の治療前後の変化に主眼をおいた研究を継続している。
定量可能な SPECT/CT による骨 SPECT/CT による Ra-223 核医学治療効果評価を骨 SUV で行う研究をまとめ発表する。骨シ
ンチグラフィ定量に関する研究成果をさらに英語論文化する予定である。アミロイドーシスと悪液質に関する核医学画
像研究を計画している。新しく核医学画像の AI 診断については検討中である。

４．診療
核医学科は、放射性同位元素を利用した診断、治療、臨床研究を行う部門である。核医学診断の利点は、静注のみで
低侵襲で安全であること、臓器の機能を局所的に測定できること、全身を対象とする検査では全身を一度に調べられる
ことである。治療では、骨転移患者に対する除痛のためβ線照射を行う甲状腺癌術後の甲状腺 I-131 アブレーション、
去勢抵抗性前立腺癌に対するα線照射による放射性ラジウム治療、B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対するゼヴァリン治
療を行っている。新規核医学イメージング製剤や治療薬の効果判定などに関する臨床試験を行う。本年度全体では核医
学 6、375 件と心臓 CT および MRI 検査 640 件の総計 7、015 件の検査、治療が行われ、前年度と比較して 13.0%増加であ
った。さらに PET 検査の増加を目指していく。PET 装置が陳旧化してきており、新しい装置に見劣りするようになって
きたため、早期の更新を目指す必要がある。老朽化した PET 薬剤製造設備の施設改修を検討している。FDG 自動合成装
置は更新できたが、その他の自動合成装置の改修を目指す。心筋血流 PET のためのアンモニア自動合成導入が予定され
ているので、心筋 PET の需要増加が見込まれる。引き続き心臓 CT および MRI も担当しているので、長期的に継続して新
人とスタッフの増員を目指す。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
なし

0828

5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
久慈一英
副編集長（編集委員）
：核医学、 Annals of Nuclear Medicine、 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and
Biology
査 読 委 員 ： EJNMMI Research 、 European Journal of Hybrid Imaging 、 Journal of Clinical Oncology and
Therapeutics
山根登茂彦
査読委員：Annals of Nuclear Medicine、 EJNMMI Research、European Radiology、Neuroscience Letter、 Current
Radiopharmaceuticals、 Japanese Journal of Radiology
福島賢慈
査読委員：Heart Vessels、Annals of Nuclear Medicine、Heart Vessel
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
久慈一英
日本核医学会 理事、監事・評議員、第 59 回日本核医学会学術総会プログラム委員、日本医学放射線学会放射
線科専門医制度委員会核医学領域小委員長、金沢大学十全医学会評議員、埼玉核医学研究会代表世話人・事務局、
小児核医学研究会幹事、埼玉西部放射線医学セミナー幹事、日本医学物理士会認定機構試験委員会委員、金沢大
学十全医学会埼玉支部支部長、日本アイソトープ協会企画専門委員会委員、核医学診療推進国民会議監事、クリ
ニカル PET フォーラム世話人、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所臨床研究審査
委員会外部委員
山根 登茂彦
日本核医学会評議員
福島 賢慈
日本核医学会評議員、日本心臓核医学会技術奨励賞審査委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
[論文（英文）]
① Fukushima K.、 Arashi H.、 Minami Y.、 Nakao R.、 Nagao M.、 Abe K.: Functional and metabolic improvement
after coronary intervention for non-viable myocardium detected by 18F fluorodeoxyglucose positron emission
tomography. J Cardiol Cases 20(2):57-60、 2019
② Fukushima K.、 Nagao M.、 Yamamoto A.、 Serizawa N.、 Ishizaki U.、 Suzuki A.、 Sakai A.、 Watanabe E.、
Momose M.、 Kuji I.、 Abe K.: Discrepancy between significant fibrosis and active inflammation in patients
with cardiac sarcoidosis: combined and image fusion analysis of cardiac magnetic resonance and 18F
fluorodeoxyglucose positron emission tomography. European Journal of Hybrid Imaging 3:9、 2019
③ Yamada Y.、 Nakano S.、 Gatate Y.、 Okano N.、 Muramatsu T.、 Nishimura S.、 Kuji I.、 Fukushima K.、 Matsunari
I.: Feasibility of simultaneous 99mTc-tetrofosmin and 123I-BMIPP dual-tracer imaging with cadmium-zinc-telluride
detectors in patients undergoing primary coronary intervention for acute myocardial infarction. J Nucl Cardiol
2019
④ Yamane T.、 Kondo A.、 Takahashi M.、 Miyazaki Y.、 Ehara T.、 Koga K.、 Kuji I.、 Matsunari I.: Ultrafast
bone scintigraphy scan for detecting bone metastasis using a CZT whole-body gamma camera. Eur J Nucl Med Mol
Imaging 46(8):1672-1677、 2019
⑤ Fukushima K.、 Matsuo Y.、 Nagao M.、 Sakai A.、 Kihara N.、 Onishi K.、 Sakai S.: Patient Based Bull's
Eye Map Display of Coronary Artery and Ventricles From Coronary Computed Tomography Angiography. J Comput Assist
Tomogr 44(1):26-31、 2020
⑥ Hashimoto K.、 Kaira K.、 Yamaguchi O.、 Mouri A.、 Shiono A.、 Miura Y.、 Murayama Y.、 Kobayashi K.、
Kagamu H.、 Kuji I.: Potential of FDG-PET as Prognostic Significance after anti-PD-1 Antibody against Patients
with Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer. J Clin Med 9:3、 2020
[学会発表（国外）]
⑦ Fukushima K.、 Nagao M.、 Nakao R.、 Kaimoto Y.、 Yamane T.、 Kuji I.、 Abe K.: Clinical significance
of papillary muscle ischemia in transient myocardial ischemic dilatation and dysfunction: Analysis by image
fusion of CT angiography and time of flight 13N PET. SNMMI 2019 Annual Meeting、 2019.6. Anaheim、 California、
USA
⑧ Yamane T.、 Fukushima K.、 Seto A.、 Kuji I.: Tumor hypoxia evaluated by [F-18]FMISO PET/CT as a preoperative
prognostic factor in patients with pancreatic cancer. SNMMI 2019 Annual Meeting、 2019.6. Anaheim、 California、
USA
⑨ Kuji I.、 Suzuki T.、 Yamane T.、 Fukushima K.、 Shirahata M.、 Uchida E.、 Adachi J.、 Seto A.、 Mishima
K.、 Sasaki A.、 Yasuda M.、 Nishikawa R.: Comparison of the diagnostic accuracy for intracranial germ cell
tumours between 11C-methionine and 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography.
EANM 2019、 2019.10. Barcelona、 Spain
⑩ Yamane T.、 Kondo H.、 Shirotake S.、 Okabe T.、 Nishimoto K.、 Kaneko G.、 Oyama M.、 Seto A.、 Fukushima
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K.、 Kuji I.: Test-retest reliability of quantitative bone SPECT/CT performed on different days. EANM 2019、
2019.10. Barcelona、 Spain
【総数：論文 15 件、学会発表 24 件、講演 11 件】
6-2．獲得研究費
1) 平成 31 年度文部科学省科学研究費 基盤研究（C）一般、エストロゲン受容体 PET による進行転移乳癌の CDK4/6 阻
害剤併用療法評価、研究代表者、久慈一英 、60 万円、分担研究者、山根登茂彦 、10 万円、分担研究者、福島賢慈 、
10 万円
2）
、平成 31 年度文部科学省科学研究費 基盤研究（C）一般、F-18 低酸素イメージング PET 製剤による心筋症の診断手
法の開発、研究代表者、福島 賢慈 、120 万円、分担研究者、山根登茂彦 、10 万円、分担研究者、福島賢慈 、10 万
円
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許、実用新案
該当無し
6-5． 学会、研究会、セミナー等の開催実績
① 第 13 回西部放射線医学セミナー、 2019.6、 川越、 久慈一英（幹事）
② 第 19 回小児核医学研究会、2019.7、 東京、 久慈一英（大会長）
③ 第 54 回埼玉核医学研究会、 2019.10、 大宮、 久慈一英（代表世話人・事務局）
④ 第 10 回金沢大学十全同窓会埼玉支部総会、 2019.12、 川越、 久慈一英（支部長・事務局）
⑤ 第 7 回クリニカル PET フォーラム、 2019.12、 東京、 久慈一英（世話人）
⑥ 第 55 回埼玉核医学研究会、 2020.2、 大宮、 久慈一英（代表世話人・事務局）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
学部教育において、卒前教育では BSL では現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい、ティーチン
グファイルの画像を実際に見て考えてもらうことから学習につなげた。講義でも、学生が興味を持つように限られた講
義時間内で内容を絞って行った。クリニカルクラークシップでは、FDG-PET/CT の検査実施から読影を体験することで、
核医学を実践している。教育主任として、放射線科全体の教育、実習を統括した。卒後教育では、実際の核医学検査の
適応や実施法について、指導医の元で経験を積んでいる。読影を実際に行い、臨床経験を蓄積し、専門医資格の習得に
つなげている。専門医取得のためのプログラムは、放射線科専門医の新しい日本専門医機構のプログラムから埼玉医科
大学放射線科専門研修プログラムを基幹病院として開始し、核医学領域を担当した。２年間は統括責任者として、プロ
グラム運営に携わってきたが、専攻生が順調に加入している。核医学科専門医についてはこれまでの研修プログラムを
継続する。
研究に関しては、他科との共同研究を推進し、PET/CT および SPECT/CT の研究の基盤が整い、臨床と関連深い研究が
推進しやすい環境ができている。科学研究費も複数獲得してきている。当科では FMISO による低酸素イメージングを各
種腫瘍にて調べてきた。更に、心臓疾患おおよび肺癌における免疫チェックポイント阻害剤治療における変化と低酸素
の関係を調べる研究を計画素中である。乳癌にてエストロゲン受容体 PET 画像による多発転移の治療前後の変化に主眼
をおいた研究を継続している。新しく核医学画像の AI 診断について検討中である。
核医学科は、放射性同位元素を利用した診断、治療、臨床研究を行う部門である。核医学診断の利点は、静注のみで低
侵襲で安全であること、臓器の機能を局所的に測定できること、全身を対象とする検査では全身を一度に調べられるこ
とである。治療では、骨転移患者に対する除痛のためβ線照射を行う甲状腺癌術後の甲状腺 I-131 アブレーション、去
勢抵抗性前立腺癌に対するα線照射による放射性ラジウム治療、B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対するゼヴァリン治療
を行っており、件数も増加してきた。本年度全体では核医学 6、375 件と心臓 CT および MRI 検査 640 件の総計 7、015
件の検査、治療が行われ、前年度と比較して 13.0%増加であった。PET 装置や実施施設が陳旧化してきており、新しい装
置に見劣りするようになってきたため、早期の更新を目指す必要がある。老朽化した PET 薬剤製造設備の施設改修を検
討している。FDG 自動合成装置は更新できた。引き続き心臓 CT および MRI も担当している。
7－2．次年度の改善計画
学部教育において、卒前教育では来年度も内容を厳選して、講義後の問題提示などを行って、核医学への興味を喚起
し、自主的に核医学の勉強をできるようにしていく。クリニカルクラークシップでは、検査実施から読影を実際に担当
することで、核医学検査をより実地に近い形として体験実習する。卒後教育では、核医学領域の教育的症例を担当する。
学生や専攻医に一層興味を喚起する教育を心がける。来年度も、引き続き統括責任者として、埼玉医科大学放射線科専
門研修プログラム運営するので、現在の専攻の維持と、新たな専攻生加入を目指す。
研究に関しては、他科との共同研究を推進し、FMISO による低酸素イメージングを心臓疾患に対象に広げる。また肺
癌における免疫チェックポイント阻害剤治療における変化と低酸素の関係を調べる研究を計画する。乳癌にてエストロ
ゲン受容体 PET 画像による多発転移の治療前後の変化に主眼をおいた研究を継続する。エントリー数を増やすように体
制を改善する。定量可能な SPECT/CT による骨 SPECT/CT による Ra-223 核医学治療効果評価を骨 SUV で行う研究をまとめ
発表する。骨シンチグラフィ定量に関する研究成果をさらに英語論文化する予定である。アミロイドーシスと悪液質に
関する核医学画像研究も計画する。
核医学科診療では、治療での件数増加に対応できるような体制作りを行う。新規核医学イメージング製剤や治療薬の
効果判定などに関する臨床試験を行う。来年度は心臓 PET 検査薬の治験が行われる予定である。また、来年度冬から 13NH 3
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による心臓 PET が開始できるので、実施体制を構築する。PET 検査の増加を目指すためにも、PET 装置が陳旧化してきて
おり、新しい最新装置の早期の導入を目指す必要がある。引き続き老朽化した PET 薬剤製造設備の施設改修を検討する。
FDG 以外の汎用自動合成装置の更新も考える。引き続き心臓 CT および MRI も担当しているので、長期的に継続して新人
とスタッフの増員を目指す。
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3．28）(3) 放射線科（放射線腫瘍科）
１． 構成員
加藤
野田
熊﨑
阿部
平井
猪狩
小林
青鹿
斉藤
龍野

眞吾（KATO, Shingo）
：教授：運営責任者：診療部長：代表指導教員（大学院）
：放射線治療：博士
真永（NODA, Shinei）
：教授：診療副部長：指導教官（大学院）
：放射線治療：博士
祐（KUMAZAKI, Yu）
：講師：研究員：教育員：医学物理：博士
孝憲（ABE, Takanori)：講師：研究員：教育員：放射線治療：博士
隆太（HIRAI, Ryuta）
：助教：大学院生：研究員：教育員
光紳（IGARI, Mitsunobu）：助教：研究員：教育員
なお（KOBAYASHI, Nao)：助教
友美（AOSHIKA, Tomomi）：助教
哲（SAITO, Satoshi）
：助教
康弘（RYUNO, Yasuhiro）：助教

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育：臨床腫瘍学と放射線腫瘍学の基礎知識を教育する。がん診療における放射線治療の位置付け、放射線治療の
種類、方法、利点と欠点について理解するための基礎的な教育を行う。
卒後教育：後期研修医に対しては、埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して、画像診断、核医学、放射
線治療の 3 領域を包括的に教育する。目標は日本医学放射線学会認定放射線科専門医の資格取得とする。その後は放
射線治療に関するより専門的な教育を行い、日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会合同認定放射線治療専門医の
資格を取得させる。放射線治療専門医の資格取得後は、様々な腫瘍に対する臨床研究を遂行させ、国際的に通用する
放射線腫瘍学のエキスパートを養成する。
大学院教育：がんの放射線治療に関する臨床的・基礎的研究を行う。学会発表および論文作成を指導する。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：講義を通じて各疾患における集学的治療における放射線治療の位置付け、低侵襲で有効な放射線治療の取り
組みを理解させる（加藤、野田、阿部）
。BSL では模擬症例を用いてがんの治療戦略を学生自身に考えさせ、また実際
の放射線治療計画装置を用いた実習を行い学生の興味を引き出す（加藤、野田、阿部、熊崎）
。
卒後教育：指導医の下で、外来診療、放射線治療計画、経過観察が行える診療能力を身につけるとともに、各疾患にお
けるエビデンスを十分に理解し、臨床の現場でそのエビデンスが外挿できるかを検討し、質の高い診療能力を身につ
ける（加藤、野田、阿部）
。自らが放射線治療計画装置を用いて治療計画を行い、その後指導医と共に最適な治療計画
を立案する（加藤、野田、阿部、熊崎）
。放射線治療専門医の資格取得後は、様々な腫瘍に対する臨床研究を指導する
（加藤、野田、阿部、熊崎）
。
大学院教育：がんの放射線治療に関する医学物理の臨床的・基礎的研究について、研究指導、学会発表および論文作成
を指導する（加藤、野田、熊崎）
。
2-3．達成度
卒前教育：3 年生の臨床講義（呼吸器）で肺がんの放射線治療、 4 年生の臨床講義（腫瘍）で放射線治療全般、乳腺腫
瘍、婦人科腫瘍、緩和医療の各領域、6 年生の臨床講義（内科総論）で放射線治療のトピックスの講義を行った。BSL
ではシステマティックな教育体制を構築し、教育担当者毎に役割を決めて指導した。
卒後教育：指導教官は個々の症例において各疾患に対する放射線治療方法および併用療法を指導した。また重要な論文
を用いて必須と考えられる知識を習得させた。さらに研究発表および科学論文作成の指導を行った。
大学院教育：高精度放射線治療に関する医学物理の臨床的・基礎的研究を指導した。研究テーマについて学会発表およ
び論文作成を指導した。
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価：卒前教育では、医学部学生に対して臨床腫瘍学と放射線腫瘍学の基礎知識を教育した。卒後教育では、埼玉
医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して、画像診断、核医学、放射線治療の 3 領域を包括的に教育した。
大学院教育では、高精度放射線治療に関する医学物理の臨床的・基礎的研究を指導した。研究テーマについて学会発
表および論文作成を指導した。
次年度計画：卒前教育では、臨床腫瘍学と放射線腫瘍学の基礎知識を効果的に習得できるよう、BSL をさらに充実させ
る。卒後教育では、前年と同様に、埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して、画像診断、核医学、放
射線治療の 3 領域を包括的に教育する。大学院教育では、専攻医 3 名が大学院に進学するので、それぞれ研究テーマ
を与えて、がんの放射線治療に関する臨床的・基礎的研究を指導するとともに、学会発表および論文作成を指導する。

３．研究
3-1．目的・目標
・低侵襲で高精度の外部放射線治療方法をおよび小線源治療方法を確立する。
・国内外の多施設共同臨床試験を基に、有効な集学的治療方法を開発して、がんの治療成績の向上を目指す。
・国内および海外（特にアジア地域）における放射線治療技術の向上に貢献する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
加藤眞吾
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・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究（伊丹班）
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究（放医研、群馬大学）
・アジア地域の放射線治療の技術向上に関する国際共同研究（IAEA、FNCA）
・高精度放射線治療の最適化に関する研究（JCOG, NRG-Oncology）
野田真永
・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究（伊丹班、群馬大学）
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究（放医研、群馬大学）
・食道癌に対する重粒子線治療に関する研究（放医研）
・頭蓋底腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する（群馬大学）
・高精度放射線治療の最適化に関する研究（JCOG, NRG-Oncology）
熊﨑祐
・放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究（JCOG 医学物
理ワーキンググループ, NRG-Oncology）
・HDR 画像誘導小線源治療の均てん化に関する研究
阿部孝憲
・肺癌に対する重粒子線治療に関する研究（群馬大学）
・高精度放射線治療の最適化に関する研究（JCOG, NRG-Oncology）
平井隆太
・高精度外部放射線治療に関する研究（JCOG, NRG-Oncology）
猪狩光紳
・高精度外部放射線治療に関する研究（JCOG, NRG-Oncology）
青鹿友美
・婦人科腫瘍に対する治療成績向上のための研究
・前立腺癌に対する放射線治療に伴う有害事象軽減のためのモダリティについての研究
斎藤哲
・肺癌に対する有効な放射線治療方法に関する研究
龍野康宏
・肺癌に対する有効な放射線治療方法に関する研究
3-3．研究内容と達成度
各分野における研究は概ね順調に進行している。
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：放射線治療に関する国際（NRG-Oncology）および国内（JCOG）での多施設共同臨床試験を積極的に推進した。
がん放射線治療の国内での地域格差是正のための研究やデータベースの構築に関する研究、および新たな放射線治療
技術の開発を積極的に推進した。国際的には IAEA/RCA および FNCA のアジア諸国の放射線治療技術の向上を目的とし
たプロジェクトを中心メンバーとして推進した。
次年度計画：放射線治療に関する国際および国内での多施設共同臨床試験を継続する。がん放射線治療の地域格差是正
のための研究やデータベースの構築に関する研究、および新たな放射線治療技術の開発を継続する。国際的な活動も
継続する。

４．診療
放射線治療部門内のチーム医療および他診療科との密なる連携により、高度の集学的治療を推進している。安全で高精
度の放射線治療を積極的に行っている。また放射線治療の品質管理と安全管理に積極的に取り組んでいる。2 年後の F 棟
開設により放射線治療部門の機器および人員は拡充される予定である。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
加藤眞吾
・アジア原子力協力フォーラム（FNCA）放射線治療プロジェクトのプロジェクトリーダー（内閣府・文部科学省）
・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）健康福祉分野国内対応委員（IAEA・外務省）
野田真永
・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）健康福祉分野国内対応委員会事務局（IAEA・外務省）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
加藤眞吾
・編集委員
Japanese Journal of Clinical Oncology (JJCO)
・査読委員
Journal of Radiation Research (JRR)
Radiation Oncology
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Japanese Journal of Clinical Oncology (JJCO)
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野田真永
・査読委員
Journal of Radiation Research (JRR)
Japanese Journal of Gynecological Oncology (JJGO)
熊﨑祐
・査読委員
Journal of Radiation Research (JRR)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
加藤眞吾
・日本医学放射線学会代議員（国際委員）
・日本放射線腫瘍学会小線源治療部会常任幹事
・日本医学放射線学会代議員
・日本婦人科腫瘍学会理事（教育委員）
・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
・日本婦人科腫瘍学会子宮頸癌診療ガイドライン編集委員
・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班 婦人科腫瘍研究班班員
・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班 婦人科腫瘍研究班班員
野田真永
・日本医学放射線学会代議員（教育委員、がん放射線治療推進）
・日本放射線腫瘍学会小線源治療部会幹事
・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
・日本婦人科腫瘍学会評議員
・日本婦人科腫瘍学会卵巣がん診療ガイドライン編集委員
・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班 婦人科腫瘍研究班班員
・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班 上部消化管腫瘍研究班班員
・群馬大学重粒子線治療検討委員会 婦人科腫瘍専門部会
・群馬大学重粒子線治療検討委員会 頭頸部・頭蓋底腫瘍専門部会員
熊﨑祐
・日本医学物理学会代議員（QA/QC 委員）
・臨床医学物理研究会（理事）
平井隆太
・日本医学物理士会編集委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Yamaguchi O, Kaira K, Hashimoto K, Mouri A, Miura Y, Shiono A, Nishihara F, Murayama Y, Noda SE, Kato
S, Kobayashi K, Kagamu H. Radiotherapy is an independent prognostic marker of favorable prognosis in
non-small cell lung cancer patients after treatment with the immune checkpoint inhibitor, nivolumab.
Thoracic Cancer. 10(4): 992-1000, 2019.
② Murata H, Okonogi N, Wakatsuki M, Kato S, Kiyohara H, Karasawa K, Ohno T, Nakano T, Kamada T, Shozu M.
Long-Term Outcomes of Carbon-Ion Radiotherapy for Malignant Gynecological Melanoma. Cancers. 11(4) E482,
2019.
③ Wakatsuki M, Kato S, Ohno T, Banu PA, Hoang NC, Yadamsuren E, Supriana N, Cao J, Devi CRB, Calaguas MJ,
Chansilpa Y, Cho CK, Adylkhanov T, Okonogi N, Nakano T, Tsujii H. Multi-institutional observational
study of prophylactic extended-field concurrent chemoradiotherapy using weekly cisplatin for patients
with pelvic node-positive cervical cancer in East and Southeast Asia. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
105(1): 183-189, 2019.
④ Okazaki S, Murata K, Noda SE, Kumazaki Y, Hirai R, Igari M, Abe T, Komatsu S, Nakano T, Kato S. Dosevolume parameters and local tumor control in cervical cancer treated with central-shielding externalbeam radiotherapy and CT-based image-guided brachytherapy. J Radiat Res; 60(4):490-500, 2019.
⑤ Okonogi N, Wakatsuki M, Kato S, Karasawa K, Miyasaka Y, Murata H, Nakano T, Kamada T, Shozu M. A Phase
1/2 Study of Carbon Ion Radiation Therapy With Concurrent Chemotherapy for Locally Advanced Uterine
Cervical Squamous Cell Carcinoma (Protocol 1302). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 104(3): 632-639, 2019.
⑥ Okonogi N, Wakatsuki M, Kato S, Murata H, Kiyohara H, Karasawa K, Ohno T, Tsuji H, Nakano T, Shozu M,
Working Group of Gynecological Tumors. Significance of concurrent use of weekly cisplatin in carbonion radiotherapy for locally advanced adenocarcinoma of the uterine cervix: A propensity score-matched
analysis. Cancer Medicine. 9(4): 1400-1408, 2019.
⑦ Yu Miura, Atsuto Mouri, Kyoichi Kaira , Ou Yamaguchi , Ayako Shiono, Kosuke Hashimoto, Fuyumi Nishihara,
Shun Shinomiya, Tomoe Akagami, Yoshitake Murayama, Takanori Abe, Shin-ei Noda, Shingo Kato, Kunihiko
Kobayashi, Hiroshi Kagamu. Chemoradiotherapy followed by durvalumab in patients with unresectable
advanced non-small cell lung cancer: Management of adverse events. Thoracic Cancer. 11:1280-1287, 2019.
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⑧ Sakai M, Sohda M, Saito H, Kuriyama K, Yoshida T, Kumakura Y, Hara K, Yokobori T, Miyazaki T, Murata
K, Noda SE, Nakano T, Kuwano H, Shirabe K. Docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil combination
chemoradiotherapy for patients with cervical esophageal cancer: a single-center retrospective study.
Cancer Chemother Pharmacol. 83(6):1121-1126, 2019.
⑨ Nakano T, Sakai M, Torikai K, Suzuki Y, Takeda S, Noda SE, Yamaguchi M, Nagao Y, Kikuchi M, Odaka H,
Kamiya T, Kawachi N, Watanabe S, Arakawa K, Takahashi T. Imaging of 99mTc-DMSA and 18F-FDG in humans
using a Si/CdTe Compton camera. Phys Med Biol. 28;65(5):05LT01, 2020.
⑩ Saitoh JI, Shirai K, Mizukami T, Abe T, Ebara T, Ohno T, Minato K, Saito R, Yamada M, Nakano T.
Hypofractionated carbon-ion radiotherapy for stage I peripheral nonsmall cell lung cancer (GUNMA0701):
Prospective phase II study. Cancer Med. 8(15):6644-6650, 2019.
【総数：論文 17 件、学会発表 16 件、総説 2 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省
野田真永
平成 30 年度～32 年度 文部科学省科学研究費助成事業 学術研究助成基金助成金（C）
「マルチモダリティ画像誘導小線源治療による巨大子宮頸癌治療戦略 」
（主任研究者）429 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
加藤眞吾
① IAEA INT6062 Workshop on Transitioning from 2-D to 3-D Radiation Therapy for Cervical Cancer with
Emphasis on External Beam Radiotherapy and Brachytherapy. 2019. 10.7-10.11. 埼玉医科大学国際医療センタ
ー
② FNCA Workshop on Radiation Oncology. 2019. 10. 28- 10. 31. Suzhou, China.

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育：卒前教育では、医学部学生に対して臨床腫瘍学と放射線腫瘍学の基礎知識を教育した。卒後教育では、埼玉医科
大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して、画像診断、核医学、放射線治療の 3 領域を包括的に教育した。
大学院教育では、高精度放射線治療に関する医学物理の臨床的・基礎的研究を指導した。研究テーマについて学
会発表および論文作成を指導した。
研究：放射線治療に関する国際（NRG-Oncology）および国内（JCOG）での多施設共同臨床試験を積極的に推進した。が
ん放射線治療の国内での地域格差是正のための研究やデータベースの構築に関する研究、および新たな放射線治
療技術の開発を積極的に推進した。国際的には IAEA/RCA および FNCA のアジア諸国の放射線治療技術の向上を目
的としたプロジェクトを中心メンバーとして推進した。
診療：令和 1 年度には 1391 症例の患者に対して放射線治療を行った。高精度放射線治療（IMRT/VMAT、SRS・SRT、3DIGBT）を積極的に実施した。放射線腫瘍医、医学物理士、診療放射線技師、看護師によるチーム医療を推進した。
放射線治療品質管理委員会を設置し、放射線治療の品質管理と安全管理を行った。放射線治療品質管理室が、放
射線治療機器や放射線治療計画システムの品質管理と品質保証に関わる業務、および医療関係者へ放射線治療機
器等に関する情報提供の業務を行った。
7－2．次年度の改善計画
教育：卒前教育では、臨床腫瘍学と放射線腫瘍学の基礎知識を効果的に習得できるよう、BSL をさらに充実させる。卒後
教育では、前年と同様に、埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラムに準拠して、画像診断、核医学、放射線
治療の 3 領域を包括的に教育する。大学院教育では、専攻医 3 名が大学院に進学するので、それぞれ研究テーマ
を与えて、がんの放射線治療に関する臨床的・基礎的研究を指導するとともに、学会発表および論文作成を指導
する。
研究：放射線治療に関する国際および国内での多施設共同臨床試験を継続する。がん放射線治療の地域格差是正のため
の研究やデータベースの構築に関する研究、および新たな放射線治療技術の開発を継続する。国際的な活動も継
続する。
診療：安全で高精度の放射線治療の提供を継続する。放射線治療の高い安全性と品質管理を維持する。放射線治療スタ
ッフの充足を図る。
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3．29）精神科（精神腫瘍科）
１．構成員
大西

秀樹(ONISHI, Hideki)：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：精神腫瘍学、死生学：博士

石田

真弓 (ISHIDA, Mayumi)：准教授：大学院教員（大学院）
：精神腫瘍学、臨床心理学：博士

新井

学（ARAI, Gaku）
：非常勤講師：博士

堤千

寿子 (Tsutsumi, Chizuko) : 非常勤講師：博士

遠山

啓亮 (TOYAMA, Hiroaki): 非常勤講師

伊東

洋 (Hiroshi, Ito) : 非常勤講師

村上

忠 (MURAKAMI, Tadashi): 非常勤講師：博士

井垣

弘（IGAKI, Hiroshi）: 非常勤講師

相場

美穗 (AIBA, Miho) : 非常勤講師

２．教育
2-1．目的･目標

① 卒前教育：がん医療における心のケアの大切さを学ぶ
② 卒後教育：がん医療における心のケアの大切さを学び、実地臨床に生かす。
③ 大学院教育：がん医療における心のケアの大切さを学び、実地臨床と研究に生かす。
2-2．教育内容（担当者）
① 卒前教育（大西秀樹、石田真弓）
3 年次の「良医への道」
、4 年次の講義「精神腫瘍学」において、精神腫瘍学の基礎から臨床までを系統的に担当してい
る。また、医学生の見学希望者にも対応しており、学年により知識の取得程度が異なることを考慮した教育を行う。学生
の多くは精神科以外に進むことを念頭に入れ、臨床現場で心の問題の存在に気づく医師の養成を心がける。
②

卒後教育（大西秀樹、石田真弓）
緩和ケアチームカンファレンス、リエゾン回診・カンファレンスを通して、病棟・外来など実践の現場で教育・指導す

る。
センター内における医療従事者向けの研修会などで精神腫瘍学の普及、啓発活動を行う。その一環として、緩和ケア研
修会において精神腫瘍学、コミュニケーションスキルトレーニング、看護師を対象とした「精神症状」「心理状態」「スト
レスマネジメント」の研修を行う。さらに、学内外の医療従事者・学生を対象に月 1 回「死生学勉強会」を開催し、死生
学の学びを深めつつ、多職種共働の考え方にふれる。
さらにリサーチカンファレンスへの参加も促し、リサーチへの関心を高め、希望者には国内外における学会発表、症例
報告や研究論文作成、および国際誌への投稿指導もおこなう。
さらに、卒後教育委員会と共催し、海外から演者を招聘した講演会を開催している。
③

大学院教育（大西秀樹、石田真弓）
大学院生を対象とした「最新医学特別講義」を担当している。そこでは臨床的な講義にとどまらず、研究として発展さ

せ論文発表に至る過程についても踏まえている。
また、学位取得を目標とした論文執筆や、研究計画作成などの教育も行っている。
2-3．達成度
① 卒前教育
講義で精神腫瘍学を学んだ学生が臨床実習に来ることが多く、講義の内容を理解し、その後の実習を行なっている様子
がうかがえる。また、精神腫瘍科における身体的アセスメントと精神的アセスメントの実践は、幅広い知識を必要とする
ため、学生の医学への興味を広げることにもつながっている。
②

卒後教育
日常臨床および院内研修会・死生学勉強会などの活動を丁寧におこなった結果、心のケアの重要性が理解されるように

なり、臨床現場における心の問題への関心が高まりつつある。当科で学んだ内容を研究会で発表する研修医もおり、成果
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として形に残すことにもつなげている。また、卒後教育として実施した海外演者による講演会にも多職種が参加し、同じ
テーマを国内外・多職種といった幅広い視点でとらえる機会を提供している。
③

大学院教育
講義後、当科の臨床に興味をもつ学生による質問、見学希望があり、随時受け入れている。
2-4．自己評価と次年度計画

①

卒前教育
学生講義の評価では良い結果が報告されているが、精神腫瘍学の理解が深まるような教育のために、今後も教育プログ

ラムを発展的に改良してゆく必要がある。
②

卒後教育
大学病院という性質上、スタッフの入れ替わりも多く、基礎教育が重要になる。緩和ケアチームやリエゾンチームの活

動でその役割も周知されつつあるため、今後は精神腫瘍学の基礎を身につけたスタッフが教育にあたる場面も想定し、更
なるスキル向上を目指すための研修体制および指導法を工夫する必要がある。
③

大学院教育
講義によって、精神腫瘍学の普及につながったと考えられる。また、大学院生と研究を立案・実施・論文化できたこと

は非常に大きな成果である。次年度も内容を工夫し、さらなる発展に努めたい。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床の現場で生じた疑問を、研究により明らかにして社会に還元することを目的とする。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
がん患者のせん妄に関する研究

①
②

がん患者の心理社会的研究

③

進行・再発がん患者における集団精神療法プログラムの開発

④

がん患者家族・遺族の心理社会的研究

⑤

高齢者のビタミン B1 欠乏症発症予防のための臨床栄養学的研究

⑥ がんゲノム医療実装化に伴う患者の精神的サポート体制の提案とその構築
⑦ ビタミン B1 欠乏症に関する community based study (Ogano Study)
3-3．研究内容と達成度
上記の研究はそれぞれ科研費等を取得し、国際誌に論文としてその成果が掲載されている。また、国際学会・国内学会
等でも多く発表の機会を持ち、得られた研究内容の発信も含めて達成している。
3-4．自己評価と次年度計画
より質の高い研究を行ない、その成果を国際誌、国際学会にて発表したい。

４．診療
がんという病気に伴う精神的な問題に対して迅速に適切な対応をとることが目標である。がん医療では、患者、家族に
様々な精神的な問題が生じることは広く知られており、当科では精神医学的な見地からそのそれぞれに対応を行っている。
がん患者だけでなく、その家族や遺族にも対応する診療体制を整えている。また、入院患者を対象に、リエゾンチーム、
緩和ケアチームとしての活動も行っており、院内の精神腫瘍に関する活動の幅を広げている。
また、community based study として地域におけるビタミン B1 欠乏の研究も継続しており、院内外における活動にも積
極的に取り組んでいる。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Palliative and Supportive care (Associate Editor)
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Japanese Journal of Clinical Oncology（査読委員）
Palliative Care Research (査読委員)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本サイコオンコロジー理事（大西秀樹、石田真弓）
日本グリーフ＆ビリーブメント学会（代表理事：大西秀樹、理事：石田真弓）
日本臨床死生学会（常任理事：大西秀樹、評議員：石田真弓）
日本緩和医療学会代議員（大西秀樹）
日本心身医学会代議員（石田真弓）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Onishi H., Ishida M., Uchida N., 他. Subclinical thiamine deficiency identified by preoperative evaluation
in an ovarian cancer patient: Diagnosis and the need for preoperative thiamine measurement. Palliative &
supportive care 2019; 17: 609-10.
② Onishi H., Ishida M., Uchida N., 他. Thiamine deficiency observed in a cancer patient's caregiver. Palliative
& supportive care 2019; 17: 611-3.
③ Onishi H., Uchida N., Takahashi T., 他. Thiamine deficiency in the bereaved after cancer-related spousal loss.
Palliative & supportive care 2019; 17: 738-40.
④ 石田 真弓, 大西 秀樹. がんサポーティブケアのいま・これから(VOL.17) がん患者家族・遺族に生じる問題とその
対応 家族外来・遺族外来の実践から. 新薬と臨牀 2019; 68: 1460-5.
⑤ 大西 秀樹. 進行再発乳がんの終末期医療 遺族のケア. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集 2019; 27 回: 232.
⑥ 大西 秀樹. 私を生きたい、遺族外来. 日本臨床死生学会プログラム・抄録集 2019; 25 回: 18.
⑦ 大西 秀樹, 石田 真弓. 前立腺癌の診療のコツ 精神面のフォローについて. Espoir 2019; 2: 39-43.
⑧ 大西 秀樹, 石田 真弓. 【やっぱり現場がスキ! 〜セルフケアからキャリアアップまで〜】仕事をうまく回せない人
へのかかわり 看護師の精神疾患と発達障害. がん看護 2019; 24: 358-60.
⑨ 龍神 秀穂, 小山 忠昭, 島田 祐樹, 大西 秀樹, 石田 真弓, 他. AYA 世代にて骨肉腫治療をうけた長期生存の 1 例.
日本整形外科学会雑誌 2019; 93: S1526.
⑩ 大西 秀樹, 伊丹 久美, 石田 真弓. 【がん治療のサポーティブケア Basic & New 症例 FILE 付き】サイコオンコロ
ジー. YORi-SOU がんナーシング 2020; 10: 183-99.
【総数：論文 3 件、総説 4 件、著書 0 件、学会発表 2 件、講演 20 件】
6-2．獲得研究費
① 平成 30-32 年度 文部科学省 科学研究費助成事業 若手研究（B）(18K13327)「治癒不能がん患者の心的外傷後
成長を目指した集団精神療法プログラムの開発と普及」
② 2019-2021 年度 文部科学省 科学研究費助成事業 基盤研究(C)（19K11722）
「高齢者のビタミン B1 欠乏症発症
予防のための臨床栄養学的研究」
6-3．受賞
① 日本サイコオンコロジー学会

学会賞

（石田真弓）

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

死生学勉強会（石田真弓・大西秀樹）


地域の緩和ケアを考える会（世話人：大西秀樹）

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究、診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され、わが国の医療に対する社会的な貢献も行われたと思われる。
研究面において国際学会、国際誌で発表ができたことは大きな成果であった。
7－2．次年度の改善計画
今後も教育、研究、診療のいずれにおいても更なる高いレベルの達成に向け、研鑽を積まなければならないと考えている。
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3．30）緩和医療学科
1．構成員
高橋孝郎(TAKAHASHI, Takao)：教授：運営責任者：診療部長、研究主任：代表指導教員（大学院）
：緩和医療学：博士
龍神秀穂 (RYUJIN, Hideho)：講師：教育員、研究員：緩和医療学：博士
島田祐樹（SHIMADA, Yuuki）
：助教：教育主任、研究員：緩和医療学：博士
近藤奈美（KONDO, Nami）
：助教、教育員、研究員：緩和医療学：（R1.10.～）

2．教育
2-1．目的･目標

① 卒前教育：がん診療における緩和医療の大切さを学ぶ。
② 卒後教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び、実地臨床に生かす。
③ 大学院教育：がん診療における緩和医療の大切さを学び、実地臨床と研究に生かす。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育

①

3，4,６年次の講義「緩和医療学」において、緩和医療学の基礎から臨床までを系統的に担当している。また、医学生の
臨床実習・見学希望者に対しても対応しており、学年により知識の取得程度が異なることを考慮した教育を行う。
②

卒後教育
研修医の希望者に対して、緩和ケアチームカンファレンス、病棟・外来など実践の現場で教育・指導する。
センター内における医療従事者向けの研修会などで緩和医療学の普及、啓発活動を行う。その一環として、緩和ケア研

修会において緩和医療学、コミュニケーションスキルトレーニング、看護師を対象とした研修を行う。
③

大学院教育
関東がんプロの一環として大学院生へ緩和医療について講義した。
2-3．達成度
卒前教育

①

講義で緩和医療学を学んだ学生が臨床実習に来ており、講義の内容を理解し、その後の実習を行なっている様子がうか
がえる。
②

卒後教育
日常臨床および院内研修会などの活動を丁寧におこなった結果、緩和医療の重要性が理解されるようになりつつある。

③

大学院教育
講義後、当科の臨床に興味をもつ学生による質問があった。

2-4．自己評価と次年度計画
① 卒前教育
学生講義の評価では良い結果が報告されているが、緩和医療学の理解が深まるような教育のために、今後も教育プログ
ラムを発展的に改良してゆく必要がある。なお 2017 年度からは精神腫瘍科と協力体制を組み 5 年次臨床実習を開始した。
一層の教育体制を拡充していく。
②

卒後教育
大学病院という性質上、常に多数の新人（新入職）が入るため基本教育が欠かせない。また、緩和医療学の基礎を身に

つけたスタッフに対し、更なるスキル向上を目指すための研修体制および指導法を工夫する必要がある。
③

大学院教育
講義によって、緩和医療学の普及につながったと考えられる。次年度も内容を工夫し、さらなる発展に努めたい。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床の現場で生じた疑問を、研究により明らかにして社会に還元することを目的とする。
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3-2． 研究グループ(研究プロジェクト)
Advance Care Planning(ACP)に関する研究

①
②

癌の骨転移に関する臨床研究

③
④
⑤
⑥
⑦

癌患者における免疫学的反応の臨床研究
患者支援システムの構築とプロアクティブ・シンプトン・モニターリングの実証研究
高齢者がん診療における包括的機能評価およびその評価に従って支援する多職種チームの実証研究
リンパ浮腫に対する包括的診療のレジストレーション臨床研究
タキサン系抗がん剤による末梢神経障害に対する鍼灸治療の効果を見る臨床研究
3-3．研究内容と達成度
上記の研究は当院 IRB 申請及び日高研究プロジェクト申請を行い研究途上である。

④

については日高研究プロジェクトに採用され、研究は終了し論文化された

⑤

は、厚生科学研究費による ⑦については AMED 研究資金によるもので研究途中である

3-4．自己評価と次年度計画
より質の高い研究を行ない、その成果を国内外学会、雑誌に発表したい。

4．診療
緩和ケアは、がん診療においては、必須であり、すべてのがん診療に関わる医師・医療スタッフは実施しなければならな
い。基本的な緩和ケアを提供しても解決できない場合には当科が専門的緩和ケアの知識・スキルを提供して解決を図って
いる。2018 年度より、科名を支持医療科と変更したので、もっと早期からの緩和ケアが提供できるようになってきている。
心不全の緩和ケア診療についても徐々についてであるが診療経験を積み重ねている。来年度はさらに良い方向への変化が
起こると確信している。

5．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
BMA palliative 査読委員

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本がんサポーティブケア学会理事（高橋孝郎）
日本リンパ浮腫治療学会評議員（高橋孝郎）
日本サイコオンコロジー学会評議員（高橋孝郎）
CST ファシリテーター（高橋孝郎,近藤奈美）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
高橋孝郎、日本がんサポーティブケア学会,「高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究」.高齢者がん
医療 Q&A 総論．2020；176-203
② 藤堂真紀, 上田重人, 石川詩帆, 高橋孝郎, 近藤奈美, 松浦一生, 涌井紀子, 島田祐樹, 真壁秀樹, 大崎昭彦, 佐伯
俊昭．スマートフォンの electronic patient-reported outcome のアプリケーションを用いた薬剤師外来での
proactive symptom monitoring の初期報告．日本緩和医療薬学雑誌．12：109-118．
③ ONISHI, H., UCHIDA, N., TAKAHASHI, T., FURUYA D., EBIHARA, Y., SATO, I., HIROSHI I., ISHIDA, M. Thiamine
deficiency in the bereaved after cancer-related spousal loss.（査読付）Palliative & supportive care. 2019;
17(6)738-740.
④ Onishi H., Ishida M., Uchida N., Takahashi T., Furuya D., Ebihara Y., Sato I., Akechi T. Thiamine deficiency
observed in a cancer patient's caregiver.（査読付）Palliative & supportive care. 2019; 17(5),pp.611-613.
⑤ Maki Todo, Gou Kaneko, Suguru Shirotake, Yuki Shimada, Shintaro Nakano, Takashi Okabe, Shiho Ishikawa,
Masafumi Oyama, Koshiro Nishimoto．Pembrolizumab-induced myasthenia gravis with myositis and presumable
myocarditis in a patient with bladder cancer. IJU case report．2019．
⑥ 塩井厚子, 髙橋孝郎.病院での取り組み 外来通院患者への ACP の取り組み. 緩和ケア. 2019; 29(3):225-228.
⑦ 髙橋孝郎. 緩和ケアにおけるステロイドの使い方. 臨牀と研究. 2019; 96(4):68-71.
⑧ 大西秀樹, 石田真弓, 髙橋孝郎. (第 III 章)がん治療とエビデンス 苦痛緩和の治療のエビデンス 鎮静. がん看護.
2019; 27(2)170-172.
①
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⑨

近藤奈美，髙橋孝郎，大崎昭彦，佐伯俊昭．骨吸収抑制薬関連顎骨壊死による疼痛に対し、漢方治療を試みた 1 症例
(会議録/症例報告)．Palliative Care Research.2019；14：S408．
⑩ 龍神秀穂，小山忠昭，島田祐樹，高橋孝郎，石田真弓，大西秀樹，今西淳悟，鳥越知明，矢澤康男．AYA 世代にて骨肉
腫治療をうけた長期生存の 1 例．第 52 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会．2019 年，川越．
【総数：論文 ９件、学会発表 ５件、講演 ２件】

6-2．獲得研究費
① 厚生労働科学研究費補助金・がん対策推進総合研究事業「高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する
研究」
（H30-がん対策-一般-007）研究分担者 研究代表者一括管理
② AMED 研究費・
「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業(03)「タキサン系抗癌剤治療による
抹消神経障害に対する鍼治療の有効性に関するランダム化比較試験（多施設共同研究）
」研究分担者
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
以下のような研究会の世話人を担当している
PEACE 緩和ケア研修会 開催２回
埼玉がん緩和ケア研究会世話人
地域の緩和ケアを考える会

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
2014 年 10 月に高橋、2016 年 4 月に小山（2019 年８月退職）
、同年 10 月に島田が、2018 年 6 月に龍神が、2019 年 10 月
に近藤が就任した。2018 年 4 月には診療科名を緩和医療科から支持医療科に変えたため、より oncology の範疇で診療・
研究をおこなうことに専念できるようになった。当科体制は整備されて間もないが診療実績は着実に向上している。教育・
研究に関し目標は達成途上である。
7－2．次年度の改善計画
診療においては、より高いレベルでの、supportive care in cancer をめざして、科のメンバーすべての
レベルアップを図る。リンパ浮腫の包括的診療体制の確立、高齢者がん患者のサポート体制の確立は急ぎたい。支持医療
だけでなく、総合診療的な診療スキルを磨く必要性を実感している。教育については、卒前教育は埼玉医大の体制で行う。
卒後早期教育については、もう少し支持医療のおもしろさを伝えられる工夫を行う。一般臨床医や医療スタッフ向けの講
演会活動も積極的に行いたい。
今後いずれにおいても更なる高いレベルの達成に向け、研鑽を積まなければならないと考えている。
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3．31）臨床検査医学
１．構成員
海老原康博（EBIHARA Yasuhiro）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）小児科学：博士
池淵研二（IKEBUCHI Kenji）
：教授：副部長：輸血医学、造血幹細胞移植：博士
小林清子（KOBAYASHI Kiyoko）
：助教：内科学

２．教育
２－１．目的・目標
①卒前教育：
医学部５年生に BSL 実習教育を半日実施している。保健医療学部４年生、東京工科大学医療保健学部３年生、大東文化大学スポーツ・
健康科学部３年生、杏林大学保健学部３年生の臨地実習を中央検査部と輸血細胞移植部で担当する。
②卒後教育：
初期研修医と他の施設から来る研修生（すでに病院職員として勤務している検査技師）の指導を行う。
③大学院教育
女子栄養大学の修士大学院生を対象に臨床血液学の講義と実習を１２コマ担当する。
２－２．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部５年生 BSL を海老原、小林、浅見が担当
実習として大学病院では行っていないフローサイトメトリーを用いた細胞の同定を行っている。まず、フローサイトメトリーについて基
礎的な事柄、研究や臨床でフローサイトメトリーを取り入れた事例を取り上げて、質疑応答を織り交ぜながら講義を行って理解を深めた
後、細胞の染色からフローサイトメトリーを用いた測定や解析までを実際に体験して学習してもらっている。
保健医療学部４年生、東京工科大学医療保健学部３年生、大東文化大学スポーツ・健康科学部３年生、杏林大学保健学部３年生の臨地実
習は田地、木下、田中、松野、小山、須藤、岡原が担当し、病院の検査部という大学内では体験できない環境で７週から 10 週間で見学
と実習を行っている。
②卒後教育：エコー検査を五十嵐、三村が担当。包括がんセンターと心臓病センターでは症例が多く豊富な症例を提示できている。
③大学院教育は、臨床検査技師コースを選択した修士学生に造血幹細胞移植、血液検査、輸血検査について講義と実習を行う。
２－３．達成度
①

卒前教育：医学部５年生の BSL では、学生からの評価が上昇している。

保健医療学部４年生、東京工科大学医療保健学部３年生、大東文化大学スポーツ・健康科学部３年生、杏林大学保健学部３年生：病院の
検査部門の実感を経験できたと良い感想をもらっている。
②卒後教育：初期研修医５名の研修を受け入れることができた。心臓エコー検査、腹部エコー検査を希望科目に沿って検査技師が指導で
きた。研修医からは達成感があったとコメントを聞くことができた。
③大学院教育：継続する。
２－４．自己評価と次年度計画
①卒前教育：臨床検査医学の医師２名が主に担当し実習に対応している。学生とのコミュニケーションは良好であり、和やかな雰囲気の
中実習が行われている。
次年度も継続する。実習の時間が限られており、学習項目はこれ以上増やせないと考えている。
②卒後教育：超音波検査を希望科目に沿って検査技師が指導できている。
来年度も希望者には現場の負担にならない限り受け入れ研修をさせる予定である。
③大学院教育： 2019 年度は希望者が出なかった。次年度は希望者があれば積極的な指導を心がけたいと考えている。

３．研究
３－１．目的・研究
検査技師スタッフが試薬の検討、交換、検査迅速化に向けた、ルーチン業務に加えて検討作業を行い、適宜、検査学会や他の専門学会へ
発表することを目的に活動している。
３－２．研究グループ（研究プロジェクト）
①試薬検討グループ：海老原、池淵、田地、内田
②

超音波検討グループ：海老原、小林、三村、五十嵐、山本
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③

NST 活動：佐藤、木下、大谷、小山、田中、久保

④

感染症検討グループ：海老原、小林、田地、渡辺、小山

⑤

血液症例検討グループ：海老原、小林、田地、網野、木下、青木

３－３．研究内容と達成度
①

試薬検討グループでは、１）分析装置の更新、測定試薬の変更はなかった。

②

超音波検討グループでは血管内エコーに習熟した技師が部内の教育を充実させてい

③

NST 活動では、入院患者をラウンドして、栄養状態を評価しているが、検査技師として、専門分野を生かした検査データの解釈・
評価を行い、患者の早期病態改善のために貢献している。当センターでの NST 活動報告を積極的に学会発表して、外部への発信を
行っている。

④

感染症検討グループでは、昨年度から院内導入を行った細菌同定検査や薬剤感受性検査、抗酸菌検査については順調に稼働してい
る。習熟した技師が部内の教育を充実させるとともに、ICT にも参加して、院内の感染対策に努めている。また、日常診療から得ら
れた検査データを元に、積極的に学会発表や論文投稿を行い、外部への発信を行っている。

⑤

血液症例検討グループ：習熟した技師が血液像など部内教育の充実を図って、検査の標準化に努めている。また、日常診療から得
られた検査データを元に、積極的に学会発表や論文投稿を行い、外部への発信を行っている。血球計数機については、次年度の 2020
年 5 月のゴールデンウイークに機器の更新が決定している。

３－４．自己評価と次年度計画
細菌検査室は順調に稼働することができている。ISO15189 認定取得については、4 月に申請を行い、5 月に予備訪問を実施、8 月 21～
23 日の 3 日間で本審査が行われた。本審査で受けた指摘事項について改善を行い、是正処置報告書/回答書を提出して 10 月 24 日に受理
されて審査終了となった。12 月の認定委員会で審議され、12 月 13 日付けで ISO15189 認定を取得した。認定期間は 2023 年 12 月 31
日までであり、この間に 2 回のサーベイランスがあるため、次年度以降サーベイランスに対応するための準備を行っていく。

４．診療
超音波検査や骨髄検査の報告が遅滞なくできるよう体制を整備した。検査試薬と検査機器の変更にあたり、十分な基礎検討ができ、問題
なく変更に進めた。気送管システムが安心して利用できるよう体制整備に努力した。また、臨床科で実施している先進医療や臨床治験に
対して協力体制を構築している。

５．その他
５－１．自治体、政府関連委員の有無
なし
５－２．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本輸血・細胞治療学会査読委員（池淵）
埼玉医科大学雑誌編集委員長（池淵）
日本血液学会評議委員（海老原）
Journal of Clinical Laboratory Analysis 査読委員（海老原）
Annals of Hematology
International Journal of Hematology
５－３．その他、社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本血液学会評議委員（海老原）
日本造血細胞移植学会評議委員（海老原）
日本小児血液・がん学会評議委員（海老原）
日本輸血・細胞治療学会評議員（池淵）
埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人（池淵）
埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）

６．業績
６－１．論文・学会発表（論文総数、学会発表総数と代表的なもの１０編以内を記載）
論文発表
１. Ebihara Y, Kobayashi K, Watanabe N, Taji Y, Maeda T, Takahashi N, Ishida A, Asou N, Ikebuchi K. False-positive blood culture
results in patients with hematologic malignancies. J infect Chemother 25: 404-406, 2019
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２. Watanabe N, Kobayashi K, Hashikita G, Taji Y, Ishibashi N, Sakuramoto S, Mitsutake K, Ikebuchi K, Ebihara Y. Hepatic gas
gangrene caused by Clostridium novyi. Anaerobe 57: 90-92, 2019
３. Kobayashi K, Ebihara Y, Asami I, Kinoshita H, Tanazawa T, Taji Y, Ishida A, Ikebuchi K. Quality of red blood cell and platelet
concentrates after transportation by a pneumatic tube system. ISBT Science Series. 14: 379-386, 2019
４. Aoki M, Kobayashi K, Taji Y, Shimizu Y, Ota A, Watanabe A, Fukushima T, Tanaka R, Ebihara Y. Pediatric B-lineage acute
lymphoblastic leukemia with CD56 expression: a report of two cases. J Pediatr Hematol Oncol. in press
５. Watanabe N, Kobayashi K, Koyama S, Tabira M, Matsuno J, Taji Y, Akuzawa Y, Ishikawa M, Maeda T, Imai K, Tarumoto N, Asou
N, Mitsutake K, Ebihara Y. Bloodstream infection by multidrug resistant Streptococcus oralis in a leukemic patient with
febrile neutropenia after hematopoietic stem cell transplantation. Transplant Infect Dis. In press.
６. 小山幸枝、渡辺典之、松野順平、田平真由、橋北義一、地功忠、小林清子、酒井純、樽本憲人、栗田浩樹、光武耕太郎、海老原康博
莢膜血清型7Cによる侵襲性肺炎球菌感染症を発症した一例 感染症学会誌 93: 763-767, 2019.
７. 久保嘉志、大坂圭司、小嶺誠也、内田弘行、田地功忠、小林清子、池淵研二、海老原康博 全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-900
を用いたＥテスト「TOSOH」II （Presepsin）によるプレセプシン測定の基礎的検討 JJCLA. In press
学会・研究会発表
1.

渡辺典之、小山幸枝、田平真由、松野順平、田地功忠、小林清子、光武耕一郎、海老原康博：Streptococcus pyogenes による感染
性腹部大動脈瘤の 1 症例 第 68 回日本医学検査学会、下関、2019

2.

井上準子、鷹野亜希、式田秀美、五十嵐利恵子、田地功忠、小林清子、海老原康博：当院にて経験した筋病変を伴うサルコイドー
シスの１例 大宮、第 47 回埼玉県医学検査学会、2019

3.

田平真由、渡辺典之、小山幸枝、松野順平、須賀優斗、田地功忠、小林清子、光武耕一郎、海老原康博：Staphylococcus argenteus
による感染性胸部大動脈瘤 の 1 症例 第 31 回日本臨床微生物学会総会・学術集会、金沢、2020
（総数：論文７件、学会発表７件）

６－２．獲得研究費 該当なし
６－３．受賞 該当なし
６－４．特許、実用新案 該当なし
６－５．学会、研究会、セミナー等の開催実績 該当なし

７．自己点検・評価
７－１．今年度の点検・評価結果
少人数の基本学科ではあるが、検査技師スタッフと共同作業で、教育と臨床に努力し、臨床検査と超音波検査を実施し検査精度や検査レ
ベル維持およびアップに貢献できていると考える。また、技師たちの学会発表や発表論文数も増え、着実にアカデミックマインドが身に
ついてきている。
７－２．次年度の改善計画
中央検査部の技師と協力して、来秋に予定されている IOS15189 の第２段階審査を受審して認定承認を受け、IOS15189 認定基準を維持
する。今後も学会発表や発表論文の論文化を進めることで、外部への発信を図るとともに、今後数年計画となるが、検査技師が学位取得
できるよう指導をしていきたい。
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3．32）病理診断科
1．構成員
＜医師＞
安田政実（YASUDA，Masanori）
：教授：運営責任者：診療部長：研究主任：代表指導教員（大学院）
：専門医員：診断病理、婦人科
病理、細胞診：博士
新井栄一（ARAI，Eiichi）
：教授：教育主任：専門医員：診断病理、皮膚病理：博士
川崎朋範（KAWASAKI，Tomonori）教授：専門医員：乳腺病理：博士
永田耕治（NAGATA，Koji）
：准教授：学位論文審査教員（大学院）
：研究副主任：専門医員：診断病理、消化器病理：博士
佐藤次生（SATOU，Tsugumi）
：講師：専門医員
福田桃子（FUKUDA，Momoko）
：助教：医員
浜田芽衣（HAMADA，Mei）
：助教（臨床フェロー）
：医員
小路口（佐藤）奈帆子（SYOJIGUCHI，Naoko）
：助教：専門医員
＜臨床検査技師＞
扇田智彦（OUGIDA，Tomohiko）
、鎌田孝一（KAMADA，Kouichi）
、鎌倉靖夫（KAMAKURA，Yasuo）
、細沼佑介（HOSONUMA，Yusuke）
、加
藤智美（KATO，Tomomi）
、菅野恵士（KANNO，Satoshi）
、目黒葉子（MEGURO，Youko） 林 理沙（HAYASHI，Risa）鈴木 展行（SUZUKI，
Nobuyuki）
、小川雅生（OGAWA，Masao）
、小原 優実（OBARA，Yumi）
、戸澤 直登（Tozawa，Naoto）
、
、小窪 亜理紗（KOKUBO，Arisa）
長谷部優弥（HASEBE，Yuya）
、北島 俊輝（KITAJIMA，Toshiki）
＜事務＞
：事務
本間明美（HONMA，Akemi）
＜兼担（乳腺腫瘍科）＞
長谷部孝裕（HASEBE，Takahiro）
：教授：診断病理、乳腺病理、消化管病理、膵・胆道病理：博士
＜兼担（ゲノム医療科）＞
藤野 節（FUJINO，Takashi）
：教授：学位論文審査教員（大学院）
：専門医員：骨軟部病理：博士
＜兼担（病理学教室）＞
佐々木 惇（SASAKI，Atsushi）
：教授：診断病理、中枢神経病理：博士
＜兼担（保健医療学部）＞
茅野秀一（KAYANO，Hidekazu）
：教授：診断病理、血液・リンパ節病理、分子病理：博士
＜非常勤医師＞
清水禎彦（SHIMIZU，Yoshihiko）
：非常勤講師
伴 慎一（BAN，Shin-ichi）
：非常勤講師
寺戸雄一（TERADO，Yuichi）
：非常勤講師
菊地良直（KIKUCHI，Yoshinao）
：非常勤講師
相田久美（AITA，Kumi）
：非常勤講師

2．教育
2-1．教育目的・目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎として、様々な疾病の「概念、病因・病態、病理学的特徴、および臨床的意義」などにつ
いて講義する。病理総論では、臨床医学を理解するために必要不可欠な「疾病の成り立ちについての基本的知識」を病理形態学の立場
から教育する。病理総論実習においては、病変の肉眼および組織所見の特徴を実際に観察し、病理総論の理解につなげる。近年バーチ
ャルスライドを取り入れ、学生個人のコンピュータ上でも標本観察を可能とした。臓器別病理各論講義では、病理総論的知識に基づき、
それぞれの臓器に固有な疾病の病態や病理学的形態学変化を詳細かつ具体的に解説し、臨床像を理解するための一助とする。
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」講義：炎症（4 時間：新井）
、腫瘍（2 時間：藤野、3 時間：長谷部、3 時間：安田）
、実習（腫瘍：2 時間 安
田・川崎・佐藤）
〈3 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（2 時間：清水禎）
、循環器（1 時間：清水禎）
、消化器（6 時間：永田）
、生
殖器（2 時間：安田）内分泌代謝（1 時間：川崎）
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〈4 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論実習（CPC 実習 5 日間）
（1 日間、剖検例の症例解析、担当：安田・新井・佐藤および大学
病理学スタッフ）
、皮膚・運動（1 時間：新井、1 時間：藤野）
、感覚器（1 時間：新井）
、免疫（1 時間：新井）
〈5 年生〉 BSL（病理診断科、隔週、担当：スタッフ全員）
〈研修医〉 Clinicopathological conference（CPC）年 16 例、担当：スタッフ全員）
2-3．達成度
2 年生の病理総論では、効率のよい講義と実習が実施されている。病理総論は、病理学の基幹であるだけでなく、臨床的見地からも
疾患を理解する上で医学の根幹をなしており、疾患の概念や病態を中心に講義を行っている。病理総論実習では複数の教官が学生に対
して一対一の密接な指導を行っている。3 年生の病理各論では、臨床各科の講義内容を踏まえながら、疾患の臨床像を理解できるよう
病理学的見地から解説を行っている。4 年生における臨床病理実習（CPC 実習）では、剖検例を対象に、学生を 10 人程度の小グループ
に分け、各グループに担当教官をおき細かく指導にあたっている。5 年生の病理診断科における BSL は各班あたり 2 日間と短いが、こ
の実地学習は基礎医学的知識と臨床的知識の統合的整理に有用で、医療現場に直結する病理診断の位置づけを学ぶための貴重な時間と
も言える。また、随時行っている剖検カンファレンスは、卒前卒後教育にとって各症例をより深く理解し、今後の医療に役立つ実践的
な検討会となっている。以上、病理学は、臨床医を育てる教育の基幹的科目として、病理学教育カリキュラムの整備がなされ、医療の
質的向上に直結する教育効果を上げていると考えられる。ただし、COVID-19 感染拡大の影響により、本年度の病理学教育カリキュラム
を一部完了することが難しい状況となった。
2-4．自己評価と次年度計画
大学医学部病理学講座のスタッフとの協調性をベースに、講義の充実度を増すことができた。幅広い専門領域のエキスパートを講師
陣として有しており、全国的な病理医不足からみれば、本学の教育環境はおよそトップレベルにあると思われる。しかしながら、講義
や実習の環境に関しては、近年の教育機材の発達によるティーチング顕微鏡の導入など、学生の理解をより身につけさせるための、改
革的な局面の展開も求められている。学外にも発信できる卒前卒後教育の新境地を模索していきたい。また、年度末に発生した COVID-19
感染症が未だ終息を見ていない現在、次年度の病理学教育形式についても、これまでの対面中心の講義形式から収録や遠隔講義を導入
する必要性があろう。

3．研究
3-1．目的・目標
臨床検体を有益に用いて病理診断学に寄与する成果を得ることを共通のテーマに、個々にあるいはチームを編成して研究に取り組ん
でいる。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
国際医療センター病理診断科には、皮膚・消化器・婦人科・乳腺・造血器などほぼ全身臓器を対象とした専門病理医が所属しており、
それぞれの専門分野で、人体病理学的および分子病理学的見地から研究を遂行している。
3-3．研究内容と達成度
学会発表および論文作成に示すがごとくの成果が、各分野においてあげられている。研究費や補助金の獲得においても目標が達成さ
れている。
3-4．自己評価と次年度計画
著書 2 編 論文は計 33 編を発表した。その内訳は英文 21 編、邦文 12 編である。学会発表は、海外 4 回、国内 57 回、講演 13 回を
行った。いずれもスタッフ個々の活動性の高さの表れであると評価される。次年度も既に大きな研究成果の発表を予定している。

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
令和元年平成 31 年度の病理診断数は、組織診 11、071 件、迅速組織診 1、257 件、細胞診 7、683 件、迅速細胞診 510 件、IHC 組織検
査 4、740 件、FISH 組織検査 273 件であった。病理解剖数は 29 体であった。科内のカンファレンスが週 5 回実施され、他科（脳脊髄腫
瘍科、皮膚腫瘍科・皮膚科、消化器病センター、呼吸器病センター、婦人科腫瘍科、泌尿器腫瘍科、乳腺腫瘍科、造血器腫瘍科、頭頸
部腫瘍科・耳鼻咽喉科、骨軟部腫瘍科、心臓内科）とのカンファレンスも定期的に行われている。CPC 臨床病理検討会（年 16 回・16 例）
である。

5．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無。該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
安田政実
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日本病理学会 「診断病理」編集員会委員長
日本病理学会 Pathology International 刊行委員会委員
日本病理学会 癌取扱い規約委員会委員
日本病理学会 病理専門医制度運営委員会委員
日本臨床細胞学会 細胞診専門医委員会委員
日本臨床細胞学会 細胞診専門医教育研修指導要綱改訂ワーキンググループ委員長
日本臨床細胞学会 評議員
黒住医学研究振興財団「小島三郎記念技術賞」選考委員
日本組織細胞化学会 理事選挙管理委員会委員（2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日）
日本産婦人科学会・日本病理学会 子宮頸癌取扱い規約（臨床編）委員会委員
日本婦人科腫瘍学会 理事
埼玉県臨床細胞学会 副会長
埼玉県臨床細胞学会 理事
新井栄一
日本病理学会 Pathology International 刊行委員
日本病理学会 診断病理サマーフェスト委員
川崎朋範
日本臨床細胞学会 細胞診専門医資格認定試験実施委員会委員 2019
永田耕治
FRONTIERS REVIEW EDITOR（2011/12/24-）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本病理学会コンサルテーションコンサルタント（安田政実、新井栄一）
国立がん研究センター病理診断コンサルテーション委員（安田政実、新井栄一、川崎朋範）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①

Yano M、 Shintani D、 Katoh T、 Hamada M、 Ito K、 Kozawa E、 Hasegawa K、 Yasuda M。: Coexistence of endometrial
mesonephric-like adenocarcinoma and endometrioid carcinoma suggests a Müllerian duct lineage: a case report。Diagn Pathol。
2019 Jun 7;14(1):54。 doi: 10。1186/s13000-019-0830-4。 PMID: 31174566

②

Yano M、 Katoh T、 Hamaguchi T、 Kozawa E、 Hamada M、 Nagata K、 Yasuda M。: Tumor-to-tumor metastasis from appendiceal
adenocarcinoma to an ovarian mature teratoma、 mimicking malignant transformation of a teratoma: a case report。 Diagn
Pathol。 2019 Aug 14;14(1):88。 doi: 10。1186/s13000-019-0865-6。 PMID: 31409389

③

Satoh T、 Arai E、 Kayano H、 Sakaguchi H、 Takahashi N、 Tsukasaki K、 Yasuda M。: Pulmonary intravascular large B-cell
lymphoma accompanying synchronous primary pulmonary adenocarcinoma and benign interstitial lesions。 J Clin Exp Hematop。
2019 Sep 30;59(3):140-144。 doi: 10。3960/jslrt。19012。 Epub 2019 Aug 8。 PMID: 31391407

④

Ito K、 Yano M、 Ogasawara A、 Miwa M、 Kozawa E、 Yasuda M。: A unique uterine cervical "teratocarcinosarcoma": a case
report。 Diagn Pathol。 2019 Nov 4;14(1):122。 doi: 10。1186/s13000-019-0890-5。 PMID: 31684979

⑤

Horiuchi S、 Saito Y、 Matsui A、 Takahashi N、 Ikeya T、 Hoshi E、 Shimizu Y、 Yasuda M。: A novel loop-mediated isothermal
amplification method for efficient and robust detection of EGFR mutations。 Int J Oncol。 2020 Mar;56(3):743-749。 doi:
10。3892/ijo。2020。4961。 Epub 2020 Jan 14。Int J Oncol。 2020。 PMID: 32124949
学会発表

⑥

Kawasaki T。: Cytopathological features of lymphoepithelioma like mammary carcinoma。

(ア) 20th International Congress of Cytology 5-9 May 2019 Sydney、 Australia
⑦
Kawasaki T。: Solid papillary neuroendocrine carcinoma of the breast-cytopathological features in 36 cases。20th
International Congress of Cytology5-9 May 2019 Sydney、 Australia
⑧ Masanori Yasuda、 Mitsutake Yano。
： Endometrial mesonephric-like adenocarcinoma combined with endometrioid carcinoma
of the uterine body: A case report。 The 23rd Japan-Korea-Taiwan Joint Meeting for Gynecological Pathology Oct。 19、
2019 Taiwan
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⑨

Yano M、 Katoh T、 Yabuno A、 Ogane N、 Ito K、 Miyazawa M、 Miyazawa M、 Hasegawa K、 Narahara H、 Yasuda M: Distinct
Clinicopathological Features of Endometrial Mesonephric-like Adenocarcinoma。 USCAP 109th Annual Meeting 2020。 February
29-March5、 2020 Los Angeles、 California
【総数：論文33件、学会発表61件、講演13件】

6-2．獲得研究費
1） 安田 政実：基盤研究(C) 18K06997 卵巣癌における、
低酸素関連因子の発現からみた組織型の意義：化学療法抵抗性の分別化 30-32
基金
2） 基盤研究(C)

安田 政実 17K11405

liquid biopsy による頭頸部がんに対する cetuximab の効果予測 2017-2020 基金 分担

3） 川崎 朋範：川野小児医学奨学財団：希少がん 骨軟部肉腫における増殖・転移メカニズムの解明に基づく血小板をターゲットにし
た新規治療法の開発。2019 – 2020
4) 矢野光剛：平成 30 年度 学内グラント 関口記念特別賞：卵巣癌間質の特性：組織発生と役割からみた臨床病理学的意義。1、000、
000 円

期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日

5) 矢野光剛：平成 30 年度 日高研究プロジェクト：卵巣癌間質の特性：組織発生と役割からみた臨床病理学的意義。1、000、000 円

期

間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 11 月 30 日
6) 川崎 朋範：乳癌特殊型の臨床・病理学的意義の解明および新分類の提唱。
H29-NHO（癌般）-01

2017 – 2021

7） 川崎朋範：2019 年度学内グラント：特殊型乳癌の分子病理学的解析に基づく新規診断・治療法と新分類の提唱 700、000 円
8） 川崎 朋範：分担者 メトトレキサート（MTX）関連リンパ増殖性疾患の病態解明のための多施設共同研究 2016 – 2019
6-3．受賞
永田耕治：ベストエフォート賞 2019 医学部 3 年生
安田政実：ベストティーチャー賞 2019 医学部 2 年生
6-4．特許、実用新案：なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
安田政実：日本婦人科病理学会 理事長
新井栄一：皮膚病理診断研究会 会長

7．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
大学医学部病理学のスタッフとの協調により、教育は 2 年生に対する病理学総論、3 年生、4 年生に対する病理学各論および CPC 実
習、5 年生に対する BSL とも、とくに問題なく行われた。それにより、一部のスタッフが教育に高い評価を得た。病理診断は常に専門
性を重視し、ダブルチェックを基本としている。Consensus meeting（内部カンファレンス）は適宜行うことで精度管理に努め、また、
定期的な臨床各科とのカンファレンスにより臨床医との連携を計ってきた。病理解剖は主としてミクロ所見に基づき、概ね全ての剖検
例に対して CPC を実行することできた。
7-2．次年度の改善計画
ここ数年は病理医が数的に充足していなかったため、上記の教育や日常業務の質的維持に労力を費やすことで余力のない状況が続い
た。次年度は抄読会や研究発表なども定期的に行ってお互いを鼓舞し、啓発にも組織として尽力したい。
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3．33）輸血・細胞移植科
１．構成員
石田

明（ISHIDA Akaru）
：教授：診療科長：研究主任：教育主任：代表指導教員（大学院）
：輸血学、血液学：博士

池淵

研二（IKEBUCHI Kenji）
：（大学と兼担）
：教授：代表指導教員（大学院）
：輸血学、血液学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
１． 卒前教育 ：対象は医学生。目標は①血液製剤及び血漿分画製剤の種類と適応を説明できる、②血液型（ABO、RhD）
検査、血液交差適合（クロスマッチ）試験、不規則抗体検査を説明できる、③輸血副反応、輸血使用記録保管
義務、不適合輸血の防止手順を説明できる、④輸血の適正使用、成分輸血、自己血輸血、緊急時の輸血を説明
できる。輸血に関する基本的事項は講義で、また輸血管理業務と輸血検査は BSL で行う。
２． 卒後教育 ：対象は研修医。目標は①輸血実施手順を習得する、②輸血療法の適応と副作用を理解し安全で適正
な輸血に向けての実践的な能力を身に付ける、③献血から製剤供給までの過程を理解できる、④国際医療セン
ターの特色である高度救急救命医療、心臓血管外科手術、造血器腫瘍治療に関連した特殊な輸血療法について
理解を深める。
３． 大学院教育 ：対象は大学院生。目標は①輸血学の基礎と輸血療法の科学的な見方を身に付ける、②安全で適正
な輸血に向けての施策や管理を経験する、③輸血領域の未解決分野に関する基礎的研究を自ら計画し結果を導
いて論文化する能力を身に付ける。
４． 部内教育 ：対象は部内スタッフ。目標は①ルチーン以外の特殊検査を習得する、②PDCA サイクルに沿った輸血
管理ができる、③非専任スタッフや後輩への指導能力を養成する、④検査結果や輸血療法について診療科医師
と対等にディスカッションする能力を身に付ける、⑤勉強会や研修会に積極的に参加して学会発表にチャレン
ジする。
５． 院内教育 ：対象は看護師や医師などの職員。目標は①輸血療法の基礎的知識と実施手順を習得する、②安全で
適正な輸血を行うために必要となる実践的能力を身に付ける。
６． 院外からの研修生の受け入れ ：対象は当大学および他大学の学生、日本輸血・細胞治療学会認定輸血臨床看護
師の研修など、院外からの実習生や研修生。目標は①輸血検査、輸血管理、輸血医療の現場に直接触れる、②
目的に沿った能力を身に付ける。
2-2．教育内容（担当者）
１． 卒前教育 ：医学部 3 年生を対象に講義を行った。医学部 5 年生を対象に大学病院と協力して BSL を行った。
２． 卒後教育 ：研修医を対象に輸血実施手順と輸血時の注意事項についてオリエンテーションを行い、また輸血療
法に関する講義を行った。
３． 大学院教育 ：令和元年度は該当者がいなかった。
４． 部内教育 ：部内勉強会と抄読会を月 2 回ペースで行った。輸血管理に関する課題を全員に与え指導を行った。
勉強会や学会などの院外活動に積極的に参加するよう指導し学会発表をサポートした。
５． 院内教育 ：看護師を対象に勉強会を実施した。
６． 院外からの研修生の受け入れ ：埼玉医科大学医科大学保健医療学部学生を 7 名、杏林大学学生 1 名、大東文化
大学学生 4 名、東京工科大学学生 1 名の研修を受け入れた。研修では、専任検査技師が主体となって現場見学
実習を行い、血液製剤の保管状況、輸血検査、自己血採血を見学してもらった。また日本輸血・細胞治療学会
輸血認定臨床看護師 1 名の研修を受け入れた。輸血部医師、臨床検査技師、院内学会認定臨床看護師が協力し
て 1 日研修を行った。
2-3．達成度
１． 卒前教育 ：血液製剤が薬剤と異なること、輸血のメリットとデメリット、安全で適正な輸血療法、輸血検査の
基本的知識と血液型検査を身に付けてもらった。
２． 卒後教育 ：輸血製剤の適正使用と安全な輸血の実践的知識を身に付けてもらった。
３． 大学院教育 ：令和元年度は該当者がいなかった。
４． 部内教育 ：部内スタッフ各々が課題を持ち、解決策を自ら進めていくようになった。
５． 院内教育 ：輸血手順の理解が深まり、グッジョブやインシデントにも反映されるようになった。輸血ラウンド
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（監査）では明らかなレベルアップが確認できた。
６． 院外からの研修生の受け入れ ：薬学部学生研修では輸血療法を身近に感じてもらうことができた。日本輸血・
細胞治療学会輸血認定臨床看護師の研修では輸血療法の基礎的知識を確認してもらい、また当院の輸血検査・輸
血管理、輸血実施の流れを見学してもらってディスカッションを行った。
2-4．自己評価と次年度計画
１． 卒前教育 ：教育カリキュラムに沿って令和元年度と同様に教育を進めていく。
２． 卒後教育 ：安全で適正な輸血療法の実践的な知識や能力を身に付けてもらう。
３． 部内教育 ：経験に応じた卒後教育体制を構築していく。チーム医療や多職種とのディスカッションに耐え得る
能力を養ってもらう。院外活動に積極的に参加してもらう。
４． 院内教育 ：確かな輸血実施手順を習得してもらう。安全で適正な輸血の考え方を身に付けてもらう。臨床輸血
看護師を増やし、院内輸血療法のリーダー的人材を育成する。
５． 院外からの研修生の受け入れ ：院外研修を積極的に受け入れていく。

３．研究
3-1．目的・目標
１． 末梢血幹細胞採取および骨髄細胞濃縮の効率化に関する検討
２． 細胞プロセッシングセンターの体制整備
３． 安全で効率的な輸血療法に向けての体制整備
４． 輸血副作用発生頻度と発生要因に関する検討
５． 赤血球製剤の廃棄血削減策としての有効期限延長の意義に関する検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
１． 成分分離装置による骨髄血濃縮処理および末梢血幹細胞採取における採取効率について検討を行う
２． CAR-T 療法などの細胞治療に対応するための細胞プロセッシングセンターの体制整備を進める
３． 廃棄血ゼロを目指した輸血管理体制について検討を行う
４． 副作用評価に耐え得る輸血副作用管理体制の整備と副作用標準化を進める
５． 赤血球製剤の有効期限延長による廃棄血削減効果について血液廃棄の実態から検討を行う
3-3．研究内容と達成度
１． 細胞分離装置 Optia®を用いた末梢血幹細胞採取および骨髄分離の効率について検討を行った。実施症例が十分
ではないため、来年度さらに蓄積していく予定である。
２． 院内 CAR-T 療法検討会を開催して各部署と意見交換を行った。製薬会社の施設見学を受けた。病院長や該当診
療科と相談し、細胞プロセッシングセンター体制整備に向けての具体的なタイムテーブルを作成した。また今
年度から、脳梗塞患者に対する間葉系細胞療法（脳卒中内科）の２つの治験（HLCM051＠ヘリオス、JTR-161＠
帝人ファーマ、いずれも第２相試験）に細胞管理の立場で協力している。
３． 現行の輸血適正使用、輸血副作用、大量輸血、輸血関連インシデント、超緊急輸血への対応についてモニタリ
ングの方法を見直し検討した。廃棄血削減に向けて輸血監視体制の見直しを行った。
４． 電子カルテと部門システムの輸血副作用入力項目を全国標準に変更した。今年度から輸血製剤副作用情報収集
システム（ヘモビジランス）に参加することにした。来年度からは、同システムによる「血液製剤のトレース
可能なシステム構築を目指した多施設共同研究」に参加する予定である。今後は医師および看護師による副作
用監視体制の標準化および副作用の初期対応の周知を進めていく予定である。
５． 厚労省科学研究費補助金による「地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究」において、多施設後
方視調査研究による RBC の有効期限延長による医療施設における廃棄血削減効果シミュレーションを実施し、
廃棄血削減における RBC 有効期限延長の有用性を検証した。
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究について引き続き継続していく予定である。また来年度から厚労省科学研究費補助金による「医療環
境に応じた適正な輸血療法の実施体制確立のための研究」において研究協力者として参画する予定である。

４．診療
安全で適正な輸血医療に向けて、輸血専任検査技師と協力して輸血検査や輸血管理の業務のさらなる充実を図り、
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同時に臨床側への情報提供や指導を継続的に進めてきた。一方で輸血チームによる輸血監査、部署内ミーティング
での体制見直し、輸血ニュースの作成配布を行い、解決すべき課題とその具体策が明確になった。自己血輸血、造
血幹細胞移植のサポート、臓器移植検査センターの業務を引き続き行ってきた。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会専門委員・血液事業部献血推進調査会委員（石田）
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本輸血・細胞治療学会雑誌査読委員（池淵、石田）
埼玉医科大学雑誌編集委員（池淵）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本輸血・細胞治療学会評議員（池淵、石田）
日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会委員（石田）
日本輸血・細胞治療学会認定医資格審査委員会委員長（石田）
日本輸血・細胞治療学会細胞治療委員会委員（石田）
日本輸血・細胞治療学会サイタフェレーシス小委員会委員（石田）
日本輸血・細胞治療学会製剤委員会委員（石田）
日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部理事（石田）
埼玉県合同輸血療法委員会代表世話人、同自己血輸血小委員会委員長（池淵）
埼玉県合同輸血療法委員会世話人（石田）
埼玉自己血研修会代表世話人（池淵）
埼玉県医療事故調査委員会委員長（石田）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書 ※10 件以内
①
Kobayashi K, Ebihara Y, Asami I, Kinoshita H, Tanazawa T, Taji Y, Ishida A, Ikebuchi K. Quality of red
blood cell and platelet concentrates after transportation by a pneumatic tube system. ISBT 14:379-386,
2019
②
石田明．輸血副作用の今と昔．内科総合誌 M.P.37:140(1), 2020
③
石田明．洗浄血小板の供給実態と臨床効果から見えてきた血小板輸血の将来像．第 67 回日本輸血・細胞治療学
会学術総会教育講演、2019 年 5 月 25 日
④
棚澤敬志、河原志帆、小林瑞紀、須藤保加、福永祥子、前田麻衣、松本慎二、浅見育子、小林清子、海老原康
博、池淵研二、石田明．当院における輸血監査活動の成果と課題．第 67 回日本輸血・細胞治療学会学術総会、
2019 年 5 月 23 日
⑤
河原志帆、小林瑞紀、須藤保加、福永祥子、前田麻衣、松本慎二、棚澤敬志、浅見育子、小林清子、海老原康
博、池淵研二、石田明．新たに導入した輸血実施・モニタリングテンプレートの記録実態調査に関する検討．
第 67 回日本輸血・細胞治療学会学術総会、2019 年 5 月 24 日
⑥
坂口武司、佐藤謙、塚原晃、三ツ橋美幸、佐藤隆博、太田茂、川口ひろみ、小野寺由美、山口敦司、石田明、
池淵研二．埼玉県における赤血球輸血適正使用調査報告．第 67 回日本輸血・細胞治療学会学術総会、2019 年 5
月 23 日
⑦
田中朝志、北澤淳一、高梨一夫、長井一浩、藤田浩、石田明、奥田誠．小規模医療機関における輸血医療の現
状．第 67 回日本輸血・細胞治療学会学術総会、2019 年 5 月 23 日
【総数：論文 2 件、学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
厚労科研費、レギュラトリーサイエンス政策研究事業「地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究」
（2017 年度～2019 年度）分担研究者：石田 明
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許、実用新案

該当なし

6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績

該当なし
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７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
安全な輸血検査体制、製剤管理業務については年度課題をクリアできたと考える。輸血・細胞移植部の CI 値の一
つである血液製剤廃棄率と新鮮凍結血漿／赤血球比が基準値に到達するよう、引き続き適正輸血推進に向けて努力を
続け、臨床側に支援を求めていきたいと考えている。
臨床支援業務として自己血採血、末梢血幹細胞採取・血管新生治療・骨髄処理・臓器移植検査センター業務などを
確実にこなすことができた。
アカデミアの一員として研究教育活動をさらに推し進め、学会発表や論文作成に向けて努力が必要と考えている。
医師はじめ部署職員一同を上げて取り組んでいく所存である。
7－2．次年度の改善計画
① 輸血管理体制のさらなる見直しを行っていく。特に輸血副作用の標準化とその評価、輸血適正化推進に注力する。
② 幹細胞移植および細胞治療治験の臨床支援を行っていく。細胞プロセッシングセンターの体制整備を進めていく。
③ 輸血部専任および非専任スタッフの能力維持および新たな能力修得を確実に達成するための教育体制の見直しを
図り、持続可能な教育体制を構築していく。
④ 研究成果を論文化する作業を積極的に進めていく。
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3．34）医療安全管理学
１．構成員
川井 信孝 （KAWAI, Nobutaka）
：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）
：医療
安全対策室室長：医療安全管理学、血液内科学、造血幹細胞移植：博士

２．教育
2-1．目的･目標
本学科は平成 28 年度より本学に新たに設置された。卒前医学教育の出発点は医師としての基本的な資質を育むことに
ある。それにはコミュニケーションに代表されるノンテクニカルスキルを習得し、チーム医療を学ぶ必要がある。加え
て、医の原則である患者の権利、医師の義務、インフォームドコンセントはもとより、医療における安全性確保、医療
上の事故への対処と予防についても早期から教育が必要と考えられる。本講座では系統的な医療安全学・医療管理学の
講義を行うとともに、それが単なる知識の習得に終わることなく、思考過程を重視した教育にする。
卒後教育においては、JCI 認定レベルでのリスク管理、投薬の安全確認、感染管理、インシデントの認識、報告、管
理、活用を実践することにより、医師としての礎を培えるような教育を目指している。
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育に関しては、川井が医学部 2 年に対し 12 月 23 日に「良医への道２ 行動科学と医療倫理 行動 11 医療安全
Ⅰ：医療安全管理体制の概説」の講義を行った。具体的な内容としては、医療安全の歴史、ニアミス・インシデント・
警鐘事例の定義、インシデント報告、分析手法、医療事故調査制度、チームステップスからなるものである。
卒後教育として、10 月 23 日に川井が国際医療センターを研修中の全研修医を対象に、正しい死亡診断書の記載に関
するセミナーを行った。卒前教育では十分な教育を受けていないため不十分な記載になりがちであり、研修医によって
は戸惑う問題でもあり、非常に有意義な研修になったといえる。
2-3．達成度
卒前、卒後ともに医療安全管理学に割り当てられた授業時間が非常に少ないため、十分な教育ができたとはいえない。
限られた時間を有効に使い改善に結び付ける必要があると考えられる。
2-4．自己評価と次年度計画
限られた時間の中で、保健医療学部、医学部学生および国際医療センター研修医の医療安全に関する理解を深めるこ
とができたと考えている。一方で、卒前教育における医学部学生に関しては、医療安全に関する系統的な授業が不足し
ている可能性がある。今後は医療安全管理学の授業担当時間を増加すべく働きかけたい。また、本学の医学部以外の学
生についても、教育内容の確認を行いたい。
次年度は、さらに教育の範囲を広げ本年度の内容に加えて授業を行う予定である。

３．研究
3-1．目的・目標
2015 年来、国際医療センターは大学医療機関としては国内初の JCI 承認を受けているが、これに伴い多くの医療安全
関連ポリシーが策定された。国際基準が要求している医療安全対策により、同院での医療に関するインシデントの傾向
がどの様に変化するかを検証する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
該当なし
3-3．研究内容と達成度
当院の医療安全管理体制や事例分析手法について研究を重ね、医療マネジメント学会、医療の質・安全学会、日本病
院学会で報告した。また、公益財団法人日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会において、広報部会、薬
剤部会の活動を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
令和元年度は学会発表が 5 件であった。医療安全管理学講座の開設以来、一定数の発表、講演が実施できている点は
評価できる。次年度も今年度の実績を保ちつつ、さらに前方視的な研究課題も加えたいと考える。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
該当なし
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会

薬剤部会

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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部会長

①新山和也, 杉本直樹, 坂本優介, 川井信孝, 大谷義孝, 高平修二, 根本学, 古田島太 救急カート使用状況の現場
フィードバックは RRT 起動件数の増加につながる第１４回医療の質・安全学会学術集会 2019.11; 京都
②坂本優介, 川井信孝, 杉本直樹, 小関信吾, 土肥大典, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 有害事象の抽
出精度向上をめざした医療安全対策室の活動第１４回医療の質・安全学会学術集会 2019.11; 京都
③杉本直樹, 坂本優介, 川井信孝, 小関信吾, 土肥大典, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 救急カート一
元管理後の取り組み報告と実態調査第１４回医療の質・安全学会学術集会 2019.11; 京都
④土肥大典, 坂本優介, 川井信孝, 杉本直樹, 小関信吾, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 緑内障の患者
に抗コリン作動薬を使用したインシデントへの対応第１４回医療の質・安全学会学術集会 2019.11; 京都
⑤小関信吾, 坂本優介, 川井信孝, 杉本直樹, 土肥大典, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 ニアミスイン
シデントレポートにおけるプロセス分類法の検討第１４回医療の質・安全学会学術集会 2019.11; 京都
⑥坂本優介, 川井信孝, 杉本直樹, 小関信吾, 土肥大典, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 当院における
内視鏡の洗浄履歴管理システム第６９回日本病院学会 2019.08; 札幌
⑦杉本直樹, 坂本優介, 川井信孝, 小関信吾, 土肥大典, 平山美津江, 藤澤明子, 高山和樹, 小山勇 当院における
転倒転落の実態調査と課題第６９回日本病院学会 2019.08; 札幌
【総数：論文０件、学会発表７件、講演０件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
2019 年 07 月 30 日(火) 日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会 第 1 回 薬剤安全セミナー
2019 年 12 月 06 日(金) 日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会 第２回 薬剤安全セミナー

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
医療安全管理学は開設からの歴史が浅く、卒前、卒後教育にまだ十分な関与ができていない。そのような中でも、短
時間ながら卒前卒後教育に関与することができた。また、研究に関しては学会活動をはじめ充実することができた。特
に、日本医療機能評価機構認定病院患者安全推進協議会の薬剤部会長に就き、活動を行うことができた。
7-2．次年度の改善計画
次年度以降は、教育活動、研究活動の範囲を拡大し、内容の充実を図りたい。
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3．35）がんゲノム医療科
１．構成員
濱口哲弥 （HAMAGUCHI Tetsuya）：教授：診療部長：研究主任：診療主任：指導教員（大学院）：消化器がん薬物療
法：博士
藤野 節 (FUJINO Takashi) ：教授：研究員：大学院教員（大学院）
：病理学：博士
福島久代 （FUKUSHIMA Hisayo）：講師：教育主任：遺伝医学：博士
榊原彩花 （SAKAKIBARA Ayaka）：助教

２．教育
2-1．目的･目標
卒前教育、卒後教育への関与はないが、がんプロフェッショナルプランの大学院生の受け入れや院内研修医の見学等を
随時行っている。医療者へのがんゲノム医療や遺伝医学に関する知識の普及に努めることを目標とする。
2-2．教育内容（担当者）
がんゲノム医療に関する基本の教育、またエキスパートパネルに参加することで、on-the-job training を行った（濱
口、福島）
。
2-3．達成度
エキスパートパネルへの参加者や院内外からの見学の希望も増えてきており、がんゲノム医療に関する院内の関心の高
まりと当院のがんゲノム医療拠点病院としての認知度に貢献した。
2-4．自己評価と次年度計画
がんゲノム医療への認知度と関心は高まってきているが、今後は、院内、院外のセミナーや勉強会を開催し、医療者へ
の正しい知識の教育と、ゲノム医療には欠かすことのできない、遺伝性腫瘍などの遺伝医学に関する知識の普及に努めた
い。

３．研究
3-1．目的・目標
がんのゲノム医療は本邦で急速に進展、普及しているが、それに伴い多くの問題点も指摘されている。当院はがんゲノ
ム医療拠点病院として実際に推進する傍ら、問題点の把握と必要な医療体制に関する研究を行い、ゲノム医療全体の発展
に寄与することを目標としている。
3-2． 研究グループ（研究プロジェクト）
①がんゲノム医療実装化に伴う患者の精神的サポート体制の提案とその構築
3-3．研究内容と達成度
①精神腫瘍科との共同研究で日高研究プロジェクトにて研究費を獲得し、実施予定である。
3-4．自己評価と次年度計画
①本年度は研究計画を策定した、次年度は医療者のインタビュー等を通して問題点の把握と体制整備を行い、学術論文、
国内外の学会等で発表する予定である。

４．診療
国際医療センターは 2018 年 4 月にがんゲノム医療連携病院に、
2019 年 9 月からはがんゲノム医療拠点病院に指定され、
がんゲノム医療科が主体となって、院内におけるがん遺伝子パネル検査の体制整備および運用、さらには得られた結果か
ら患者に適切な治療法を提示するためのエキスパートパネルをおこなっている。また遺伝性腫瘍の検査及びカウンセリン
グもおこなっている。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Japanese Journal of Clinical Oncology
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
① 第 22 回 埼玉医科大学国際医療センター 市民公開講座 2019 年 8 月 31 日
「がんゲノム医療ってなに？」藤野節、
「二次的所見ってなに？」福島久代
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② 第 20 回 日本癌治療学会 市民公開講座 2019 年 12 月 14 日
がんゲノム医療 「個々のがんの特徴に応じた最適ながん薬物療法を探し出そう」 藤野節

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hamaguchi T, Denda T, Kudo T, Sugimoto N, Ura T, Yamazaki K, et al. Exploration of potential prognostic
biomarkers in aflibercept plus FOLFIRI in Japanese patients with metastatic colorectal cancer. Cancer
Sci. 2019;110(11):3565-72.
②

Hashiguchi Y, Muro K, Saito Y, Ito Y, Ajioka Y, Hamaguchi T, et al. Japanese Society for Cancer of the
Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer. Int J Clin Oncol.
2020;25(1):1-42.

③

濱口哲弥 、高齢大腸癌患者に対するがん薬物療法、パネルディスカッション、第 75 回日本癌治療学会学術集会、
令和元年 10 月、福岡国際会議場

④

濱口哲弥 、大腸癌術後補助化学療法・今後の展開、スポンサードシンポジウム、第 57 回日本癌治療学会学術集

⑤

Horita Y, Mihara Y, Hamaguchi, T. Comparison of nab-paclitaxel plus ramucirumab and paclitaxel plus

会、令和元年 10 月、福岡国際会議場
ramucirumab in patients with pretreated metastatic gastric cancer, ポスターセッション、ESMO Asia Congress
2019、令和元年 11 月、シンガポール
⑥

濱口哲弥 、イノベーティブながん医療をベッドサイドに届ける DDS～令和での国産 DDS 製剤のさらなる飛躍を期
待して！、第 35 回日本 DDS 学会学術集会、会長講演、令和元年 7 月、パシフィコ横浜アネックスホール

⑦

福島久代 ；Precision Medicine への遺伝カウンセラーとしての関わり、第 17 回日本臨床腫瘍学会学術集会シン
ポジウム(京都)、2019.7

⑧

福島 久代 、杉谷 郁子、鈴木 智成、榊原 彩花、藤野 節、濱口 哲弥、佐伯 俊昭、がんゲノム医療における情
報提供のあり方と検査のタイミングに関する考察～当院症例から～、臨床遺伝 2019（札幌）
、2019.8

⑨

福島

久代 、榊原

⑩

山東典晃, 西本紘嗣郎, 梅澤佑太, 髙橋崇志, 山中健嗣, 岡部尚志, 金子剛, 金尾健人, 城武卓, 福島久代 , 岡

彩花、小島 真奈美、玉木

秀子、岡部

みどり、藤野

節、濱口

哲弥、佐伯

俊昭、が

んゲノム医療連携病院としての院内診療体制の構築と今後の課題、日本人類遺伝学会第 64 回大会(長崎)、2019.11
田吉隆, 安田政実, 櫻井晃洋, 竹越一博, 小山政史、遺伝学的検査で多発性内分泌腫瘍症 2 型による甲状腺髄様
癌の併発が明らかになり集学的治療を要した転移性褐色細胞腫の 1 例、第 84 回日本泌尿器科学会埼玉地方会(埼
玉)、2020.2
【総数：論文 2 件、学会発表 6 件、講演 2 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
がんゲノム医療科は、2019 年 3 月に当院ががんゲノム医療拠点病院の指定を受けたことにより、2019 年 4 月 1 日より
腫瘍内科専門医 1 名、病理専門医 1 名、遺伝カウンセラー2 名の計 4 名でスタートし、それぞれが消化器腫瘍科、病理診
断科、乳腺腫瘍科との兼担業務として主にがんゲノム医療センターの立ち上げ業務に従事した。診療における当科の役割
は、①がんゲノム検査の院内運用を円滑に行うための体制整備とポリシーの策定、②遺伝性腫瘍の診療およびカウンセリ
ングの院内運用の体制整備とポリシーの策定に加え連携病院との業務提携など、当院のがんゲノム医療拠点病院としての
機能強化をおこなった。さらに同年 9 月にがんゲノム医療拠点病院に指定されたことから、院内エキスパートパネルを立
ち上げ、その運用のためのポリシーの策定、埼玉医科大学総合医療センターとの Web 会議を行うための体制整備などを行
ってきた。埼玉医科大学および当院の多大なご支援もあり、がんゲノム検査、遺伝性腫瘍の診療、およびエキスパートパ
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ネルの円滑な運用ができるようになり、がんゲノム医療拠点病院としての責務を果たすための体制整備を完了することが
できた。研究面では、多忙な診療体制整備の傍ら、学会活動をすることもできた。また教育面では、がんプロフェッショ
ナルプランの大学院生を受け入れることになり、がんゲノム医療の基本の教育とともに、エキスパートパネルに参加する
ことで、on-the-job training をおこなった。以上より、2019 年度はがんゲノム医療科 1 年目としてがんゲノム医療拠点
病院としての診療体制の基盤整備が最優先課題であったが、概ね基本骨格の構築は完了することができ、診療部長として
は十分満足できる結果であった。
7－2．次年度の改善計画
新たに牧野教授と平崎講師を迎え、がんゲノム医療の診療体制のさらなる充実を目指すだけではなく、研究や教育活動
の基盤整備を進めていきます。牧野教授には臨床薬理学および遺伝薬理学研究を立ち上げていただき、平崎講師には検体
を用いたがんゲノムの試料解析研究を立ち上げていただき、院内診療科のみならず他施設との共同研究を開始したいと思
っています。そして研究活動の資金調達のため公的研究費も積極的に申請していきたいと考えています。教育面では、医
学生や研修医にがんゲノム医療に興味を持って貰えるようなプログラムを作成していきたいと思っています。
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1．看護学科
1.構成員
加藤木 利行 (KATOGI, Toshiyuki) : 特任教授：学部長：外科学：博士
千田 みゆき（CHIDA, Miyuki）
： 教授：学科長：代表指導教員(大学院)：地域看護学：博士
粟生田 友子(AOHDA, TOMOKO): 教授：代表指導教員(大学院)：成人看護学：博士
大賀 淳子（OGA, Junko)：教授：代表指導教員(大学院)：精神看護学：博士
大森 智美（OMORI, Tomomi)： 教授：指導教員(大学院)：母性看護学：修士
佐久間 肇（SAKUMA, Hajimu）
：教授：内科学,神経内科学,リハビリテーション医学：博士
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：教授：外科学,医学教育学：博士

野田 智子（NODA, Tomoko）
：教授：代表指導教員(大学院)：小児看護学：博士
大澤 優子（OSAWA, Yuko)： 准教授：大学院教員（大学院）
：精神看護学：修士
金子 優子（KANEKO, Yuko)：准教授：大学院教員(大学院）
：神経生理学：博士
菊池 チトセ（KIKUCHI, Chitose)： 准教授：指導教員(大学院)： 地域看護学：修士
小林 由起子（KOBAYASHI, Yukiko)：准教授：代表指導教員(大学院）
：基礎看護学：博士
藤村 博恵（FUJIMURA, Hiroe）
：准教授：母性看護学：修士
本谷

久美子(MOTOYA, KUMIKO)：准教授：修士

山路 真佐子（YAMAJI, Masako)：准教授：指導教員(大学院)：地域看護学：博士
加藤 巳佐子(KATO, Misako)：講師：老年看護学：修士
関根 由紀子（SEKINE, Yukiko) :講師：基礎看護学：修士
西岡 ひとみ（NISHIOKA, Hitomi) ：講師：地域看護学：修士
松坂 充子（MATSUXAKA, Atsuko）
：講師：母性看護学：修士
横山 ひろみ（YOKOYAMA, Hiromi):講師：大学院教員（大学院）
：基礎看護学：修士
大野美佐子（OONO

Misako）:講師：カウンセリング：修士

石田 欣也（ISHIDA, Kinya）
：助教：修士
梶原 貴宏（KAJIWARA,Takahiro）
：助教：修士
川合 美奈（KAWAI, Mina）
： 助教：修士
是村 利幸（KOREMURA, Toshiyuki）
：助教：修士
塩見 直子（SHIOMI, Naoko）
：助教：修士
須藤 久実（SUTO, Kumi）
：助教：修士
千葉 今日子（CHIBA, Kyoko）
：助教：修士
成田 みぎわ（NARITA, Migiwa)：助教：修士
野田 万里（NODA, Mari)：助教：修士
森 麻希（MORI, Maki）
：助教：修士
：助教：修士
山本 久美子（YAMAMOTO, Kumiko）
齋藤

美奈子（SAITO,Minako）
：助教：修士

内田 久子（UCHIDA, Hisako）
：助手
加藤

祐樹（KATO,YUKI）
：助手

工藤 岳夫（KUDO, Takeo）
：助手
高柳 由香利(TAKAYANAGI，Yukari)：助手
森谷 ちはる（MORIYA, Thiharu）
：助手
高橋 梢（TAKAHASHI，Kozue）
：助手
川端 泰子（KAWABATA, Taiko）：助手

2.教育
2-1. 目的・目標
深い人間理解に基づき、看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽に努
めることができる人材を育成することを目的とする。看護専門職者としての基本的知識、技術、態度を体得させて、看護
職としての資質の向上を図るとともに、正確な知識と技術に基づく実践力、柔軟な思考力、的確な判断力、豊かな創造力、
深い洞察力を養い、人々の健康や福祉の向上に貢献できる看護実践者、あるいは看護教育者や看護研究者となるための基
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礎的能力を培う。各領域の目的・目標は以下の通りである。
基礎看護学領域：基礎看護学領域では、看護専門職者に必要な基本的知識として看護の概念や本質を追究し、科学的な看
護実践の視点を身につけ、看護の対象者と看護職者との関係を考えつつ、生活行動援助技術の原理と実際を学ぶ。基礎看
護学実習では、対象を生活者としてとらえ、健康上の問題によって対象の生活行動がどのように変化するのか、また、対
象が必要としている生活行動への援助を実施することで、対象の生活行動が拡大・変化することなど、看護独自の機能に
ついて理解を深めることを学習目標とする。
成人看護学領域：成人看護学概論では、現代社会に生きる成人の特徴および健康問題を全人的に理解し、看護援助に必要
な基礎的知識の習得を目指す。成人看護学方法論Ⅰでは、健康レベルの慢性的な揺らぎのある人とその家族の特徴を理解
し、健康の維持・回復の支援または健康障害とともに生きることを支援する知識の習得を目指す。成人看護学方法論Ⅱで
は、健康レベルの急激な変動のある人および手術を受ける人とその家族の特徴を理解し、回復促進するための知識の習得
を目指す。成人看護学方法論Ⅲでは、がんとともに生きる人、終末期にある人とその家族の特徴を理解し支援するための
知識の習得を目指す。成人看護学方法論Ⅳでは、実習に応用できる知識と技術を習得する。成人看護学実習Ⅰでは、慢性
疾患が急性増悪した患者に対して、生活の再構築を支援する看護実践を目指す。成人看護学実習Ⅱでは、周手術期にある
患者に対し、麻酔や手術が生体に与える侵襲と、術後合併症を予防するための看護を実践することを目標とする。成人看
護実習Ⅲでは、外来に通院する患者に対して、地域で生活する人の生活を看る視点と外来機能を活用しながら送る療養生
活を理解することを目標とする。
老年看護学領域：老年看護学概論では、加齢や健康問題に伴う生活の変化と高齢期の健康問題に関わる保健医療福祉政策
の概要と看護の役割を学習する。老年看護学活動論では、虚弱な高齢者への個別性をふまえた看護援助について学習する。
老年看護学実習Ⅰでは、加齢による心理・身体・社会的な変化に合わせて高齢者はどのように日常生活を構築しているの
か理解する。老年看護学実習Ⅱでは、認知症高齢者の健康障害の特性を理解し、必要な看護実践能力を養う。
小児看護学領域：小児看護学概論では、小児看護の理念と特徴および子どもをとりまく社会の状況、子どもの成長発達過
程の特徴と成長発達を促すための看護について学ぶ。小児看護学活動論では、健康障害や入院が子どもと家族に及ぼす影
響と、健康障害のある子どもと家族のウェルビーイングを目指した看護を学ぶ。小児看護学実習では、あらゆる成長発達・
健康レベルにある子どもとその家族に適切な看護を実践するための基礎的能力を学ぶ。
母性看護学領域：母性看護の対象の理解、妊娠･分娩･産褥期(新生児も含む)の連関、各期の身体的･心理的特性と観察及び
援助について、具体的・実際的に学習できるようにする。特に、看護学実習において、講義や学内演習が実際と結びつけ
られるように指導することを教育の目標とする。
精神看護学領域：精神看護学概論では、こころの健康やその発達についての理解をもとに、精神疾患の病態と治療の特徴
を学ぶ。これに加えて、精神障害者をもつ家族への支援について考察を深める。精神看護学活動論では、精神看護学の対
象と機能を踏まえたうえで、精神科看護の対象となる人への治療的な関わりと基本的看護援助について具体的に学ぶ。精
神看護学実習ではこれらの知識・技術を活用し、精神科医療施設および社会復帰施設において実践的に学び、様々なステ
ージにおける支援のあり方について自らの課題を見出す。
地域看護学領域：在宅看護学概論では、在宅看護の理念と意義、特徴、ケアマネジメント等について、在宅看護学活動
論では在宅療養者と家族に対する生活支援技術、在宅に特有な状態別看護等を学修する。在宅看護学実習では在宅看護
の実際を学び、受け持ち事例の看護過程の展開を通して、QOL の高い在宅療養生活を支援する方法について学ぶ。公衆
衛生看護学概論ではその理念、目的、対象、方法、個人・集団・地域社会の健康と健康な地域づくりについて、公衆衛
生看護学対象別活動論Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ・Ⅱ、健康教育Ⅰ・Ⅱでは個人・家族・集団・地域社会の
発達段階や健康レベルに応じた地域看護の活動方法と地域ケアシステムづくりについて、公衆衛生看護管理論では地域
ケアシステムと地域における看護に必要な管理を学ぶ。地域診断論Ⅰ・Ⅱでは公衆衛生看護活動の基本的技術である地
域診断を演習し、公衆衛生看護学実習では地域の健康課題の解決のための実践を学ぶ。
2-2. 教育内容
【看護の対象としての人間の理解】
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・

病むことの心理：2 年生,1 単位 30 時間

(大賀淳子,西岡ひとみ)

・

看護におけるコミュニケ－ション論：１年生,１単位 30 時間（野田智子,大賀淳子）

・

看護学生のためのリテラシー：1 年生，1 単位 15 時間（千田みゆき,冨田幸江,金子優子）

・

看護倫理：2 年生：1 単位 30 時間（小林由起子,松坂充子ほか）

・

人体の構造と機能Ⅰ：１年生,1 単位 30 時間（金子優子ほか）

・

人体の構造と機能Ⅱ：１年生,2 単位 60 時間（金子優子ほか）

・

人体の構造と機能Ⅲ：１年生,2 単位 60 時間（金子優子ほか）

・

生活と健康：１年生,１単位 15 時間（藤村博恵, 菊池チトセ,松坂充子）

・

疾病の成り立ちⅠ：2 年生, 2 単位 60 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

疾病の成り立ちⅡ：2 年生, 1 単位 30 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

疾病の成り立ちⅢ：2 年生, 2 単位 60 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

看護関係法規：2 年生,1 単位 15 時間（加藤巳佐子）

・

保健医療行政論：2 年生, 1 単位 15 時間(加藤巳佐子)

・

医療の基本Ⅰ（医の倫理／患者－医療人関係）
：1 年生,1 単位 30 時間（辻美隆、佐久間肇,大野美佐子）

・

医療の基本Ⅱ（医療安全管理とチーム医療）
：3 年生,1 単位 30 時間（辻美隆,加藤木利行,佐久間肇,大野美佐子、是村
利幸ほか）

【看護専門職者に必要な基本的知識、技術、態度の修得】
・

看護学概論Ⅰ：1 年生,2 単位 30 時間（小林由起子）

・

看護技術論：1 年生,1 単位 15 時間 (小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子,塩見直子,森谷ちはる)

・

基礎看護技術Ⅰ：1 年生,1 単位 30 時間(小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子, 塩見直子,森谷ちはる)

・

基礎看護技術Ⅱ：1 年生,1 単位 30 時間(横山ひろみ,小林由起子,関根由紀子,千葉今日子, 塩見直子)

・

基礎看護技術Ⅲ：1 年生,1 単位 30 時間（関根由紀子,小林由起子,横山ひろみ,千葉今日子,塩見直子)

・

基礎看護技術Ⅳ：2 年生,1 単位 30 時間（関根由紀子,小林由起子,横山ひろみ,千葉今日子,塩見直子,森谷ちはる)

・

基礎看護技術Ⅴ：2 年生,1 単位 30 時間（横山ひろみ,小林由起子,関根由紀子,千葉今日子,塩見直子,森谷ちはる)

・

看護方法演習：2 年生,1 単位 30 時間（小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子, 塩見直子)

・

成人看護学概論：2 年生,2 単位 30 時間（粟生田友子，本谷久美子）

・

成人看護学方法論Ⅰ：2 年生,1 単位 30 時間（粟生田友子,本谷久美子，梶原貴宏）

・

老年看護学概論：2 年生,2 単位 30 時間（加藤巳佐子,森麻希）

・

小児看護学概論：2 年生,2 単位 30 時間（野田智子,川合美奈,齋藤美奈子,高橋梢）

・ 母性看護学概論：2 年生,2 単位 30 時間（大森智美）
・ 精神看護学概論：2 年生, 2 単位 30 時間 (大賀淳子,大澤優子)
・

在宅看護学概論：2 年生,2 単位，30 時間（千田みゆき）

・

公衆衛生看護学概論：2 年生,2 単位，30 時間（千田みゆき）

・

家族看護学：2 年生,1 単位 30 時間（山路真佐子,野田智子)

・ 母性看護学活動論：2 年生,2 単位 60 時間（大森智美,藤村博恵,松坂充子,山本久美子）
・ 成人看護学方法論Ⅱ：3 年生,1 単位 30 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸,加藤祐樹,工藤岳夫）
・

成人看護学方法論Ⅲ：3 年生,1 単位 30 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸)

・

成人看護学方法論Ⅳ：3 年生,1 単位 30 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸,加藤祐樹,工藤岳夫）

・

老年看護学活動論：3 年生,2 単位 60 時間（加藤巳佐子,森麻希,高柳由香利）

・

小児看護学活動論：3 年生,2 単位 60 時間（野田智子,川合美奈,齋藤美奈子,高橋梢)

・

精神看護学活動論：3 年生, 2 単位 60 時間 (大賀淳子,大澤優子,成田みぎわ,石田欣也)

・

在宅看護学活動論：3 年生,2 単位 60 時間（西岡ひとみ,千田みゆき,菊池チトセ,内田久子,川端泰子）

・

公衆衛生看護学対象別活動論Ⅰ:3 年生,2 単位 30 時間（山路真佐子,菊池チトセ,野田万里）

・

公衆衛生看護学対象別活動論Ⅱ:3 年生,1 単位 30 時間（山路真佐子,菊池チトセ）

・

公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ: 3 年生,1 単位 15 時間（菊池チトセ）

・

公衆衛生看護学活動展開論Ⅱ: 3 年生,1 単位 30 時間（菊池チトセ,千田みゆき,山路真佐子,野田万里,内田久子,川端
泰子）

・

健康教育論Ⅰ:3 年生,1 単位 15 時間（山路真佐子）

・

健康教育論Ⅱ:3 年生,1 単位 30 時間（山路真佐子,千田みゆき,菊池チトセ,野田万里,内田久子,川端泰子）
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・

看護学概論Ⅱ：4 年生,1 単位 15 時間 (小林由起子)

・

看護のマネジメントと安全管理: 4 年生,2 単位 30 時間(横山ひろみ, 是村利幸ほか)

・

基礎看護学実習Ⅰ：1 年生,1 単位 45 時間 (小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子, 塩見直子)

・

基礎看護学実習Ⅱ：2 年生,2 単位 90 時間(小林由起子,横山ひろみ,関根由紀子,千葉今日子, 塩見直子)

・

成人看護学実習Ⅰ：3 年生,3 単位 135 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸,加藤祐樹，工藤岳夫）

・

成人看護学実習Ⅱ：3 年生,2 単位 90 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸,加藤祐樹，工藤岳夫）

・

成人看護学実習Ⅲ：3 年生,1 単位 45 時間（粟生田友子,本谷久美子,梶原貴宏,是村利幸,加藤祐樹，工藤岳夫）

・

老年看護学実習Ⅰ：2 年生,1 単位 45 時間（加藤巳佐子,森麻希,高柳由香利）

・

老年看護学実習Ⅱ：3 年生,3 単位 135 時間（加藤巳佐子,森麻希,高柳由香利）

・

小児看護学実習：3・4 年生,2 単位 90 時間

(野田智子,川合美奈,齋藤美奈子,高橋梢))

・ 母性看護学実習：3・4 年生,2 単位 90 時間（大森智美,藤村博恵, 松坂充子,山本久美子）
・ 精神看護学実習：3 年生, 2 単位 90 時間 (大賀淳子, 大澤優子,成田みぎわ,石田欣也)
・

在宅看護学実習：4 年生,2 単位 90 時間（千田みゆき,西岡ひとみ, 野田万里,内田久子,川端泰子）

・

公衆衛生看護学実習：4 年生,5 単位 225 時間（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子,野田万里,内田久子,川端泰子）

・

実践応用の看護学実習：4 年生,2 単位 90 時間(千田みゆき,大森智美,粟生田友子,野田智子,大賀淳子,菊池チトセ,山
路真佐子,本谷久美子,大澤優子,横山ひろみ,西岡ひとみ,藤村博恵,加藤巳佐子,松坂充子,石田欣也,梶原貴宏,川合美
奈,是村利幸,成田みぎわ,野田万里,森麻希,山本久美子,齋藤美奈子,内田久子,加藤祐樹，工藤岳夫，高柳由香利,川端
泰子）

【ケアの質向上のための看護学】
・

看護過程論：2 年生,1 単位 15 時間（大澤優子,関根由紀子）

・

生殖医療と看護：2 年生,1 単位 15 時間（大森智美,藤村博恵）

・

リハビリテーション看護：2 年生,1 単位 30 時間（粟生田友子,佐久間肇,西岡ひとみ）

・

フィジカルアセスメント：2 年生,1 単位 15 時間（本谷久美子,辻美隆,佐久間肇,野田智子）

・

パリアティブケア論：4 年生，1 単位 15 時間（粟生田友子,本谷久美子）

・

看護研究概論：3 年生,2 単位 30 時間（千田みゆき）

・

地域診断論Ⅰ：4 年生,1 単位 15 時間（菊池チトセ）

・

地域診断論Ⅱ：4 年生,1 単位 30 時間（菊池チトセ,千田みゆき,山路真佐子,野田万里,内田久子,川端泰子）

・

公衆衛生看護管理論：4 年生,1 単位 15 時間（千田みゆき）

・

看護研究セミナー：4 年生,2 単位 90 時間（全教員）

【生活している人間の理解（人文科学系）
】
・

心理学：1 年生,2 単位 30 時間（大野美佐子）

（他学科での講義・演習）
・

医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係）
）
：臨床検査学科 1 年生,1 単位 30 時間（辻美隆、大野美佐
子ほか）

・

医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係）
）
：臨床工学科 1 年生,1 単位 30 時間（辻美隆、大野美佐子
ほか）

・

医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者－医療人関係）
）
：理学療法学科 1 年生,1 単位 30 時間（大野美佐子ほか）

・

医療の基本Ⅱ（医の倫理／診療の基本）
：臨床検査学科 2 年生,1 単位 30 時間（辻美隆、大野美佐子ほか）

・

医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）
：理学療法学科 3 年生,1 単位 30 時間（辻美隆,加藤木利行,佐久間肇,大
野美佐子、是村利幸ほか）

・

医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）
：臨床検査学科 3 年生,1 単位 30 時間（辻美隆, 加藤木利行,佐久間肇,是
村利幸, 大野美佐子ほか）

・

医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）
：医用生体工学科 3 年生,1 単位 30 時間（辻美隆,加藤木利行,佐久間肇,
大野美佐子、是村利幸ほか）

・

人体の構造と機能 I（解剖学・生理学）
：臨床検査学科 1 年生,4 単位 30 時間 （金子優子ほか）

・

人体の構造と機能 I（機能系実習）
：臨床検査学科 1 年生偶数班,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）

・

人体の構造と機能 I（機能系実習）
：臨床検査学科 1 年生奇数班,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）
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・

人体の構造と機能 I 演習：理学療法学科 1 年生,3 単位 90 時間 （金子優子ほか）

・

人体の構造と機能Ⅱ演習：理学療法学科 1 年生,2 単位 60 時間 （金子優子ほか）

・

人体の構造と機能実習（機能系）
：理学療法学科 2 年生,1 単位 45 時間 （金子優子ほか）

・

ヒトの病気Ⅰ～Ⅳ：臨床検査学科 2 年生,8 単位 120 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

ヒトの病気Ⅰ～Ⅱ：医用生体工学科 2 年生,4 単位 60 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

ヒトの病気Ⅲ：医用生体工学科 3 年生,2 単位 30 時間（加藤木利行,辻美隆ほか）

・

ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ：理学療法学科 2 年生,12 単位 180 時間（加藤木利行,佐久間肇,辻美隆ほか）

・

ヒトの病気Ⅶ：理学療法学科 3 年生,2 単位 30 時間（加藤木利行, 佐久間肇,辻美隆ほか）

・

機能・能力診断学応用実習：理学療法学科 2 年生,2 単位 60 時間（佐久間肇ほか）

・

リハビリテーション医学：理学療法学科 1 年生,2 単位 30 時間（佐久間肇ほか）

・

心理学：臨床検査学科 1 年生,臨床工学科 1 年生,2 単位 30 時間（大野美佐子）

2-3. 達成度
基礎看護学領域：各科目のシラバスに沿って実施し、学習目標は達成できた。基礎看護技術の科目では、技術習得のため
基礎看護技術実技試験を 6 項目実施した。技術の指導では個別指導やグループへの指導を行ったことにより、学生は基礎
看護技術習得の成果が得られた。また、基礎看護学実習Ⅰ.基礎看護学実習Ⅱは、実習施設である埼玉医科国際医療センタ
ーとの連携を図り、実習目標の達成も高まった。これらの実習によって、学生は看護学の基盤となる看護の専門性につい
て理解を深めることができた。
成人看護学領域：成人看護学概論では学生主体となる授業をおこない、成人の健康を保持・増進する意義と看護の役割を
学習できた。成人看護学方法論Ⅰ-Ⅳでは、事例を多く取り入れながら双方向の授業となるように工夫した。成人看護学方
法論Ⅰでは、健康障害の特徴をふまえた生活療養支援の理解、成人看護学方法論Ⅱでは、周手術期を中心とした看護の理
解。成人看護学方法論Ⅲでは、がん患者・家族への看護の理解。成人看護学方法論Ⅳでは、成人看護に必要な技術と知識
の統合という目標は達成できた。成人看護学実習Ⅰでは、慢性疾患が急性増悪した患者・家族に対して、生活の再構築を
支援する看護実践することができた。成人看護学実習Ⅱでは、周手術期にある患者・家族に対し、麻酔や手術が生体に与
える侵襲と、術後合併症を予防するための看護を実践することができた。成人看護学実習Ⅲは、実習日程の関係で次年度
前期に開講する。パリアティブケア論については 始めての次年度後期の開講となる。この 2 科目については前年度実習場
所交渉、確定までの作業と、新規に開講するための講義内容の決定までを行った。
老年看護学領域：老年看護学概論では、高齢期を生きる人の特徴と高齢者の健康及び療養を支援する制度を示しながら授
業を進め、学生は高齢者の特徴を踏まえた援助の必要性、支援に必要な制度を学習できた。老年看護学活動論では高齢者
への個別性のある看護援助を展開するための基本的な知識・技術について学習し、概ね目標は達成できた。老年看護学実
習Ⅰでは、高齢期を生きるということについて理解を深めることができた。老年看護学実習Ⅱでは、学生は認知症と身体
疾患を併せ持つ高齢者を受け持ち個別性を踏まえた看護援助を実践することができた。
小児看護学領域：小児看護学概論では子どもの成長発達の特徴と子どもを取り巻く社会状況を学び、小児看護学活動論の
健康障害を抱える子どもと家族の看護につなげることができた。小児看護学活動論では、子どもに多い疾患を取り上げ、
健康障害の子どもと家族への影響とウェルビーイングを目指した看護について学ぶことができた。小児看護学実習では、
初日から子どもと積極的に関わり、日々の援助や看護過程の展開を通して、健康障害を抱える子どもと家族への看護を一
部実践することができた。
母性看護学領域：母性看護学概論では、生殖の意義、母性と父性の概念、女性のライフサイクル各期の健康と課題、母性
看護学活動論では、母性看護の対象の妊娠･分娩･産褥期に焦点をあて、各期における妊産褥婦の身体状況･心理状況を理解
し、各期に合わせた具体的援助法について教授、また援助技術の演習を行った。母性看護学実習では 5 箇所の実習施設で
実習を行い、学生は受け持ち対象者の看護を通して目標を達成することができた。
精神看護学領域：「精神看護学概論」では、複数回にわたり、「自殺」、「引きこもり」をはじめとする現代社会におけるこ
ころの健康をめぐる複数の課題を取り上げ、最新の情報の提供と、3～4 人のスモールディスカッションを通じて学習の深
化を図った。また、看護師のメンタルヘルスについても十分に時間を割いて、自身の精神的健康の維持増進に寄与できる
よう配慮した。「精神看護学活動論」では昨年度同様、精神障害をイメージしやすいように視聴覚教材を活用した。「精神
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看護学活動論」では当事者による講義を 3 回実施し、特にアルコール依存者の自助グループメンバーには昨年度に引き続
き 8 名ほどの参加をいただき、講義後のグループワークに 1 人ずつ入っていただき、学生の学びが深まった。学生のみな
らず、当事者にとっても学びの多い企画であったという評価をいただき、今後も継続予定である。
「精神看護学実習」では、
急性期病棟実習で使用している「看護技術リスト」が実習目標の達成のために役立っている。これまで臨床指導者から受
けていた身体拘束のレクチャーが諸般の事情により、学内日に教員が行う方法に変更となった。事前に教員がシミュレー
ションを行って臨み、特に大きな混乱はなく実施できた。全体としての達成度は、8 割程度と考える。
地域看護学領域：在宅看護学概論はレジュメを穴埋め式にし、パワーポイントで解説をするよう工夫した。在宅看護学活
動論の講義には特別講師を導入し臨場感ある内容とし、演習は最新の在宅医療機器を用いた体験学習、在宅での看取りを
実施し学習効果を得た。また、看護師国家試験新出題基準の中項目を参考とした講義内容とした。公衆衛生看護学概論は
法規改正など最新の情報を提供するよう努めた。公衆衛生看護学対象別看護論Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生看護学活動展開論Ⅰ・Ⅱ、
健康教育論Ⅰ・Ⅱ、地域診断論Ⅰ・Ⅱの公衆衛生看護学に関する科目は科目数、単位数、時間数が多く、選択科目でもあ
るため、学生が混乱をしないよう科目間の授業内容を整理し時間割を調整するなどの対応をした。また、公衆衛生看護学
対象別看護論Ⅰ・Ⅱはカリキュラム改訂に伴い教授内容の変更を行った。公衆衛生看護管理論は図表を使用し視覚的学習
効果を工夫した。在宅看護学実習および公衆衛生看護学実習は、広範囲の地域に学生を配置するため、実習施設との連携・
調整、学生へのオリエンテーションに努めた。実践応用の看護学実習は学外施設を担当した。各実習では実習指導者との
調整も円滑にでき、充実した実習ができた。国家試験の出題基準の内容の増加により、多くの授業内容を限られた授業時
間内で教授することに課題があり、全体的には 80%程度の達成度と考える。
2-4. 自己評価と次年度計画
基礎看護学領域： 基礎看護技術の習得度を高めるために、実技試験を導入している。次年度以降は、学生の技術習得の強
化をさらに図るため、基礎看護技術の授業方法や実技試験の内容、方法なども含めて、演習検討会をより意義あるものと
し、基礎看護技術教育のあり方を検討していきたい。基礎看護学実習Ⅰ・基礎看護学実習Ⅱについては、今年度同様に、
実習環境を整え、実習目標の達成に向け、臨床との連携をさらに強化していきたい。
成人看護学領域：成人看護学概論、成人看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳでは、生活習慣や労働・環境等に起因する成人期の
健康障害の発生と病による生活への影響を基本的に理解し、生活者としての人をとらえる視点を強調し成人への看護を学
習できるよう講義内容を構築した。5 つの成人看護学としての科目が全体に関連し、実習における臨床での学習が展開で
きるよう内容を構成し、具体的な学習支援を組み入れた。年度・学年をまたいで開講する科目も含まれているのですべて
の成人看護学の学習科目を終えた時点で、変わりゆく臨床でのケアに対応できるよう、病態やケアのエビデンスを正確に
押さえ、アセスメント力が培えるよう、講義・演習においては、事例やシミュレーションを活用し、アセスメント能力、
計画立案能力の向上を図ることを目指した。成人看護学実習Ⅰ、Ⅱの実習においては、更に学内と臨床との連携を強化し
たい。新カリキュラムで開講される成人看護学実習Ⅲおよびパリアティブケア論は、開講時期が 4 年次にあるので、すべ
ての成人看護学を統合ができるよう考え、判断する力を強化したい。
老年看護学領域：老年看護学概論、老年看護学活動論においては、虚弱な高齢者の日常生活や高齢期の健康問題について
学生の理解が進むように展開を工夫し、個別性をふまえた看護援助実践につなげられるように授業を進める。老年看護学
実習Ⅰ、老年看護学実習Ⅱにおいては、学生の高齢者に向き合い理解しよう努力する姿勢を養い対象者の理解が深まるよ
う学生の個々の学習の状況に基づく実習指導を行う。
小児看護学領域：小児看護学概論、小児看護学活動論では、資料の工夫、ミニテスト、グループワークの実施、臨床看護
師の講義を企画し、学生は子どもと子どもを取り巻く社会の特徴、健康障害を抱える子どもと家族のウェルビーイングを
目指した看護について具体的なイメージを持つことができるよう工夫した。次年度もイメージが理解の深まりにつながる
よう、講義・演習を進めていきたい。小児看護学実習についても、引き続き臨床指導者と連携をとり、学生個々の学習進
度に合わせた指導を行っていきたい。
母性看護学領域：講義、演習においては、母性看護学概論の学生が課題を調べ報告し共有するという主体的学習方法は、
今後もより効果のあるものとしていくための検討を進める。活動論における演習をより実習に結び付けていくために内容
や講義方法を検討していく。実習においては、実習施設の指導者の協力を得て、実習計画は順調に進められ、学生は母性
看護でしか学べない生命誕生の場において、産むことの女性の大変さ、また女性の力強さを実感として学べていた。看護
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過程においては、学生がより理解できているという実感を持って考えることができるように個別指導をさらに充実してい
きたい。
精神看護学領域：
「精神看護学概論」
、
「精神看護学活動論」、
「精神看護学実習」の連続性を重要視した授業計画の作成、実
施により、
「精神看護学実習」での学生の動きはスムーズであり、理解が深まったと考える。次年度も同様の授業計画とす
る。
「看護技術リスト」の見直しは、今後も継続して行っていく。また、今年度より学内で教員が実施することになった身
体拘束のレクチャーについては、あらためて目的、意義、および方法の見直しを行い、学習効果が高まるよう改善する。
地域看護学領域：在宅看護学概論や公衆衛生看護学概論は、教育媒体や試験内容を見直し学生の関心・理解を高めたい。
在宅看護学活動論は既修得科目の知識・技術を想起・応用する学習方法や在宅医療・看護の実践者の特別講義を増やし効
果がみられた。次年度も学習態度の主体性向上のための工夫を続ける。また、公衆衛生看護学関連科目は、国家試験出題
基準の変更に対応する内容で公衆衛生看護学の特徴を明確にして授業を行い、授業と公衆衛生看護学実習が結び付くよう
工夫をした。次年度は、カリキュラム改訂に対応した 3 年次の科目をさらに精選する。実習は、実習指導者や教員間の情
報共有を密にして、実習前に修得しておくべき学修が修得できているよう、実習オリエンテーションの内容を検討する。

3.研究
＜看護関連科学領域＞
3-1. 目的・目標：従来、医学教育における小グループ学習の実践と改善、態度・技能評価の実践と改善を目的に研究を行
ってきた。これを継続するとともに、さらに分野を拡げて、医療人教育においても同様の観点から研究を進めていく。網膜、
イオンチャネルについて、基礎メカニズム解明のための研究を行う。特に情報処理等の機能に直結するメカニズムの解明に
重点を置く。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）
：①医療人教育における小グループ学習：倫理、患者－医療人関係、医療安全な
ど（辻美隆,佐久間肇ほか）②医療人教育におけるコミュニケ－ション能力の開発（辻美隆ほか）③網膜に発現する多様な
電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子優子）
3-3. 研究内容と達成度：①②学部開設以来 13 年間にわたり、上記テーマにて小グループ演習を実施し、学生によるカリ
キュラム評価を通じて授業方法の改善方策、学科間の比較などにつき検討を重ねている。③2019 年度埼玉医科大学保健医
療学部プロジェクト研究（金子優子、
「網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定」
）に採択された。達
成度 75%
3-4. 自己評価と次年度計画：③単一細胞 RT-PCR の条件設定が難航しているが引き続き検討していく。
＜基礎看護学領域＞
3-1. 目的・目標：①看護学臨地実習指導者の自己教育力に関する要因について明らかにしたことを基に、実習指導者の自
己教育力を測る尺度を開発することを目標とした。②特別養護老人ホームに勤務する看護師が認識する介護職との連携の
とらえ方を明らかにすることを目標とした。③看護系大学教員のキャリアコミットメントが離職意向に与える影響につい
て明らかにすることを目標とした。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）
：①は、2019 年度玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究による。②は、2019
年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究による。③は、2019 年度保健医療学部プロジェクト研究による。
3-3. 研究内容と達成度：①については、2018 年度学部プロジェクト研究により開発した看護学臨地実習指導者の自己教
育力尺度を用いて、実習指導者の自己教育力の影響要因を明らかにする。縦断研究により 2 回の調査を実施した。4 月以降に
データを解析していく。達成度 70％
分析を進めていく。達成度 30％

②については、対象者へのインタビューを終了している。今後は、得られた結果の

③については、看護系大学教員のキャリアコミットメントが離職意向に与える影響につ

いて質的研究から質問紙を作成し、1 回目の調査が終了した段階である。達成度 40％
3-4. 自己評価と次年度計画：過密な教育活動ではあるが、教員はそれぞれ研究に取り組み、学会発表や論文にまとめるな
ど成果をあげることができた。今後は、データ収集・分析を進め、学会発表および論文投稿など、研究力を高めていきた
い。さらに、継続している研究については、研究を進め達成度をあげていくこととする。
＜成人看護学領域＞
3-1. 目的・目標：研究活動とその発表を通じて、成人看護学の発展に寄与することを目的とする。成人看護学の広い分野
の中で、成人看護学のアカデミックな探究を進めるために、それぞれの研究者として位置づけを明確にし、研究基盤を固
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め、基礎的な研究を積み上げていくことを目標とした。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）：粟生田、本谷は本年度着任したため、前年度から継続している他大学や外部組
織の研究グループとともに研究活動を行った。研究の内容としては、粟生田は、科学研究費に基づく研究(札幌医科大学と
の共同研究２題、三重県立大学との共同研究１題、および厚生労働省委託研究の共同研究（リハビリテーション分野）に
参画した。本谷は、前任校の研究メンバーとの研究プロジェクト（看護教育分野）に参画した。
3-3. 研究内容と達成度：粟生田は、科学研究費に基づく研究１題(札幌医科大学との共同研究：基盤研究Ｃ)は、せん妄ケ
アの開発の 3 年計画の研究の最終年度にあたり、研究成果を 2020 年２月の国際学会に発表した。現在投稿中である。研究
１題(札幌医大との共同研究：基盤研究Ｃ)は、軽症脳卒中患者のリスク認知に関する研究で 4 年計画の最終年にあたり、
日本看護科学学会に論文として投稿し、採択された。以上は達成率 90％。三重県立大学との共同研究 1 題（幼老施設の交
流による高齢者の変化）はデータ収集を継続中である、達成率は今年度目標としては 70％。また、厚生労働省委託研究の
共同研究（リハビリテーション分野）は、2 回のデータ収集を終え約 3000 名の対象からデータが得られ、3 月末に最終分
析結果が出る予定である。達成率は共同研究者としては 95％。また、自らの科研費は 3 月で終了したため、報告書を提出
したところである。今後は研究メンバーとともに論文作成へとすすめていく。
本谷は、前任校の研究メンバーとの研究成果を日本看護学教育学会学術集会にエントリー中である。今後論文投稿の予定
である。達成率は 60％。
3-4. 自己評価と次年度計画：担当科目は非常に多く、複雑な教育活動ではある。実習が 3 科目同時進行するが、授業科目
との学習の統合を図り、実習が積み上げられる学習を丁寧に深めさせたい。その中で、今後研究活動にも積極的に取り組
めるように領域メンバーでの共同研究を企画し、メンバー全体の士気を高めていきたいと考えている。それに伴って、学
会での発表や、論文投稿など、積極的に、研究成果を産生していきたいと。
＜老年看護学領域＞
3-1. 目的・目標：研究活動とその発表を通じて、老年看護学の発展に寄与することを目的とする。
3-2. 研究グループ：該当なし
3-3. 研究内容と達成度：該当なし
3-4. 自己評価と次年度計画：教育活動に重点を置きながら、高齢期を生きる人や支援機関等に関連する課題についての研
究活動に取り組めるようにしたいと考えている。また、研究成果の学会発表や論文の投稿を目指したい。
＜小児看護学領域＞
3-1. 目的・目標：研究活動とその発表を通して、小児看護学の発展に寄与することを目的とする。
3-2. 研究グループ：メンバーそれぞれの研究グループにより研究活動をしている。①重症心身障害児の栄養アセスメント
に関する研究（野田）②知的障害児の健康診断に関する研究（野田）③肢体不自由特別支援学校養護教諭の専門性に関す
る研究（野田）④NICU および GCU に子どもが入院している父親への育児支援に関する研究⑤支援医療型重症心身障害
児施設における保育士の職務継続支援や教育プログラムに関する研究⑥重症心身障害児を育てる母親の育児ストレスに関
する研究（齋藤）など
3-3. 研究内容と達成度：各グループともに学会発表、論文投稿を行った。
3-4. 自己評価と次年度計画：今後は各メンバーが取り組んでいる研究をさらに発展させていきたい。
＜母性看護学領域＞
3-1. 目的・目標：母性看護学領域における看護の質の向上や現状の分析、教育活動の向上を目指し研究を行っている。今
後は現在進めている研究をさらに継続、発展させていきたい。また実践現場と連携し共同研究を行っていきたいと考える。
3-2. 研究グループ（研究プロジェクト）
：該当なし
3-3. 研究内容と達成度：該当なし
3-4. 自己評価と次年度計画：今年は久しぶりに教員の欠員が解消され、新任の教員が 2 名加わった。この 2 名の教員には
学内の仕事に慣れてもらうことに時間を費やした。次年度は一人ひとりが自らのテーマについて研究活動に取り組めるよ
うにしたい。プロジェクト研究費、学会発表など積極的に取り組んでいきたい。
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通じて精神看護学の発展に寄与することを目的とする。
3-2. 研究グループ(研究プロジェクト)：
「親子交流授業プログラム」の子ども虐待予防におけるポピュレーションアプロ
ーチとしての有用性の検討－プログラムに継続して参加協力する乳幼児保護者への FGI 調査から－
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3-3. 研究内容と達成度：本研究は、石川県内の高校で開催されている「親子交流授業プログラム」に継続して参加協力し
ている乳幼児保護者を対象に FGI 調査を行い、子ども虐待予防のポピュレーションアプローチとしての同プログラムの有
用性を明らかにしようとするものである。すでに能登・金沢の 2 地区での調査を終了し、質的帰納的方法により分析を進
めている。2019 年 3 月に調査を終了し、本年度は得られた調査データをグラウンデットセオリーアプローチの手法を用い
て質的帰納的分析を行った。現在、データのカテゴリー化が終了し、アキシャル・コーディングからセレクティブ・コー
ディングに進んでおり、カテゴリー関連図を検討している段階である。
3-4．自己評価と次年度計画： 当初予定よりやや進度が遅れているが、次年度 5 月までには分析を終了する予定である。
現在、分析途中であるが、
「親子交流授業プログラム」の子ども虐待予防における有用性について、新たな知見が見出され
つつあり、2020 年の子ども虐待防止学会において、「親子交流授業プログラム」での取り組みをシンポジウム形式で発表
する予定である。また、子ども虐待防止学会発表及び論文投稿を予定している。
＜地域看護学領域＞
3-1. 目的・目標：地域看護活動や保健師および訪問看護師のキャリアディベロップメントに関する研究、地域住民の健康
の現状についての調査を継続し、研究のプロセスにおける地域との連携や研究成果が地域に貢献することをめざしている。
3-2. 研究グループ：①保健師の現任教育に関する新人保健師のニーズと現任教育体制の現状に関する研究（菊池チトセ,
千田みゆき,山路真佐子）②こころの健康に関する研究－大都市近郊住民を対象として－（山路真佐子，千田みゆき，柴崎
智美：継続）③「埼玉県西部地域における地域連携型新卒訪問看護師育成システムの構築」
（西岡ひとみ,千田みゆき：埼
玉医科大学保健医療学部プロジェクト）④日高市民の健康習慣に関する調査（千田みゆき,菊池チトセ,山路真佐子,西岡ひ
とみ,野田万里,内田久子）⑤地域における自殺対策の実態（山路真佐子，野田万里：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト）
3-3. 研究内容と達成度：①報告書の作成と次の段階への研究テーマの検討中である。達成度 40% ②地域住民を対象とす
る心の健康に関する調査である。分析を進め、論文執筆に着手した。達成度 85% ③論文が完成した。達成度 90% ④一部
を看護学科紀要に投稿し発表した。達成度 95% ⑤データ収集のための準備を行った。達成度 25%
3-4. 自己評価と次年度計画：①報告書の完成を目指すとともに次の段階への研究テーマの検討を行う。②は論文投稿を目
指す。③論文が完成したため投稿を目指す。④未発表部分の発表を目指す。⑤データ収集、分析を目指す。

4．診療
小児心臓外科手術（週 1 回午前・午後）(加藤木利行),リハビリ科専門外来（隔週 1 回午前）(佐久間肇),消化器一般外科
外来（週 1 回午後）
（辻美隆）

5．その他
5-1. 自治体、政府関連委員
文部科学省プロジェクトチーム：国際協力型がん臨床指導者養成拠点 8 大学（筑波大学,千葉大学,群馬大学,埼玉医科大学,
日本医科大学,獨協医科大学,茨城県立医療大学,群馬県立県民健康科学大学）共同プロジェクト委員会埼玉医科大学看護系
委員(代表粟生田友子,本谷久美子,千田みゆき),日高市健康づくり推進会議委員(千田みゆき）, 日高市自殺対策推進連絡
会委員(山路真佐子)，飯能市介護給付費等の支給に関する審査会委員（野田万里）、埼玉県総合医局機構地域医療教育センタ
ー委員会運営企画部会会長（辻美隆）,埼玉県市町村総合相談支援体制構築アドバイザー（加藤巳佐子），飯能市男女共同参画
審議会会長職務代理者（加藤巳佐子），東京都保育士キャリアアップ研修会講師（野田智子）
5-2. 学術誌、編集委員、査読委員
日本地域看護学会査読委員(千田みゆき）
，聖路加看護学会誌査読委員(千田みゆき),埼玉医科大学医学会編集委員（千田み
ゆき）
，
「看護科学研究」査読委員（大賀淳子）, 日本看護科学学会査読委員(粟生田友子)，日本老年看護学会査読委員(粟
生田友子) , 日本循環器管理病予防学会誌編集委員(菊池チトセ),日本保健科学学会査読委員（藤村博恵），医教編集部看
護師国家試験対策問題「在宅看護論」監修委員（西岡ひとみ）
，学研編集部看護師国家試験対策問題「在宅看護論」監修委
員（西岡ひとみ）, メディカ出版第 108 回看護師国師対策模擬試験問題監修委員（西岡ひとみ）,日本医学教育学会「医学
教育」査読委員（辻美隆）
5-3. その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
【大学・大学院・その他の非常勤講師等】
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公立大学法人首都大学東京大学院非常勤講師(千田みゆき, 藤村博恵), 札幌医科大学保健医療学部大学院非常勤講師（粟
生田友子）
， 獨協医科大学大学院非常勤講師（粟生田友子）
，西武文理大学非常勤講師（辻美隆）
、長野保健医療大学非常
勤講師（佐久間肇）, 東都大学看護学部非常勤講師（粟生田友子）,埼玉医科大学キャリアアップセンター実習指導者講習
会講師（千田みゆき,大森智美,野田智子,大賀淳子, 粟生田友子,菊池チトセ,小林由起子, 本谷久美子,石田欣也,川合美奈,
成田みぎわ）, 埼玉医科大学国際医療センター院内認定看護師研修会講師（本谷久美子,西岡ひとみ，野田智子、横山ひろ
み）, 獨協医科大学 SD センター認知症看護認定看護師教育課程講師（粟生田友子）
，飯能看護専門学校非常勤講師（大賀
淳子, 大澤優子）,埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル講習会講師（横山ひろみ）, 埼玉医科大学病院
看護部教育委員会主催実習指導者研修講師（横山ひろみ）, 朝霞地区看護専門学校非常勤講師（是村利幸） ,社会福祉法
人埼玉医療福祉会医療型障害児入所施設カルガモの家看護研究指導（野田智子,川合美奈）, 比企准看護学校講師（梶原貴
宏、
）,埼玉県介護支援専門員実務研修講師（加藤巳佐子）,埼玉県包括的支援体制における相談援助能力向上研修講師（加
藤巳佐子）,千葉県立幕張高等学校非常勤講師（松坂充子）,，回復期リハビリテーション病棟協会セラピストマネージャ
ーコース（第 10 期／2019 年度）講師（粟生田友子）
，回復期リハビリテーション病棟協会回復期リハ看護師認定コース
第 8 期(2019 年度)講師（粟生田友子）, 埼玉県スクールカウンセラー（大野美佐子）
【学会役員・その他の学会関連】
日本胸部外科学会名誉会員(加藤木利行),Congenital Heart Surgeons Society 東日本監事(加藤木利行), 日本看護研究学
会評議員（千田みゆき）, 埼玉医科大学医学会評議員（千田みゆき）
，特定非営利活動法人日本健康教育士養成機構理事（野
田智子），日本ヒューマンケア・ネットワーク学会理事（佐久間肇）,日本障がい者スポーツ健康科学看護学会顧問（佐久
間肇）, 日本医学教育学会代議員（辻美隆）,日本シミュレーション医療教育学会評議員（辻美隆）,日本臨床外科学会評
議員（辻美隆）, 日本医学教育学会卒前教育委員会委員（辻美隆）,日本循環器管理病予防学会評議員(菊池チトセ),日本
アディクション看護学会理事（大澤優子）
，日本アディクション看護学会選挙管理委員会委員長(大澤優子), ユースメンタ
ルヘルス研究会世話人（大澤優子），日本アディクション看護学会選挙管理委員（成田みぎわ），日本生理学会評議員（金
子優子）， 日本リハビリテーション看護学会 理事長（粟生田友子），日本リハビリテーション看護学会教育プロジェクト
委員（粟生田友子）,日本老年看護学会代議員（粟生田友子），国立障害者リハビリテーションセンター学院脳卒中リハビ
リテーション看護認定看護師教育課程入試委員（粟生田友子）， 日本リハビリテーション病院・施設協会理事（粟生田友
子）
，日本慢性期看護学会学術大会企画委員(粟生田友子)
【その他】
日本健康教育士養成機構本部養成企画会議副議長(野田智子)，日本障がい者スポーツ協会・障がい者スポーツ医養成講習
会講師（佐久間肇）,日本障がい者スポーツ協会・障がい者スポーツトレーナー養成講習会講師（佐久間肇）, 日本障がい
者スポーツ協会・中級障がい者スポーツ指導員養成講習会講師（佐久間肇）,秋田県美郷町メンタルヘルスサポーター養成
講座講師（山路真佐子）,日高市「こころも身体もリラックス～こころの健康教室～」講師（千田みゆき，菊池チトセ，野
田万里,内田久子，川端泰子）
，川越市現任教育研修会講師（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
，課外学習プログラム
「HA-03 保健師の仕事を体験しよう！！」
（菊池チトセ，千田みゆき）
，日高市立高萩小学校エピペン講習会講師（内田久
子，菊池チトセ）
，埼玉県看護協会埼玉県の看護を考える会委員（西岡ひとみ）, 埼玉県看護協会「准看護師進学支援研修会お
よび交流会」企画運営委員・講師（西岡ひとみ）, 埼玉県看護協会「地域ケアシステム交流会」企画運営委員（西岡ひとみ），西武学
園西武文理中学校 1 年生対象「職業研究会」講師（西岡ひとみ）,埼玉県小児在宅医療推進事業埼玉県小児在宅医療推進事業医
療的ケア児の在宅支援に関わる看護師講習会講師（野田智子），埼玉県看護協会災害看護対策委員会委員(加藤巳佐子),令和
元年度九都県市防災訓練・災害支援ナース活動(加藤巳佐子),埼玉県大規模地震時医療活動訓練・災害支援ナース活動(加
藤巳佐子),埼玉県帰宅困難者対応訓練・災害支援ナース(加藤巳佐子),東京都保育士キャリアアップ研修エピペン講習（野
田智子,川合美奈,齋藤美奈子）
「日本リハビリテーション看護学会第 63 回研修会―リハビリテーション看護における意思決定支援」講演(粟生田友子)．
日本回復期リハビリテーション病棟協会研修会講演「患者の主体性をはぐくむー」(粟生田友子)， 日本看護協会認定看護
師制度見直し検討委員会委員：脳卒中看護リハビリテーション看護師担当（粟生田友子）
，美原記念病院研修会講師（群馬）
演題「せん妄評価ツールと活用」
（粟生田友子）, 板橋区金沢小学校教員研修講師（大野美佐子）
、保護者向け地区道徳公
開講座（板橋区）講師（大野美佐子）
，第 43 回心身健康科学サイエンスカフェ講師（大賀淳子）
，第 24 回心身健康科学ア
ドバイザー講習会講師（大賀淳子）
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6．業績
＜看護関連科学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①佐久間肇：内部障害. 平成30年度版障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト（独立行政法人 高齢・障害者・求職
者雇用支援機構編）. 2019.6.
②辻美隆, 是村利幸, 佐久間肇, 加藤木利行他：医療人養成学部および医学部におけるヒヤリハット報告を用いた医療安
全教育，第51回日本医学教育学会大会，2019.7，京都
③川村勇樹，辻美隆他：医学部学生のBLS演習におけるQCPRシステムの有用性，日本シミュレーション医療教育学会雑誌，
7,31-36,2019
④村田栄子，金子優子：今月のワーク＆テスト 解剖生理学

第1回〜12回，クリニカルスタディ4月号〜3月号，40(4)44-51，

40(5)43-50，40(7)44-51，40(8)44-51，40(9)44-51，40(10)43-50，40(11)44-51，40(12)42-51，41(1)44-51，41(2)43-50，
41(3)44-51，2019〜2020.
⑤大野美佐子：カウンセラーが相談者と一緒に作るアセスメントシートの効果についてー発達特性に関する自己理解支援
の一助としてー

日本学校心理士会2019年度大会、2019．8.17-18、千葉
【総数：論文 1 件、著書 13 件、学会発表 2 件】

6-2. 獲得研究費：
①金子優子：網膜における多様な電位依存性 Na チャネルの発現様式の同定（2019 年度埼玉医科大学保健医療学部のプロ
ジェクト研究費 8 万円）
6-3. 受賞：該当なし
6-4. 特許、実用新案：該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし
＜基礎看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①千葉今日子,冨田幸江,横山ひろみ: 看護学臨地実習指導者の自己教育力とキャリアコミットメントの関連,埼玉医科大
学看護学科紀要,13(1),21-29,2019.
②小林由起子,冨田幸江: 特別養護老人ホームに勤務する看護師の職務継続意思とその関連要因,日本自立支援介護、パワ
ーリハ学会誌,13(2),116-125,2019.
③横山ひろみ，鈴木英子，冨田幸江，千葉今日子：看護系大学教員の仕事における困難感, 第 29 回日本健康医学会総
会,2019,11,兵庫.
④塩見直子，鈴木英子，松谷弘子，岡村眞喜子，小田初美：首都圏の大学病院に勤務する看護師の職業的アイデンティテ
ィと離職意向の関連,第 29 回日本健康医学会総会,2019,11,兵庫．
⑤千葉今日子，冨田幸江，横山ひろみ，中澤沙織：
「看護学臨地実習指導者の自己教育力尺度」の構成概念妥当性の検証, 第
29 回日本健康医学会総会,2019,11,兵庫.
⑥小林由起子,坂田佳美,冨田幸江：特別養護老人ホームに勤務する看護師の職務継続意思とその関連要因,第 18 回日本自
立支援介護・パワーリハ学会,2019.6,東京.
⑦小林由起子,冨田幸江：特別養護老人ホームに 5 年以上勤務する看護師の職務継続意思とその関連要因,第 13 回看護教育
研究学会,2019.10,東京.
⑧Hiromi Yokoyama, sachie Tomita, Masae Miwa et al: Examination of reliability and validity of a scale to measure
the experience of nursing students to form terminally ill patient- nurse relationships, 7th Annral Worldwide
Nursing Conference July 15-16.2019 Singapore.
⑨Naoko Shiomi,Eiko Suzuki,Chihiro Asakura,Hiroko Matsuya,Hitomi Setoguchi: The trends of Nurse Burnout Research
on education in Japan. ~Focus on the association with professional identity. ~HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE
ON EDUCATION ,18TH ANNUAL CONFERENCE,2020,1,HAWAII.
【総数：論文 2 件、学会発表 7 件】
6-2. 獲得研究費：
①千葉今日子,冨田幸江,小林由起子,横山ひろみ：看護学臨地実習指導者の自己教育力とその影響要因（2019 年度埼玉医
科大学保健医療学部プロジェクト研究費 80 万円）
②小林由起子, 冨田幸江：特別養護老人ホームに勤務する看護師が認識する介護職との連携のとらえ方（2019 年度埼玉医
科大学保健医療学部プロジェクト研究費 16 万円）
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③横山ひろみ，冨田幸江，千葉今日子：看護系大学教員のキャリアコミットメントが離職意向に与える影響（2019 年度埼
玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 25 万円）
6-3. 受賞：看護学概論Ⅱベストティーチャー賞(講義部門)、基礎看護技術Ⅰベストティーチャー賞(演習部門)、基礎看護
技術Ⅴベストティーチャー賞(演習部門)、看護方法演習ベストティーチャー賞(演習部門)
6-4. 特許、実用新案：該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし
＜成人看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①粟生田友子：リハビリテーション看護の今とこれから，シンポジスト，
（合同シンポジウム 18 リハビリテーシ
ョン看護の今とこれから，シンポジスト 5 名）
，第 56 回リハビリテーション医学会学術集会 JARM2019-最先端
リハビリテーション医学の今とこれから，2019.6.-12-6.16，神戸．
②粟生田友子，原三紀子，熊谷恒子，板倉喜子，佐藤啓子ほか：インフォメーションイクスチェンジ発表 35―看
護管理者のナラティブを通して看護師の生活を見る力―生活を支える力をはぐくむための生活支援を検討す
る；粟生田友子：発表テーマ「生活視点はどう広がるか―生活視点を育てる」
，第 23 回日本看護管理学会学術
集会，2019．8.23-24，新潟市．
③粟生田友子，板倉喜子，原三紀子，石川ふみよ，荒木暁子：リハビリテーション看護のクリニカルラダー原案
の策定，日本リハビリテーション看護学会誌，9(1)，2019,11.20
④粟生田友子：ナーシンググラフィカ EX 疾患と看護 7－運動器（山本恵子編）
，第 6 勝 1～4 節

脱臼,第 8 章 3

節膝内障等，ⅯＣメディカ，全 334 ページ，2020.1.15．
以下は、COVIT-19 により集合形式の大会中止、誌上発表
⑤Masumi Hasegawa，Tomoko Aohda，Ryoko Michinobu，Terumi Kijima，Megumi Toriya: Holistic care for patients
with risk of delirium in acute care hospitals in Japan，The 6th Inernational Nursing Rsearch Conference
of World Academy of Nursing Science，2020.2.28-29 ,Osaka．抄録集
⑥粟生田友子：せん妄評価ツールの活用とせん妄ケアの開発，日本看護学評価学会シンポジウム、シンポジスト，
2020．3.10，東京．抄録集 P34-35.
⑦粟生田友子：教育講演，演題：豊かな生活への視点―その先にある看護の技，日本リハビリテーション研究大
会 in 札幌，2020.3.13-14，札幌．
【総数：論文１件、学会発表 5 件、教育講演 1 件，著書 1 件】
6-2. 獲得研究費：
①粟生田友子(研究分担者)：鳥谷めぐみ代表，軽症脳卒中患者への急性期から在宅までのシームレスな再発予防
支援プログラム開発，科学研究助成金, 基盤研究（C）, 課題番号 15K11759，平成 28 年～31 年度，研究分担
者分担金 768 千円．
②粟生田友子(研究分担者)：長谷川真澄代表，せん妄ケア質評価指標の作成と有用性の検討，科学研究費助成金，
基盤研究(Ｃ)，課題番号 16K1219，平成 28 年～31 年度．研究分担金 150 千円．
③粟生田友子(研究分担者)：六角遼子代表：幼老共生施設での世代間交流プログラムと継続実践システム活用効
果と確立を実証する，基盤研究(Ｂ)，課題番号 18H 03086，平成 30 年～34 年，研究分担金 100 千円
④粟生田友子：令和元年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業「長期療養を目的とした施設におけるリハビリ
テーションのあり方等に関する調査」
，研究代表 みずほ情報総研株式会社，検討会委員（共同研究）
，令和元年
度
6-3. 受賞：該当なし
6-4. 特許、実用新案： 該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
①文部科学省平成 30 年度大学教育再生戦略推進費「多様なニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナ
ル)養成プラン」採択事業

関東がん専門医療人材養成拠点,申請担当大学：筑波大学(連携大学：千葉大学,群馬大学,

埼玉医科大学,日本医科大学,獨協医科大学,東京医科大学,茨城県立医療大学,群馬県立県民健康科学大学,上智大学,星
薬科大学,昭和大学)の 12 大学共同プロジェクト．がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)養成プラン「関東がん専
門医療人養成拠点」平成 30 年度埼玉医科「大学包括的ライフステージサポート医療人養成コース」2020 年 2 月 7 日，3
月 8 日 (粟生田友子,本谷久美子).
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②学会ワークショップ企画：看護部長のナラティブを通して生活の視点を持った看護師の育成について検討する，第 31
回日本リハビリテーション看護学会学術大会．2019.11.9-10，(原三紀子，粟生田友子，熊谷恒子，板倉喜子，佐藤啓
子，市川真)
③学会交流集会企画，荒木暁子，後迫瑞穂，佐藤啓子，岩川彰子，市川真，佐藤史，浦野妃呂美,粟生田友子ほか 3 名：リ
ハビリテーション看護のラダー―リハビリテーション看護実践能力において求められる行動，日本リハビリテーション
看護学会第 31 回学術大会,東京,2019.11.9-10，
④市川真，岩川彰子，粟生田友子、他 5 名：脳卒中リハビリテーション看護認定看護師交流会―認定看護師の新制度に向
けて私たちが考えていくこと，第 31 回日本リハビリテーション看護学会学術大会．2019.11.9-10．
＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
6-2. 獲得研究費

：該当なし

6-3. 受賞：該当なし
6-4. 特許、実用新案： 該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績： 該当なし
【総数：論文 0 件、学会発表 0 件】
＜小児看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①川合美奈,光樂香織：小児看護学におけるアクティブラーニングを意識した学習支援-学生による授業評価アンケートの
分析結果から-,日本看護学教育学会誌,29(2),7-36,2019.
②野田智子,藤村小智子：知的障害特別支援学校小学部における学校医検診の工夫と配慮,埼玉医科大学看護学科紀要，13
（1）,9-19,2020.
③川合美奈，三国久美：NICU の看護スタッフによる父親への育児支援,日本小児看護学会,第 29 回学術集会,2019,8,北海
道.
④川合美奈，三国久美：NICU および GCU に子どもが入院している父親への支援の実態調査,乳幼児保健学会第 13 回学術集
会,2019.10,千葉.
⑤野田智子,柳田美子,北見由奈,他 7 名：NPO 法人日本健康教育士養成機構 2018 年度サマーセミナー「学校・職域・地域
におけるこころの健康づくり」実践報告,第 28 回日本健康教育学会学術大会,2019,6,東京．
⑥柳田美子,野田智子,本底多恵子,他 7 名：
「こころの健康づくり」における健康教育士の役割と可能性,第 28 回日本健康
教育学会学術大会,2019,6,東京．
⑦野田智子,齋藤美奈子：学齢期重症心身障害児の栄養アセスメントの現状－在宅児と入所児の栄養アセスメント調査から
－,日本健康・栄養システム学会 2019,2019,6,神戸.
⑧野田智子,鎌田尚子：肢体不自由特別支援学校養護教諭の養護実践にみる専門性の検討,日本養護教諭教育学会第 27 回学
術集会,2019,12,神奈川.
⑨藤沼小智子,野田智子：特別支援学校知的障害部門教諭の定期健康診断事前指導に対する認識－中学部生徒の健康管理を
担当する養護教諭等への調査から－,日本学校保健学会第 66 回学術集会,2019,12,東京.
【総数：論文 2 件、学会発表 7 件、著書 1 件、その他 2 件】
6-2. 獲得研究費：
①野田智子：肢体不自由特別支援学校における栄養状態評価の重質に向けた評価シートの作成と提案（文部科学省科学研
究費補助金,基盤 C,2019～2021）
．
②川合美奈：医療型重症心身障害児施設における保育士の職務継続支援や教育プログラムの検討（文部科学省科学研究費
補助金基盤 C,2019～2022）
．
③松坂充子,川合美奈：看護系大学における若手助教の実習教育育成プログラムの実施と評価（プロジェクト研究

2019

～2020）
．
6-3. 受賞： 該当なし
6-4. 特許、実用新案： 該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績
①野田智子：特定非営利活動法人日本健康教育士養成機構サマーセミナー「生涯を通してのフレイル予防」
．2019,8,24-25．
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＜母性看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表：
①今村久美子，藤村博恵：妊産褥婦の性に関する保健指導についての勤務助産師の行動，第 60 回日本母性衛生学会学術
集会，2019.10，浦安市．
②安田裕子，加藤泉，宮良淳子，藤村博恵：周産期の母親のメンタルヘルスにおけるマインドフルネスの効果に関する文
献調査，第 60 回日本母性衛生学会学術集会，2019.10，浦安市．
③Imamura Kumiko, Fujimura Hiroe, Yasuda Yuko：Awareness of importance to health guidance about during and
post pregnancy sexual life in hospital setting as midwife，The 6th International Nursing Research Conference of
World Academy of Nursing Science（WANS）
，29 February 2020，Osaka．
【総数：論文 0 件、学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費：
①松坂充子: 埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究.
②山本久美子: 埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究.
6-3. 受賞： 該当なし
6-4. 特許、実用新案： 該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし
＜精神看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①千原裕香，西村真実子，成田みぎわ，金谷雅代，寺井孝弘，伊達岡五月，本部由梨：青年期における「親世代になるこ
とに対する意識尺度」の作成と信頼性・妥当性の検討，日本看護科学学会誌，39，211-220，2019．
②大賀淳子：高齢者の登山に関する先行文献の検討，第 39 回日本登山医学会学術集会，2019，6，つくば．
③大賀淳子：学校登山による自己効力感の変化における中学高校および男女の比較,第 78 回日本公衆衛生学会,2019,10,
高知．
【総数：論文 1 件,学会発表 2 件】
6-2. 獲得研究費：該当なし
6-3. 受賞： 該当なし
6-4. 特許,実用新案： 該当なし
6-5. 学会,研究会,セミナー等の開催実績：

該当なし

＜地域看護学領域＞
6-1. 論文・学会発表
①菊池チトセ,千田みゆき,山路真佐子,西岡ひとみ,野田万里,内田久子：A 市市民の健康習慣とはつらつ感の実態

－

2016 年の調査から（第 3 報）－,埼玉医科大学看護学科紀要,13(1),31-40.
②野田万里,千田みゆき：NPO 法人育児グループにおけるコミュニティ・エンパワメントの影響要因,埼玉医科大学看護
学科紀要,13(1),1-8.
③川端泰子, 千田みゆき：行政で働く新任保健師の困難に関する文献検討, 埼玉医科大学看護学科紀要,13(1),41-47.
④田中貴絵,千田みゆき：統合失調症をもつ在宅療養者のエンパワーメントを高める看護師のケアとその実施に至る思
い・考え,日本地域看護学会 第 22 回学術集会, 2019,8,横浜.
⑤冨岡文,千田みゆき: 看護職の倫理的感受性の概念分析, 日本地域看護学会 第 22 回学術集会, 2019,8,横浜.
【総数：論文 3 件、学会発表 2 件】
6-2. 獲得研究費：山路真佐子,野田万里: 埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究.
6-3. 受賞： 該当なし
6-4. 特許、実用新案： 該当なし
6-5. 学会、研究会、セミナー等の開催実績：該当なし

７. 自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
令和元年度は 11 回生が卒業した。看護師国家試験の結果は、新卒合格率は 95.5％（4 名不合格）
、既卒者 1 名受験 1 名
合格であった。保健師国家試験は新卒合格率は１00％であった。看護師国家試験は、昨年不合格であった既卒者が合格し
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たので、学部開設からの不合格者は、今年度不合格の 4 名となる。新卒者の全国平均合格率 94.7%よりわずかに上回った
が、4 名の不合格は近年になく悪い結果となった。
各種実習については、実習施設と円滑に連携がとれ、看護学実習に関する意見交換会にも多くの実習指導者の参加を得
て、滞りなく終了した。新カリキュラム改訂時に、実習はできるだけ臨地で行い、学内日を減らすよう文部科学省から指
導を受けたので、30 年度新カリキュラムに該当する基礎看護学実習Ⅱ、老年看護学実習Ⅰに続き令和元年度開講の実践応
用の看護学実習について、学内実習としていた 1 週目の金曜と 2 週目の月曜を臨地での実習とする変更点について、実習
計画通りの実習ができるよう、実習施設との意見交換会の際に説明して実習施設に理解を求めた。また、令和 2 年度に開
講する 4 年次「看護総合セミナー」の準備を進めた。4 年間の学修を統合するための科目なので、専門基礎科目及び専門
科目の多数の教員がオムニバス形式で通年で開講する。担当教員への依頼、時間割の調整等、困難なこともあったが、期
限までにシラバスを作成することができた。
委員会活動は、それぞれの役割を果たし、学科の運営を円滑に行うことができた。令和元年度の退職者は 1 名、臨床へ
の異動が 1 名あり、次年度 4 月の採用は 4 名である。
一般入学試験前期 2 次試験に小論文を課したことにより、いったん志願者が減少したが、今年度は特に小論文について
の説明を広報した結果、志願者数は回復した。ルーブリックによる採点も、円滑に短時間で終了できた。
看護学科公開講座は、9 月 21 日（土）に大賀淳子教授が講師となり、
「看護コンサルテーションを臨床に生かす」とい
うテーマで行い、学外から 13 名、合計 40 名の参加者を得、好評であった。また、紀要・研究推進委員会企画の研究推進
セミナー「科研費に採択される応募テーマについて」は RA センター神田春香氏を講師に 8 月 2 日に実施し、多くの教員の
参加を得た。一方、看護学科 FD は、看護学科 FD・公開講座委員会が中心となり「学生への対応で困難だったこと

～学

生指導の質を向上するために～」をテーマに、看護学研究科 FD は「査読システムを知って論文を投稿につなげよう」をテ
ーマに 3 月に企画したが、新型感染症の拡大のため、いずれも中止となった。
7-2. 次年度の改善計画
次年度こそ、再び看護師国家試験が全員合格となるよう、学生支援体制を強化していく。例年、3 年次春期休業前に問
題集を全員に購入させ、それに沿って学内試験を実施するなどの動機づけを行い、4 年次後半は教員がついてグループ学
習を行い、効果を上げてきたので、次年度も同様の指導を行っていく。さらに、学生の個別性に応じた関わりが十分でき
なかったと思われるので、次年度は学生の特性を十分に把握し個別指導に力を入れる必要があろう。
次年度は新カリキュラムの完成年度となるので、すべての実習、授業が円滑に運営できるよう、実習施設との連携・調
整を密にし、教員の欠員については引き続き補充できるよう公募していく。新型コロナウイルス感染症の感染状況とそれ
に伴う行政等の動向を勘案しつつ、感染防止対策を工夫しながら、大学の教育・研究・社会貢献の維持・向上に努める。
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2．臨床検査学科
１．構成員
茅野 秀一（KAYANO，Hidekazu）：教授：学科長：指導教員（大学院）
：人体病理学、分子病理学、医学教育学：博士
小野川 傑（ONOGAWA，Tsuyoshi）
：教授：大学院教員（大学院）
：免疫学、臨床免疫学、輸血移植学：博士
佐藤 正夫（SATOH，Masao）
：教授：指導教員（大学院）
：微生物学、医動物学：博士
藤原 智徳（FUJIWARA，Tomonori）
：教授：指導教員（大学院）：生理学、神経科学：博士
間山 伸（MAYAMA，Shin）
：教授：英文学：修士
村田 栄子（MURATA，Eiko）
：教授：指導教員（大学院）
：解剖学：博士
飯野 望（IINO，Nozomi）
：准教授：指導教員（大学院）
：遺伝子検査学、血液学、臨床血液学：博士
来住野 修（KISHINO，Osamu）
：准教授：臨床生理学：学士
野寺 誠（NODERA，Makoto）
：准教授：指導教員（大学院）
：衛生学、予防医学、産業保健学：博士
村本 良三（MURAMOTO，Yoshimi）
：准教授：臨床化学
内田 康子（UCHIDA，Yasuko）
：講師：臨床生理学：修士
上滝 圭介（KAMITAKI，Keisuke）
：講師：英文学：修士
黒田 真代（KURODA，Masayo）
：講師：細胞検査診断学：博士
小峰 伸一（KOMINE，Shinichi）：講師：臨床検査学：修士
下垣 里河（SHIMOGAKI，Satoka）
：講師：臨床化学：博士（8 月退職）
髙橋 俊（TAKAHASHI，Shun）
：講師：医用工学、情報科学、臨床微生物学：修士（6 月退職）
伴塲 裕巳（BAMBA，Hiromi）
：講師：指導教員（大学院）
：人体の構造と機能ⅡA,B（生化学）、栄養学：博士
菅野 佳之（KANNO，Yoshiyuki）：助教：修士
高木 徹（TAKAGI，Akira）
：助教：博士（11 月着任）
水谷 諭史（MIZUTANI，Satoshi）
：助教：博士
宮嶋 由佳（MIYAJIMA，Yuka）
：助教：修士
山本 晃司（YAMAMOTO，Koji）
：助教：博士
山本 梓司（YAMAMOTO，Shinji）：助教：博士
大村 一之（OHMURA，Kazuyuki）：助教：修士
市岡 正適（ICHIOKA，Masayuki）
：客員教授：独文学：修士
鈴木 正彦（SUZUKI，Masahiko）：客員教授：薬理学、人体の構造と機能Ⅰ（生理学）
、薬事関係法規：博士

２．教育
2-1．目的･目標
学科名称を平成 27 年 4 月より「健康医療科学科」から「臨床検査学科」に改称した。本学科は、幅広い教養と生命の尊
重を基盤とする高い倫理観と人を思いやる豊かな人間性をもち、確かな医学知識と医療技術を修得して質の高い臨床検査
技師を養成する使命と、働く場の衛生、環境保全あるいは食の安全などに関する幅広い知識と技術を修得して、卒業後は
保健衛生活動を実践する行動力を備えた第一種衛生管理者を養成する使命の 2 つを達成目標として掲げている。
臨床検査技師・健康食品管理士の受験資格、第一種衛生管理者の申請に必要な科目についてはカリキュラム・マップを
作成し関連性を重視した時間割が構成されている。臨床検査技師の国試合格率向上を目指し、 1 年次前期から臨床検査系
科目を配し、早期に臨床検査学の一部を体験できるようになっている。本学科で開講している科目は科学的思考の基盤と
なる数学・自然科学系科目（数学、統計学、物理学・物理学実験、化学Ⅰ・Ⅱ・化学実験、生物学・生物学実験）と人間
と生活の理解につながる人文科学・社会科学系科目（倫理学、哲学、文学、心理学、人間発達学、社会学、社会福祉論、
法学、スポーツ科学）および外国語系科目（英語Ⅰ・Ⅱ、医学英語、ドイツ語、原書講読）を必修あるいは選択科目とし
て配置して、基礎分野の各領域科目を偏りなく学習してもらうことを目標にした。また、基礎医学系の科目として、人体
の構造と機能Ⅰと実習、人体の構造と機能ⅡA・ⅡB と実習を開講して、ヒトの解剖学、生理学あるいは生化学などについ
て学び、人体の正常な機能と構造の理解を深めた。さらに、専門基礎系科目（医療の基本Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、病理学、微生物学、
血液学、免疫学、薬理学、公衆衛生学と実習、保健医療福祉総論、医用工学と実習、情報科学と実習、医動物学と実習）
を開講し、臨床検査学分野の基礎的知識と技術を身につけるとともに、臨床検査系科目として、臨床病理学総論、臨床検
査総論と実習、基礎臨床化学と実習、臨床生理学Ⅰ・Ⅱ・ⅢとⅠ・Ⅱ・Ⅲ実習、検査機器総論、病理組織細胞検査学と実
習、臨床血液学と実習、臨床化学と実習、放射性同位元素検査学、臨床微生物学と実習、臨床免疫学と実習、輸血移植学

0873

と実習、遺伝子検査学、検査管理学、検体情報処理科学、検体採取処理技術などを開講して、幅広く充実した臨床検査医
学教育を行うことを目標にした。加えて、臨地実習については学内施設並びに学外施設での実習をより充実させる一方、国
家試験の資格要件科目としての検査学特論などを開講して、臨床検査技師国家試験に備える内容を充実させた。さらに、
研究マインドを身につけ、研究意欲を高める目的で卒業研究を開講し幅の広い医学的知識を習得することを目標とする。

2-2．教育内容（担当者）
【当学科講義】
病理組織細胞検査学･30 時間（茅野）
、医動物学・30 時間（佐藤）
、微生物学・20 時間（佐藤）
、臨床微生物学・24 時間（佐
藤）
、食品衛生学･30 時間（佐藤）
、免疫学･30 時間（小野川）、臨床免疫学･30 時間（小野川）
、輸血移植学･30 時間（小野
川）
、検体採取処理技術・4 時間（小野川）
、人体の構造と機能Ⅰ･36 時間（村田）
、血液学･30 時間（飯野）
、臨床血液学･30
時間（飯野）
、遺伝子検査学･30 時間（飯野）
、臨床生理学Ⅱ･30 時間（来住野）
、臨床生理学Ⅲ･30 時間（来住野）
、検査情
報処理科学･10 時間（来住野）
、公衆衛生学･30 時間（野寺）
、環境保健学･26 時間（野寺）･産業保健学･30 時間（野寺）、
衛生管理学･10 時間（野寺）
、保健社会学･26 時間（野寺）
、基礎臨床化学･30 時間（村本）
、臨床化学･20 時間（村本）
、病
理学･30 時間（茅野）
、臨床病理学総論･30 時間（茅野）
、臨床生理学Ⅰ･30 時間（内田）
、英語Ⅱ･30 時間（上滝）
、臨床検
査総論･30 時間（小峰）
、検査管理学･30 時間（小峰）
、検体採取処理技術･18 時間（小峰）
、臨床化学･10 時間（下垣）
、検
体採取処理技術･2 時間（黒田）
、人体の構造と機能Ⅰ・4 時間（黒田）
、臨床微生物学･6 時間（髙橋）
、 検体採取処理技術･
4 時間（髙橋）
、人体の構造と機能ⅡA･30 時間（伴塲）
、人体の構造と機能ⅡB･30 時間（伴塲）
、栄養学･30 時間（伴塲）、
検体採取処理技術･2 時間（菅野）
、臨床血液学・4 時間（菅野）
、 公衆衛生学･14 時間（宮嶋）
、保健社会学･8 時間（宮嶋）、
産業保健学･10 時間（宮嶋）、衛生管理学･2 時間（宮嶋）
、人体の構造と機能Ⅰ･20 時間（藤原）
、英語Ⅰ・30 時間（間山） 、
微生物学･12 時間（高木）
、検査情報処理科学･16 時間（水谷）
【当学科実習等】
卒業研究･180 時間（茅野）
、企業実習・45 時間（茅野、村田、村本、伴塲、下垣）
、検査学特論･90 時間（茅野）
、医療の
基本 I･30 時間（茅野）、医療の基本 II･30 時間（茅野）
、 医療の基本 III･30 時間（茅野）、医動物学実習･90 時間（佐藤、
菅野）
、臨床微生物学実習･90 時間（佐藤）
、卒業研究･20 時間（佐藤）
、臨床免疫学実習･90 時間（小野川、山本晃）
、輸血
移植学実習･90 時間（小野川、山本晃）
、検査学特論・6 時間（小野川）
、卒業研究・180 時間（小野川）
、人体の構造と機
能Ⅰ（構造系実習）･90 時間（村田、黒田）
、臨床血液学実習･90 時間（飯野、小峰、菅野）
、臨床生理学Ⅰ実習･90 時間（内
田、来住野、水谷、大村）
、臨床生理学Ⅱ実習･90 時間（内田、来住野、水谷、大村）
、臨床生理学Ⅲ実習･90 時間（来住野、
内田、水谷、大村）、卒業研究･180 時間（来住野、内田、大村）
、卒業研究･180 時間（水谷）、公衆衛生学実習･45 時間（野
寺、宮嶋）
、基礎臨床化学実習･90 時間（村本、伴塲、 下垣）、臨床化学実習･90 時間（村本、伴塲、下垣）
、生物学実験･
90 時間（宮嶋、山本晃）
、人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）･90 時間（鈴木、藤原、山本梓）
、臨床検査総論実習･92 時
間（小峰、宮嶋、菅野）
、検査機器総論･46 時間（小峰）
、卒業研究･20 時間（小峰）
、病理組織細胞検査学実習･90 時間（黒
田、茅野、菅野）
、 病理細胞検査診断学･30 時間（黒田、茅野）
、臨床病理学総論・30 時間（茅野、黒田）検査学特論・6
時間（黒田）
、卒業研究・180 時間（黒田）
、物理学実験･92 時間（髙橋、水谷）
、情報科学実習･46 時間（市岡、髙橋、水
谷、大村）
、人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･90 時間（伴塲、下垣、小峰、村本）
、卒業研究･120 時間（伴塲）
、検査機
器総論･58 時間（下垣）
、 検査機器総論･24 時間（菅野）
、検査機器総論･50 時間（山本晃）
、検査機器総論･26 時間（村本）、
検査学特論･6 時間（山本晃）
、卒業研究･180 時間（山本晃）、化学実験・40 時間（山本梓）
、卒業研究･20 時間（山本梓）
、
臨床微生物学実習･45 時間（高木）
、卒業研究･50 時間（高木）
【他学科講義･実習等】
情報リテラシー（看護）
・30 時間（市岡、高橋、水谷、大村）
、情報科学演習（理学）
・28 時間（市岡、高橋、水谷、大村）
、
ヒトの病気Ⅰ（理学）
・6 時間（茅野）
、ヒトの病気Ⅱ（理学）
・2 時間（茅野）
、医療の基本 III（理学）
・30 時間（茅野）
、
人体の構造機能Ⅰ（看護）
・8 時間（鈴木、藤原）
、人体の構造機能Ⅱ（看護）
・20 時間（鈴木、藤原）
、人体の構造機能Ⅲ
（看護）
・16 時間（鈴木、藤原）
、人体の構造と機能実習（機能系）
（理学）
・46 時間（鈴木、藤原、山本梓）
、免疫学（看
護）
・16 時間（小野川）
、人体の構造と機能Ⅰ（看護）
・20 時間（村田）
、人体の構造と機能Ⅱ（看護）
・32 時間（村田）
、
、人体の構造と機能Ⅱ（医用）
・32 時
人体の構造と機能Ⅲ（看護）
・30 時間（村田）
、細胞生物学（医用）
・6 時間（村田）
間（村田）
、人体の構造と機能

構造系実習（理学）
・45 時間（村田）
、公衆衛生学（看護）・30 時間（野寺）
、公衆衛生学

（理学）
・26 時間（野寺）
、公衆衛生学（医用）
・16 時間（野寺）
、公衆衛生学国試補講（看護）
・20 時間（野寺）
、病理学
総論（医用）
・16 時間（茅野）
、英語Ⅱ（看護）
・30 時間（上滝）
、英語Ⅰ（臨工）
・18 時間（上滝）
、英語Ⅱ（臨工）
・18
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時間（上滝）
、英語Ⅰ（理学）
・18 時間（上滝）
、英語Ⅱ（理学）
・30 時間（上滝）
、人体の構造と機能Ⅰ（看護）
・8 時間（黒
田）
、人体の構造と機能Ⅱ（看護）
・16 時間（黒田）
、人体の構造と機能Ⅲ（看護）
・16 時間（黒田）
、人体の構造と機能Ⅱ
（医用）
・4 時間（黒田）
、食物・栄養学Ⅰ（看護）
・16 時間（伴塲）
、食物・栄養学Ⅱ（看護）
・16 時間（伴塲）、栄養学（理
学）
・16 時間（伴塲）
、公衆衛生学（看護）
・8 時間（宮嶋）
、公衆衛生学（理学）
・14 時間（宮嶋）
、公衆衛生学（臨工）・
12 時間（宮嶋）
、公衆衛生学国試補講（看護）
・4 時間（宮嶋）
、病原微生物学（看護）
・30 時間（佐藤）
、病理・微生物学
演習（理学）
・30 時間（佐藤）
、人体の構造と機能演習Ⅰ（理学）
・10 時間（藤原）
、人体の構造と機能演習Ⅱ（理学）14
時間（藤原）
、英語Ⅰ（看護）
・30 時間（間山）
、英語Ⅰ（医用）
・14 時間（間山）
、英語Ⅰ(理学)・14 時間（間山）
、看護
総合セミナー（看護）
・1 時間（飯野）
【本学医学部および法人関連学校の講義･実習等】
病理総論循環器（医学部 2 年生）･6 時間（茅野）
、ヒトの病気血液（医学部 3 年生）･2 時間（茅野）
、感覚器（医学部 4
年生）･2 時間（茅野）
、診療の基本（医学部 3 年）･2 時間（茅野）
、医療総論（医学部 6 年生）･2 時間（茅野）
、地域医学
（医学部）･2 時間（野寺）
、公衆衛生学（総合医療センター付属看護専門学校）･30 時間（野寺）
、公衆衛生学国試補講･10
時間（野寺）
、生理学（短期大学）･12 時間（内田）
、公衆衛生学（総合医療センター付属看護専門学校）･8 時間（宮嶋）、
薬理学実習（医学部）･30 時間（山本梓）
、感染実習（医学部 3 年生）･30 時間（高木）
、選択必修（医学部 1-2 年生）･18
時間（高木）
、機能系実習（医学部 2 年生）
・12 時間（菅野）
【他大学等の講義･実習】
臨床検査学総合演習Ⅰ（群馬パース大学）・2 時間（小野川）、臨床検査学総合演習Ⅱ（群馬パース大学）・4 時間（小野
川）、臨床免疫学（湘央医学技術専門学校）･50 時間（小野川）、免疫検査学特論（湘央医学技術専門学校）･25 時間（小
野川）、輸血検査学（西武医学技術専門学校）･30 時間（小野川）、産業保健学（東京慈恵会医科大学）･2 時間（野寺）、
病理診断学（獨協医科大学）･5 時間（飯野）、生理学特論 B（生理機能検査学実習）
（大東文化大学）・90 時間（来住野）、
バイオサイエンスⅠ（桐蔭横浜大学）･30 時間（村本）、解剖生理学Ⅱ（秩父看護専門学校）･30 時間（内田）、英語 3、
4（日本大学）･120 時間（上滝）、公衆衛生学･統計学（上福岡高等看護学院）･36 時間（宮嶋）、公衆衛生学（日本医科
学大学校）･32 時間（宮嶋）、公衆衛生学（相模女子大学短期大学部）･62 時間（宮嶋）、病態生理学（杏林大学）･10 時
間（藤原）、病態生理学実習（杏林大学）・40 時間（藤原）、英語リスニング（日本大学）・30 時間（間山）、人体の機
能（飯能看護専門学校）･20 時間（山本梓）
【大学院教育】
環境微生物学特論（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（佐藤）
病態生理学（埼玉医科大学大学院看護学研究科）･14 時間（藤原）
生体機能形態学概論（埼玉医科大学大学院修士課程）･14 時間（村田）
環境衛生科学（埼玉医科大学大学院修士課程･14 時間（野寺）
2-3．達成度
各教員は年度初めに学生に提示したシラバスの目標と授業計画にしたがって、講義と実習あるいは演習を遂行していた。
学生による授業評価においても一定の理解を得られる結果になった。また、担当科目だけでなく学生の諸問題を身近に対
応できる指導ができた。ただし、1 年生で 1 名の留年と１名の退学、 2 年生で 3 名の留年と１名の退学、3 年生で７名の
留年と退学１名、 4 年生で１名の退学があった。臨床検査技師国家試験を受験した卒業生 62 名中 59 名の合格（95.2%）
となり昨年の新卒合格率 82％から大きく伸ばしたがさらなる向上が期待される。当学科の教育目標を達成する上では担当
教員の意図した効果が概ね得られたと判断できるが、ますますの教員相互理解と協力が必要である。
以下教員のコメント
a）病理学分野では病理組織細胞検査学（2 年）講義を 2 年生に行い、定期試験問題案を学生に作成提出させることによっ
て学修のポイントを理解させる工夫をした。前年度よりも再試該当者は減少した。臨床病理学総論（3 年）では前年度か
らヒトの病理組織像の観察を主軸とする内容に改訂し、病理学総論の復習および理解と代表的な疾患の病態の理解を結び
つける工夫を行った。4 年生では基本的な画像を繰り返し解説したところ、国試の病理学領域の成績は向上した（茅野）
b）講義や実習で課す課題を通じて考える力を伸ばすことを重視してきたことで、単なる暗記ではなく考えようという姿勢
が学生に見られるようになったと感じている。
（小野川）
c）国家試験に必要なことについては、おおむね周知させることができた。
（佐藤）
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d）概ねシラバス通り達成できた。
（藤原）
e）英語の基礎と、医療関連英語の基本を織り込んだ授業ができた。
（間山）
f）人体の構造と機能の講義・構造系実習では学生の高い評価をもらい、概ね達成できた。
（村田）
g） 臨 床 血 液 学 の 講 義 で は 症 例 毎 に 検 査 値 か ら 病 態 を 推 測 さ せ 、 実 習 で は 課 題 に つ い て グ ル ー プ ワ ー ク を 課 し
学 生 自 ら が 考 え る 力 を 引 き 出 す よ う 努 め た こ と で 、国 家 試 験 合 格 に 繋 が る 基 本 的 知 識 は あ る 程 度 習 得 さ せ る こ
とが出来たと感じている。（飯野）
h）シラバスに沿って実施できた。臨床生理学実習にて実習内容を事前に試験し学生に説明してもらう事により、実習内容
の理解を深めることができ、実習時間の短縮ができた。
（来住野）
i）社会医学系科目については、各学科ともに国家試験に対応した教育が行えた。
（野寺）
j）講義・実習・国家試験対策、いずれも相違工夫し学生のレベルアップに努めた。概ね納得できる成果が得られたものと
考える。
（村本）
k）臨床生理学実習では全学生が積極的に実習へ取り組めるよう配慮し、一定の成果が得られたと考える。
（内田）
l）通常の総合的な外国語学習にくわえ、主体的アクティビティによる学習効果もあいまって、求められる一定の程度ある
いはそれ以上の学修に到達したものと思われる。
（達成度 80％）
（上滝）
m）バーチャルスライドの試作と環境整備をした通常の授業と組み合わせて教育効果を高める方法を模索した。
（黒田）
n）講義・実習ともにシラバス通りに達成され、おおむね納得できる達成度であったと思う。
（小峰）
o）概ねシラバスに沿って遂行し、予習の機会を増やし、学生自身が理解不足の点を復習できる機会を増やすことが出来た。
（伴塲）
p）概ねシラバス通り達成できた。
（菅野）
q）概ねシラバス通り達成できた。
（高木）
r）概ねシラバス通り達成できた。
（水谷）
s）学生の視点に立った講義を念頭に置いて講義・実習を行うことが出来た。怪我の無いよう配慮できた。
（宮嶋）
t）課題を基に学生の不得意な部分を精査し、問題点の洗い出しが出来てきた。今後は、弱点の克服に努め、結果解釈や説
明ができる検査技師の育成に繋げたい。
（山本晃）
u）概ねシラバス通り遂行し、達成できた。
（山本梓）
v）概ねシラバス通り達成できた。
（大村）

【大学院教育】
a）病理学概論の修士課程講義では授業後も活発な質疑が続いた。学位（修士）審査は主査 1 件を担当した。
（茅野）
b）概ね目標を達成することができた 。
（佐藤）
c）シラバスに沿って概ね達成した。学位（修士）審査は副査 2 件を担当した。
（藤原）
d）概ね達成できた。学位（修士）審査は副査 1 件を担当した。
（村田）
e）概ね達成できた。
（野寺）

2-4．自己評価と次年度計画
（アルファベットは 2-3 に対応）
【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a）実習における学修支援は問題なく行えたと思う。次年度以降も試験問題作成管理も含めた包括的なカリキュラム運営を
続けたい。（茅野）
b）昨年度に引き続き、免疫学関連講義および実習について、より興味が持てるように講義資料や実習内容などの部分的手
直しを実行した。今後、順次微調整を行いながら免疫学という学問に対する興味や関心につながるようにしていきた
い。（小野川）
c）国家試験の成績が若干回復したが、国家試験の頻出問題を再確認させさらに対策を考えていきたい。（佐藤）
d）基礎的な項目をきちんと整理して理解させるように努める。特に用語の意味を正しく理解して、論理的な説明ができる
ように指導する。また、試験、実習レポートは、終了後に解説の時間を設け、再度各人で見直しをさせ理解を深めさ
せる。
（藤原）
e）英語の基礎力と、医療の分野で必要になる専門的な英語力の強化につながるように授業を工夫していく（間山）
f）4 学科で解剖学見学や実習を含む講義・実習を分かりやすく講義することができた。次年度は各学科にもとめられる内
容に沿ってさらに工夫したい。（村田）
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g）学生が丸暗記に陥らないように、特に実習では学生に考えさせる課題に取り組ませた。今後も、学生の学習効果が上が
るような創意工夫を行っていきたい。（飯野）
h）2 年、3 年に対し、臨床波形や画像を多く見る機会を増やし、臨床生理学の理解につながるようにした。4 年生につい
ては、国家試験に向け模擬試験成績不良者に対しては、個別指導を行い国家試験合格に寄与できたと思われる。次年
度はより多くの学生の合格率アップに工夫したい。（来住野）
i）衛生管理者の必須科目については、内容をより実践的なものとし、本学独自の養成カリキュラムを確立することにより、
「役に立つ衛生管理者」の育成を目指したい。（野寺）
j）実習・講義ともに創意工夫し、充実した内容にするように心がけ、学生理解度の向上に努めた。また、企業実習におい
て計 38 名の学生を病院見学させることができた。学生にとっては意識向上になったと考えている。次年度は、引き続
き、より分かり易い講義およびより実践的な実習を企画し、国家試験合格率向上に寄与したい。（村本）
k）2 年実習ではコミュニケーションや他人との接触に不安を持つ学生が若干名いるが、苦手意識を持たせないように適宜
声掛けを行い、概ね積極的に取り組ませることができた。次年度も引き続き見落としのないよう努める。（内田）
l）就職試験や大学院入試、あるいは就職後の資格検定や海外研修や国際学会での発表までを見据えながら、英語学習に継
続して取り組んでいけるように、必修科目である英語 I、II の学修を土台として、選択科目であり上位科目である医
学英語、原書購読、卒業研究などにおいて、自学自習の学習習慣をよりいっそう堅固にできるよう指導する。（上滝）
m）レポートのフィードバックや授業等での質問しやすい環境づくりに努めた。バーチャルスライドを用いた教育法の実用
に向けて環境を整えることが出来たので、症例を増やしたい。
（黒田）
n）講義・実習ともに学生の興味および理解度が高まる様に工夫していきたい。
（小峰）
o）基礎的な内容を反復しながら、臨床への興味を示せるように努めた。毎回の小テストで理解の確認を行っているが、理
解度の悪い点については、正答を誘導できるような解説や課題を与え、克服させた。実習では、予習の機会を与え、
実習内容理解できるよう誘導した。更に思考力を養えるように工夫していきたい。
（伴塲）
p）問題点を浮き彫りにし、解決策を策定できるよう指導することに尽力した。次年度は混沌の中から秩序を見出せる、良
い目を持った学生を育成できるよう工夫していきたい。
（菅野）
q）学生の理解度を向上させるように実習を務めた。講義については興味をもてるように話し、国家試験に対応できる講義
になるように務めた。
（高木）
r）学生が各々の考える力を導き出すことに注力した。次年度も考えて行動できる学士を育成する。
（水谷）
s）臨床検査技師をはじめ様々な医療従事者志望の学生に対し講義を行う上で、各学科、各学校に応じて適切な、国家試験
に対応できる講義が出来るよう心掛けたい。次年度も引き続き学生の立場で考え、気軽に質問出来るような雰囲気の
講義を行いたい。
（宮嶋）
t）講義で学ぶ知識が検査でどのように活用されているのか、また、実習で習得した技術が如何に検査に活かされているの
かを学生が想像できるよう、指導に努めた。次年度は、学生のモチベーションを向上させ、理解度を高められるよう
にしたい。
（山本晃）
u) 学生の苦手項目に対し、実習の意図を考えさせるよう配慮し、グループ学習を促すなどして、実習の理解度が向上する
よう指導した。次年度は、講義・実習の内容を基に、1 年生から国家試験にも対応できる指導を目指す。
（山本梓）
v) 学生が実習中に自主的に行動し、疑問点を解決できるよう促した。引き続き学生の実習に臨む姿勢を強化するよう努め
る。
（大村）
【大学院教育】
a）2019 年度は大村一之助手が学位審査に合格し修士となった。

2019 年度は病理概論の修士課程講義が開講されたが、

以降も修士課程講義が継続して開講されるよう期待する。
（茅野）
b) 臨床経験の豊富な社会人大学院生ということであったので、特定のテーマについてレポートを提出させ、その内容につ
いて議論した。
（藤原）
c）2019 年度は分析医科学の修士課程講義は開講されなかった。2020 年度以降は修士課程講義が継続して開講されること
を期待している。
（飯野）
d）2019 年度は担当科目の修士課程講義は開講されなかった。
（伴塲）
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
厚労省「臨床検査技師等に関する法律施行令第 18 条第 3 号に定める厚生労働大臣の指定科目に係る告示改正に伴う通知
改正および協議について」の通達に基づき、講義・実習内容を変更・刷新し講義・実習が遂行された。
各教員は教育を遂行する面で、シラバスで掲げた授業目標を達成するために労苦を惜しまず努力を重ねたと評価できる。
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学生の授業評価を反省の材料に、学習効果を向上させる努力も見られた。一方、グループ担任制度の導入は、学生の学習
面および生活面での問題解決の上で効果的であったと思われる。当学科では、教育指導の質を高めるために、また生活上
および学習上での悩みを早期に解決に導くために学生の動向を把握して各教員が対応しているが、今後も講義の方法や学
生への助言の方法を高めていく。臨床検査技師国家試験対策については、10 科目ある国試コア科目への重点授業を学科内
教員で検査学特論として開講しているが、国試直前実力向上策を前倒しして夏休み期間中の小グループ学修形式による補
講も展開した。また国家試験直前まで補講授業を頒布し、個別の学生面談を実施した。結果として国家試験合格率は 10
ポイント以上の上昇得たが、本番で実力を発揮できずに終わる想定外の事例も生じ、指導体制が完璧ではなかった。次年
度も国試合格率を向上させる対策を積極的に講じていくがその最も効果的なものは個々の学生の意識改革、モチベーショ
ンの維持であることは論を待たない。既卒者に対しでは e-ラーニングを準備したが閲覧数が少ないので、更なる改善が必
要である。
本年度は当初大学法人の求人がゼロベースとの情報があり、4 年生にも各自就職活動を積極的に行うよう指導した。将
来の就職の見地を広げるために、各学年にキャリアパスセミナーを開催、
「企業実習」の内容の充実、3 年次 10 月「就職
スタートアップ講座」
、2 月「履歴書の書き方講座」
「面接講座」を開催した。卒業時の就職内定 100%達成を目指したい。
また、実習等で用いる老朽化した教育機器･機材など教育設備をさらに改善して、学部生と大学院生の授業･教育満足度
と学習意欲ならびに医療への関心をいっそう高めていきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
臨床検査学科の研究の目的・目標は、第 1 に、化学、生化学、生理学、解剖学、分子生物学などの基礎医学分野の研究
や、微生物学や免疫学、医動物学、情報科学、医用工学、薬理学、公衆衛生学、病理学、臨床化学、輸血学、血液学、臨
床生理学など臨床検査医学分野の幅広い研究を通じて、人間の健康に関わる種々の疾病や病態あるいは生体の機能と構造
に関わる自然現象の解明に貢献する新たな知見を得ること、さらに迅速な診断業務に寄与する新たな医療技術を開発する
こと等にある。第 2 に、環境保健学、産業保健学、保健栄養学などの保健系の分野の研究を推進し、衛生・食品分野での
新たな知見を得ることも研究の目的・目標においている。一方、当学科では、外国語の教育研究を推進する一環として、
コンピュータを用いたドイツ語教育に関して、より高度なマルチメディア化を図る研究や国試合格を高める教育方法の探
究も目標の一つに掲げている。
以下教員のコメント：
・骨髄病理学、特に赤芽球増殖を伴う骨髄異形成症候群、骨髄増殖性腫瘍、リンパ腫・白血病群について大学病院、国際
医療センターの病理診断科スタッフ・臨床チームと連携しながら、病理診断技法の向上・啓蒙方略を検討する。
・ワクチン接種と抗体価検査の実態調査を行い、学内外の学生実習における今後の感染防御対策に役立てることを目標と
する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（１）1)肺腺癌における形質膜シアリダーゼ NEU3 を標的にした新規治療法の開発（山本晃、佐藤：保健医療学部プロジェ
クト研究）
2)がんにおける糖鎖異常と哺乳類シアリダーゼの影響（山本晃：東北大学との共同研究）
3)多糖型シアリダーゼ阻害剤の開発（山本晃：九州大学との共同研究）
4)膀胱癌における形質膜シアリダーゼ NEU3 の影響（山本晃：東北医科薬科大学 分子生体膜研究所、泌尿器科との
共同研究）
5)抗ウイルスシアリダーゼ阻害薬 Zanamivir の抗腫瘍効果について（山本晃：Griffith University との共同研究）
6)リソソーム蓄積症における NEU3 発現調節による治療への応用（山本晃：University of Oxford との共同研究）
（２）生体侵襲時の低体温下での肺障害抑制にむけた IL6 signaling による好中球機能制御の可能性（小野川、下垣）
（３）骨髄赤芽球島の観察：多重免疫蛍光染色と TUNEL 法を用いて（茅野、黒田）
（４）1)大腸がん患者における EGFR 抗体薬の適応を見るための KRAS・NRAS・BRAF・PIC3CA 遺伝子変異の解析手法の確立
（飯野 、獨協医科大学病理診断学教室との共同研究、保健医療学部プロジェクト研究）
2)乳がん、骨軟部腫瘍、悪性リンパ腫の FISH 法の解析手法の確立（飯野 、獨協医科大学病理診断学教室との共同
研究）
3)卵巣の微小嚢胞間質性腫瘍の診断（飯野 、慈山会医学研究所付属坪井病院病理診断科との共同研究）
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（ ５ ）ハ イ パ ー ス ペ ク ト ル 画 像 を 用 い た 同 一 切 片 に よ る HE 染 色 画 像 と ki-67 染 色 画 像 の 解 析 (茅 野 、黒 田：医
用生体工学科との共同研究)
（６）絶食モデルラットにおける糖新生関連遺伝子発現の検討

(伴場）

（７）ビリルビンオキシダーゼが Trinder 反応へ与える影響に関する検討(村本）
（８）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連についての検討（佐藤）
（９）労働衛生向上のための労働衛生教育の確立（野寺、宮嶋、東京慈恵会医科大学等との共同研究）
（10）欠乏状態に至る生体内亜鉛動態変化に基づく亜鉛充足評価方法の検討-免疫組織学的検討-（宮嶋、野寺）
（11）新規解析手法を用いたマウスの社会行動と情動の関連についての解析（藤原：保健医療学部プロジェクト研究）
（12）オキシトシンとドパミンの相互作用による社会行動制御についての研究（藤原：基盤研究 C 文部科研費）
（13）自閉性障害患者の Syntaxin1A、1B 遺伝子解析と臨床病態との関連性の検討（藤原：広島県立大との共同研究）
（14）環状ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発（山本梓、鈴木、医学部薬理学（吉川、岩佐）：
保健医療学部プロジェクト研究）
（15）神経ペプチドによるサーカディアンリズムの変化に関する研究（水谷、藤原）
：保健医療学部プロジェクト研究）
（16）3D スキャナを用いた閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するスクリーニング検査の有用性の検討（大村、鈴木：保健医
療学部プロジェクト研究）
（17）がん免疫治療に向けた新しい細胞傷害性 T 細胞測定法の確立（高木：科研費（若手研究）
）
（18）新規がんワクチンアジュバント開発に向けた小胞体分子シャペロンの同定（高木：落合記念賞研究助成金）
（19）医療機関での実習に必要なワクチン接種と抗体価検査の実態調査（黒田、大村、来住野、村本、村田、茅野：教職
員学生健康推進センターとの共同研究）
（20）Trypanosoma cruzi 感染細胞における炎症反応及び細胞死活性の解析（菅野：保健医療学部プロジェクト研究）
（21）持続陽圧呼吸療法アドヒアランス予測のための鼻腔通気度検査を用いた新たな検査指標の開発（大村）

3-3．研究内容と達成度 （番号は 3-2 に対応）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（１）糖鎖の初期分解に関与し、酸性糖であるシアル酸の脱離に関わるシアリダーゼの 1 つのサブタイプである NEU3 が肺
腺癌細胞において、チロシンキナーゼとして EGFR シグナルの活性化によりがん細胞の悪性形質を増強させることを
明らかにした。成果については国際会議のシンポジウムでの講演と国際雑誌に発表し、掲載された。達成度：90%
（２）生体侵襲時における低体温下での免疫系の変化について肺組織を中心に検討した。低体温下での肺において変化が
みられる物質を抗体アレイにより確認した。IL6 signaling の是正が体温低下を防ぎ、組織傷害を示す検査結果の
改善を見たことから、これが肺障害に関与すると予想される好中球機能にどのように影響しているのか今後検討す
る。達成度：85％
（３）多様な血液疾患における骨髄赤芽球島の分布様式について検討した。免疫組織化学、蛍光免疫染色や TUNEL 法など
多様な手法での観察を試みたが、原稿執筆、講演依頼の対応に追われた。達成度 60％。
（４）1）過去 20 年まで遡り大腸がん組織標本から抽出した DNA の品質の変化について解析し、試料が遺伝子解析に使用
可能かどうかを種々の方法で解析した論文が掲載された。達成度：80％
2）乳がんの FISH 法の解析は症例数も増えてきたが、引き続き、解析の手法を確立できるように検討したい。達成
度：70％
3）卵巣の微小嚢胞間質性腫瘍は疾患概念が比較的新しい稀な腫瘍であるため、病理学的所見に加え免疫組織化学
以外に診断に必要な検査手法を試み、学会発表も引き続き実施した。達成度：40％
（５）画像解析中の標本の退色などの問題点があるが、解析結果を得て継続的な解析を行っている。達成
度 :80％
（ ６ ）絶 食 モ デ ル に お け る ア ミ ノ 基 転 移 酵 素 の 変 動 の 観 点 か ら モ デ ル の 有 用 性 が 示 唆 さ れ た 。（ 達 成 度 50％ ）
（７）ビリルビンオキシダーゼが Trinder 反応へ与える影響について検討し、そのメカニズムを明らかにした。論文投稿し
掲載された。達成度：100%
（８）長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連の検討。達成度：70%。
（９）埼玉県の労働者を対象とした各種教育活動や現場見学等を通じて、労働衛生の現状と動向と調べた。達成度 50%。
（10）亜鉛欠乏及び亜鉛欠乏からの回復時における全血亜鉛濃度と各組織中の亜鉛濃度を測定し、亜鉛の動態について検
討した。さらに、病理組織標本を作製し、HE 染色にて組織の変化を観察した。達成率 60％
（11）マウスの社会認知試験において、薬理学的手法を用いた解析を行い、社会行動の制御におけるドパミンとオキシト
シンの相互作用について解析した。 達成率 50％
（12）中枢神経におけるオキシトシンとドパミンの相互作用が、社会行動の制御に重要な働きをしていることを明らかに
した。 達成率 70％
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（13）自閉性障害の患者の唾液試料を使い、sy1A および sy1B 遺伝子の障害について解析を行い、多様な臨床症状と関連
について解析を行った。 達成率 80％
（14）多発性硬化症モデルマウスを用いて、脂質メディエーターの脱髄抑制メカニズム解析を行った。現在、脂質メディ
エーターを新規治療薬として応用することを目指し、第 3 者機関にて再現性実験を遂行中である。達成度 50％
（15）ニューロペプチド Y およびオレキシン-A の行動におよぼす影響についてアンタゴニストを用いて明らかにした。今
後は神経ペプチドの脳脊髄液中の日内変動と行動の関連を検討する。達成度 50％。
（16）閉塞性睡眠時無呼吸症に有意な計測項目を明らかとした。既存スクリーニング検査との診断精度を比較し、満足な
診断能が得られた。達成度 80％。
（17）細胞傷害活性と同時に免疫チェックポイント分子、アポトーシスマーカーを測定する方法を確立した。達成度 60%
（18）HLA-I・抗原ペプチド複合体形成過程で、自己ペプチドから抗原ペプチドへと置き換える未知の分子シャペロンが存
在する可能性が強く示唆された。達成度 50%
（19）医療機関での実習に必要なワクチン接種と抗体価検査の実態調査結果を日本臨床検査学教育学会学術大会で発表し、
報告論文を投稿中である。達成度 80％
（20）原虫感染による細胞内炎症反応関連分子の動態解析を行った。現在、詳細メカニズムについて検討している。達成
率 40％
（21）持続陽圧呼吸療法におけるアドヒアランスの予測に鼻腔通気度検査から得られる鼻腔通気度左右比が関連すること
を明らかとした。予備研究の成果を学会で発表し、論文を執筆中。現在は Artificial Intelligence を活用した
Computer Aided Diagnosis の開発に着手。達成度 40％。
3-4．自己評価と次年度計画
学科教員は当学科のみならず他学科の講義を受け持つなど、 非常に多くの授業を担当しているため、 教育における負
担が大きいという過密な労働環境下にあった。しかし、大学および学部のプロジェクト研究を含む公的研究助成に応募し、
各教員の専門分野の研究テーマに取り組む努力をしたと概ね評価される。また、複数の教員同士が共同で研究を推進する
という連携もうまくとられていた。さらなる学会への積極的な参加を促したい。また、 テーマによっては、研究設備が不
十分なために、学内で明確な結果を得ることができなかった。この観点では、学内での研究設備体制を積極的に整えつつ
研究を継続させ、その研究の達成度をより向上させていくとともに、当学科内の教員同士がいっそうの連携を図り、要領
よく実験を行えるシステムを構築しながら、学科内の共同研究を盛り上げていきたい。なお、公的研究助成等に応募して
いない教員に対しては意欲的に研究に従事してもらえるように人事考課を通じて促していく。
以下教員のコメント：
・糖鎖の初期分解に関与する、形質膜シアリダーゼ NEU3 が肺腺癌細胞において細胞内シグナル制御に関与することを見い
だした。今後は、NEU3 の触媒作用による細胞膜表層での糖脂質の組成変化やその糖脂質の定量を試みたい。
・骨髄における赤芽球増殖が顕著な MDS、 骨髄増殖性腫瘍例の症例収集に努めた。骨髄病理診断のポイントについて講演
する機会に複数恵まれた。詳細な赤芽球島や巨核球の形態評価の手法に有用な多重蛍光免疫染色法を駆使して、DNA 断片
の検出など機能的な面についても今後さらに検討していきたい。
・長寿関連遺伝子を中心にした遺伝的背景と生活習慣との関連について、各調査データとの相関を検討し精査を進めた。
・産業保健関係については関係当局、諸機関と相互に協力関係を深めて。さらに研究を推進し、卒前教育に生かしたい。
また、業務上疾病の根絶に向けて、とくに埼玉県内における労働衛生教育を推進したい。
・研究結果から 1 年次から医療機関での実習を行う場合、入学前からワクチン接種状況の調査が必要で、ワクチンの接種
回数が不足する場合には接種を促す必要があることがわかった。今後は学生健康推進室との連携をとった学生指導をして
いく計画である。

４．診療
「該当なし」

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
茅野秀一：日本リンパ網内系学会編集委員・Journal of Clinical and Experimental Hematology など査読４件
藤原智徳：Behavioral Brain Research 査読 2 件、杏林医学会雑誌

査読 1 件

村本良三：日本臨床衛生検査技師会誌「医学検査」査読委員・査読 1 件、埼玉県臨床検査技師会誌「埼臨技会誌」編集
委員・査読 1 件
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野寺誠：日本微量栄養素学会査読委員（評議員兼任）
・査読 2 件
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
茅野秀一：日本病理学会 病理医研究医育成・若手リクルート小委員会委員、日本医学教育学会代議員、日本臨床検査学
教育協議会評議員、東京骨髄病理研究会世話人、European Association for Hematopathology（EAHP）会員、
厚生労働省特発性造血障害に関する調査研究班

骨髄異形成症候群中央診断委員、全国医学部国際交流協議会

常任理事、LSI メディエンス（株）顧問、本学保健医療学部入試委員、本学保健医療学部入試実施小委員、本
学保健医療学部学務委員、本学医学部同窓会常任委員・会計役員
小野川傑：日本救急医学会会員、日本免疫学会会員、日本感染症学会会員、日本 Shock 学会会員、日本臨床検査学教育
協議会理事、本学保健医療学部学務委員会委員、杏林大学保健学部同窓会副会長
佐藤正夫：日本寄生虫学会評議委員、本学医学研究センター （安全管理部門） 感染分野兼担
藤原智徳：日本神経科学会会員、Society of Neuroscience (USA） Regular Member、日本生理学会会員、本学大学院
医学研究科医科学専攻･指導教員 本学保健医療学部学生部委員会委員 本学保健医療学部ハラスメント相談
員
間山 伸：本学保健医療学部入試委員、本学保健医療学部入試実施小委員長
村田栄子：日本解剖学会評議委員
飯野 望：首都圏関東甲信地区遺伝子・染色体検査研究班世話人、本学保健医療学部学生部委員会委員、本学保健医療
学部ハラスメント相談員
来住野修：日本超音波学会超音波検査士認定試験委員、乳腺甲状腺超音波医学会幹事、日本超音波検査学会専門部会・
体表領域委員、埼玉県呼吸器セミナー幹事、埼玉県臨床画像研究会幹事、第４７回埼玉県医学検査学会学会長
野寺 誠：日本産業衛生学会代議員、日本産業衛生学会関東地方会幹事、日本産業衛生学会関東地方会選挙管理委員、
日本衛生学会評議員、日本微量元素学会評議員、日本微量栄養素学会評議員、日本臨床検査教育協議会国家試
験問題検討委員、埼玉県労働基準協会連合会講師、中央労働災害防止協会執筆委員、日本産業・医療ガス協会
試験委員、本学医学研究センター（安全管理部門）廃液等環境分野担当委員、本学広報委員
村本良三：生物試料分析科学会 理事、日本臨床化学会 評議員、日本臨床検査自動化学会 評議員・科学技術委員、日本
臨床検査医学会会員、本学入試委員会委員
内田康子：第 14 回日本臨床検査学教育学会学術大会学生発表審査員、第 47 回埼玉県医学検査学会実行委員、本学保健
医療学部学務委員会委員
上滝圭介：欧米言語文化学会例大会運営委員長、日本大学英文学会運営委員、サイコアナリティカル英文学会運営委員、
本学保健医療学部入試委員会委員、本学保健医療学部入試実施小委員会委員
黒田真代：本学保健医療学部自己点検評価委員会委員、埼玉県臨床細胞学会第 29 回埼玉県細胞診ワークショップ・第
22 回細胞診基礎コース実行委員
下垣里河：全学 RI 安全委員（2019 年 8 月退職）
髙橋 俊：本学保健医療学部情報機器運営会議委員（2019 年 6 月退職）
伴塲裕巳：本学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会部会員、本学保健医療学部倫理委員会委員、Current Molecular Medicine
査読 1 件
菅野佳之：日本臨床検査同学院緊急臨床検査士資格認定試験実行委員、日本臨床検査同学院二級臨床検査士資格認定試
験実行委員
山本晃司：本学保健医療学部防災訓練実施小委員会委員、本学麻薬及び向精神薬取り締り委員会委員
大村一之：第 47 回埼玉県医学検査学会実行委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【代表的な当学科論文】
（9 件）
①

飯野望 、細田裕貴、菅野佳之、小峰伸一 、堀井幸美、町田浩美、今井康雄：ホルマリン固定パラフィン包埋組織を
用いた DNA の品質評価の試み．日本染色体遺伝子検査学会雑誌 37(1): 56-63, 2019

②

下垣里河、村本良三 、柴田真明、佐々木真弓．ビリルビンオキシダーゼが Trinder 反応へ与える影響と基質特異性．
日本臨床検査自動化学会会誌 44(5)，618-623，2019．

③

K. Yamamoto, K. Takahashi, K Shiozaki, K. Yamagushi , H Shima and T. Miyagi. Molecular mechanism and significance of
activation of EGFR signaling by sialidase NEU3 in lung cancer. Glycoconjugate Journal .36(4):380-381 (2019)

④

吉野宗明、須賀達夫、大村一之 、鈴木瑞季、鈴木結香理、中村美樹、根松香織、長田知美、原史郎、青木康弘. OSAS
患者に対する CPAP 療法前後での baPWV 変動の検討. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 28(2), 303-307, 2019
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【代表的な当学科学会発表】
（23 件）
(A) 基礎医学系（6 件）
⑤

T Mishima, T Fujiwara, T Kofuji, A Saito, Y Terao and K Akagawa; Role of syntaxin1B in GABA-mediated regulation
of network activities:

Behavioral and neuronal analysis of fever-associated epilepsy syndromes in syntaxin1B

gene-ablated mice 第 42 回日本神経科学大会，新潟（2018）
⑥

小野川傑 、下垣里河．敗血症モデルマウス肺組織における浸潤好中球に与える低体温の影響．第 47 回 日本救急医学会総，
東京，2019 年 10 月 3 日．

（B）臨床検査医学系（16 件）
⑦

Yuka Miyajima， Makoto Nodera， Shuichi Adachi． Evaluation of zinc sufficiency by the fingertip blood
measurement - Comparison of zinc concentration between whole blood and serum -． 第 ６ 回 国 際 亜 鉛 生 物 学 会
学 術 集 会 (ISZB-2019)， 京 都 ， 2019 年 9 月 12 日

⑧

黒田真代 、丸山義明、大村一之、来住野修、村本良三、村田栄子、茅野秀一 ．

臨地実習における実習開始前の感

染症に関する報告書提出の現状と本学学生の抗体価検査およびワクチン接種の実態について、第 14 回日本臨床検査学
教育学会学術大会、熊本、2019 年 8 月 22 日
（C）基礎教育・外国語系（1 件）
⑨

上滝圭介：
『楽園の回復』試論―「ヨブ記」から「簡潔な叙事詩」へ．日本大学英文学会 2019 年度年次大会，東京 2019
年 12 月 14 日

【代表的な当学科著書】
（3 件）
⑩

伊 藤 雅 文 、 中 村 直 哉 、 谷 岡 書 彦 、 竹 中 克 斗 、 岩 淵 英 人 、 茅 野 秀 一 ． 骨 髄 増 殖 性 腫 瘍 24 症 例 . 骨 髄 病 理 診
断 ガ イ ド ブ ッ ク Novartis.

2019 年 12 月
【総数：論文 ９件、学会発表 ２３件、著書

３件】

6-2．獲得研究費
1. 山本晃司 、佐藤正夫 ：平成 31 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「肺腺癌における形質膜シアリダ
ーゼ NEU3 を標的にした新規治療法の開発」
（40 万円）
2. 山本晃司 ：奨学研究費「がんにおける糖鎖異常と哺乳類シアリダーゼの影響」
（100 万円）
（東北大学との共同研究）
3. 茅野秀一 、黒田真代 ：平成 31 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「骨髄赤芽球島の観察：多重免疫
蛍光染色と TUNEL 法を用いて」
（10 万円）
4. 飯野望 、 小峰伸一 、 菅野佳之 ：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「核酸品質が及ぼす大
腸癌の RAS 変異解析」
（44 万円）
5. 山本梓司 ：日本学術振興会

研究活動スタート支援（18H06111, 19K21229）2018 年度～2019 年度

環状ホスファチジ

ン酸類縁体を用いた多発性硬化症の新規治療薬開発（120 万円）
6. 山本梓司 、鈴木正彦 、吉川圭介、岩佐健介：2019 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費（整理番号 001）
2019 年度（28 万円）
7. 藤原智徳 ：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「新規解析手法を用いたマウスの社会行動と情
動の関連についての解析」
（65 万円）
8. 藤原智徳 ：文部科研費

基盤研究 C「オキシトシンとドパミンの相互作用による社会行動制御についての研究」
（130

万円）
9. 藤原智徳 ：自閉性障害患者の Syntaxin1A、1B 遺伝子解析と臨床病態との関連性の検討（20 万円）
10. 小野川傑 ：文部科学省科学研究費 基盤研究 C「実験的敗血症侵襲下での IL6 signaling 制御による臓器保護の可能
性」
（55 万円）
11. 小野川傑 ：平成 31 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「生体侵襲時の低体温下での肺障害抑制にむ
けた IL6 signaling による好中球機能制御の可能性」
（52 万円）
12. 大村一之 、鈴木正彦 ：平成 30 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「3D スキャナを用いた閉塞性睡眠時
無呼吸症候群に対するスクリーニング検査の有用性の検討」
（65 万円）
13. 高木徹 ：文部科学省科学研究費

若手研究「テーラーメイドのがん免疫治療に向けた新しい細胞傷害性 T 細胞測定法

の確立」
（70 万円）
14．菅野佳之 ：平成 31 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費「Trypanosoma cruzi 感染細胞における炎症
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反応及び細胞死活性の解析」
（16 万円）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許、実用新案
「該当なし」
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. 飯野望：第 21 回首都圏支部・関東甲信地区遺伝子・染色体検査セミナー．
「日常診療に繋がる遺伝子関連検査」東京、
文京学院大学本郷キャンパス．2020 年 2 月 16 日
2. 来住野修：第 32 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波講習会「腎動血管の超音波検査の所見の取り方」開催・
講師

2019 年 6 月 1 日

3. 来住野修：第 33 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：心電図判読講習「思い出そう心電図」開催、講師

2018 年 9

月 13 日
4. 来住野修：第 37 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波講習会血管超音波検査「下肢血管における観察方法と
実技研修Ⅰ（基本）
」開催、講師

2019 年 9 月 28 日

5. 来住野修：第 38 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波実技講習会血管超音波検査「下肢血管の所見の取り方」
開催、講師

2019 年 12 月 14 日

6.来住野修：第 38 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：超音波実技講習会血管超音波検査「下肢血管における観察方法
と実技研修Ⅱ（臨床）
」開催、2020 年 3 月 7 日
7. 来住野修：埼玉県保険医協会主催 エコー研究会

講師「胆のう・胆管の見方と注意点」2019 年 6 月 27 日

8. 来住野修：埼玉県保険医協会主催 腹部エコー研究会
9. 来住野修：埼玉県保険医協会主催 エコー研究会
10. 来住野修：埼玉県保険医協会主催

講師「【初心者向け】胆のう・膵臓の見方」2019 年 9 月 26 日

講師「膵臓の観察法～小膵癌発見まで」2019 年 11 月 28 日

エコー研究会

招待講演「丁寧な肝臓の見方と肝腫瘤」2020 年 2 月 28 日

11. 飯野望：第 40 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座：「遺伝子分析科学認定士（初級）試験対策講座 4」開催、講師
2019 年 4 月 27 日
12. 茅野秀一：第 108 回日本病理学会総会ランチョンセミナー

骨髄病理ナビ・MPN を中心に．講師

2019 年 5 月 9 日

13. 茅野秀一：CollaborationEvent throughBoneMarrowPathology. MPN 骨髄病理診断 overview．講師 2019 年 10 月 19 日
14. 菅野佳之：第 11 回日本臨床検査同学院主催免疫血清学技術講習会

講師「抗核抗体」 東京都、東京医学技術専門学

校．2019 年 6 月 9 日
15.大村一之：第 4 回埼玉 SAS 地域医療連携研究会

招待講演「閉塞性睡眠時無呼吸症に対する 3D スキャナを用いた

スクリーニング検査の有用性の検討」2020 年 2 月 20 日
16. 上滝圭介：欧米言語文化学会 2020 年度大会 運営委員長
17. 上滝圭介：欧米言語文化学会 12 月例会

2019 年 9 月 1 日

運営委員長 2019 年 12 月 1 日

18. 上滝圭介：毬藻の会（夏期）

開催校代表

2019 年 8 月 28 日および 30 日

19. 上滝圭介：毬藻の会（冬期）

開催校代表

2019 年 12 月 27 日および 28 日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
本学科の Plan は優れた臨床検査技師を養成するためのカリキュラム、支援体制の構築であり、Do についてはこの年報
に記載してきた。Check の項目である令和元年度の点検・評価結果を以下に述べる。
構成員について：本学の教員短期留学制度を利用し、上滝講師が英国リバプール大学で 3 か月の短期留学を実施したこ
とは本学科の慶事であった一方、年度の前半で講師 2 名が退職したことは大きな損失であった。それぞれが科目責任者を
務める科目について授業や実習を担当できる教員の手配や学生評価に苦慮した。公式に教員を公募し、それなりの応募者
があったがなかなかこれはと思う人材に出会うことができなかった。結果としては医学部からのサポートも得ることがで
き、人員の派遣、ひいては配置転換で若手教員を当学科に迎えることができ、大きな瑕疵なく年度を終えることができた。
また市岡・鈴木両教授が定年退職となったが客員教授として引き続き教育に携わっていただくこととした。
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教育・学生支援：厚労省の臨床検査技師指定科目内容の追加に対応したカリキュラムが始動し 5 年目を迎えた。各教員
はシラバスに掲げたカリキュラムの実践と学生指導に総じて意欲的に取り組んだと判断される。多くの教員は、他学科の
授業担当も含め、教育の負担が非常に大きく、過密な講義・実習・演習を担当する状況下にありながら、学生の教育満足
度を向上させるべく努力を怠らなかった。しかし、GPA の推移を認めると 1 年生では累計値で２以上からあったものが学
年を経るごとに低下する傾向が他学科よりも顕著であり、留年数にも反映されていると考えられる（1 年 1 名、 2 年 3 名、
3 年７名の留年）
。学生の就職活動については、本年度は当初大学法人の求人がゼロベースとの情報があり、4 年生にも各
自就職活動を積極的に行うよう指導した。低学年から社会に参画する意識を持たせるように求人情報を連絡することとし
た。また、3 年後期から

面接講座など就活準備のための学修機会を提供した。前年同月比で 2020 年３月における就職内

定率は向上した。

研究・業績：教員が研究プロジェクトに取り組み、研究助成金を獲得しながら研究を継続して推進できた。しかしなが
ら研究業績評価表および研究活動評価表を見ると改善の余地のある教員が散見される。その要因として考えられるのは自
ら取得した研究費で自然科学や外国語系あるいは臨床検査医学などの研究を遂行しているが、研究成果の学会での発表や
学術論文としての公表はいまだ限定的である点である。 2020 年初頭からの COVID19 の影響により多くの研究会や学会の
中止や開催延期が相次ぎ、研究に不可決な人的交流の機会も大幅に減少したという事情を考慮しなくてはならないが一層
の研究環境の整備が急務と考えられた。11 期生の卒業研究結果を「令和元年度生卒業研究論文集，Vol. 11:2019」として
公表できたことも成果であった。市民公開講座を企画運営し学科教員が協力して開催できたことは評価される。

7－2．次年度の改善計画
臨床検査技師教育は大きな変革の時期を迎えている。すなわち、臨床検査技師国家試験出題基準の令和 3 年改訂版が発
表され、医療安全管理分野などの出題が今後見込まれる。また、ここ数年、臨床検査技師要請カリキュラムの改善に向け
て、日本臨床検査学教育協議会・日本臨床検査技師会・厚生労働省が協議を重ね、2020 年 4 月に「臨床検査技師学校養成
所カリキュラムな疎改善検討報告書」が発表された。その概要は臨地実習の充実、とくに 7 単位から 12 単位への移行、実
習前の学生評価の標準化を骨子とし、各領域の再編や統合も含んでおり、2022 年度新入生から適用される予定である。今
後も学科一丸となり社会貢献できる臨床検査技師養成を目指したい。本学科の Plan は優れた臨床検査技師を養成するため
のカリキュラム、支援体制の構築であり、Do および check についてはこの年報に記載した。

Act の項目である令和 2 年

度に向けての改善計画を以下に述べる。

構成員について：教員の補充は継続的な課題であるが、現在所属の若手教員が少しでも業績を伸ばし、昇任していける
道筋をつけることが、学外から人材を公募するよりも確実であり、研究面の充実においても有効と思われるのでこれから
も研究・論文執筆を奨励していく。

教育・学生支援： 各種の資格取得に必要な学外実習のうち臨地実習では学外実習先の拡充、企業実習ではインターンシ
ップの一部が体験できる内容の改革をより充実化させていくため、作業部会をさらに継続させたい。一方で卒業研究に関
する作業部会も継続させて、中間発表会の開催等その効果的あり方等を検討していきたい。学生の就職活動については、
低学年から社会に参画する意識を持たせるように求人情報のみならず、卒業生や教員の体験を伝えることによって医療人
となるための下地を作っていきたい。また、3 年後期から実施している面接講座など就活準備のための学修機会も低学年
に開放することを検討している。いろいろな対策を有機的に充実させ、種々の問題を解決できるように努めていきたい。

研究・業績：

教育変革に対応するとともに教育の環境を改善させ国試合格率を高めていくと同時に、資格を得る大学

としてのみならず、真に医科学の学問を追究できる教育および研究環境を備えた大学づくりがたいへん重要であると考え
ている。この観点では、文部科学省が求める大学教員としての適正な科目担当時間を十分考慮しつつ、全教員が平等に学
問研究に専念できるように各教員の教育負担を均一化し研究の質を高めていくことがきわめて重要である。
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3．臨床工学科
１．構成員
下岡聡行（SHIMOOKA、 Toshiyuki）
：教授：学科長：指導教員（大学院）
：生体工学：博士
小林直樹（KOBAYASHI、 Naoki）：教授：代表指導教員（大学院）
：生体信号処理、情報通信工学：博士
戸井田昌宏（TOIDA、 Masahiro）
：教授：指導教員（大学院）
：医用工学、生体計測：博士
田邊一郎（TANABE、 Ichiro）
：教授：教員（大学院）
：内科学、消化器内科学：博士
宮本 裕一（MIYAMOTO、 Yuichi）
：教授：指導教員（大学院）：医用光学、レギュラトリーサイエンス：博士
山下芳久（YAMASHITA、Yoshihisa）
：教授：血液浄化、呼吸療法
若山俊隆（WAKAYAMA、 Toshitaka）
：教授：指導教員（大学院）
：オプトメカトロニクス、応用光学：博士
石川雅浩（ISHIKAWA、Masahiro）
：講師：教員（大学院）
：画像処理、パタン認識：博士
奥村高広（OKUMURA、Takahiro）：講師：教員（大学院）
：人工心肺、補助循環：修士
加藤綾子（AYAKO、 Katou）
：講師：指導教員（大学院）
：医用工学、生体情報工学：博士
川邉 学（KAWABE、Manabu）: 講師：教員（大学院）
：医療機器安全管理、血液浄化、呼吸療法、生体情報モニタ：修士
駒形英樹（KOMAGATA、 Hideki）：講師：情報工学、医用画像処理：博士
中島孔志（NAKASHIMA、 Koushi）
：講師：教員（大学院）
：脳情報学、情報システム学：博士
脇田政嘉（WAKITA、 Masayoshi）
：講師：指導教員（大学院）
：生化学、生物物理：博士
本塚 旭 (MOTOZUKA、 Akira) :助教：修士
白石直子 （MARUYAMA、Naoko）：助教：教員（大学院）
：博士
三輪泰之（MIWA、Yasuyuki）
：助教：修士

２．教育
2-1．目的･目標
本学科で対象としている分野は医学と工学の学際領域として発展してきた分野であり、臨床工学科は臨床工学技士の
養成を目的としていることを意識した名称である。本学科では工学系科目と医学系科目、および臨床工学系科目を学ぶ。
各科目での目標はほぼ昨年度と同じである。
基礎科目は一般教養科目並びに数学、統計学が主な内容となる。微積分を中心に専門基礎科目の内容を理解する上で
必要最低限の内容を修得させることを目的とした。
工学系専門基礎科目は、医用生体工学・臨床工学のエキスパートとなる上で要求される問題発見能力、解決能力を修
養するための科目群であり、同時に専門科目を学ぶ上で基盤となる重要な領域である。毎年、多くの学生にとっての国
家試験の難関領域となっているが、今年度も高等学校において数学、物理等の履修を満足に行なっていない学生が相当
数在学している。ここ数年は特に物理系の基礎学力が低い学生が多い状況が続いている。そのため、講義の進行に合わ
せて十分に演習時間をとり、基礎学力の定着を目標とした。 また 1 年生の数学 I に間しては積極的に補講を行った。
工学系専門科目では、工学系専門基礎科目から進展した分野を基盤とし、医用機器類の機能を原理から理解する素養
を身につけることを目標とした。実習・実験では講義内容の理解を深めるとともに補完も行い、知識の質を高めること
を目標とした。
医学系科目では、生体内の現象を理解するための生化学の知識、疾患の病態や生体の正常な構造や機能に関する基礎
知識の修得を目標とした。
臨床工学系科目では、チーム医療に貢献しうる人材の育成を目指し、工学系基礎科目の臨床工学の関与とその最先端
の現状についての認識を深め、さらに将来の実務のための基礎知識の定着を目標とした。臨床工学系の実習は、本学科
の性質上、極めて重要な位置づけとなる科目群である。臨床工学技士が使用する機器類を操作して実務に備えた経験を
積むことが目的であるが、単なる手順の記憶ではなく、機器類の動作原理・構造、生体の構造と患者の病態や安全性等
を考え合わせて、各操作とその手順の必然性を理解することを目標とした。
総合系分野では、各学年で生体工学総合演習（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）
、生体工学実習、臨床実習、卒業論文を実施する。総
合演習は、それぞれ当該学年までに学習した内容に関して国家試験レベルの課題を対象に知識を定着させることを目的
として実施した。これらの演習には国家試験対策の性格を持たせており、1・2 年次から国家試験への意識を高めること、
3 年生では既に合格しうる実力を備えて 4 年次に進級すること、4 年生では全員合格の実現を目標として実施した。4
年次の総合演習Ⅳには月１回、計 8 回の模擬試験の実施も含んでいる。臨床実習ではこれまで習得した知識と技術のあ
りようを臨床の現場で確認するとともに、就職後、スムーズに業務に馴染めるよう「職場の雰囲気」を十分に経験する
ことを目的とした。また、現場に触れることで自己の職業意識と現状を認識し、国家試験や就職活動に向けての目的意
識の向上を目指した。3 年次の生体工学実習は、単一分野の実習ではなく、これまで学習してきた医用生体工学・臨床
工学に関する事項全域を扱う総合的実習科目である。学生は 2～3 名の小グループに分かれ、各グループに担当教員が
配置されて個人指導を中心に実習を行っている。次年度の卒業研究への橋渡しとて、医用生体工学・臨床工学に関連す
る課題に対して自主的に取り組む姿勢を育むことを目標とした。４年次の医用情報処理工学、生体組織工学、医用光学、
臨床工学は国試レベルを基本としたこれまでの講義から卒業研究を踏まえたより高い段階の知識の習得を目指した。卒
業研究は、前年度の生体工学演習から引き続き、問題発見能力、解決能力、知識の収集・適用、さらに質疑応答・プレ
ゼンテーションを含めたコミュニケーション能力の育成を加え、総合的な業務完遂能力の養成を目的とした。
なお、 今年度も 4 年生に対し、カリキュラム外で就職活動支援を目的として外部講師によるキャリアパスセミナーや
面接試験指導を実施した。
《生体医工学（大学院）
》
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生体医工学（大学院）は、医学研究科に修士課程医科学専攻生体医工学分野が設置されている。生体医工学は医学・
生物学と工学の学際領域であり、生体とその生理現象を医学的立場と工学的立場の両面から解明し、その成果を生命科
学や医療に役立てることを目的としている。学位名称は「医科学」あるいは「医工学」のいずれかを選択可能である。
大学院（修士課程）では医学と工学の境界領域において、以下の 3 点を有する医療人の育成を目標としている。
①医科学に係わる様々な分野において、幅広く深い学識と高い倫理観を有する臨床工学技術者
②生体医工学領域において活躍できる卓越した専門的知識および技能を身につけ、高度専門職業人として指導的役割
を果たし得る臨床工学技術者。
③学際的分野へ対応可能な専門的研究能力を身につけ、研究・開発に従事する人材として活躍できる臨床工学技術者。
修士課程の共通科目は高い倫理観の醸成を含む医学的知識（医学系共通科目）や医学関連領域の高度な専門知識（理
工系共通科目）を修得し、活用できる能力を養うために設けている。医学系共通科目では生体機能学など生体医工学分
野での発展に必須の科目の受講、理工系共通科目では統計情報解析特論など、医学と理工学の接点となるべき理工系高
度専門分野の受講をすることで、これまでに修得してきた専門分野のステップアップと、未知の分野の基礎的知識の習
得を目標とする。
修士課程の専門科目は、高度な専門的知識および専門的技能を習得するための講義を設定し、生体医工学領域と工学
領域の 2 領域が含まれている。生体医工学領域の専門科目では、医療安全工学、生体機能代行工学、レーザー医工学、
により医工学の主要領域をカバーし、工学領域では生体システム工学、生体信号処理学、生体情報計測学、人間工学、
光応用計測学が開設されている。
研究指導による研究開発の可能な研究者あるいは専門職者の育成に重点をおいて、特別研究、特別演習を配当して国
際的な学術水準と社会のニーズを満たす研究テーマが検討、研究指導が行われ、医療機器に関わる高度な技術力から研
究開発力までを身につけた人材を育成することを目指している。
2-2．教育内容（担当者）
≪保健医療学部臨床工学科向け：本学科所属教員担当分≫
基礎講義科目：
数学ⅠA・8 時間（中島）
、数学ⅠB・8 時間（中島）
、数学Ⅰ演習・30 時間（中島、下岡、若山）
、数学ⅡA・8 時間（下岡）
、
数学ⅡB・8 時間（下岡）
、数学Ⅱ演習・30 時間（下岡、若山）
、数学ⅢA・8 時間（中島）
、数学ⅢB・8 時間（中島、小
林）
、基礎統計学・30 時間（脇田）
、
専門基礎講義科目：
力学・30 時間（若山、戸井田、脇田）
、力学演習・30 時間（若山、戸井田、脇田）
、電磁気学・30 時間（戸井田、駒形）
、
電磁気学演習・30 時間（戸井田、駒形、石川）
、電気回路・30 時間（宮本、駒形）
、電気回路演習・30 時間（宮本、加
藤、駒形）
、情報と計算機・30 時間（中島）
、電子工学・30 時間（加藤）
、電子工学演習・30 時間（加藤、駒形）
、通信
工学・30 時間（小林）
、計算機アーキテクチャ・30 時間（小林）
、機械工学・30 時間（若山）
、機械工学演習・30 時間
（若山、下岡）
、人体の構造と機能Ⅰ、Ⅱ・60 時間（田邊、村田）
、生物化学・30 時間（脇田）
、細胞生物学・16 時間（田
邊、脇田）
、 システム制御論・8 時間（下岡）
、デジタル信号処理・8 時間（小林）
、
専門講義科目：
センサ・計測工学・30 時間（戸井田）
、生体計測機器・30 時間（宮本）
、医用音響工学・8 時間(田邊)、医用超音波工学・
30 時間(戸井田、下岡、宮本)、診断治療システム・30 時間（奥村）
、生体情報モニタリング・30 時間（川邊）
、 医用画
像機器・30 時間（戸井田、宮本）
、医用材料学・30 時間（脇田）
、生体物性論（下岡）
、 ヒトの病気Ⅲ・30 時間（田邊）
、
ヒトの病気Ⅰ・30 時間（田邊）、ヒトの病気Ⅱ・30 時間（田邊）
臨床工学概論・60 時間（山下、奥村、三輪、川邊、白石）
、代謝機能代行機器・30 時間（山下）
、循環機能代行機器・30
時間（奥村）
、呼吸機能代行機器・30 時間（山下）
、医用機器安全管理学Ⅰ・30 時間（川邊）
、医用機器安全管理学Ⅱ・
30 時間（川邊）
、医用情報処理工学・30 時間（小林、石川、加藤、駒形）
、生体組織工学・30 時間（下岡、田邊、脇田、
中島）
、臨床工学・30 時間（山下、奥村、川邊）
、医用光学・30 時間（戸井田、宮本、若山）
工学系専門実習、実験科目：
情報リテラシー実習・30 時間（中島、加藤、駒形）
、プログラミング実習・60 時間（小林、中島、駒形、石川）、電気・
電子実験・90 時間（宮本、加藤、駒形、石川）
、 応用工学実験・90 時間（小林、下岡、戸井田、若山、石川、脇田）
臨床工学系実習科目：
機能代行機器実習Ⅰ・60 時間（山下、奥村、川邊、三輪、白石、本塚）
、機能代行機器実習Ⅱ・60 時間（奥村、白石、
本塚）
、機能代行機器実習Ⅲ・60 時間（山下、奥村、川邊、三輪、白石、本塚）
、医用機器安全管理学実習・56 時間（奥
村、川邊、三輪、白石）
、臨床実習・10 週（山下、奥村、川邊、三輪、白石、本塚）
総合演習・実習科目：
生体工学総合演習Ⅰ・30 時間（下岡、戸井田、奥村）
、生体工学総合演習Ⅱ・30 時間（下岡、宮本。奥村、川邉）
、生体
工学総合演習Ⅲ・60 時間（下岡、若山、田邊、加藤、駒形、三輪、川邊、石川、白石）
、生体工学総合演習Ⅳ・120 時
間（所属全教員）
生体工学実習・90 時間（所属全教員）
、
卒業論文・270 時間（所属全教員）
≪保健医療学部看護学科向け≫
疾病の成り立ち・30 時間（田邊）
人体の科学・30 時間（下岡、田邊、脇田）
≪保健医療学部臨床検査学科向け≫
ヒトの病気・30 時間（田邊）
医療の基本・30 時間（田邊）
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≪保健医療学部理学療法科向け≫
ヒトの病気・30 時間（田邊）
≪大学院 生体医工学分野向け：修士課程専門科目≫
医療安全工学特論 30 時間（加納隆）
、生体機能代行工学特論 30 時間（加納隆、奥村高広、白石直子）生体システム工
学特論 30 時間(下岡聡行）
、生体信号処理特論 30 時間（小林直樹、石川雅浩）
、生体情報計測特論 30 時間(加藤綾子)、
人間工学特論 30 時間（宮本裕一）
、
レーザー医工学特論 30 時間 (戸井田正弘、田邊一郎、宮本裕一）
、光応用計測特論 30 時間 (若山俊隆)、生体医工学演
習 120 時間（全指導教員）
、生体医工学特別研究 360 時間（全指導教員）
2-3．達成度
学部教育については、カリキュラム等は予定通りに支障なく実施できた。ここ数年、低学力の学生の比率が上がって
いる傾向にあるため、教員間で各個人の成績情報の共有に努め、早めの対応を心掛けている。今年度は、各学年で留年
者数が比較的少なくて済み、まずまずの結果が得られている。
4 年生については月 1 回実施した模試の成績が伸びず、また例年と比べて成績上位が薄く、低い方で狭い範囲に多数
が分布しており、合格者の予測が難しく、国家試験対策に労力を費やした。結果的に新卒の合格率は、1 名は試験を病
欠したが、受験したものは全員合格した。問題の難易度が低いものが多かったことに助けられた結果ではあるが、事前
の予想以上の成果を上げることができた。各学年で低成績層のぎりぎりの底上げはある程度成功したものと考え、今年
度の達成度は 95%程度と評価できると考えている。
《生体医工学（大学院）
》
2019 年度は、1 年次が一般 3 名、社会人 2 名(うち長期履修生 2 名)であり、講義履修は計画通り遂行された．また、
2 年次の修士は 3 名（うち社会人 0）名であり、全員学位審査を合格して修士課程を修了した。このため分野全体とし
ては、十分目標どおりの達成レベルに達した．なお、今年度の卒業式は COVIT-19 の影響により、中止となった。
2-4．自己評価と次年度計画
上述のように受験者した学生の国家試験の合格率は 100%を達成できた。学科創設以来、2 回目である。問題の難易
度が低い場合には合格率が全国平均を上回ることは、従来と同じ傾向である。カリキュラム外でも研究室配属された 4
年生に対しては各指導教員が相当に時間を割いて指導しており、低成績層への教育の効果は上がっている部分が確実
にあると評価できる。しかし全国統一模擬試験の成績など、難度が上がると大きく成績が下がっていた。単純な知識
の暗記にとどまらず、思考力を含めた学力の底上げには至っていないと考えている。他学年において留年生が減少し
たことも良好な結果であった。成績下位者に関する教員間の情報共有は地味ではあるが有効であると評価できる。
次年度の教育計画についてであるが、4 年生に注力せざるを得ない現状では時間的な問題で大掛りな新企画を取り入
れる余裕は得られていない。次年度も現在の努力を継続し、今年度並みの結果を維持できるかどうかの検証の年度に
する予定である。ただし現状では新型コロナウィルスによる影響が見通せない。学生の学力低下に結びつかないよう、
臨機応変な対応が求められることになると予想している。
学生実験の装置類の老朽化が目立っており、大幅な更新が必要になりそうである。ご協力をお願いする
《生体医工学（大学院）
》
修士課程において、今年度は学部（生体医工学科）から修士課程に進学して入学した者 3 名に加えて、社会人 2 名、
合計 5 名が入学し、進学者が増加している。
研究指導のための管理としては、2 年次初めに「中間発表会」を卒業予定の学生に対して実施し、倫理審査の状況・
研究進捗についてチェックを行なわれている。加えて、学位審査の申請前に研究発表会を行い、最終審査を受ける前
に、幅広く意見を求め、学位論文の質向上を果たすように努めている。今年度は、学位審査が受けた 3 名は、研究発
表会までに十分な研究を進めるとともに、対外発表を行うなど質の高い研究結果を出して学位審査に合格し、修士課
程を修了した。
修士課程においては、修士課程の授業評価として通常の講義に対する授業評価を行い、加えて、修士課程独自の授
業評価として、研究指導における評価を行うべく、研究発表会において、発表内容を学生に授業評価を行誌、最も評
価の高い発表の指導教員に対してベストティーチャー賞を与えている。今年度は、通常講義において生体医工学の教
員がベストティーチャー賞を受賞した。
一方、教員および大学生のＦＤは学部と同時に行っており、同時のＦＤは実施されていない。
。
今後、研究内容については、一層の充実を図り、高度な研究・開発を遂行して、博士課程の人材育成ができる環境
を充実させる．入学者数は、在学生の進学希望者が年々増加するとともに、社会人の希望者も一定レベルで定着する
など堅調に伸びており、今後も継続してゆく。
授業評価については、研究発表の授業評価を含めて、内容の向上に良い方向に働いていることから、フィードバッ
クを適切に行い、取組みを強化してゆく。
大学院教育のＦＤについて、今後独自の取組について、必要事項の整理も含め、検討して行く

３．研究
3-1．目的・目標
各教員の医学、電気・電子工学、機械工学、化学工学、情報工学、生体工学、臨床工学などといった幅広い専門分
野を、医療用計測機器や治療機器、生命維持管理装置などの最先端医療機器へ応用、病院内の情報システムの整備等
に応用することを念頭に研究を推進することを目的・目標とした。さらに、医療分野への貢献に留まらず、工業、環
境そして基礎学術分野への研究にも意欲的に取り組み、オリジナリティある手法を創生し、ユニークな研究を行う。
これに加えて、各教員の多岐にわたる専門分野における知識と技術を融合した新たな医用生体工学・離床工学の確立
を目指す。
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
(1) レーザー光照射による担癌マウスに及ぼす抗腫瘍効果のメカニズムの探索 （戸井田、継続研究、H28 年度科研費
挑戦的萌芽研究）
(2) Coherent Anti-stokes Raman Scattering による無侵襲血糖値モニターの研究（戸井田、H22 年度学内グラント研究
後の継続研究）
(3) 表在性血管の分光画像 3D 解析による分光画像への深度情報付与の可能性検証（戸井田、H24 年度保健医療学部プロ
ジェクト研究）
(4) ファイトアロマケミカル水溶液の抗腫瘍性試験(戸井田）
(5) GMP, QMS 及び GCTP のガイドラインの国際整合化に関する研究（医療機器の品質管理監督システムの構築のあり方）
（宮本、厚生労働行政推進調査事業費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）
(6) 光線力学的酸化処置による抗がん剤耐性獲得細胞の耐性低減化に関する研究（宮本）
(7) 超広帯域ベクトルビーム発生（若山，学外共同研究）
(8) ベクトルビームを用いた偏光計測（若山，学外共同研究）
(9) シンチレータの軟 X 線誘導放出抑制現象の発見（若山，学外共同研究）
(10) シンチレータの軟 X 線誘導放出抑制現象の発見（若山，学外共同研究）
(11) 医療施設における電波管理に関する研究(川邉)
(12) 医用テレメータを対象とした電波管理装置の開発と評価(川邉)
(13) 医療機関内の医用テレメータを対象とした電磁環境測定法に関する検討(川邉)
(14) PCPS 遠隔監視システムの開発(川邉)
(15) 各種電波利用機器が医療機器に与える影響の調査（本塚）
(16) 患者 iPS 細胞由来心筋組織からの心房筋細胞の分別（白石）
(17) 牛血を用いた体外循環の溶血評価（白石）
(18) 光線力学的治療（ＰＤＴ）における一重項酸素の生成の基礎的研究（田邊）
(19) FT-IR を用いた皮膚拡散二酸化炭素濃度の測定の試み（田邊）
(20) レーザー分光顕微鏡の製作（田邊）
(21) 細胞シートを用いた 3 次元組織・器官作製法の基礎検討および筋分化における青色光の影響（脇田）
(22) ラット海馬ＣＡ３スライスを用いたのニューロダイナミクスに関する研究(中島)
(23) 海馬 CA3 神経回路網モデルの構築（中島）
(24) 麻酔下ラットの海馬における記憶・学習と情報処理に関する研究(中島)
(25) 連続切片病理標本と機械学習を用いたマウス膵臓の立体解剖学モデルの生成（駒形、石川、令和元年度保健医療学
部プロジェクト研究）
(26) 距離画像センサによる見守りシステムのプロトタイプ開発(駒形)
(27) 映像計測による連続脈波伝搬速度計測と血圧計測に関する研究（加藤，奥村，丸山 保健医療学部プロジェクト研
究）
(28) ハイパースペクトル画像を用いた病理画像解析法の開発（石川）
(29) 多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術（小林、駒形、石川、篠田、九州大学との共同研究）
(30) 腎臓 MRI における定量的解析支援（石川、小林、埼玉医科大学病院腎臓内科との共同研究）
(31) マルチスペクトル画像による遠隔診断支援のフィジビリティ研究 （小林、石川、埼玉メディカルセンターとの共
同研究 （公）JKA 補助金）
(32) 生理計測分析：視覚運動との相関性（小林、石川）
(33) ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究（小林、駒形、石川、東工大科学技術創成研究院、イ
ンドネシア LIPI との共同研究
(34) マルチスペクトルカメラを用いた遠隔マクロ病理診断支援の検討（小林、石川、東工大科学技術創成研究院との共
同研究）
3-3．研究内容と達成度
(1) レーザー光照射による抗腫瘍効果のメカ二ズムを明らかにするため、半導体レーザー変調波照射における抗腫瘍効
果の変調周波数特性を連続波との比較の再現性確認を行った。またインコヒーレント光、加温との比較を行った。だ
だし担癌マウスの継代不良が発生し、データのばらつきが大きくなり論文投稿に耐えるデータとはならなかった。担
癌モデルマウスの再構築を進めた。
（達成度 60％）レーザー光照射による抗腫瘍効果のメカ二ズムを明らかにするた
め、半導体レーザー変調波照射における抗腫瘍効果の変調周波数特性を連続波との比較の再現性確認を行った。また
インコヒーレント光、加温との比較を行った。だだし担癌マウスの継代不良が発生し、データのばらつきが大きくな
り論文投稿に耐えるデータとはならなかった。担癌モデルマウスの再構築を進めた。
（達成度 60％）
(2) (株)エーティーエーとの共同研究として「CARS を応用した非侵襲血糖測定の開発」プロジェクトを進めた。OPO２
波長光 CARS 方式では、信号の安定度確保が課題であり、その要因解析を行った。その結果複数要因が混在するため
新たな共役信号補償法を考案し、その原理検証を完了した。
（達成度 90％）
(3) (2)へ注力のため H30 年度は実施せず。
(4) (株)ＮＫＥからの受託研究として、緑豆抽出水溶液の抗腫瘍性の試験を実施した。飲水群での腫瘍成長の抑制と IL12
産生増強が確認できた。本結果の報告にて受託研究を終了した。
（達成度 100%）
(5) 改正 QMS 省令の適切な理解と運用に資する具体的な情報を提供するという観点から、実際に QMS 調査実施者が製造
販売業者に対して発出した指摘事例の収集・分析を行うとともに、電磁的文書・記録の保管についてのガイドライン
作成に着手した。
これらの成果は厚生労働科学研究令和元年度総括・分担研究成果報告書にて公表した。
（達成度 100%）
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(6) アドリアマイシン耐性獲得白血病細胞を用い，PDT による耐性低減が可能かどうかを検討した．その結果，適切な
光増感剤の接触手法を用いることで，耐性の低減が可能であることが実証され，国際生体医工学会にて発表した（達
成度 100%）
．
(7) 一般的には波長依存性を有するベクトルビームの波長依存性を抑制することに成功した。波長幅 400nm から 1000nm
という超広帯域光源において波長依存性の抑制を達成した。
（達成度：100%）
(8) 上述したビームを用いた偏光計測法を提案し，計測への応用が展開できるかを基礎研究して実証した。本研究は
2020 年度も引き続き実験を行っていく。
（達成度：50%）
(9) 軟Ⅹ線発光における誘導放出抑制現象を高エネルギー研究開発機構のフォトンファクトリーにて実証実験を実施し，
世界で初めて軟 X 線においてシンチレータの誘導放出抑制現象を実証した。本研究成果は埼玉医科大学と東北大学、
宇都宮大学でプレスリリースされた。
（達成度：100%）
(10) 三次元内視鏡を開発し、人体模型の外耳道の形状を非接触で形状計測することに成功した。本研究成果はさらに発
展され，極細径の構造光制御技術へと進化しており今後さらなる研究成果が期待される。
（達成度：100%）
(11) 昨年度開発した Beacon を利用した位置測位技術と小型シングルボードコンピュータを組み合わせた無線 LAN 及び
医用テレメータを対象とした電波環境計測システムを医療施設に設置し検証を行った。本システムを用いることで電
波環境計測の自動化を実現した。
（達成度：100％）
(12) 医用テレメータを対象とした電波管理装置（スペクトラムアナライザ）の開発を行った。計測装置としての機能は
十分であり今後は計測データの蓄積方法について検討を行う。
（達成度：100％)
(13) スペクトラムアナライザを医用テレメータ用アンテナケーブルに接続し、数十秒単位での電波環境のモニタリング
法について検討を行い、システム構築を行った。
（達成度：100％）
(14) これまで構築した PCPS 遠隔監視システムおよび酸素ガス流量モニタの機能の拡充や安定性の向上を図り、実臨床
において使用することができた。今後は寄せられた意見を元に改善を測る。
（達成度：100％）
(15) MCA 無線機が医療機器に与える影響の調査を行った。調査した 53.1％の医療機器に影響がみられ、患者使用時であ
れば致命的となる影響が起きた例もあった。今後、安全に MCA 無線を使用するためのルールの提案し、外部へ発信し
ていきたい。
（達成度：100％）
(16) 患者由来の皮膚および心臓の線維芽細胞から iPS 細胞を作製し、心筋へ分化誘導を行い、作製された心筋様組織か
ら心房筋細胞のみを分別することを目的としている。患者 iPS 細胞由来の拍動する心筋様組織を作製し、心筋様組織
の細胞分散方法について検討を行った。
（達成度 30%）
(17) 人工心肺の開放型回路と閉鎖型回路を用いた体外循環において血液への侵襲に違いがあるか検証するために、牛血
を用いて遊離ヘモグロビン濃度を測定し溶血の程度を比較した。
（達成度 80%）
(18) ポルフィリン溶液にレーザー光を照射し、一重項酸素の生成を in vitoro で証明し、さらにポルフィリンをラッ
トに注射し、各臓器での蛍光を分光器にて測定した。
（達成度 70%）
(19) 呼気のみならず、皮膚から二酸化炭素が蒸散されている事実は以前より知られているが、それを具体的に測定する
技術は未だ確立されていない。FT-IR は極めて簡単な測定法で、手指先端からの二酸化炭素を測定し、運動後や食後
にどのような変化がみられるかを検討中である。
（達成度 50%）また、抱水ポリマーを用いた新しい方法も計画中。
(20) 昨年度、購入した分光計を使用して、レーザー励起蛍光の分光解析をおこなう。（達成度 20%）。来年度に継続す
る。
(21) 血管内皮細胞の細胞シートから血管の作製を試みた。その結果，サイズは小さいものの一層構造の血管を作製した。
また，筋芽細胞に青色光を照射したところ，筋分化が促進するというプレリミナリーな結果を得た。
（進捗率：75％）
(22) ラット海馬 CA3 スライスを用いて多数の錐体細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認
識等の情報処理に関する知見を得ることを目的としている．(達成度 70%
(23) ラット海馬 CA3 領域の主要な細胞のニューロンモデル(数値計算モデル)を構築し，これらのモデルを接続したラッ
ト海馬 CA3 モデルをさまざまなサイズで構築する．動物実験の結果とあわせて，海馬 CA3 における記憶や学習，空間
認識等の情報処理に関する知見を得ることを目的としている．(達成度 50%)
(24) 麻酔下ラットの脳を用いて，海馬における記憶機構及び情報処理機構を解明し，脳型記憶・情報処理システムを開
発することが目標に研究を遂行している．(達成度 50%)
(25) 膵癌は早期発見が困難であり治療法の確立が急務となっているが，発癌機序は不明な点が多い．そこで，本研究で
は膵癌を伴うマウス膵臓組織の連続切片 HE 染色病理標本から，機械学習を使用してデジタル立体解剖学モデルを生
成する試みを実施している．本年度は一部手動でセグメンテーションした教師画像を使用し，テクスチャ特徴量とサ
ポートベクターマシンを使用して解剖学モデルを生成した．今後はディープラーニングなどの他の方法との比較をし，
精度等を検証する．
（達成度 50％）
(26) 現在，介護施設ではベッドからの転落事故が多く発生しており，その多くは介助行為や見守りを行っていない状況
下で発生している．これらを防止するためにクリップセンサやマットセンサが使用されているが，誤報が多い．そこ
で，本研究では対象物までの距離を計測することができる赤外線距離画像センサを用いて起床や離床，および，危険
の可能性が高い動作の検出を目指している．現在までに，センサ認識アルゴリズムの主要部分は完成した．（達成度
70％）
(27) 夜間高血圧は間欠的な血圧計測では見過ごされる可能性があり，連続的な血圧計測が望まれている．本研究では近
赤外光照明下における映像脈波を撮影し，それから求めた心拍数や脈波伝搬速度と心電図，光電脈波から算出した心
拍数，血圧計で測定した収縮期血圧との関係を調べた．映像脈波から求めた心拍数と各計測装置で計測した心拍数と
の相関係数は 0.9 以上，映像脈波伝搬速度と収縮期血圧との相関係数は 0.88 となり，強い相関関係が見られた．映
像脈波から血圧推定が行える可能性が示された．
（達成度 75％）
(28) ハイパースペクトル画像を用いたがん・非がん診断法を開発し、論文発表をおこなった(達成度 80%)。
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(29) 昨年度まで研究してきた多元計算解剖学における形態情報統合の基礎技術(新学術領域研究)の成果をもとに 3 次
元情報として病理画像データを再構成し、その形態的特徴と機能的特徴を可視化することを目指した。その結果は、
3 次元データの構築にむけた内部構造解析およびマルチスペクトル画像解析方式の高度化を検討・評価を行い、外部
発表に結び付けた。
（論文 1 件 特許 1 件、国際会議発表 1 件）（達成度 100％）
(30) 腎臓 MRI における定量的解析支援（埼玉医科大学病院腎臓内科との共同研究 (達成度 80％)
(31) 「マルチスペクトル画像による遠隔診断支援のフィジビリティ研究」においては、遠隔新郎において、マルチスペ
クトルカメラによる診断支援方式および必要な生体情報の収集に必要な方式の基本検討を行った。（国際会議発表 2
件）
（達成度 70％）
。
(32) 「生理計測分析：視覚運動との相関性」に関しては、周辺照度と映像酔いの関係を主観評価（SSQ）,時系列主観評
価および生体指標との関連についての検証実験を行った。
（国際会議発表 1 件）
（達成度 80％）
(33) 「ハイパースペクトル病理画像解析による病理診断支援の研究」に関しては、2 種類の線維細胞のハイパースペク
トルを用いた分類法について機械学習を用いた研究を進めた。さらに、マルチスペクトルを用いたマクロ病理画像診
断支援の研究を並行して進めた．
（論文 1 件、国際発表 5 件、国内発表１件）
（達成度 90％）
(34) 「マルチスペクトルカメラを用いた遠隔マクロ病理診断支援の検討」に関しては、マクロ病理の臓器画像を色精度
よく再現方式の検討を行い、成果として発表した。
（論文 1 件、国際会議 2 件 国内発表 1 件）
3-4．自己評価と次年度計画
学部に関しては、国家試験という関門がある以上、特に成績下位の者たちへの教育・指導に時間を費やさざるをえ
ず、研究には十分な時間を充てることができないという状況は定着してしまっている。今年度も学期期間中に収まら
ず、夏季休暇期間中等も学業不振者の指導に充てざるを得ず、研究時間は犠牲にせざるを得なかった。6 の業績で示す
ように論文数、学会発表数はほぼ昨年度並みであった。現在の状況で業績を維持できていることは評価に値する。ま
た、学術論文・学会発表に結びつく成果は外部との共同研究を主とする一部の教員に限られる傾向が鮮明になってい
ることは憂慮しているが、上記の研究プロジェクトの中にも新しい研究テーマが幾つも存在し、厳し史研究環境の中
でも教員の研究に対するモチベーションが下がっているわけではないことは大いに評価できる。
次年度も研究代表者時間に代表される厳しい研究環境が続くことは確実である。今年度は研究が十分に進まなかっ
たが次年度に継続していく、という報告が多く、成果に結びつくところまで地道に進捗させていく。時間資源の他、
研究・器材の老朽化も進行しているので、手当てを試みる。研究環境はとしては望ましい状態ではないが、若手教員
の研究時間を確保して業績を上げていけるように、教育を含めた全体の負荷のバランスを統制していきたい。ただし
研究においても新型コロナ感染症の影響は予測できず、臨機応変に対応したい。
《生体医工学（大学院）
》
生体医工学における研究は、基本的に臨床工学科の教員が指導教員となり、その中で、より高度な研究を、修士課
程の大学院生を指導しながら進めている。このため、研究テーマの枠組みは、学部の研究と同じものとなっている。
研究のアウトプットは、大学院生も含めた形で進めており、今年度は、2 年生が対外発表で学会表彰を受けるなど高
いレベルの研究がなされるようになってきた。また、一年生も、学部からの研究を継続することで、高いアウトプッ
トが可能となり、国際会議で 2 名が発表するなど、めざましい成果を上げている．
また、研究倫理に関しては、これまで教員への指導が中心となっており、大学院生自身への指導は、教員に任せて
いる部分が多々あった。
次年度は、対外的にも評価の高い成果を上げてきていることから、今後も、学部の研究と一体となって、この研究
体制が維持・発展できるように進めて行く。
一方、研究倫理の取組は、学生に e-learning を行わせるなど、学生自身が取組めるように改善せいてゆく。

４．診療
該当せず。

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
1.川邉学、総務省（電波環境協議会）
「医療機関における電波利用推進委員会
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
1.小林直樹 画像電子学会（編集委員、査読委員）
2.下岡聡行 電気学会 E 部門（論文査読委員）
3.山下芳久 日本医工学治療学会（編集委員）
4.山下芳久 日本急性血液浄化学会（編集委員）
5.山下芳久 臨床透析（日本メディカルセンター）
（編集委員）
6.山下芳久 日本透析医学会（論文査読委員）
7.山下芳久 日本集中治療医学会（編集協力委員、論文査読委員）
8.山下芳久 日本臨床工学技士会（論文査読委員）
9.若山俊隆 Remote Sensing, Reviewer
10.若山俊隆 Sensor，Reviewer
11.若山俊隆 Scientific Reports,Reviewer
12. 加藤綾子 ライフサポート学会（編集委員、論文査読委員）
13. 駒形英樹 画像電子学会（査読委員、企画委員、IEVC2019 実行委員）
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周知啓発」委員

5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
1.小林直樹 保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO) （適合性評価委員会委員、技術委員会委員）
2.小林直樹 画像電子学会（企画委員）
3.小林直樹 The 6th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC 2019)
Conference Chair
4.小林直樹 快適 HMD 委員会（委員）
5.小林直樹 ISO/IEC JTC1 SC29/WG1 国内委員会（委員）
6.下岡聡行 ライフサポート学会（評議員）
7.戸井田昌宏 レーザ協会理事
8.山下芳久 公益社団法人日本臨床工学技士会（（常任理事、代議員、国際交流委員、JACE Academy 学術員、血液浄化
専門認定委員、血液浄化業務指針検討委員、医療機器安全管理業務検討委員会担当理事、医療安全全国共同行動担当
委員会担当理事、臨床実習指導者研修会運営委員会担当理事、集中治療検定準備ＷＧ委員長）
）
9.山下芳久 公益社団法人埼玉県臨床工学技士会（会長）
10.山下芳久 日本急性血液浄化学会（理事、評議員、安全管理・倫理委員会副委員長）
11.山下芳久 日本医工学治療学会（理事、評議員）
12.山下芳久 日本血液浄化技術学会（代議員、学術委員、他）
13.山下芳久 日本集中治療医学会（評議員、CE 検討委員会委員、集中治療認定臨床工学技士検討委員会委員長、臨床
工学部会役員）
14.山下芳久 埼玉透析医学会（役員幹事）
15.山下芳久 日本臨床工学技士連盟（理事）
16.若山俊隆 精密工学会（メカノフォトニクス専門委員会委員）
17.若山俊隆 日本光学会（偏光計測研究会委員）
18.加藤綾子 日本生体医工学会（精神・睡眠医療と ME 研究会幹事）
19.加藤綾子 ライフサポート学会（評議員）
20.川邉学 日本生体医工学会 専門別研究会 医療・福祉における電磁環境研究会（幹事）
21.川邉学 日本建築学会 環境工学研究会 医療機関の電波理療に配慮した建築計画検討小委員（幹事）
22.川邉学 日本医療機器学会 代議員
23.田邊一郎 日本自費出版文化賞第１次第２次選考委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
メディカルエンジニアリング系
① Takeo Ejima, Toshitaka Wakayama, Natsumi Shinozaki, Misaki Shoji, Genta Hatayama, Takeshi Higashiguchi,
“Demonstration of stimulated emission depletion phenomenon in luminescence of solid-state scintillator
excited by soft X-rays.. Scientific reports. 2020.03. 10(1):5391-5391,”（English，Invited review paper，
Peer review）
② Takeo Ejima, Shunsuke Kurosawa, Akihiro Yamaji, Tadashi Hatano, Toshitaka Wakayama, Takeshi Higashiguchi,
Mamoru Kitaura, “Luminescence properties of scintillators in soft X-ray Region, ” JOURNAL OF LUMINESCENCE.
2020.03. 219(3):116850-1-116850-9.
③ EJIMA, Takeo, KUROSAWA, Shunsuke, YAMAJI, Akihiro, HATANO, Tadashi, WAKAYAMA, Toshitaka, HIGASHIGUCHI,
Takeshi, KITAURA, Mamoru, “Total luminescence yield of some scintillators in the photon energy region
from 300 eV to 1.3 keV,”Photon Factory Activity Report 2018. 2019.07. 36:69-1-69-2.
④ Toshitaka Wakayama, Natsumi Shinozaki, Misaki Shoji, Takayuki Ishiyama, Kazuyuki Sakaue, Taisuke Miura,
Takeo Ejima, and Takeshi Higashiguchi, “Supercontinuum vector beam generation by independent manipulations
of angular polarization and geometric phase,”Applied Physics Letters. 2019.06. 114:231101.
⑤ 髙橋 優太, 石山 貴之, 庄司 美咲, 川崎 太夢, 東口 武史, 若山 俊隆, “外耳道および耳介の 3 次元マッピン
グ,” 生体医工学. 2019.06. 57(6):181-189.
⑥ 櫻井信豪, 坂本知昭, 紀ノ岡正博, 宮本裕一, 木村和子： GMP,QMS,GTP 及び医薬品添加剤のガイドラインの国際
整合化に関する研究. 厚生労働科学研究令和元年度総括・分担研究報告書 厚生労働省
⑦ Hideki Komagata, Erika Kakinuma, Masahiro Ishikawa, Kazuma Shinoda, and Naoki Kobayashi, "Semi-Automatic
Calibration Method for a Bed-Monitoring System Using Infrared Image Depth Sensors", Sensors 19(20): 4581,
2019.
⑧ Masahiro Ishikawa, Chisato Okamoto, Kazuma Shinoda, Hideki Komagata, Chika Iwamoto, Kenoki Ohuchida, Makoto
Hashizume, Akinobu Shimizu, and Naoki Kobayashi, "Detection of pancreatic tumor cell nuclei via
hyperspectral analysis of pathological slides based on stain spectra", Biomedical Optics Express, Vol.
10, Issue 9, pp.4568-4588, 2019
⑨ Eleni Aloupogianni, Hiroyuki Suzuki, Takaya Ichimura, Atsushi Sasaki, Hiroto Yanagawa, Tetsuya Tsuchida,
Masahiro Ishikawa, Naoki Kobayashi, Takashi Obi, “Binary Malignancy Classification of Skin Tissue Using
Reflectance and Texture Features from Macropathology Multi-Spectral Images”, IIEEJ Transactions on Image
Electronics and Visual Computing, Institute of Image Electronics Engineering of Japan, Vol. 7, No. 2, pp.
58-66, Dec. 2019.
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⑩ Lina Septiana, Hiroyuki Suzuki, Masahiro Ishikawa, Takashi Obi, Naoki Kobayashi, Nagaaki Ohyama, Takaya
Ichimura, Atsushi Sasaki, Erning Wihardjo, Dini Andiani, “Elastic and collagen fibers discriminant
analysis using H&E stained hyperspectral images”, Optical Review, Vol. 26, No. 4, pp. 369–379, May. 2019.
【総数：論文 11 件、学会発表 32 件、講演 0 件】
クリニカルエンジニアリング系
① 山下芳久、塚本功：急性血液浄化療法に用いられる血液濾過器（hemofilter）の現状と今後の可能性について、日
本集中治療医学会雑誌、2019.11.
② 奥村高広．体外循環技術の教育 ～教育施設の一例～．埼玉県臨床工学技士会会誌．39:82-83，2019
③ 代隼矢, 奥村高広, 丸山直子, 松田恵介．バルブ式半閉鎖型体外循環法 VACC の開発 ～臨床施行例に対する考察
～ 埼玉県臨床工学技士会会誌．39:123-125，2019
④ Akira Motozuka, Manabu Kawabe, Takashi Kano: Development of an ECMO Remote Monitoring System, 2019 IEEE
1st Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech): 125-126, 2019.
⑤ Kawabe M., Hanada E.. Continuous Survey of the Electromagnetic Environment Surrounding Medical Telemetry
Systems. Proceedings of EMC Sapporo & APEMC 2019, MonPM1A.1, 2019.6.3 (Sapporo)
⑥ 川邉 学, 福田 詩絵莉, 佐藤 佑, 小川 凌太, 本塚 旭, 加納 隆：IoT 技術を用いた医用テレメータ点検ツールの
開発 第 29 回日本臨床工学会大会 2019.5.18（岩手）
⑦ 川邉学, 本塚旭, 加納隆, 戸坂豪臣 ：sXGP の電波が医療機器に及ぼす影響 第 94 回日本医療機器学会大会
2019.6.14（大阪）
⑧ 川邉 学 医療機関における次世代自営通信システム sXGP など電波の安全性と通信の高度化に関する勉強会 愛
媛県の医療機関における電波利用推進協議会 2020.2.21（愛媛県）
⑨ 奥村高広、代 隼矢、福岡 祐、丸山直子、松田恵介：バルブ式半閉鎖型体外循環法の開発 ―常時脱気法の実験的
検討―．第 45 回日本体外循環技術医学会大会 2019.10.5-6（名古屋）
⑩ 松田恵介、丸山直子、奥村高広：バルブ式半閉鎖型体外循環法 VACC の臨床導入．第 45 回日本体外循環技術医学会
大会 2019.10.5-6（名古屋）
【総数：論文 3 件、学会発表 25 件、講演 2 件】
6-2．獲得研究費
1.戸井田昌宏（受託研究）、ファイトアロマケミカル水溶液の抗腫瘍性試験、(株)ＮＫＥ、研究期間：H30 年 10 月～H31
年 9 月、R1 年度直接経費：297.5 万円．
2.宮本裕一（研究分担）
，厚生労働行政推進調査事業費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
事業「GMP, QMS 及び GCTP のガイドラインの国際整合化に関する研究」研究期間：平成 29 年度～令和元年度，令和元
年度直接経費：220 万円．
（研究代表者一括計上）
3. 加藤綾子(研究代表者)、若山俊隆（研究分担）、機械学習による手軽な外耳道の三次元計測と補聴器シェルの心地よ
さの定量化、
（令和元年度科学研究費助成金 基盤研究(C)，分担研究）
：195 万円
4. 若山俊隆、軟Ⅹ線発光における誘導放出抑制現象を利用した超高分解能顕微鏡の開発、（令和元年度科学研究費助成
金 挑戦的研究（萌芽）
，分担研究）
：20 万円
5. 若山俊隆、リン酸基結合分子の変化によるリン吸収端構造変化とそのクロマチン可視化応用、（令和元年度科学研究
費助成金 基盤研究（B）
，分担研究）
：65 万円
6. 若山俊隆、生体組織診断可能なロボット手術支援用 3D 内視鏡の開発、
（令和元年度上原記念生命科学財団，研究代表
者）
：250 万円
7. 若山俊隆、光スキャナーによる湾曲した外耳道の完全 3D マップの作成、
（令和元年度科学研究費助成金 基盤研究（C），
研究責任者）
：50 万円
8. 川邉学、
［共同研究］大成建設株式会社 滋慶医療科学大学院大学 埼玉医科大学、
「令和元年度 医療施設における
電波管理に関する研究」
（2019 年６月１日から 2020 年３月 31 日）130 万円
9. 川邉学、
［共同研究］株式会社アルネッツ 滋慶医療科学大学院大学 埼玉医科大学
10. 川邉学、
「医用テレメータを対象とした電波管理装置」
（2019 年 9 月 1 日から 2020 年 4 月 30 日）80 万円
11. 小林直樹（研究代表者）ＪＫＡ補助金（研究補助）
、平成３１年度、 ５００万円
12. 小林直樹 二国間 JSPS-LIPI 受託研究 246 万円
6-3．受賞
1. 2019 年度日本人工臓器学会論文賞、Yoshitaka Kurihara, Shunichi Ueki, Kenichi Kokubo, Yuta Kobayashi, Tomoyo
Ebine, Kaya Murakami, Yosuke Ushiroda, Naoko Maruyama, Hiroshi Tsukao, Kozue Kobayashi, Hirosuke Kobayashi：
Continuous hemofiltration model using porcine blood for comparing filter life. Journal of Artificial Organs.
2018.09. 21(3):332-339
2,2019 年度フロンティア講演会論文賞、内田夏綺、加藤綾子、上條弘幹、山崎一徳、住倉博仁、荒船龍彦、本間章彦、
矢口俊之、自律神経機能推定に向けたアルビノ系ラットにおける瞳孔径計測法の提案と拘束負荷中の瞳孔径変動解析
論文掲載は令和 3 年中。
6-4．特許、実用新案
1. 特願 2019-091417「発明の名称 電波強度モニタリングシステム」出願日 令和 1 年 5 月 14 日
遠藤哲夫、石島
透、川邉学、加納隆、本塚旭、榎本幸佑、小川凌太
2. 特願 2019-105473「二次電池のリフレッシュ効果予測システム、二次電池のリフレッシュ効果予測装置、二次電池の
リフレッシュ効果予測方法及びプログラム」出願日 令和 1 年 6 月 5 日 発明の名称 本塚旭、川邉学、加納隆、成
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勢幸一郎
3. 石川雅浩、小林直樹、岡本千沙登、橋爪誠、大内田研宙,岩本千佳 “推定器学習装置、推定器学習方法、及び、推定
器学習プログラム” 特願 2019-136420 (2019.７
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. 山下芳久、2018 年 6 月 3 日
埼玉臨床工学会の開催（大宮） 会長
2. 山下芳久、2018 年 9 月 2 日
循環器セミナーの開催（大宮） 会長
3. 山下芳久、2018 年 10 月 21 日
血液浄化セミナーの開催（大宮） 会長
4. 山下芳久、2019 年 1 月 20 日
人工呼吸器安全対策セミナーの開催（川口） 会長
5. The 6th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC 2019) 2019 Aug21-24,
Conference Chair

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育面では、2-4 で述べたように上述のように受験者した学生の国家試験の合格率は 100%を達成できた。カリキュラ
ム外でも研究室配属された 4 年生に対しては各指導教員が相当に時間を割いて指導しており、低成績層への教育の効果
は上がっている部分が確実にあると評価できる。成績下位者に関する教員間の情報共有は地味ではあるが有効であると
評価できる。他学年において留年生が減少したこともこの効果が考えられ、良好な結果であった。
研究面では 3-4 で述べたように、今年度は新規にスタートしたテーマが多くなっていることが大きな原因であり、活
発に活動していると評価できる。次年度以降の成果に期待したい。
学科の運営については教員間にトラブルはなく、連絡・情報の共有等々、問題なく行えていると考えらる。
《生体医工学（大学院）
》
1)入学者数は、学部からの進学 3 名、社会人 2 名、合計 5 名であり、堅調であった。
2) 学位審査申請者 3 名は、対外発表を行うなど質の高い研究結果を出して学位審査
に合格し、修士課程を修了した。
3)授業評価において、教員一名が表彰された、しかし。授業評価のフィードバックが十分されているとは言えない状
況である。
4)教員および大学生のＦＤは学部と同時に行っており、同時のＦＤは実施されていない。
5)学部での研究と一体になって行うことで、質の高い研究成果を出してきている。
6)研究倫理は主に教員中心に進め、大学院生自身への取組は十分でなかった、
7－2．次年度の改善計画
教育面については、カリキュラム・システムの面では大きな変更の余地はない。例年の目標となってしまっている低
学年から個々の科目での思考力を伴う学力の底上げに取り組む。ただし、実験・実習において時間がかかり過ぎる傾向
が目立つようになっているので、これらに関しては内容の見直しを含めて、改善したい。
研究面については、外部との共同研究に頼っている比率を少し減らしたい。学科内で工学系と臨床系の教員の共同研
究テーマを増やせるようにしたい。
生体医工学（大学院）
》
1) 入学者に関しては、今後も学部からの進学を積極的に推進し、社会人からの入学も積極的に受け入れることとする。
2) 研究指導について、一層の充実を図り、高度な研究・開発を遂行して、博士課程の人材育成ができる環境を充実させ
る．
3) 授業評価については、今後フィードバックを適切に行い、取組みを強化してゆく。
4) 大学院教育のＦＤについて、今後独自の取組を検討して行く、
5) 学部での研究と一貫性をもって行うことで、一層質の高い研究成果を出す。
6) 教員のみでなく、大学院生にも e-learning を活用して取り組んでゆく。
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4．理学療法学科
１．構成員
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：教授：学科長：教育主任：指導教員（大学院）
：理学療法学：博士
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：教授：副学科長：指導教員（大学院）
：循環器理学療法学：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）：教授：研究主任：指導教員（大学院）
：筋骨格理学療法学：博士
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：教授：指導教員（大学院）
：解剖学：博士
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
：准教授：指導教員（大学院）
：筋骨格理学療法学：博士
國澤洋介（KUNISAWA, Yosuke）
：准教授：神経理学療法学：博士
新井智之（ARAI, Tomoyuki）
：准教授：大学院教員（大学院）
：博士
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：講師：発達障害理学療法学：修士
國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）
：講師：神経理学療法学：修士
澤田 豊（SAWADA, Yutaka）
：講師：筋骨格理学療法学：修士
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）
：講師：指導教員（大学院）
：肉眼解剖学：博士
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
：講師：地域理学療法学：博士
大久保雄（OKUBO, Yu）
：講師：大学院教員（大学院）
：筋骨格理学療法学：博士
丸谷康平（MARUYA, Kohei）
：講師：高齢者理学療法：修士
小関要作（KOSEKI, Yosaku）
：助教：神経理学療法学：修士
師岡祐輔（MOROOKA, Yusuke）
：助教：神経理学療法学：修士
三浦佳代（MIURA, Kayo）
：助教：地域理学療法学：博士

２．教育
2-1．目的･目標
＜学部教育＞
理学療法学科は、平成 19 年 4 月に学部に昇格し、令和 2 年 3 月には理学療法学科 10 期生 43 名を輩出することになっ
た。令和 1 年度を振り返ると、国試合格率は 100%となり、昨年をやや下回るものの良好な結果を得ることができたが、
年々、当学科の受験生が減少していることもあり、受験生減少に歯止めをかけるためにも国家試験対策は最重要課題で
あると考えてきた。
4 年生に対しては、より集中的な国家試験対策プログラムを実施する一方で、1 年生の初年次教育を充実させ、各学年
の授業でも国家試験を意識した内容に修正するように調整を図った。教員間の担当授業数に偏りを是正し、授業時間以
外でも密接な指導ができるように調整した。
（大学院教育）
令和 1 年度には医学研究科（修士課程）理学療法分野で 4 名を輩出し、大学院教育がシステム化してきたが、逆に問
題点も明らかになってきた。そのため、研究発表会のあり方などの整備を図り、カリキュラムよりも 1 つ 1 つの科目の
充実を図ることが課題であると考えた。大学院は少人数であることから、より討論などを積極的に行う課題解決型の授
業を積極的に進めること、より質の高い研究と論文を完成させることを目標とした。
2-2．教育内容（担当者）
理学療法学科では、各種の選択科目を配した基礎分野の学習により、幅広い教養教育の充実をはかり、さらに専門基
礎・専門分野では基礎系、神経系、骨・関節系、内部障害系、生活環境支援系、物理療法、教育・管理系の 7 分野のバ
ランスを考えるとともに、演習時間を十分配慮したカリキュラム構成により、しっかりした専門的知識および技術を有
する理学療法士を育成する。
1 年次には基礎科目として哲学：青野、社会学：小川、心理学：佐藤礼、スポーツ科学：古泉、英語Ⅰ～Ⅱ：間山、
ドイツ語：市岡、物理学：赤羽、物理学実験：西脇、化学：村上、細胞生物学：大間、統計学演習：國澤洋、情報科学
演習：市岡が、専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ～Ⅱ演習：小島、時田、基礎運動学：澤田、人間発達学：神子
嶋、栄養学：伴場、医療の基本Ⅰ：大野、リハビリテーション医学：高橋秀が、専門科目として理学療法学概論：國澤
佳、理学療法体験実習：全員、基礎理学療法学演習：澤田、理学療法学基礎実習：高倉が配置されている。
2 年次には、専門基礎科目として、チーム医療学：細井、人体の構造と機能実習（構造系および機能系）
：時田、藤原、
応用運動学：赤坂、医療の基本Ⅱ：大野、病理・微生物学演習：佐藤正、ヒトの病気Ⅰ～Ⅵ：加藤木、骨・関節疾患（総
論・各論）
：宮島、精神疾患：松岡、臨床心理学演習：庄野、公衆衛生学：野寺が、専門科目として、機能・能力診断学
基礎演習：神子嶋、機能・能力診断学応用演習：乙戸、物理療法学演習：大久保、および日常生活活動学演習：細井が
配置されている。
3 年次には専門基礎科目として医療の基本Ⅲ：辻、ヒトの病気Ⅶ：加藤木、および運動学実習：小島が、専門科目と
して理学療法研究法：高倉、臨床運動学：澤田、職業倫理職場管理学：國澤洋、地域理学療法学：藤田、小児理学療法
学：神子嶋、筋・骨格系理学療法学演習：赤坂、神経・筋系理学療法学演習：國澤佳、中枢神経系理学療法学演習：國
澤佳、心肺系理学療法学演習：藤田、筋・骨格系徒手技術学演習：赤坂、中枢神経系徒手技術学演習：國澤洋、義肢装
具学演習：高倉、理学療法学総合演習：全員および機能・能力診断学臨床実習：全員が配置されている。
4 年次には専門基礎科目として精神保健学：松岡、専門科目として理学療法機器技術学：大久保、リハビリテーショ
ン工学：高倉、運動療法学：高倉、代謝系理学療法学：藤田、スポーツ系理学療法学：赤坂、保健科学統計学演習：高
倉、地域理学療法学実習：藤田、高齢者理学療法学：新井、生活環境学：細井、総合臨床実習Ⅰ～Ⅱ：小島、卒業研究：
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小島が配置されている。
2-3．達成度
＜学部教育＞
新卒業生の国家試験は 43 名中 43 名が合格し合格率は 100%となった。
前年度も 95.7%と例年高い合格率ではあるが 100%
を達成したのは 8 年ぶりであり良好な結果得ることができた。教育内容としても目標を十分達成できた。
＜大学院教育＞
理学療法分野を専攻した大学院生 4 名が修士号を取得し卒業することができた。発表会の方法も整備されより充実し
た発表会となった。目標を十分達成できた。
2-4．自己評価と次年度計画
＜学部教育＞
授業内容は毎年少しずつレベルアップしており、国家試験合格率も 100%となり目標は十分達成されたと評価している。
しかし、国家試験合格率は常に 100%であることが望ましく、来年度も引き続き 100%となるよう努力したい。授業内容と
しては、理学療法士の臨床実習のあり方や指定規則の変更が議論されており、その動向に従って当学科のカリキュラム
も変更を加えていきたい。
＜大学院教育＞
大学院教育の質は順調に向上していると評価している。今後は、さらに教育の質の向上とカリキュラムの整備を行い、
博士課程も含めて対応していきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
理学療法が関わる臨床領域は拡大している．それに伴う学問領域は広く，リハビリテーション・医学・自然科学分野
だけではなく社会科学分野も含め多岐にわたっている．そのような社会情勢に合わせて、より多様性があり、質の高い
研究を進めていきたい。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1. 赤坂清和，乙戸崇寛，澤田豊，大久保雄：筋骨格理学療法学，運動学，バイオメカニクス，スポーツ理学療法
2. 高倉保幸，國澤洋介、神子嶋誠，國澤佳恵，小関要作，師岡祐輔：成人及び小児における中枢神経理学療法学，が
ん理学療法学，義肢装具学，内科学，保健科学統計学
3. 小島龍平，時田幸之輔：動物及びヒトの解剖学，比較機能形態学，肉眼解剖学, 運動学
4. 藤田博暁，細井俊希，新井智之，丸谷康平，三浦佳代：地域理学療法学，ロコモティブシンドローム，介護予防
3-3．研究内容と達成度
1. 理学療法の基礎となる肩関節や体幹の運動学分野、徒手理学療法や整形外科手術後の理学療法の有効性に関する運
動器理学療法学分野、ジャンプ着地動作や ACL 受傷予防に関するスポーツ理学療法学分野の 3 つの研究分野に対し
て精力的に研究成果を発表した。
2. 脳血管障害、脊髄麻痺、がんを中心に幅広い研究活動を行うことができた。特に、西岡講師の脳卒中をテーマにし
た研究は博士論文として期待される研究であり非常に質の高い研究であった。
3. 地域における研究活動として、ロコモティブシンドローム（伊奈町研究）
、運動器検診などのフィールド研究と、
心肺系と運動学的な基礎研究を行った。また、近隣の毛呂山町と日高市とは医学部地域・医療センターとの連携し、
健康づくりプロジェクト研究を行った。
4. 体幹-四肢帯の境界領域における脊髄神経の形態特徴, 筋線維タイプ構成・筋構築からみた骨格筋の比較機能形態
学, ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習（解剖学教育）の実践と研究, 筋電計・筋電図を利用した評価，筋疲労測定
など各プロジェクトそれぞれに報告や研究内容の蓄積を含め着実に成果を示している。
3-4．自己評価と次年度計画
各グループともに多様性があり、質の高い研究を実施することができた。さらに来年度は外部研究費をより多く取得
しながらより質の高い研究を推進するように努めていきたい。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
細井俊希：比企広域市町村圏組合介護認定審査会委員、毛呂山町第 7 期高齢者総合計画委員、毛呂山町地域ケア会議委
員、
丸谷康平：日高市介護認定審査会委員、日高市地域包括支援センター運営協議会委員、日高市地域密着型サービス運営
協議会委員、日高市障がい者地域総合支援協議会委員
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5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
赤坂清和：理学療法科学編集委員、徒手理学療法編集委員、Journal of Physical Therapy Science editor
乙戸崇寛：理学療法-臨床・研究・教育-（編集委員）
、理学療法科学(査読委員)、Journal of Physical Therapy Science
(reviewer)
澤田豊 埼玉県理学療法士協会雑誌「理学療法一臨床・研究・教育」編集部員、理学療法科学学会雑誌「理学療法科学」
査読委員
高倉保幸：日本リハビリテーション医学会査読委員、日本理学療法士協会理学療法学査読委員、理学療法科学学会査読
委員、日本ヒューマンケアネットワーク学会編集委員、関東甲信越ブロック理学療法士学会査読委員、埼玉県包括的
リハビリテーション研究会雑誌編集委員・査読委員
國澤洋介：埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌編集委員
時田幸之輔：Anthropological Science (Japanese series) 編集委員、形態機能編集委員
藤田博曉：理学療法科学学会編集委員、日本骨粗鬆症学会査読委員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
【大学，大学院，その他の非常勤講師】
赤坂清和：国立リハビリテーション学院非常勤講師、首都大学東京非常勤講師、埼玉医療福祉専門学校非常勤講師
大久保雄：早稲田大学非常勤講師
高倉保幸：首都大学東京大学院非常勤講師
神子嶋誠：第 30 回埼玉県通園施設職員実践交流セミナー（主催：埼玉県通園施設協議会，共催：公社）埼玉県理学療法
士会）の実行委員 2020 年 2 月
時田幸之輔：日本歯科大学新潟生命歯学部非常勤講師
藤田博曉：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師、埼玉国際短期大学健康栄養学科非常勤講師
新井智之：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師
丸谷康平：文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科非常勤講師

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hasebe Y, Akasaka K, Otsudo T, Tachibana Y, Hall T, Yamamoto M : Effects of Nordic Hamstring Exercise
on Hamstring Injuries in High School Soccer Players: A Randomized Controlled Trial. International journal
of sports medicine 41(3) 154 - 160
② Hattori H, Akasaka K, Otsudo T, HallT, Amemiya K, Mori Y, Sakaguchi K, Tachibana Y: Changes in medial
elbow elasticity and joint space gapping during maximal gripping: reliability and validity in evaluation
of the medial elbow joint using ultrasound elastography. Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2020
Jun;29(6):e245-e251. doi: 10.1016/j.jse.2019.11.005. Epub 2020 Feb 12.
③ Tamura A, Akasaka K, Otsudo T: Lower-Extremity Energy Absorption During Side-Step Maneuvers in Females
with Knee Valgus Alignment. Journal of Sport Rehabilitation. DOI: https://doi.org/10.1123/jsr.2018-0281
④ Mizoguchi Y, Akasaka K, Otsudo T, Hall T: Factors associated with low back pain in elite high school
volleyball players. J Phys Ther Sci 31(8) 675 – 681
⑤ Takasaki H, Okubo Y, Okuyama S: The Effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation on Joint Position
Sense: A Systematic Review. J Sport Rehabil 16:1-10, 2019 May
⑥ 神部 周仁, 大久保 雄, 乙戸 崇寛, 澤田 豊, 赤坂 清和, 宮川 俊平: 側臥位での draw-in が筋活動および姿
勢制御に及ぼす影響. 日本臨床スポーツ医学会誌 28(1) 98 - 106 2020 年 1 月
⑦ 長谷部 悠葵, 高野 敬士, 武井 圭一, 山本 満, 藤本 幹雄, 赤坂 清和: 人工股関節全置換術後の歩行自立に
影響を与える術前因子の検討 日本人工関節学会誌 49 203 - 204 2019 年 12 月
⑧ 大久保雄：体幹筋機能のエビデンスとアスレティックトレーニング．日本アスレティックトレーニング学会誌
5(1):1-9, 2019 年 10 月
⑨ 森上太郎, 大久保雄, 西川拓也, 上林和磨, 乙戸崇寛, 赤坂清和：異なる頚部および上肢の肢位が Draw-in 時
の腹部筋活動や筋厚に及ぼす影響．日本整形外科スポーツ医学会誌 40(1):30-36, 2020 年 3 月
⑩ 赤坂清和: 運動器理学療法のガイドライン. 総合リハビリテーション 47(5) 449 - 454 2019 年 5 月
【総数：論文 10 件、著書 8 件、学会発表 18 件】
【神経・がん理学療法領域】
① 小野正恵, 神子嶋誠, 吉田愛香, 村上綾, 椚 茜, 佐藤日愛, 岸田千洸. 「赤ちゃん体操教室」修了後 2 年以
上経過したダウン症児の運動機能の発達について 粗大運動発達，歩行機能，足部形態発達の「赤ちゃん体操」
非経験児との比較. 日本ダウン症療育研究 12 巻．35-8，2019
② 神子嶋誠. 【フロッピーインファントのリハビリテーション】 Down 症候群児に対する運動発達支援. Journal of
Clinical Rehabilitation 2019;28(4):338-46.
③ 師岡祐輔，國澤洋介，山本満．高齢不全頸髄損傷者における在宅生活での移動能力．日本脊髄障害医学会誌．
32 巻 1 号．26-30，2019
④ 作田裕美, 小川佳宏, 坂口桃子, 新井直子, 吉澤いづみ, 高倉保幸, 山本優一, 高島千敬, 宇津木久仁子, 矢
形寛．がん治療に伴うリンパ浮腫の発症要因に関する文献検討．大阪市立大学看護学雑誌．16(1):36-44．2020
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⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

國澤洋介．骨転移に対するがん理学療法の専門性．第 2 回がん理学療法部門研究会. 2019 年 10 月. 埼玉県さい
たま市
國澤洋介，高倉保幸，大熊克信，大隈統，小関要作，森本貴之，新井健一，師岡祐輔，中野恵，小林大祐，小
野功介．地域住民に対するがんリハビリテーションの啓発活動 埼玉県理学療法士会での取り組み．第 2 回が
ん理学療法部門研究会. 2019 年 10 月. 埼玉県さいたま市
師岡祐輔，國澤洋介，山本満．不全頸髄損傷者における歩行自立に必要な膝伸展筋力 第 54 回日本脊髄障害医
学会学術集会．2019 年 10 月．秋田県秋田市
師岡祐輔，國澤洋介，山本満．高齢不全頸髄損傷者における在宅復帰後の屋外歩行自立に影響する要因 中等
度麻痺を呈した群での検討 第 56 回日本リハビリテーション医学会学術集会．2019 年 6 月．兵庫県神戸市
森本貴之，大隈統，國澤洋介，藤本幹雄，山本満．当院における終末期がん患者に対する理学療法の現状と課
題．第 2 回がん理学療法部門研究会. 2019 年 10 月. 埼玉県さいたま市
秋元麻由，鈴木翔太，石川由樹，久喜啓誉，國澤佳恵，藤本幹雄，山本満．第 3 回日本リハビリテーション医
学会秋季学術大会．2019 年 11 月．静岡県静岡市
【総数：論文 4 件、学会発表 19 件、講演 5 件】

【基礎理学療法学領域】
① 時田幸之輔, 関谷伸一, 田島木綿子, 山田格 肉眼解剖学から考えるカマイルカ椎骨の形態 第 25 回日本野生
動物医学会大会. 2019.09. 山口
② 小島龍平，時田幸之輔，緑川沙織，姉帯飛高 ブタ胎仔腹部消化器系の解剖学実習：学生とともに取り組む謎
解き「おなかの中の七不思議」第 125 回日本解剖学会総会・全国学術集会. 2020.03.宇部市
③ 小島龍平，時田幸之輔，緑川沙織 ブタ胎仔標本実習における胸腹部内臓一括摘出の術式の工夫 コ・メディ
カル形態機能学会第 18 回学術集会・総会. 2019.09. 金沢大学，金沢市
④ 布施裕子，時田幸之輔，小島龍平，相澤幸夫，熊木克治，影山幾男，平崎鋭矢 胸腰部横突棘筋群層構造の再
考 コ・メディカル形態機能学会第 18 回学術集会・総会. 2019.09.金沢市
⑤ 緑川沙織，時田幸之輔，小島龍平，相澤幸夫，熊木克治 後神経束を貫く肩甲下動脈の一例 コ・メディカル
形態機能学会第 18 回学術集会・総会. 2019.09.金沢市
⑥ 坂本雅貴，時田幸之輔，小島龍平 ブタ胎仔を用いた体幹と下肢移行領域における脊髄神経前枝の観察 コ・
メディカル形態機能学会第 18 回学術集会・総会. 2019.09.金沢市
⑦ 布施裕子, 時田幸之輔, 小島龍平, 平崎鋭矢 ニホンザル脊髄神経後枝の観察-分節による後枝走行形態の変
化- 第 35 回日本霊長類学会大会. 2019.07. 熊本市
⑧ 緑川沙織, 時田幸之輔, 小島龍平, 平崎鋭矢 数種霊長類における腹鋸筋・肩甲挙筋・菱形筋の比較解剖学．
第 35 回日本霊長類学会大会. 2019.07. 熊本市
⑨ 小池魁人, 時田幸之輔, 小島龍平, 平崎鋭矢 二頭筋短頭支配神経比較解剖学的考察 第 35 回日本霊長類学会
大会. 2019.07. 熊本市
⑩ 緑川沙織，時田幸之輔，小島龍平，影山幾男，相澤幸夫，熊木克治，平崎鋭矢 霊長類における背側肩帯筋の
支配神経と背側斜角筋との関係 第 73 回日本人類学会大会. 2019.10. 佐賀市
【総数：論文 0 件、学会発表 14 件】
【予防理学療法領域】
① 新井智之. ロコモの評価と対策としてのロコトレの効果. Medical Science Digest, 45 (6): 362-365, 2019. 6
② Arai T., Fujita H., Maruya K., Morita Y., Asahi R., Ishibashi H. The One-Leg Portion of the Stand-Up Test
Predicts Fall Risk in Aged Individuals: A Prospective Cohort Study. Journal of orthopaedic science, 25
(4): 688-692, 2019. 7
③ 藤田博曉. ガイドライン 骨折後のリハビリテーション. 日本骨粗鬆症学会雑誌, 5 (3): 399-405, 2019. 8
④ 新井智之, 高塚奈津子, 丸谷康平, 三浦佳代, 細井俊希, 藤田博曉. 地域在住中高年者におけるロコモティブシ
ンドロームと高次生活機能との関連. 理学療法科学, 34 (4): 417-422, 2019. 8
⑤ 新井智之, 伊藤健太, 高橋優太, 丸谷康平, 細井俊希, 藤田博曉. 片脚立位姿勢におけるライトタッチの効果
ロコモーショントレーニングの基礎的検討. 理学療法科学, 34 (5): 559-564, 2019. 10
⑥ 藤田博曉. OLS のアウトカムとスキルアップ 骨粗鬆症患者に対する運動療法. 日本骨粗鬆症学会雑誌, 6 (1):
79-87, 2020. 2
⑦ 丸谷康平. 地域在住高齢者を対象とした地域における軽度認知障害のスクリーニング項目の検討. 埼玉医科大学
雑誌, 46 (2): 118-121, 2020. 3
⑧ 藤田博曉（分担執筆）
： Crosslink 理学療法学テキスト運動療法学．第 12 章 加齢による運動機能の変化と運動
療法；350-362，2019，㈱メジカルビュー.
⑨ 藤田博曉（分担執筆）
：症例検討で身につける脳卒中の理学療法．課題志向型トレーニングで、症例の動作戦略を
正しく変更するには？；195-205，2019，羊土社.
⑩ 三浦佳代（分担執筆）
：第 2 回更新心理士試験問題解説. 21.人体の構造と機能及び疾病．p37，p47, 17.福祉に関
する心理学．P46, 2020，学研メディカル秀潤社
【総数：論文 7 件、著書 4 件、学会発表 27 件】
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6-2．獲得研究費
1. 師岡祐輔．不全頸髄損傷者における歩行に必要な膝伸展筋力（日本私立医科大学理学療法研究会研究助成）
2. 布施裕子, 時田幸之輔 霊長類固有背筋・脊髄神経後枝の比較解剖学(京都大学霊長類研究所共同利用研究)
3. 緑川沙織, 時田幸之輔 肉眼解剖学に基づく霊長類腹鋸筋の機能とその系統発達(京都大学霊長類研究所共同利
用研究)
4. 新井智之, 藤田博曉, 丸谷康平. 地域在住中高年者のロコモティブシンドローム予防システムの構築と効果検証
（文部科学省科学研究費：基盤研究 C）
5. 三浦佳代. 在宅脳卒中者の活動性向上を目的とした行動変容型計画介入の効果検証.（文部科学省科学研究費：若
手研究）
6. 丸谷康平. ロコモティブシンドロームおよびフレイル高齢者の脳活動状態の解明（文部科学省科学研究費：若手
研究）
7. 丸谷康平. 前頭前野の脳活動とアパシーおよび高次生活活動との関連〜地域在住高齢者を対象とした横断研究〜
（第 17 回花王健康科学研究会研究助成）
6-3．受賞
1. 飛田和基, 藤田博曉, 合田あゆみ, 佐藤徹, 岡島康友. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者における運動時低酸素血
症を予測する指標の検討. 2019 年度日本心臓リハビリテーション学会学会誌賞
2. 三浦佳代, 島崎崇史, 竹中晃二. 脳卒中者の活動性向上を目的とした介入プログラムの施行−介入時期に着目して
−. 日本健康心理学会本明記念賞
3. Morita Y., Arai T., Watanabe S. Relationship between new long-term care insurance certification and Kihon
checklist after 5 years in community-dwelling elderly: study based on sex and age group. The 11th IAGG
Asia/ Oceania regional congress (Taipei), 2019. 10，The 11th IAGG Asia / Oceania Regional Congress 2019
Poster Award
6-4．特許、実用新案
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
1. 高倉保幸・國澤洋介：理学療法士講習会．がんの理学療法．日本理学療法士協会．2019．
2. 高倉保幸・國澤洋介：理学療法士講習会．統計・研究法講習会．日本理学療法士協会．2019．
3. 高倉保幸．國澤洋介：埼玉がんリハビリテーション研修会．埼玉がんリハビリテーション実行委員会．2019
4. 高倉保幸．國澤洋介：第 2 回がん理学療法部門研究会．日本理学療法士協会．2019
5. 高倉保幸：リンパ浮腫複合的治療料実技研修会－東京．日本理学療法士協会．2019
6. 高倉保幸：リンパ浮腫複合的治療料実技研修会－大阪．日本理学療法士協会．2019
7. 高倉保幸：リンパ浮腫複合的治療料実技研修会－福岡．日本理学療法士協会．2019
8.
9.

時田幸之輔，影山幾男（幹事、事務局）
：第 73 回日本人類学会大会 ヒト・霊⻑類比較解剖学分科会 大殿筋と
骨盤帯
藤田博曉, 新井智之, 丸谷康平（幹事、事務局）
：第 4 回埼玉ロコモ OLS 研究会

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育、研究の両面にわたって充実した 1 年間であったと評価される。特に、国家試験の合格率が 100%を達成できたこと
は何よりも高く評価できた。
7－2．次年度の改善計画
来年度は引き続き 90%以上、できれば 100%を獲得し、県内で最も国家試験合格率の高い大学であると認識されるように
努力を図りたい。また、そのためには教員の質の向上も必要であり、今まで以上に教育・研究の両面で最先端の情報を収
集しさらにスキルアップを図っていきたい。
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1．遺伝子構造機能部門
１．構成員
黒川 理樹（KUROKAWA, Riki）
：教授：教育主任：研究副主任：代表指導教員（大学院）
：分子生物学：内分泌学：博士
松下 明生（MATSUSITA, Akio）
：客員講師：分子生物学：内分泌学：内科学：博士
米田 竜馬（YONEDA. Ryoma）：助教：研究員：教育員：大学院教員（大学院）
：博士
上田 奈緒美（UEDA, Naomi）：助手
金木 清美（KANEKI, Kiyomi）
：ポストドクトラルフェロー：博士

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
ゲノム医学研究センター教育主任の職務も 2 年目となった。重責であるが、本センターの教育活動の責任者として職責
を全うする決意である。まず、教育点数の集計や全学の教育集会への参加の呼びかけを実施した。これにより、本センタ
ーの全学的な教育活動への取り組みを本格化していきたい。
本年度も埼玉医科大学医学部 1 年生の臨床推論担当の割り振りを実施した。臨床推論は、体験型の少人数グループ学習
である。この教科は、医学の基本を学習させることを目的としている。医学生として必須の生物学・医学的基礎知識の確
認と生命現象への興味の喚起と臨床医学への興味の橋渡しを目標にしている。さらに、学生同士での論議を通じて、異な
る意見にどう対応していくかという学習の姿勢を習得する。これらをもって研究マインドを持った良き臨床医の育成を進
めていく。
今年も選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか–医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」を担
当した。内容は、昨年度に続き山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である。この話を通じて、整形外科の臨床医だっ
た山中先生が、どのように世界の山中として成功しノーベル賞を獲得するまでに成長したのか、身近な話として共感して
もらう授業を構築していきたい。実際に、山中先生とも連絡をとり授業の内容に厚みを持たせることに努めた。
「卒後教育」
卒前教育の項に準じて進めていく。
「大学院教育」
卒前教育の項に準じて進めていく。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
黒川は教育主任として医学部 1 年生対象の臨床推論のセンターでの割り振りを担当した。この講義は、実際の症例をも
とに、疾患の診断を進める学生参加型授業である。1 年生なので、臨床的知識はないに等しいが、実際の症例には強い興
味を示してくれた。やはり、医学部教育では、なるべく早期に臨床科目に触れさせることが大切と実感された。
選択必修「医学研究・一生の研究テーマを如何に決めるか–医学史・伝記からたどる研究テーマ選択の真実」を本年度も
担当した。内容は、山中伸弥先生のノーベル賞獲得への物語である。この素材から、世界的研究者の話を身近な存在とし
て感じてもらい、将来の医学研究への関心を高めることを目指した。課外学習プログラムは、本年度の受講生はなかった。
次年度は、各受講者の今後の学習にプラスになるプログラムの開発と指導を目指して頑張りたい。保健医療学部・臨床検
査学科の卒業研究生を受け入れた。神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症関連変異を有する RNA 結合タンパク質 TLS の
性状を解析した。
「卒後教育」
卒前教育の項に準じて進めていく。
「大学院教育」
卒前教育の項に準じて進めていく。
2-3．達成度
「卒前教育」
教育主任の業務を過怠なく遂行できたことは大きな貢献と認識している。また、医学部 1 年生の臨床推論は、知識の習
得よりもグループでの意見交換を通じて医学的な推論の技術を習得することが目的である。この科目を担当して数年にな
るが、ここ数年学生の質の向上が顕著である。ほとんどの学生が、論議に積極的に参加する状況が嬉しい限りである。こ
のような学習環境で、臨床推論では学生に科学的思考の基本を説くことができたのは大きな成果である。選択必修では、
旧知の間柄である山中伸弥教授の伝記が学生に興味深く受け取られたのは大きな成果と考えられる。
「卒後教育」
卒前教育の項に準じる。
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「大学院教育」
現在、担当はないが卒前教育の項に準じる。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
教育主任の業務を過怠なく遂行できたことは重要な役割を果たしたと認識している。また、すべての学生は少人数学習
に興味を喚起したと自負している。今後の課題は医学的基礎知識を興味深く説明して、臨床医学との関連を明確にしたい
と考えている。さらに、疾患との関連で初学者にも理解しやすい説明を工夫したい。選択必修では、山中教授の講演会開
催は容易ではないので、こちらから訪問してお話を聞く機会を持ちたいと考えている。日本のトップ研究者の息吹を学生
たちに伝えたいと期待している。
「卒後教育」
卒前教育の項に準じる。
「大学院教育」
卒前教育の項に準じる。

３．研究
3-1．目的・目標
真核生物における遺伝子発現制御機構の解明を主要な目標として進めている。遺伝子発現制御の異常と疾患との関
連を探索している。
2008 年には、
転写抑制に非コード RNA が重要な役割を果たす実験結果を Nature
（454：126-130,2008）
に発表し、RNA 依存性転写抑制という新しい遺伝子発現機構を提唱した。ヒトゲノムの 9 割が転写され、その多くは非
コード RNA になる事実が明らかになり、この非コード RNA が転写制御を含む多くの生命現象に重要な役割を果たすこ
とを示されてきている。この非コード RNA とヒト疾患との関連は、最近は、これらと相分離・相転移の関連を、今後
の主要な研究課題と考え、鋭意研究を進めている。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の構造と機能の解析（米田）
2）長鎖非コード RNA のエピトランスクリプトーム解析（米田・黒川）
3）TLS メチル化による機能制御（崔）
4）筋萎縮性側索硬化症変異 TLS の解析と発症機構の解明（上田・米田）
5）TLS 結合性非コード RNA のゲノムレベルでの解析（米田・崔）
6）相分離と RNA 結合タンパク質の機能と関連する疾患の解析（黒川・上田）
7）生体内での TLS の糖化と糖尿病性神経障害の関連性の探索
3-3．研究内容と達成度
研究部門開設 15 年目を迎え、研究内容も広範な研究分野を開拓してきた。2008 年の Nature 論文を基盤に多方面へ
の研究を展開した。この成果は国内外から大きな注目を集めた。研究プロジェクトも米田のエピトランスクリプトー
ム解析と崔の TLS メチル化制御が着実な進歩を遂げている。崔の論文は、Journal of Biological Chemistry: JBC に
発表できた。米田の論文も、2020 年度には Accept された。
3-4．自己評価と次年度計画
本年度は部門開設 15 年目を迎え、Nature 誌に発表した研究の発展の基礎を構築した。この研究は、非コード RNA に
よる転写制御という新たな研究分野開拓を導く斬新なものである。次は、この研究成果を発展させるとともに、臨床
応用を志向したトランスレーショナル研究へ展開したいと期待している。注目は、TLS の相転移と遺伝子制御である。
さらに、共同研究による大型予算の獲得に挑戦している。大型予算の獲得の過程で、京都大学、静岡大学、東京医科
歯科大学、東京大学、理化学研究所、基礎生物学研究所など国内の主要な研究施設との強固な共同研究体制が構築さ
れ、さらなる発展の基礎が構築されてきたのは心強いところである。2015 年 4 月に創刊した open-access 学術誌
Biomedical Sciences（旧 RNA and transcription）を引き続き Editor-in-Chief として運営している。本学術誌の改
名後は、その効果が表れ、投稿論文数も順調に伸びてきた。次の目標はインパクトファクターの取得である。このよ
うに国際的な学術活動も積極的に推進している。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
黒川理樹：Biomedical Sciences 編集委員長（Editor-in-Chief）
Biochemistry(Moscow) 査読員
The Journal of Biochemistry 査読員
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
教授の黒川は、学生部委員会では副委員長の職責を全うした。医学部 1 年生のアドバイザーとして学生の生活等の
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指導を行った。医学部入試面接委員を務めた。
一般社団法人 日本内分泌学会 評議員
一般社団法人 日本内分泌学会関東甲信越支部 幹事
認定 NPO 法人 日本ホルモンステーション 評議委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
[論文]
①黒川理樹 ヘテロクロマチン形成の分子機構ヌクレオソームコアの柔軟性と相分離 実験医学 38（4）
：572-574（2020）
②Kurokawa,R. Versatile Regulator or Integrator RNA-binding Protein TLS/FUS Works for Phase Separation on
Regulation of the Human Genome - In Relation to Liposarcoma and ALS. Biomedical Sciences 6(1):5-16(2020)
③Kurokawa,R. Takeuchi,A. Shiina,N. Katahira,M. Yamashita,T. Matsuno,Y. Hitachi,K. Ishigaki,S. Haamad,N.
Yoneda,R. Ueda,N. Iida,K. Hosokawa,M. Hagiwara,M. Iida,M. Mashima,T. Yamaoki,Y. So,M. Nagata,T. Sobue,G.
Kondo,K. Watanabe,H. Uchihashi,T. Versatility of RNA-Binding Proteins in Living Cells. Biomedical Sciences
5(1):7-13(2019)
[学会発表/講演]
④黒川理樹：第 42 回日本分子生物学会年会ワークショップ主催「相分離がひらく生命科学の新たなフロンティア-物
理学、構造生物学から、分子生物学に渡る広範な研究対象- Phase Separation develops Novel Frontier of Life
Science-Physics, Structural Biology, and Molecular Biology target Phase Separation- 」 福 岡 県 福 岡 市
（2019/12/5）
⑤黒川理樹：第 17 回 RCGM フロンティアシンポジウム「家族性 ALS の原因遺伝子産物 TLS/FUS の凝集を抑える BLH」
埼玉県日高市（2019/9/14）
【総数：論文 3 件、学会発表 2 件、講演 2 件】
6-2．獲得研究費
黒川 理樹 (代表)文部科学省 科学研究費 基盤研究(C)
「アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA 結合の抑制と生理的意義の解明」配分額：100 万円
黒川理樹（代表）第一三共奨学寄付プログラム
「腫瘍増殖を抑制する長鎖非コード RNA から核酸医薬品を開発する基礎研究」50 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
①第 3 回長鎖非コード RNA 勉強会（2019/5/23）
②ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会 (2019/7/17)「Low-complexity 配列が創る新・構造生物学：クロス
βポリマー、相転移・相分離、そして神経変性疾患」加藤昌人(テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター)
③卒後教育委員会後援学術集会（2020/1/15）「大学病院勤務から開業医になってわかったこと」水村賢司（水村医院/
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
早いもので遺伝子構造機能部門も開設から 15 年目を迎えた。これまでに部門員全員の協力により、少人数にも関わ
らず、世界的評価の高い Nature 誌に論文を発表することができた。教育活動、学生の生活指導や学内委員会活動共
に、積極的に取り組み、本学に着実な貢献をなしてきた。ホームページを頻繁に更新し、一般国民への情報発信にも
努めている。部門長黒川は、オープンアクセス学術誌 Biomedical Sciences を自ら立ち上げて、Editor-in-Chief と
して学術誌の運営を進めている。このように常に新たな課題に取り組んでいる。
7-2．次年度の改善計画
今後の目標は、教育活動としては本センターの教育主任としての職責を全うし、センターとしての全学の教育活動
への貢献を発展させていきたい。学術・研究活動としては、相分離・転写・非コード RNA・RNA 結合タンパク質の生
物学・医学的意義を追究し、ヒトゲノムの構造と機能の本質を解明していく。この成果は現代医学の基本原理となる
はずである。さらに、この研究成果を臨床医学に応用し、国民医療、さらには日本国の経済成長にも貢献していきた
い。これらの成果を踏まえて、本学の教育・研究の向上に実質的な貢献をしていきたい。
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2．遺伝子情報制御部門
１．構成員
井上 聡（INOUE, Satoshi）：客員教授：部門長：指導教員（大学院）：内分泌代謝学・老年病学・ゲノム医学：博士
堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）：教授：研究副主任：代表指導教員（大学院）：ゲノム医学・内分泌学・眼科学：博士
池田 和博（IKEDA, Kazuhiro）：講師：教育副主任：指導教員（大学院）：分子生物学・代謝学・腫瘍学：博士
佐藤 航（SATO, Wataru）：助手
水戸部 悠一（MITOBE, Yuichi）: 日本学術振興会特別研究員（PD）：博士
竹岩 俊彦（TAKEIWA, Toshihiko）: リサーチフェロー：博士
飯野 薫（IINO, Kaori）：大学院生（博士課程）：ゲノム医学
北山 沙知（KITAYAMA, Sachi）: 大学院生（博士課程）：外科学（がんプロ）
滑川 剛史（NAMEKAWA, Takeshi）：協力研究員
鎌田 修平（KAMADA, Shuhei）：特別研究学生
楊 久榮（YANG, Chiu Jung）：特別研究学生
鈴木 友子（SUZUKI, Tomoko）：研究補助員
寺本 亜矢子（TERAMOTO, Ayako）：研究補助員

２．教育
2-1．目的･目標
｢卒前教育｣：がん等の疾患および老化におけるホルモン受容体シグナルや転写制御機構の基礎的知識を取得すること
により、生体のしくみを理解し、基礎医学研究の面白さを体感する機会を提供する。
｢卒後教育｣：疾患・病態に対する分子レベルでの理解を深め、臨床病態と分子標的に基づく個別化医療への臨床応用
を可能にする研究者・医療人を育成する。
｢大学院教育｣：ホルモン受容体シグナルや転写制御機構に関する国際レベルの研究発表を行える、次世代の医学・科
学の発展に貢献できる人材を育成する。
2-2．教育内容（担当者）
｢卒前教育｣：医学部学生に対して、池田は臨床推論と１年生アドバイザーを担当した。保健医療学部学生に対して、
池田が中心となり研究体験指導を行い、佐藤が指導のサポートを行った。堀江は入試実施委員会、国際交流センター
委員会の委員として活動した。
｢卒後教育｣：リサーチフェローに対して、主に池田が研究技術指導、堀江・井上が論文・研究費申請書作成指導を行
った。堀江は卒後教育委員会の委員、池田は病原微生物等管理委員として活動した。週 1 回若手研究者が発表者とな
る論文抄読会を行い、池田・堀江が中心となり、研究専門領域の知識習得と理解を深めた。堀江は科学研究費アドバ
イザーを務めた。
｢大学院教育｣：井上が研究の方向性についての提言を行い、堀江と池田が中心となって研究指導を行った。課外学習
プログラムでは、大学院生、学部学生を受け入れ、ステロイドホルモンの作用に関して実験を通じて学習を行なった。
堀江は博士課程運営委員会、大学院語学試験委員会、医学研究科委員会、研究医養成プログラム委員会の委員として
活動し、語学試験問題作成および学位審査主査２件を担当した。「がん 専門医療人材（がんプロ フェッショナル）
養成プラン関東 がん 専門医療人養成拠点事業」
において、
堀江は埼玉医科大学のがんゲノムを担当し、
池田は eLearning
講義収録を行った。
2-3．達成度
｢卒前教育｣：医学部学生の臨床推論を通して、臨床医学における基礎的知識の必要性を認識してもらい、医学への興
味を深めることができた。アドバイザーとして、医学部学生との交流を図り、学習等の相談に乗ることができた。保
健医療学部学生に対しては、生化学・ゲノム医学の研究手法の見学・体験してもらい、興味を持って取り組んでもら
うことができた。
「卒後教育」：日本学術振興会特別研究員筆頭の原著論文が米国微生物学会主催の学術雑誌の表紙として取り上げら
れ、米国癌学会誌にも原著論文を出版することができた。科学研究費アドバイザーとして、依頼者の次年度研究費採
択に貢献することができた。
｢大学院教育｣：本学大学院生、および他学大学院から当部門へ国内留学中の特別研究学生に関しても、懇切に研究指
導等を行い、学会・研究会における発表や学位取得を実現した。学位審査にあたっては、申請者の基礎的知識・研究
手技を確認する質問の他、今後の研究活動にプラスする前向きな質問を行い、公正な審査を心がけた。
2-4．自己評価と次年度計画
｢卒前教育｣：臨床推論では学生の自主的な学習の取組みをサポートすることができた。アドバイザー活動では、入学
後の学生に対して、基礎医学を中心とした学習の方向性を懇談の中で示すことができた。課外学習プログラムでは、
man to man 対応で実際に生化学実験や細胞培養を行ってもらい、見学・体験を通して医学研究への興味を覚えてもら
うことができた。令和 2 年度は COVID-19 感染拡大により対面型指導が難しい状況ではあるが、オンライン指導を含
め、可能な限り学生へ基礎医学研究の面白さを伝えていく取組みを行っていきたい。
「卒後教育」
：当部門での研究成果により平成 30 年度に学位取得した協力研究員は、国際がん専門誌の論文発表の上、
海外研究留学をすることができた。日本学術振興会特別研究員は国際レベルの複数論文発表等の業績が評価され、同
振興会海外特別研究員として米国がん専門機関へ留学することができた。令和 2 年度もポスドクを中心に研究技術・
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論文指導を行い、国際レベルの学術発表と競争的研究資金ならびに知財獲得を積極的に目指していきたい。
｢大学院教育｣：当部門でがん研究を行った博士課程大学院生は、その研究成果を日本癌学会英文誌に発表し、学位審
査の質疑応答において各審査委員からの高い評価を受けて博士号を取得することができた。卒業後は公的医療機関・
常勤職に採用され、キャリア形成に至った。当部門へ国内留学中の特別研究学生（学外大学院生）は、当部門での研
究成果により、日本泌尿器科学会総会賞を受賞することができた。令和 2 年度も研究倫理を十分に配慮しながら大学
院生の研究指導を進め、専門領域での高い評価が得られる研究成果を発表し、国際レベルの見識を有し高い倫理感を
持った、将来医学・医療分野でリーダーとなるべき資質を有する医療人・研究者の育成に努めていきたい。

３．研究
3-1．目的・目標
当部門では、性ホルモン作用と関連する転写制御および代謝経路の解明を目指し、基礎・トランスレーショナル研
究を進めている。特に性ホルモンに関わりが深い乳がん・子宮がん・卵巣がん等の女性のがん、前立腺がんや精巣が
ん等の泌尿器がんにおける性ホルモン受容体標的因子を中心とした新規分子標的の同定と機能解明、加齢疾患や筋骨
格系における性ホルモンの作用メカニズムの解明を主要なテーマとしている。ゲノム医学、分子生物学、生化学、病
理組織学等を応用して、ハイスループットシーケンサー解析に基づく各種がんにおける統合的な遺伝子制御ネットワ
ークの解析と核酸創薬への応用、遺伝子改変・編集技術を応用した疾患動物モデルと遺伝子治療モデルの開発と応用
に力を注いでいる。生体におけるがんを再現する実験モデルとして、臨床がん組織から得られるがん細胞を３次元培
養条件で増殖させる「患者由来がん細胞」とその「がん異種移植モデル」の確立に成功しており、各種がんの病型を
反映するがん細胞の作製とその病態・薬剤応答性解析を進めている。大学院生は当部門の研究環境において、各種の
研究手法を体験し、自ら実験計画・実施、データ解析とプレゼンテーションを行える資質の獲得を目指している。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
性ホルモン依存性がん・泌尿器がんの新しい予防・診断・治療法の開発：池田、佐藤、水戸部、竹岩、滑川、鎌田、
楊、飯野（院）、北山（院）、鈴木、堀江、井上
がん特異的非コードRNAとRNA結合蛋白質によるがん進展メカニズムの解明：池田、水戸部、竹岩、飯野（院）、
堀江、井上
がんと筋骨格系における転写制御機構、代謝経路の解析：池田、楊、堀江、井上
遺伝子改変動物を用いた性ホルモン・ビタミンシグナルのin vivo解析：池田、佐藤、鈴木、堀江、井上
加齢疾患関連遺伝子のゲノム解析：堀江、池田、井上
3-3．研究内容と達成度
令和元年度は性ホルモンの生理的作用ならびに疾患・がんにおける作用機序の解明と臨床応用可能な分子標的の開
発をめざし、エストロゲン・アンドロゲン受容体等の性ホルモン受容体とその標的因子と関連転写因子の作用を中心
に研究を遂行した。がんにおけるミトコンドリア代謝の重要性についての革新的研究成果を収め、トップジャーナル
に論文発表し、朝日新聞にて報道された。性ホルモン受容体シグナルと関連する長鎖非コードRNAと、それと共に作
用するRNA結合蛋白質の機能解析を精力的に進め、特に乳がんにおけるRNA結合蛋白質を介するエピゲノム制御と治
療抵抗性獲得メカニズムの解明について論文発表を行い、国内外で水準以上の評価を得た。大学院生も乳がんにおけ
るRNA結合蛋白質の研究成果を日本癌学会にて口演発表および論文発表し、学位取得することができた。乳腺外科・
婦人科腫瘍科・泌尿器科をはじめとする学内外の臨床部門との共同研究により、各種病型のがん組織からがん細胞を
採取し、３次元培養法にて長期に培養可能ながんスフェロイドの作製法を確立し、これを免疫不全マウスにおいて異
種移植腫瘍を形成する実臨床に近似したがんモデル系の構築に成功した。これらのがんモデル系を用いて、難治性が
ん病態メカニズムの解明、新規予防・診断・治療法の開発に取り組むことができた。各種のがん治療に有効な核酸創
薬の開発を進め、知財を２件獲得することができた。遺伝子改変マウスを用いてエストロゲン受容体およびその標的
因子等の機能解析を筋骨格系や生殖器系において進めた。がん細胞および筋骨格系、脳神経系におけるエネルギー代
謝経路に注目し、ミトコンドリアにおけるエネルギー産生と疾患・病態との関係について解析を進めることができた。
3-4．自己評価と次年度計画
令和元年度は臨床部門と連携して各種患者由来がんモデルの構築を推進し、各種女性がん・泌尿器がんの病態解明
と治療薬開発と既存薬リポジショニングに結びつく薬剤感受性検討を進めることに成功し、学会・論文発表をするこ
とができた。がん研究領域では患者由来がんモデルを用いての病態解析がスタンダードとなっている状況で、国際レ
ベルのがん研究を展開する上で重要な研究基盤を当部門において構築できたことは、令和２年度以降の研究活動の発
展に大いに寄与すると考えている。乳がん・子宮体がんのミトコンドリア代謝が病態進行に重要であり、特にミトコ
ンドリア呼吸鎖複合体間の超複合体形成を促進するエストロゲン受容体標的遺伝子COX7RPの機能を世界に先駆けて
明らかにし、国際レベルでの高い評価を得ることができ、この分野における新しい研究視点を拓くことができたと考
えている。乳がんの治療抵抗性にかかわる長鎖非コードRNAとRNA結合蛋白質の機能解析も進め、いずれも国際レベ
ルの論文発表を行い、米国微生物学会誌における表紙を飾る発表をすることができた。また遺伝子改変マウスを用い
て性ホルモンおよびビタミンKの筋骨格系・生殖系・代謝経路における機能解析を進めており、論文発表に向け、デ
ータ蓄積を図ることができた。加齢疾患のゲノム解析においては、倫理新指針に沿った患者同意確認を改めて行い、
研究倫理の体制を再整備した。
令和2年度はホルモン依存性がんの新規診断・治療標的の同定と核酸創薬の開発を中心に知財確保を積極的に行い、
臨床応用への展開を目指していく。独自に構築した患者由来がんモデルに基づき、転写制御機構の解明のために、次
世代シーケンサーを用いたスーパーエンハンサー解析を推進し、がん病型特異的な病態解明を進めていく。がんおよ
び筋骨格系を中心に、生理学的・病態生理学的に代謝機構の解析を進め、食生活等の生活習慣を含めたトータルな疾
患予防への応用を目指していく。トランスレーショナルリサーチについては、次世代シーケンス解析に基づき日本人
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に多い病型の加齢性疾患の関連遺伝子の探索を進めて、新しい診断・治療法の開発への応用を目指していく。各プロ
ジェクトにおいて、知的財産の確保を目指し、産業化への展開を目指す。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無 該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
井上 聡：Cancer Science (Associate Editor), Endocrinology (Editorial Board), Cancers (Editorial Board), International Journal of
Molecular Sciences (Editorial Board)
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
井上 聡：日本老年医学会評議員、日本癌学会評議員、日本内分泌学会代議員、日本骨代謝学会評議員、日本抗加齢医
学会評議員、日本骨粗鬆症学会評議員、日本ステロイドホルモン学会評議員、日本未病システム学会評議員、日本性差
医学・医療学会評議員、日本生殖内分泌学会評議員、脳心血管抗加齢研究会評議員、オミックス医学会理事、日本アン
ドロロジー学会理事、ホルモンと癌研究会理事、山口内分泌疾患研究振興財団審査委員、金原一郎記念医学医療振興財
団選考委員、がん三次元培養研究会常任幹事
堀江 公仁子：日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員、日本抗加齢医学会評議員、日本内分泌学会評議員、東京医
科歯科大学医科同窓会研究奨励賞選考委員、がん三次元培養研究会幹事
池田 和博：日本ステロイドホルモン学会評議員、日本アンドロロジー学会評議員、がん三次元培養研究会監事

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①【朝日新聞記事掲載】Ikeda K, Horie-Inoue K, Suzuki T, Hobo R, Nakasato N, Takeda S, Inoue S. Mitochondrial
supercomplex assembly promotes breast and endometrial tumorigenesis by metabolic alterations and enhanced hypoxia tolerance.
Nat Commun 2019;10(1):4108.
②Mitobe Y, Iino K, Takayama KI, Ikeda K, Suzuki T, Aogi K, Kawabata H, Suzuki Y, Horie-Inoue K, Inoue S. PSF Promotes
ER-Positive Breast Cancer Progression via Posttranscriptional Regulation of ESR1 and SCFD2. Cancer Res
2020;80(11):2230-2242.
③Shiba S, Ikeda K, Suzuki T, Shintani D, Okamoto K, Horie-Inoue K, Hasegawa K, Inoue S. Hormonal Regulation of
Patient-Derived Endometrial Cancer Stem-like Cells Generated by Three-Dimensional Culture. Endocrinology
2019;160(8):1895-1906 & Featured Article.
④Mitobe Y, Ikeda K, Suzuki T, Takagi K, Kawabata H, Horie-Inoue K, Inoue S. ESR1-Stabilizing Long Noncoding RNA
TMPO-AS1 Promotes Hormone-Refractory Breast Cancer Progression. Mol Cell Biol 2019;39(23):e00261-19 & Cover.
⑤Nagasawa S, Ikeda K, Horie-Inoue K, Sato S, Takeda S, Hasegawa K, Inoue S. Identification of novel mutations of ovarian
cancer-related genes from RNA-sequencing data for Japanese epithelial ovarian cancer patients. Endocr J 2020;67(2):219-229 &
Featured Article.
⑥Namekawa T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Suzuki T, Okamoto K, Ichikawa T, Yano A, Kawakami S, Inoue S. ALDH1A1 in
patient-derived bladder cancer spheroids activates retinoic acid signaling leading to TUBB3 overexpression and tumor
progression. Int J Cancer 2020;146(4):1099-1113.
⑦【ワークショップ・招待講演】堀江公仁子、水戸部悠一、鈴木 貴、池田和博、井上 聡 進行期乳がんの病態に寄
与する新タイプのエストロゲン受容体シグナルモジュレーター 第 42 回日本分子生物学会年会 2019 年 12 月 3 日
⑧【招待講演】 池田和博、 堀江公仁子、 井上 聡 ミトコンドリア呼吸鎖超複合体形成は代謝制御を介してがん増
殖能・低酸素抵抗性を促進させる 第 92 回日本生化学会大会 2019 年 9 月 18 日
⑨【招待講演】井上 聡 前立腺がんにおけるステロイドホルモンのクロストーク：新規治療標的の探索へ
第 92 回日本内分泌学会学術総会 2019 年 5 月 9 日
⑩【学位審査論文】Iino K, Mitobe Y, Ikeda K, Takayama KI, Suzuki T, Kawabata H, Suzuki Y, Horie-Inoue K, Inoue S.
RNA-binding protein NONO promotes breast cancer proliferation by post-transcriptional regulation of SKP2 and E2F8. Cancer
Sci 2020;111(1):148-159.
【総数：論文 15 件、学会発表 28 件、講演 8 件】
6-2．獲得研究費
堀江公仁子（代表）科学研究費助成事業（日本学術振興会）基盤研究(B)「患者由来乳がん細胞・移植腫瘍におけるエ
ストロゲン作用ネットワークの解明と臨床応用」配分額：481万円（内、間接経費111万円）
池田和博（分担）井上 聡（代表) 次世代がん医療創生研究事業（日本医療研究開発機構）
「がん悪性化を担う RNA
制御メカニズムの包括的解明と革新的創薬」配分額：130 万円（内、間接経費 30 万円）
池田和博（分担）科学研究費助成事業 基盤研究（C）
「ミトコンドリア呼吸鎖超複合体による代謝と活性酸素を介す
る疾患・寿命制御機構の解明 配分額：98.8 万円（内、間接経費 22.8 万円）
水戸部悠一（代表）科学研究費助成事業（日本学術振興会）特別研究員奨励費「ホルモン応答性長鎖非コード RNA
複合体によるがん増殖メカニズムの解明とその応用」配分額：117 万円（内、間接経費 27 万円）
6-3．受賞
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【日本泌尿器科学会総会賞】鎌田修平、滑川剛史、池田和博、堀江公仁子、岡本康司、市川智彦、矢野晶大、川上 理、
井上 聡 患者由来がん細胞の三次元長期培養系による難治腎がんモデルの構築と病態メカニズムの解析
第 107 回日本泌尿器学会総会、2019 年 4 月 18 日
6-4．特許、実用新案
発明の名称：「癌細胞増殖抑制剤、癌細胞移動抑制剤、及び医薬 二本鎖核酸分子、ＤＮＡ、ベクター、癌細胞増殖
抑制剤、癌細胞移動抑制剤、及び医薬」 発明者：井上聡、池田和博、堀江公仁子 出願人：学校法人埼玉医科大
学 出願番号：特願2016-527898 特許番号：特許6632074 公開日2020年1月15日
発明の名称：「Double-stranded nucleic acid molecule, DNA, vector, cancer cell growth inhibitor, cancer cell
migration inhibitor, and drug」発明者：井上聡、池田和博、堀江公仁子 出願人：学校法人埼玉医科大学
特許US10561679 公開日2020年2月18日
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
第３回がん三次元培養研究会「三 次 元 培 養 に 基 づ く が ん 精 密 医 療 へ の 展 開 」（国立がん研究センター、金沢大
学、東京都健康長寿医療センターとの共同開催）国立がん研究センター研究所 2019年11月18日

７．自己点検・評価
7－1. 今年度の点検・評価結果
教育：医学部学生に対して、学習内容の理解とともに、自ら学ぶ姿勢を持って医学学習に取り組んでもらうことができ
た。保健医療学部学生の研究体験では、実験を通して医学研究に触れ、理解を深めることができた。本学および学外か
らの大学院生の個別研究指導に力を入れ、専門領域の知識・技術習得とプレゼンテーションスキルの向上を図ることが
できた。
研究：各研究プロジェクトにおいて、国際水準の研究基盤の構築と研究成果発表、知財獲得を進めることができた。学
会・研究会を通じて国内外の研究者との交流を積極的に行い、常に新しい知識と技術の吸収に務め、人的ネットワーク
の開拓を図ることができた。大学院生はがん研究において国際水準の研究成果を上げ、学位取得することができた。
7－2．次年度の改善計画
教育：COVID-19 問題による制約はあるが、学部学生ならびに大学院生に対してオンライン指導を含め、自主的学習と
研究の場を積極的に提供していきたい。
研究：各プロジェクトの研究成果は学会・論文およびホームページ等を通じて広く社会へ還元し、開発した薬剤や技術
は知財確保へ結び付け、産業化を図る。研究室に所属する全ての構成員がコンプライアンス教育を通じて研究倫理・研
究費適正使用を遵守し、必要書類の提出を遅滞なく行う体制を構築する。令和２年度からゲノム医学研究センターの改
組により遺伝子治療部門と統合して基本学科「ゲノム応用医学」が創設されるため、遺伝子治療部門の構成員と協調し
ながら上記課題について学科全体で取り組み、さらに学術と産学連携の両面から、国内外に積極的に発信を行っていき
たい。
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3．発生・分化・再生部門
1．構成員
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：部門長：教授：研究主任：教育副主任：代表指導教員（大学院）：幹細胞：博士
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）:助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞：博士
鈴木 歩 (SUZUKI, Ayumu)：助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞、生殖細胞：博士
浦西洸介 (URNISHI, Kousuke)：助手：博士
北村友佳 (KITAMURA, Yuka) : 大学院博士課程学生
蔵田陽子（KURATA, Yoko）：研究補助員

２．教育
2-1．目的･目標
当部門の医学部及び保健医療学部臨床検査学科の学生に対する教育のモットーは、知識を詰め込ませることよりも、
将来、彼らが、基礎研究の重要性が分かっている臨床医・臨床検査技師になっていただくことに重きをおくことである。
私たちが教育で彼らと接する機会のほとんどは、課外学習プロもしくは卒業研究であるが、その際には、実験手技を教
え、行うべき実験を指示するという教育のスタイルをとるのではなくて、次の一手として行うべき実験の計画を組み立
てることができる能力を培うように努力している。換言すれば、まず、研究では、仮説を立てることが重要であること
を教える。そして、その仮説の基に新たな実験計画を立案し、その実験から得られたデータから、仮説の妥当性を検討
するという一連の過程を経験させるように努力している。その他、医学部の学生実習にも積極的に参加させていただく
ことで学部学生との交流の機会を探ることも当部門の方針の一つとして決めている。
大学院生に対する教育としては、一つには、奥田は、大学院博士課程の授業の一つである「最新医学」中の 1 コマを
担当させていただいており、その授業では、「iPS 細胞が持つ無限の可能性と克服すべき問題点」というタイトルでも
って講義させていただいている。iPS 細胞研究は、いわゆる生き馬の目を抜く分野であるので、日頃から iPS 細胞の最
新の研究についての情報収集に心掛けた上で授業に臨んでいる。なお、昨年度から、奥田が代表指導教官として研究を
指導する大学院学生が当研究室に在籍しており、現在、極めて興味深い研究成果を生み出してくれているので、彼女が、
それらの実験結果をまとめ、世界的にも権威のある学術雑誌に掲載できるように最大限サポートしていきたいと考えて
いる。
2-2．教育内容（奥田、平崎、鈴木）
課外学習プログラムでは、年間を通して応募してくれた学生はいなかった為、令和元年度は、それについては実施で
きなかった。助教である平崎及び鈴木の両名は、医学部一年生の生化学実習に参加した。加えて、平崎は、医学二年生
の生理学実習にも参加した。
卒後教育としては、奥田は、長年、15 コマからなる大学院博士課程の授業の一つである「最新医学」の中の 1 コマ
を担当させていただいており、その授業では、iPS 細胞についての研究について紹介させていただいている。iPS 細胞
について理解していただく為には、ES 細胞について知っていただく必要があるため、この授業では、ES 細胞について
もかなり詳しく説明させていただいている。加えて、iPS 細胞についての基礎研究から臨床応用に至るまで、様々な角
度から iPS 細胞研究について紹介させていただいている。iPS 細胞分野における研究の発展の速度は目覚ましく、うっ
かりすると、古い情報を提供してしまう恐れが大きいので、iPS 細胞についての学術的な論文のみならず、新聞等のニ
ュースにも目を通すことで最新情報を入手し授業に臨んでいる。
2-3．達成度
課外学習プロを実施できなかったこともあり、令和元年度は、当部門の学部学生への教育という面では物足らないも
のとなってしまった。なお、当部門に所属することになった博士課程の大学院生は、予想を上回る勢いで研究を進展さ
せてくれており、その点は満足している。
2-4．自己評価と次年度計画
課外学習プロについては、令和元年度は応募してくれた学生がいなかったため、実施できなかったが、それには、提
案した内容が、自分たちとしては面白い内容であると思っていても、学生にはそのようには受け止められなかったとい
うことであることを真摯に受け止め、次年度は、
「魅力的なテーマである」と学生に受け止められるような内容のテー
マを提案したいと考えている。また、昨年度から、平崎、鈴木の 2 人の助教は、医学部学生の生化学及び生理学の学生
実習に参加しているが、そのことは、学部学生の課外学習プログラムへのリクルートにもつながる可能性が十分にある
ようなので、当部門としては来年度以降も継続していきたいと考えている。当部門に在籍している大学院博士課程学生
は期待以上に順調に研究を進展させてくれており、それ故、できるだけ早い時期に、かつ権威ある学術雑誌への論文の
掲載を達成させたいと考えている。

３．研究
3-1．目的・目標
ES 細胞は、正常細胞として無限に増殖できることと体を構成するあらゆる細胞種へと分化できる潜在能力を有して
いる細胞として特徴付けられるが、当部門では、2001 年の部門発足以来、これら ES 細胞が持つ特筆すべき性質を規
定している分子メカニズムを解明し、その研究成果を ES 細胞、もしくは iPS 細胞を用いた再生医療に活用することを
目指して研究を行っている。なお、私たちは、これらの目的を持って研究を行っている過程で、偶然、ES 細胞が、生
殖細胞とは全く無関係であるにも関わらず減数分裂を開始する潜在能力を有しているという、自分たちにとっても大変
驚きの結果を得た。さらには、私たちは、がん原遺伝子産物である c-MYC が転写因子として機能する上で必須なパー
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トナー因子である Max タンパク質が Myc とは無関係に ES 細胞がその潜在能力を発揮し、異所性に減数分裂を発揮し
ないように強力に抑制していることを明らかにした。さらには、この Max 依存的な減数分裂の抑制は、体細胞分裂時
期にある生殖細胞での減数分裂の抑制にも機能していることを明らかにした。このような経緯から、当部門では、ES
細胞研究に加えて、減数分裂研究についてもかなりのエフォートを注いで研究を行っている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
1.
ES 細胞の未分化性維持における c-Myc 転写因子の役割
2.
Mbd3 による ES 細胞の分化多能性維持機構の解明
3.
未分化 ES 細胞特異的転写補助因子 UTF1 の生物学的な役割
4.
Max タンパク質の体細胞分裂からの減数分裂への切り替え調節因子としての役割
5.
体細胞分裂からの減数分裂への切り替えにおける Mga バリアントの役割
3-3．研究内容と達成度
研究テーマ 1 の c-Myc の研究については、現在、研究テーマ 4 の減数分裂との関連で主に研究を進めている。実際
に生殖細胞が減数分裂を開始する為には、Max タンパク質の減少が必要であるが、その Max の減少は、生殖細胞の同タ
ンパク質による減数分裂抑制活性からの脱却という意味合いが根幹にあるが、同時に、体細胞分裂に対する強力な促進
因子として働いている Myc/Max 複合体が無くなることで、生殖細胞がもはや体細胞分裂ができなくなるというバックグ
ラウンドが形成されることが、効率的な減数分裂の促進に大きく関わっていることが明らかにすることができた。事実、
人工的に Myc の活性を保ちつつ、Max の減数分裂に対する抑制活性を低下させても、ES 細胞は、極めて非効率でしか減
数分裂を開始しないことが明らかにすることができた。この発見は、体細胞分裂からの減数分裂への細胞分裂の様式を
切り替える方法として極めて重要な発見であると思われるので、今後もこの観点からの研究を継続したいと考えている。
研究項目 2 の Mbd3 についての研究では、現在は、子宮内着床前の状態を反映する ES 細胞から、子宮内着床直後の胚に
おける多能性を持った細胞であるエピブラスト幹細胞への移行における Mbd3 タンパク質の役割について研究を行って
いる。研究項目 3 については、UTF1 タンパク質の機能を明らかにするために、Yap の腫瘍化促進活性を支える分子の実
態をまず明らかにする必要性が生じたので、そのことを目的として研究を行った。その結果、YAP が単独で、不死化し
ていない正常細胞でも腫瘍化させる能力を有しており、その Yap の活性は、内在性の c-Myc に依存していることを明ら
かにした。そして、それらの研究成果を Scientific Reports に報告した。今後は、この Yap を用いて得られた知見を、
UTF1 の機能の解明の為に応用していきたいと考えている。
研究項目 4 については、現在では、培養細胞を用いた in vitro
の研究から、Max コンディショナルノックアウトマウスを用いた解析に移行しており、現在、研究室で最も力を注いで
進めている研究課題である。現在までに、本来は、減数分裂を行わない胎児期にある雄の始原生殖細胞においても、Max
遺伝子をコンディショナルにノックアウトさせることにより、減数分裂遺伝子の発現の顕著な上昇が見られるであると
か、減数分裂時期には到達していない雌の始原生殖細胞においても Max 遺伝子をコンディショナルにノックアウトする
ことにより、早期に減数分裂関連遺伝子の発現誘導が見られることを明らかにすることができている。現状の問題点と
は、Max 遺伝子がノックアウトさせた細胞でのみ減数分裂関連遺伝子の上昇が見られるか否かについて検証することが
できておらず、その問題点を克服することができ次第、英文論文として研究成果を発表したいと考えている。研究項目
5 の Mga 遺伝子座における alternative splicing による産生されるバリアント mRNA についての研究である。Mga タン
パク質は、Max と共に減数分裂を強力に減数分裂を抑制する PRC1.6 複合体のコア部分を構成するが、Mga バリアントか
ら産生される変異 Mga タンパク質は、Max との相互に必要な bHLHZ ドメインを欠く為、PRC1.6 複合体の形成に対してド
ミナントネガティブ体として機能することを既に証明している。本研究については、現状では、論文投稿に向けて最も
完成度の高い研究であり、遅くとも、令和 2 年度中には論文投稿できるように研究を進めていきたいと考えている。
3-4．自己評価と次年度計画
2001 年の当部門の発足以来、ES 細胞を用いた研究をメインテーマに据えて研究を遂行し、2011 年の Myc の ES 細胞
における役割を解いた Cell 姉妹誌である Cell Stem Cell への論文の発表を筆頭に、着実に研究成果を伸ばすことがで
きたと考えている。また、現時点では、この ES 細胞研究に加えて、減数分裂の開始機構の解明を題材とした研究も推
し進めており、その研究からの成果のもっとも特筆すべき成果は、2016 年に発表して Nature Communications である。
2019 年度は、研究室として 2 つの英文論文を発表できたが、いずれも、研究室においてサブ的な研究からの成果の発
表であり、それ故、2019 年度における研究成果は決して満足のできるものではなかった。しかし、研究室として最も
勢力を注いでいる Max コンディショナルノックアウトを用いた研究や Mga バリアントを用いた研究において、大きなブ
レークスルーがあったので、令和 2 年度以降についは満足のいう研究成果を報告でると考えている。

４．診療
「該当なし」

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
「該当なし」
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
Molecular Therapy-Oncolytics 論文査読 2019 年 11 月
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 論文査読
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
中冨健康科学振興財団 評議員
東京都健康長寿医療センター 研究倫理審査委員会委員
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2019 年 11 月

コージンバイオ株式会社 倫理審査委員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hirasaki M, Mizuno Y, Ida, Y., Murakoshi, T., Okuda A, Kotani, N. Identification of the coiled-coil
domain as an essential Mbd3 element for preserving lineage commitment potential of embryonic stem
cells. Dev Growth Differ 61, 283-293, 2019 doi: 10.1111/dgd.12605
② Nishimoto M, Uranishi K, Asaka MN, Suzuki A, Mizuno Y, Hirasaki M, Okuda A. Transformation of normal
cells by aberrant activation of YAP via cMyc with TEAD. Sci Rep 9, 10933, 2019 doi:
10.1038/s41598-019-47301-6
③ 北村友佳、浦西洸介、鈴木 歩、平崎正孝、西本正純、奥田晶彦 Germ cell specific generation of Mga
variant that may facilitate meiotic process (ポスター発表) 第 17 回幹細胞シンポジウム 兵庫県淡
路市 ( 2019 年 5 月 25 日)
④ 西本正純、浦西洸介、浅賀正充、鈴木 歩、水野洋介、平崎正孝、奥田晶彦 Yap の異常な活性化による
形質転換は Yap/TEAD 複合体による cMyc 遺伝子の転写亢進による (ポスター発表) 第 42 回日本分子生物
学会 福岡 ( 2019 年 12 月 5 日)
⑤ 小谷典弘、平崎正孝、水野洋介、井田 唯、村越隆之、奥田晶彦 脾臓組織培養により出現するコロニー形
成接着細胞の解析 (ポスター発表) 第 42 回日本分子生物学会 福岡 ( 2019 年 12 月 4 日)
⑥ 鈴木 歩、浦西洸介、北村友佳、平崎正孝、西本正純、奥田晶彦 Max ノックアウト ES 細胞は哺乳類で減
数分裂の開始機構を研究する有用なツールである (ポスター発表) 第 42 回日本分子生物学会福岡 ( 2019
年 12 月 5 日)
⑦ 北村友佳、浦西洸介、鈴木 歩、平崎正孝、西本正純、奥田晶彦 生殖細胞特異的な Mga バリアントが減数
分裂開始を誘導する (ポスター発表) 第 42 回日本分子生物学会 福岡 ( 2019 年 12 月 5 日)
⑧ 西本正純、浦西洸介、浅賀正充、鈴木 歩、水野洋介、平崎正孝、奥田晶彦 Yap の異常な活性化による
形質転換は Yap/TEAD 複合体による cMyc 遺伝子の転写亢進による (ポスター発表) 第 42 回日本分子生物学
会 福岡 ( 2019 年 12 月 3 日)
【総数：論文 2 件、学会発表 6 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
① 奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費 基盤研究 B
課題名：Max タンパク質による減数分裂開始抑制とその抑制解除の為の分子メカニズムの解明
配分額 6,100 千円
② 鈴木 歩（代表）文部科学省科学研究費 若手研究 A
課題名：MYC-MAX-MGA ネットワークによる減数分裂開始制御機構の解明
配分額 4,200 千円
6-3．受賞
北村友佳 優秀ポスター賞
（第 17 回幹細胞シンポジウム 兵庫県淡路島 2019 年 5 月）
北村友佳 日本学術振興会特別研究員（DC2）採択(2020 年 4 月からの 2 年間)
6-4．特許、実用新案
「該当なし」
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
奥田がゲノム医学研究センターの年会である「第 17 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム（基礎研究から臨床研究
への飛翔）
：2019 年 9 月 14 日開催」の大会長を務めた

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
令和元年度において当部門から発信できた英文論文は 2 報であり、両方の論文とも責任著者が奥田であり、筆頭著者も
当研究室に所属している部門員ではあるが、当研究室において、いわゆる主要テーマとして掲げている研究からの成果
ではないため、発表できた論文の数が少なかったということ以上にその点において物足らなさを感じている。但し、少
なくとも、減数分裂関連の研究については、着実に成果を積み上げることができたと考えている。なお、当研究室に在
籍している博士課程大学院生の北村は、それら未発表の研究成果を基に日本学術振興会特別研究員に応募し、難関を突
破して採択されたが、そのことは、当該研究内容が、第三者からも高い評価を得たというように理解している。教育に
ついては、修士・博士に対する教育活動は、授業であるとか、研究指導等、十分な貢献ができていると考えているが、
学部学生に対する教育については、現状、ほとんど貢献ができておらず、その状況を打破する為に自ら教育の場を求め
て行く必要があると考えている。
7-2．次年度の改善計画
7-1 の項目に記載したように、減数分裂関連の研究は、いくつか、完成に近づきつつあるので、次年度には、それらの
成果を確実に論文発表につなげていきたいと考えている。教育については、平崎、鈴木の 2 人の助教の生化学・生理学
実習への参加を足掛かりとして医学部学生との交流を深めるなどして、なんとか、学部学生の教育にも十分貢献できる
ようにしたいと考えている。
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4．病態生理部門
１．構成員
片桐 岳信(KATAGIRI, Takenobu)：教授：研究副主任、教育副主任：代表指導教員(大学院)：運動器、骨代謝：博士
塚本 翔(TSUKAMOTO, Sho)：助教：研究員、教育員：大学院教員(大学院)：博士
倉谷 麻衣(KURATANI, Mai)：助手：博士
友保 昌拓(TOMOYASU, Akihiro):非常勤講師：博士
仲地 ゆたか(NAKACHI, Yutaka):非常勤講師：博士
大久保 美里(OKUBO, Misato)：特任技術員
関根 典子(SEKINE, Noriko)：特任技術員
岩長 ゆずる(IWANAGA, Yuzuru)：特任技術員
押田 京子(OSHIDA, Kyoko)：特任研究補助員

２．教育
2-1．目的･目標
医療人として重要な生命科学への興味を深めると共に、研究マインドの育成を図ることを目標とする。医学部および大
学院の講義や実習では、一方向に知識を伝えるのではなく、知的好奇心を刺激し、解決能力を養う教育を目指す。課外学
習プログラムでは、通年で参加者を募集し、当部門で精力的に進めている難病に関する発症機序の解明や療薬開発など、
実際の最先端研究の一部を体験できる機会とする。また、保健医療学部の卒業研究では、最先端の難病研究の実験を通し、
医療人としての研究マインドの重要性を伝えると同時に、自分の考えを伝えるためのプレゼンテーションにも力を入れて
取り組む。
2-2．教育内容（担当者）
・「卒前教育」
医学部では、片桐が 1 年生の細胞生物学 3 の特別講義、および、1 年生のアドバイザーを担当した。また、塚本が人体
の基礎科学１・2 の化学実験を担当した。課外学習プログラム「難病の研究から、世界の誰も知らない筋肉や骨の謎を科
学しよう！」に、学生 2 名が通年で参加し、当部門で実際に進めている研究テーマに関連した実験に取組んだ。実験の手
技からデータ処理までの指導を通し、基礎研究に対する興味・関心を深めることを目指した(片桐、塚本、倉谷)。もう 1
つの課外学習プログラム「一度、ゆっくりプレゼンテーションを考えてみよう！」には、提携する女子栄養大学の学生 1
名が参加した。
・「卒後教育」
卒後教育委員会後援学術集会として、五十嵐真希先生（日本赤十字社国際部 中東地域首席代表（兼）国際赤十字赤新
月社連盟（IFRC) 中東北アフリカ地域緊急災害保健コーディネーター）にお越し頂き、「中東地域における難民の現状と
赤十字社による医療保健支援」についてご講演いただいた。また、ゲノム医学研究センター学術集会として、米国 Regeneron
社の Aris Economides 博士にご講演いただき、遺伝性希少疾患の責任遺伝子の発見から治療薬開発に至る最先端の研究を
紹介いただいた。
・「大学院教育」
片桐が最新医学特別講義を担当し、埼玉医科大学における難病・進行性骨化性線維異形成症（FOP）研究について講義を
行った。また、片桐が副査として、博士課程の学位審査を担当した。
2-3．達成度
・「卒前教育」
医学部の講義と実習では、学生が集中して課題に取組んでおり、当初の目標を達成出来たものと考える(片桐、塚本)。
課外学習プログラムでは、学生自ら取組んだ実験データをもとに研究成果をまとめ、通年で参加した学生 1 名が「第 5 回 学
生による研究発表会」において研究成果を発表した。
・「卒後教育」
卒後教育委員会後援学術集会、および、ゲノム医学研究センター学術集会では、多数の学生・教職員の参加の下、活発な
質疑・応答が行われ、共に有意義な学術集会となった。
・「大学院教育」
最新医学特別講義では、当部門が中心となり本学で長年取り組んでいる難病研究に関する講義を行い、研究マインド育
成の一端を担うことができた(片桐)。
2-4．自己評価と次年度計画
・「卒前教育」
学部学生への教育は、十分に目標を達成した。次年度も、研究を通した教育を充実させる計画である。
・「卒後教育」
本学の教育や研究の発展に有益となる学術集会を積極的に開催する。
・「大学院教育」
今後も、積極的に大学院生や特別研究学生を受け入れる。
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３．研究
3-1．目的・目標
病態生理部門では、骨や軟骨、筋、腱などの運動器を正常に維持するメカニズムを解明し、骨系統疾患や筋疾患の予防、
診断、治療に応用することを目指している。中でも、全身の筋や靭帯の中に異所性の骨ができる難病の進行性骨化性線維
異形成症（FOP）の発症機序の解明と治療法の確立に力を入れて取り組んでいる。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1) FOP の発症機序の解明と治療法の確立 (片桐、塚本、倉谷、大久保、関根、岩長)
2) 骨や筋など運動器の制御機構の解明 (片桐、塚本、倉谷)
3) TGF-βファミリーの生理的役割の解明 (片桐、塚本、倉谷)
3-3．研究内容と達成度
病態生理部門では、FOP 専門の診療・研究組織を、2005 年に「埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェクト」を始動し、
現在まで FOP の発症機序の解明と治療法の確立に最も力を入れて取り組んでいる。平成 29 年度に、第一三共と共同で研究
を進めてきた FOP の責任分子である ALK2 を阻害するモノクローナル抗体の開発が、日本医療研究開発機構(AMED)の医療研
究開発革新基盤創成事業(CiCLE)に採択され、飛躍的に治療薬の開発及び、発症機序の解明の研究が進んでいる。
令和元年度は、治療薬開発に伴う抗体の作用機序解明や遺伝子改変マウスの解析を重点的に行い、FOP の発症機序解明
に重要な知見を得ることができた。その研究成果を FOP Drug Development Forum や国内外の関連学会で発表し、非常に高
い評価を受けた。さらに、腫瘍形成を伴う骨疾患、骨形成における Wnt シグナルの解析、及び、病的な筋の石灰化メカニ
ズムの解明等の運動器の制御機構に関するプロジェクトについても着実に進行している。また、これまでの病態生理部門
の研究活動に対し、片桐が北里研究所の最も権威のある学術賞である「北里柴三郎記念賞」を受賞した。
3-4．自己評価と次年度計画
上記のように、世界に通用する研究成果を挙げたと考える。次年度も FOP 研究を中心に運動器の制御機構や TGF-βファ
ミリーの生理的役割の解析を進め、社会に還元できる形での研究成果の発表及び、外部資金の獲得を目指す。また、研究
活動と医学教育の連携方法を模索、実践し、本学の目指す「研究マインド育成」の一助となることを目指す。

４．診療
「該当なし」

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
「該当なし」
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
片桐岳信：
Scientific Reports (Editorial Board Member)
Journal of Bone and Mineral Metabolism (Editorial Board Member)
学術誌の査読委員を担当
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
片桐岳信：
歯科基礎医学会代議員
日本骨代謝学会評議員
日本生化学会関東支部会代議員

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Haga N, Nakashima Y, Kitoh H, Kamizono J, Katagiri T, Saijo H, Tsukamoto S, Shinoda Y, Sawada R, Nakahara
Y. (2020) Fibrodysplasia ossificans progressiva: Review and research activities in Japan. Pediatr Int.
62, 3-13.
② 片桐岳信: 骨形成の制御機構に関する分子的基盤の解明と骨の難病に対する革新的治療薬開発への展開． 第 31 回
北里柴三郎記念賞受賞講演 (2019 年 6 月、東京)【招待講演】
③ Katagiri T: Recent topics in fibrodysplasia ossificans progressiva. The Metabolic Bone Disease Meeting
2019 (2019 年 6 月、韓国)【招待講演】
④ Katagiri T, Tsukamoto S, Kuratani M, Tsuji S, Takaishi K, Kunikata T, Nakamura K, Kawaguchi Y:
Characterization of an anti-ALK2 blocking antibody, DaVinci. 2019 FOP Drug Development Forum (2019 年
11 月、オーランド、アメリカ)【招待講演】
⑤ 片桐岳信: 進行性骨化性線維異形成症（FOP)に対する抗 ALK２抗体の開発． 精神・神経疾患研究開発費 ジストロ
フィン欠損モデル動物を基盤とした筋ジストロフィーの新しい治療法開発 令和元年度 研究班会議 (2019 年 11 月、
東京)【招待講演】
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⑥ 片桐岳信: 進行性骨化性線維異形成症に対する治療薬の開発研究. 脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 令和元年度
第 2 回班会議 (2019 年 11 月、東京)【招待講演】
⑦ 塚本翔、倉谷麻衣、関根典子、大久保美里、田中伸哉、自見英治郎、織田弘美、片桐岳信: 内軟骨性骨化における
BMP と Wnt の新たなクロストーク. 第５回日本骨免疫学会 (2019 年 6 月、沖縄)
⑧ Katagiri T, Tsukamoto S, Kuratani M, Tsuji S, Takaishi K, Kunikata T, Nakamura K, Kawaguchi Y, Hasegawa
J: Identification of a critical amino acid residue in ALK2 for the binding and inhibition by the anti-ALK2
blocking antibody. FASEB SRC on TGF-β Superfamily (2019 年 7 月、マイアミ、アメリカ)
⑨ Tsukamoto S, Kuratani M, Sekine N, Okubo M, Tanaka S, Jimi E, Oda H, Katagiri T: Wnt7b expressed by
hypertrophic chondrocytes is a critical inducer of bone formation during endochondral ossification. ASBMR
2019 Annual meeting (2019 年 9 月、オーランド、アメリカ)
⑩ Katagiri T, Tsukamoto S, Kuratani M, Tsuji S, Takaishi K, Kunikata T, Nakamura K, Kawaguchi Y: A novel
molecular mechanism for the activation of a BMP type I receptor, ALK2, proposed from research on
fibrodysplasia ossificans progressiva. Gordon Research Conference on Bone and Teeth (2020 年 2 月、ガル
ベストン、アメリカ)
【総数：論文 2 件、学会発表 9 件、講演 7 件】
6-2．獲得研究費
片桐 岳信（代表）
文科省科学研究費 基盤研究(B)：
「病的な骨形成調節機構の解明とその応用」
配分額：494 万円
片桐 岳信（代表）
文科省科学研究費 挑戦的研究(萌芽）
：
「歯と毛の形成を制御する上皮間葉相互シグナルの解明」
配分額：325 万円
片桐 岳信（代表）
第一三共株式会社 受託研究：
配分額：275 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：高崎渉）
医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）
：
「進行性骨化性線維異形成症(FOP)に対する革新的治療薬の創出」
配分額：4,164 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：自見英治郎）
文科省科学研究費 基盤研究(B)：
「肥満を引き起こす新たな組織・分子基盤の解明」
配分額：50 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：上條竜太郎）
文科省科学研究費 基盤研究(B)：
「新規シグナル伝達物質・活性イオウ分子種による骨リモデリング制御機構の解明」
配分額：10 万円
塚本 翔（代表）
文科省科学研究費 基盤研究(C)：
「Smad4 を介した骨格制御機構の解明」
配分額：143 万円
倉谷 麻衣（代表）
文科省科学研究費 基盤研究(C)：
「多発性外骨腫症に対する阻害剤の開発」
配分額：133 万円
6-3．受賞
・第 31 回北里柴三郎記念賞 片桐岳信
・第 5 回日本骨免疫学会 優秀演題賞 塚本翔
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6-4．特許、実用新案
公開前のため省略。
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
卒後教育委員会後援学術集会
令和元年 5 月 23 日（木） 17:00～18:30
「中東地域における難民の現状と赤十字社による医療保健支援」
日本赤十字社国際部 中東地域首席代表（兼）国際赤十字赤新月社連盟（IFRC)
中東北アフリカ地域緊急災害保健コーディネーター
五十嵐真希 先生
ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
令和元年 10 月 17 日（木） 15:30～16:30
「Cracking the Code of Rare diseases: Understanding Mechanisms and Developing New Therapies」
Vice President-Research
Skeletal Diseases TFA & Genome Engineering Technologies
Cofounder & Head of Functional Modeling Regeneron Genetics Center
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Dr. Aris N. Economides

７．自己点検・評価
7-1. 今年度の点検・評価結果
令和元年度は、教育において、学部生と大学院生への講義や実習を効果的に実施することができたと考える。また、研究
においては、AMED CiCLE の「FOP に対する治療薬の創出」の研究に継続して取り組み、FOP の発症機序の解明につながる
重要な研究成果を得ることができた。また、治療薬の創出に関連する解析から、運動器の制御機構について、新たな興味
深い知見が得られており、今後、発展的なテーマになることが期待される。また、FOP 以外の研究プロジェクトも着実に
進行しており、本年度の目標を達成できたと考える。
7-2．次年度の改善計画
現在、部門内で進めている萌芽的な研究をもとに、新たな外部資金の獲得に努める。医学的、社会的に意義のある本質的
な研究課題に取り組み、英語論文、および国内外の学会等で成果を発表し、研究体制をさらに発展させる。また、当部門
が取り組む疾患研究を、医学教育に反映させることを強く意識し、学部学生と大学院生、さらに本学の教職員の研究マイ
ンドの育成に貢献できるよう努める。
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5．遺伝子治療部門
１．構成員
三谷 幸之介（MITANI, Kohnosuke)：教授：研究副主任、教育副主任：代表指導教員(大学院)：遺伝子治療学、ゲノム編
集、ウイルス学：博士
奥島 菜々子（OKUSHIMA, Nanako）
：助手：研究員、教育員：ゲノム編集：修士
和田 美加子（WADA, Mikako）
：ポスドク：ゲノム編集：博士
渡邉 裕樹（WATANABE, Yuuki）
：大学院生

２．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
医学部学生に、
「細胞生物学」と「行動科学と医療倫理」とを通して、基礎医学の面白さと研究倫理の重要性を伝える。
保健医療学部学生に、卒業研究の指導をする。
「卒後教育」
卒後教育委員会後援学術集会の企画などを通して、本学の教職員に世界のトップレベルの基礎医学研究を紹介する。
「大学院教育」
大学院学生に、組換え DNA 実験や細胞への遺伝子導入法についての最先端の知識と技術とを提供する。
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
「細胞生物学」（医学部１年生）の講義と「行動科学と医療倫理」（医学部４年生）を担当した（三谷）。また、医学部
２年生のアドバイザーを務めた（三谷）
。保健医療学部の３年生２名に、卒業研究の指導を行った（奥島、三谷）
。
「卒後教育」
第 15 回 RCGM シンポジウムの当番研究部門として、以下の通り、自治医科大学の小澤敬也教授を特別講演に招待した。
平成 31 年 9 月 14 日（土）卒後教育委員会主催学術集会
小澤 敬也 先生（自治医科大学 免疫遺伝子細胞治療学（タカラバイオ）講座）
「本格的実用化が進み始めた遺伝子治療：CAR-T 細胞療法を中心に」
「大学院教育」総合医療センター中央検査部の社会人大学院生（修士過程）1 名を指導し、下痢症由来の新規アデノウ
イルス血清型の解析を指導した（奥島、三谷）。
2-3．達成度
「卒前教育」
「細胞生物学」などで指導した学生達の理解レベルは、合格レベルに達していたと考える。卒業研究の学生達も順調に
結果を出した。
「卒後教育」
特に遺伝子治療の分野で日本をリードする小澤先生を招待して、RCGM シンポジウムでの講演をお願いした。参加者には
興味深く刺激的な講演だったと思う。
「大学院教育」
大学院生が、無事、修士号を取得した。
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
平令和 2 年度も引き続き、学部生に対する講義等の機会には積極的に関わっていきたい。
「卒後教育」
国内外の優秀な研究者を招待した学術集会を企画し、リサ−チマインドの向上に貢献したい。
「大学院教育」
最先端の研究技術などを大学院生に紹介することにより、リサ−チマインドの向上に貢献したい。

３．研究
3-1．目的・目標
遺伝子治療は難病治療の新しい概念として注目を浴びている。この概念をより広範な疾患へ適用可能にするためには、遺
伝子導入・遺伝子発現技術のさらなる改良が必須である。また、遺伝病の遺伝子治療において、治療遺伝子のランダムな
染色体部位への挿入は、がん原遺伝子の活性化をはじめとする挿入変異の原因となるばかりでなく、サイレンシングによ
る遺伝子発現の不安定化などの原因となる。この問題を克服するために、染色体上の標的 DNA 配列特異的に安全に遺伝子
を挿入する技術の開発が必要である。私たちは、これらの問題を解決し、幹細胞を含むより多様な細胞への応用が可能な
方法として、
ウイルスベクターを利用した高効率なゲノム編集による染色体操作法の確立と応用とを目指している。特に、
血液系遺伝病の治療への応用に向けて、造血幹細胞を標的としたゲノム編集法の高率化と安全性の検証に力を入れている。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
ヒト疾患モデルマーモセットを用いたゲノム編集による遺伝子修復治療技術の開発
和田美加子、奥島菜々子、三谷幸之介
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東南アジアの下痢症患者から分離された新規アデノウイルスの分子生物学的解析
渡邉裕樹（院）
、奥島菜々子、三谷幸之介
3-3．研究内容と達成度
ゲノム編集を利用した遺伝病の遺伝子修復治療の臨床応用を目指し、霊長類モデルである遺伝子ノックアウトマーモセッ
トでの検証を目指して、遺伝子修復治療の効率化と安全性の改善およびそれを用いた実用性の評価を行った。先ず、人工
ヌクレアーゼ CRISPR による標的配列の切断と、アデノ随伴ウイルスベクター（AAV）を利用した修復用鋳型 DNA の導入に
よって、ヒト血液細胞株の IL2RG 遺伝子座で約 80%の高頻度で遺伝子修復に成功した。さらに、ヒト CD34 陽性造血幹前駆
細胞に対して同様の実験を行い、薬剤選択なしでも約 20%の細胞で遺伝子修復に成功した。その効率を改善する目的で、
ゲノム編集による相同組換え修復に必要な、Cas9 遺伝子、gRNA 発現カセット、修復用ドナーDNA のすべてを一つのベクタ
ー上に搭載した、all-in-one アデノウイルスベクターを構築し、少なくとも細胞株では他の方法よりも高い効率で遺伝子
修復が得られることを確認した。一方、不正確に染色体に組み込まれた修復用鋳型 DNA を除去するため、誘導性の自殺遺
伝子（iCaspase 9）を利用したストラテジーの開発に取り組んでいる。
小児下痢症患者から分離された新規血清型アデノウイルス 65 型（Ad65）の解析を進めた。このウイルスの、大腸がん由来
細胞株での増殖特性を解析し、特徴的な増殖パターンを観察した。また、これら血清型が細胞感染の際に用いる受容体を
同定する目的で、アデノウイルス受容体をノックアウトした細胞株を作製した。これらウイルスの増殖を簡便に定量化す
る方法として、アポトーシス依存的に蛍光が発光する細胞株を複数種樹立した。
3-4．自己評価と次年度計画
積極的な共同研究を介して、ウイルスベクターを用いる相同組換え法および人工ヌクレアーゼを用いる方法を用いて、マ
ーモセット造血前駆細胞におけるゲノム編集技術の開発を行っている。ヒト細胞株での実験を終え、CD34 陽性細胞での実
験も順調に進んでいる。年度の半ばで AMED「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」の研究費も獲得したので、次年度は、
世界で初めての遺伝病マーモセット治療に向けて研究を進めて行きたい。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
学術誌査読 Molecular Therapy, Molecular Therapy Methods & Clinical Development
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
学会活動（委員会）
日本遺伝子細胞治療学会（理事、国際交流委員）
日本ゲノム編集学会（国際委員）
日本ウイルス学会
日本分子生物学会
日本再生医療学会
米国遺伝子細胞治療学会（DNA viral vector committee, program committee (genome editing)）
国際協力遺伝病遺伝子治療フォーラム（評議員）
日本母乳バンク協会（理事）
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）ゲノム編集専門部会（委員）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書（2018）
① Sone T, Shin M, Ouchi T, Sasanuma H, Miyamoto A, Ohte S, Tsukamoto S, Nakanishi M, Okano H, Katagiri
T, ◎Mitani K．Dual usage of a stage-specific fluorescent reporter system based on a helper-dependent
adenoviral vector to visualize osteogenic differentiation．Scientific Reports. 9: 9705, 2019．
② 三谷幸之介.“ゲノム編集技術の小児遺伝性疾患への臨床応用”『最新小児・周産期遺伝医学研究と遺伝カウン
セリング』
（（株）メディカルドゥ）, 2019 年 11 月. （査読なし）
③ 三谷幸之介.“遺伝子治療とゲノム編集” 実験医学別冊『完全版 ゲノム編集実験スタンダード』
（羊土社）, 2019
年 12 月. （査読なし）
④ 三谷幸之介.“遺伝子ノックアウトを利用したゲノム編集治療─HIV 感染症やサラセミアの場合” 実験医学別冊
『いま、本格化する遺伝子治療』
（羊土社）, 2020 年 1 月. （査読なし）
⑤ 三谷幸之介.“ヒト生殖細胞系列におけるゲノム編集治療：現状と課題” J. Mamm. Ova Res. 36: 99-105, 2019.
（査読なし）
⑥

三谷幸之介.“生殖補助医療領域におけるゲノム編集治療の可能性と課題” 月刊「細胞」, 51 (5): 212-215, 2019.
（査読なし）
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⑦

三谷幸之介. Towards Therapeutic Genome Editing. 国際遺伝子細胞治療シンポジウム, 2019 年 7 月．

⑧

三谷幸之介. Gene therapy and genome editing. The 18th Annual USADA Symposium, 2019 年 10 月．

⑨

三谷幸之介. ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療の規制と安全性評価の現状. 第 4 回 DIA 再生医療製品・遺伝

⑩

子治療用製品シンポジウム, 2019 年 12 月．
三谷幸之介.“ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療の規制と安全性評価の現状” 東京大学 AMED iD3 キャタリス
トユニット 第 2 回 Translational and Regulatory Sciences Symposium, 2020 年 1 月.
【総数：論文 6 件、学会発表 0 件、講演 5 件】

6-2．獲得研究費
三谷幸之介（代表）
日本医療研究開発機構「先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業」
「遺伝子治療ならびにゲノム編集に適した新規ウイルスベクターの開発」
（令和元〜3 年度）
配分額：1000 万円
和田美加子（代表）
文部科学省若手研究
「All-in-one ゲノム編集ウイルスベクターによる造血系遺伝病の遺伝子修復治療」
（平成 30〜令和 2 年度）
配分額：130 万円
三谷幸之介（代表）
受託研究「株式会社 ＲＮＡ」
「ノックアウトマウスを用いた Mab21 機能の研究」
（令和元〜2 年度）
配分額：1255 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の点検・評価結果
教育に関しては、ほぼ目標を達成し、卒前教育、卒後教育、大学院教育でそれぞれ成果を上がることが出来た。1 年生対
象の細胞生物学の講義は、新しい試みが生きたのか、学生からの評価ポイントが上がった。また、社会人大学院生が１名、
修士号を取得した。研究については、現在の研究分野（遺伝子治療・ゲノム編集）が国内においても少しずつ注目される
ようになってきた。疾患モデルマーモセットをゲノム編集で治療するプロジェクトで、AMED の研究費を獲得出来、研究
を進めることが出来た。
7-2．次年度の改善計画
教育に関して、学生に講義内容や研究の面白さを伝えられたかと言えば、試験答案などを見てもまだ不十分であるので、
さらに改善したい。また、研究室に出入りする大学院生（医師）や学生をさらに丁寧に指導して、研究の楽しさをうまく
伝えたい。研究に関しては、所属した研究者が研究成果を論文化せずに異動する傾向が続いたため、未発表のデータを論
文化しなければならない。マーモセットを用いる実験などで更に共同研究などを進め、ヒト遺伝子治療におけるゲノム編
集において私達の遺伝子導入ベクター技術をさらに改良・応用し、世界の中での私達の研究グループの評価を確立したい。
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1．教育主任部門
1.構成員
部門長
部門員

森

茂久 (MORI, Shigehisa)：医学教育学 / 医学教育センター長，教授（任期：令和 2 年 3 月 31 日）

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）:教養教育准教授
永島雅文 (NAGASHIMA, Masabumi)：解剖学教授
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）：生理学教授
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：生化学准教授
前崎繁文 (MAESAKI, Shigefumi):感染症科・感染制御科教授
天野宏一（AMANO, Koichi）：総合医療センターリウマチ・膠原病内科教授
大崎昭彦 (OSAKI, Akihiko)：国際医療センター乳腺腫瘍科准教授
丸山

敬 (MARUYAMA, Kei)：薬理学教授

佐々木惇 (SASAKI, Atsushi)：病理学教授
森吉美穂 (MORIYOSHI, Miho)：総合医療センター臨床検査医学准教授
山根登茂彦 (YAMANE, Tomohiko)：国際医療センター放射線科教授
中山英人 (NAKAYAMA, Hideto)：麻酔科教授（交代検討中）
松田

晃（MATSUDA Akira）:医学教育学教授（交代検討中の間の代理、造血器領域）

岩永史郎（IWANAGA, Shiro）:国際医療センター心臓内科教授
村山芳武（MURAYAMA. Yoshitake）
：国際医療センター呼吸器内科准教授
中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）：消化器内科・肝臓内科准教授
井上郁夫 (INOUE, Ikuo)：内分泌・糖尿病内科准教授
高橋一司（TAKAHASHI, Kazushi）：神経内科教授
岡田浩一 (OKADA, Hirokazu)：腎臓内科教授
山内秀雄（YAMANOUCHI, Hideo）:小児科教授
石原

理 (ISHIHARA, Osamu)：産科・婦人科教授

棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）
：総合医療センター神経精神科助教
高橋秀寿（TAKAHASHI, Hidetoshi）
：国際医療センターリハビリテーション科教授
宮野恭平 (MIYANO, Kyohei)：皮膚科教授
伊藤彰紀 (ITOH, Akinori)：耳鼻咽喉科教授
髙田

綾（TAKADA, Aya）
：法医学教授

中元秀友 (NAKAMOTO, Hidetomo)：総合診療内科教授

2.目的
各基本学科の教育主任は、それぞれの基本学科が関わる卒前教育全般について調整・連絡を行う。さらに、教育領域毎
に、教育主任の互選により代表教育主任が選任される。教育主任部門はこの代表教育主任により構成される。本部門は、
教育領域間において教育担当者の意思疎通をはかり、大学全体の教育活動が円滑に行われるようにすることを目的とす
る。

3.活動報告
教育主任部門は、代表教育主任に加えて、各教育主任にも参加を依頼して、卒前教育委員会とともに卒前教育合同会議
を毎月開催し、卒前教育の立案・決定の過程に参加し、情報を共有して、各基本学科における教育の実行などに携わっ
た。代表教育主任は、総合試験、実力試験、卒業試験における問題の調整を行った。教育主任はそれぞれの基本学科が関
わる卒前教育全般について、調整と連絡を行った。
平成 30 年度より、川越キャンパス教育主任会議（月 1 回、基本的に第 3 木曜日）、日高キャンパス教育主任会議（月 1
回、基本的に第 2 火曜日、卒前教育合同会議開催日）を正式実施とし、川越、日高キャンパスの教育主任は卒前教育合同
会議開催時のテレビ会議への出席は義務化を解除した。毛呂山キャンパスの教育主任は従来通り、卒前教育合同会議に参
加する形を継続した。
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4.評価と次年度目標
4－1. 自己評価
基本学科の教育責任者である教育主任・代表教育主任と、基本学科横断的なコース・ユニットの責任者であるコースデ
ィレクター・ユニットディレクターの役割分担が明確に意識され、互いの意思疎通が密となり、各基本学科と各コース・
ユニットの間の調整がより円滑になり、教育活動の向上に寄与していると考えられる。
教育主任への情報伝達は、卒前教育合同会議が担っているが、教育主任の出席率向上は昨今の対策が必要な課題であっ
た。臨床系学科の教育主任、特に川越、日高キャンパスの教育主任のテレビ会議への出席率が低い理由として、テレビ会
議システムでは理解が進まない、会議時間帯が臨床業務で忙しいなどが挙げられた。この問題を解決するために、平成29
年10月より川越キャンパス、日高キャンパスでそれぞれ独自に教育主任会議を毎月開催する形式を試験的に開始した。平
成30年度より、川越キャンパス教育主任会議、日高キャンパス教育主任会議を正式実施とし、川越、日高キャンパスの教
育主任は卒前教育合同会議開催時テレビ会議への出席は義務化を解除した。なお卒前教育合同会議の川越、日高キャンパ
スへのテレビ会議は継続した。変更後の川越、日高キャンパスの教育主任会議の出席率は増加しており、各会議では活発
な質疑応答も行われ、情報伝達は年々向上していると考えられる。
教育領域毎に、教育主任の互選により代表教育主任が選任されることになっているが、短期間に教育主任の交代があり、
代表教育主任の交代が検討されていない場合が度々あり、他の教育主任、または代表教育主任が代理を担当していたこと
があった。来年度に向けて、代表教育主任の交代の確認、交代を医学教育センター長主導で行った。
4－2．次年度計画
教育主任への情報伝達の課題としては、各キャンパスで開催される卒前教育合同会議、川越教育主任会議、日高教育主
任会議への各教育主任の出席率を調査して、出席が極めて低い基本学科については出席可能な教員への交代、また教育副
主任が出席するなどの対応策を検討する。また3キャンパス間の連絡をさらに密にして、3キャンパスで実施される臨床実
習、Pre-CCの実施、またOSCEの準備をより実効性を高めるようにすることが挙げられる。
代表教育主任の交代が必要になった場合には、早急に交代を検討することが必要である。今後は代表教育主任を担当す
る教育主任が交代する場合には、その情報を迅速に収集し、また後任の代表教育主任がなかなか決まらない場合には、医
学教育センター主導で、教育領域毎に教育主任の互選により代表教育主任が迅速に選任されるシステムを構築する必要が
ある。
代表教育主任の教育領域については、領域の重複、カバーされていない領域があるため、将来的に教育領域見直しが必
要である。その際には、実力試験、卒業試験における問題の調整役を考慮すると、臨床実習における診療科を中心に検討
する方針である。
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2．教養教育部門
１．構成員
部門長
副部門長

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：教養教育：教授（任期：R2.3.31）
鈴木 正（SUZUKI, Sei）
：教養教育：講師（任期：R2.3.31）
種田佳紀 (OIDA, Yoshiki)：教養教育：講師（任期：R2.3.31）

＜物理学＞
部門長
向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：教養教育：教授
副部門長
鈴木 正（SUZUKI, Sei）
：教養教育：講師
部門員
西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）：教養教育：講師
部門員
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：名誉教授
部門員
赤羽 明（AKABANE, Akira）
：非常勤講師
部門員
勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）
：客員准教授
＜化学＞
部門員
森口 武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：教養教育：准教授
部門員
土田 敦子（TUCHIDA, Noriko）：教養教育：講師
部門員
村上 元 （MURAKAMI, Gen）
：教養教育：講師
＜生物学＞
部門員
山崎 芳仁 (YAMAZAKI, Yoshihito)：教養教育：准教授
部門員
川村 勇樹 (KAWAMURA, Yuuki)：教養教育：講師
部門員
大間 陽子(OMA, Yoko)：教養教育：講師
＜英語＞
部門員
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）：教養教育：准教授
部門員
Chad Godfrey：教養教育：准教授
副部門長
種田佳紀 (OIDA, Yoshiki)：教養教育：講師
部門員
伊澤宜仁(IZAWA, Yoshihito)：教養教育：講師
部門員
池島宏子（IKESHIMA, Hiroko）
：非常勤講師
部門員
稲川健太郎（INAGAWA, Kentaro）
：非常勤講師
部門員
狩野緑（KANO, Midori）
：非常勤講師
部門員
Michael Gilroy ：非常勤講師
部門員
Martin Woodall ：非常勤講師
部門員
Stephen O’Toole 非常勤講師
部門員
Frances Gleeson ：非常勤講師
部門員
Riu Santos ：非常勤講師
部門員
Lucinda Powers：非常勤講師
部門員
Steven Morris：非常勤講師
＜総合教育＞
部門員
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：教養教育：准教授
部門員
米岡裕美（YONEOKA, Yumi）
：教養教育：講師
部門員
林禅之（HAYASHI, Yoshiyuki）
：教養教育：助教

２．目的
教養教育部門は、医学生の基本的能力や素養として、言語リテラシー、生命科学理解のための科学的思考力、幅広い教
養、などが重要との認識のもとに、導入教育において、少人数、積極的自主参加型グループ学習などにも柔軟に対応でき、
専門性にとらわれることなく、臨機応変で機動性の高いチームワークを発揮することを目指して、2013 年４月、それまで
の医学基礎基本学科を改組して医学教育センターに直属する部門として発足した。その後も、
「医学教育の質保証改革」方
針に根ざしたカリキュラム改革の先陣として、初年時学生への導入教育、リテラシー教育、など各科目にまたがって連携
の必要な教育の立案、組織化と実施の基幹教員となるべく日々邁進している。
以下に、個々のグループに関する目的・目標を記載する。
＜物理学＞
医学生に対する物理学教育の目的は、これを学ぶことにより、幅広い判断力を培う教養の核とすると同時に、医学や他
の諸科学を学ぶための基礎とすることにある。
＜化学＞
「人体の基礎科学１」および「人体の基礎科学２」の化学領域を主に担当しており、講義、実習、演習を通して化学現
象の基本概念を学ぶことを目的としている。具体的に、
「人体の基礎科学１」では、物質間の相互作用に関する基本法則を
学び、専門科目の履修に必要な化学の基礎知識、特に物理化学分野の知識を身につけることを目的としている。
「人体の基
礎科学２」では、生命活動において必要な有機物の構造について学び、それらを化学的な根拠に基づいた説明ができるよ
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うになることを目的としている。選択必修科目を含む他の科目については、医師もしくは医療従事者としての一般的な教
養を身につけることを目的としている。
＜生物学＞
生物学では、他の基本学科と連携した統合教育と、生物学独自の教育を担当した。前者では「細胞生物学コース」
「医学
英語」「選択必修」「医科学入門」「医科学の探索」「臨床推論」「臨床入門」「人体の基礎科学２」を、後者では高校で生物
学を履修しなかった学生に対する補習を意図した「自然科学の基礎（生物）
」および「課外プロ」を行った。以下、個々に
概説するが、いずれも医学の学習に必要な生物学的知識および概念を学生が把握することを目的としている。
＜英語＞
建学の理念の柱の一つである「国際水準の医学・医療の実践」にもとづき、求められる医療人として、国際共通語とし
ての英語力の必要性は益々重要となっている。そのような状況に対応した英語運用能力を身につけることを目標として、
その基盤となる科学的思考力と言語表現力を合わせて養いつつ、医学・医療に関する専門的知識に対応する英語表現など
を学習する機会を提供している。
英語カリキュラム上の基本的な方針としては、ESP（English for Specific Purposes）の考え方を採用し、医学・医療に
関する英語学習を目的としたカリキュラムとなっている。医学英語ユニットは、それぞれ具体的な目的と目標をもった 4
つのサブユニットで構成させており、4 技能をバランスよく統合的に高めるとともに、医療に従事する上で必要となる英
語の知識と技能を伸長する自律的な学習習慣を育成することに重点を置いている。
＜総合教育＞
医師として生涯学び続ける基本姿勢を養い、医学生しての学びを支える基礎的技能を身につけることを目的としている。
このために、初年次教育、コミュニケーション、および、他者との協働能力の養成に重点をおいている。

３．活動報告
＜物理学＞
[リメディアル教育]
高校物理未履修者に対し、以下のユニットにおいて講義を行った。
自然科学の基礎（鈴木、 西脇）高校で学ぶ物理の初歩
推薦入学者に対してレポートの添削によって高校の物理と数学を復習させた。
[人体の基礎科学]
学生の基礎知識に配慮しつつ、以下のユニットにおいて講義および実習を行った。物理分野では、代謝、電気生理、感
覚器を念頭にエネルギー変換、 電磁気、音、光に関係する題材を多数用いた。数学分野では、自然科学への数学の応用を
中心に題材を選んだ。
人体の基礎科学 1 物理（西脇、 鈴木、向田、勝浦、赤間、赤羽）力学、電磁気学
人体の基礎科学 1 数学（鈴木、向田）微分積分、ベクトル
人体の基礎科学 2 物理（西脇、 鈴木、向田、勝浦、赤間、赤羽）音、波動、光、放射線
人体の基礎科学 2 数学（鈴木、向田）微分方程式
人体の基礎科学パネルディスカッション（西脇、鈴木、向田）
「紫外線を見る」をテーマに実験を行った。
[選択必修]
次の選択必修のユニットにおいて、物理学及びその関連分野の指導を行った。
熱力学入門（向田）
[少人数教育、チーム基盤型学習]
以下のユニットにおいて、講義、テューター等を担当した。
人体の科学入門 1（鈴木、向田、西脇、赤間）テューター、講義等
臨床推論（西脇、鈴木）チューター、まとめの講義
[課外プロ] (鈴木)
人体の基礎科学物理分野の再試験受験者を対象に 2019 年 1 月に物理の補習を行なった。
[医学英語] (鈴木)
1 年生医学英語 1 において、物理学を題材とした英文の読解を指導した。
［科学的思考と表現］
（向田、鈴木）
科学的思考と表現において、科学レポートの書き方について、講義を行なった。
科学的思考と表現の中の深遠なる理解コースで「生物と無生物のあいだ（福岡伸一著）
」の輪読を行った。
（鈴木）
[OSCE] (鈴木、西脇、向田)
2019 年 11、12 月に行われた OSCE の運営に携わった。
＜化学＞
［医科学入門 1］
（1 年、村上・土田・森口担当）
テューターを担当した。
［医科学の探索］
（1 年、土田）
テューターを担当した。
［人体の基礎科学１］
（1 年、土田・村上・森口担当）
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酸塩基平衡、反応速度、エネルギーについて講義、実習、演習、アドバンス講義を行った。実習では、坂本教授、大島
准教授、日詰講師、塚本助教、廣澤助教、鈴木実験助手にもご担当いただき、アドバンス講義では、中平准教授、小谷准
教授にご担当いただいた。定期試験、再試験を行い、総合的に評価を行った。
［人体の基礎科学２］
（1 年、森口・村上・土田担当）
生理活性物質、生体構成分子について講義、実習、演習、アドバンス講義を行った。実習では、坂本教授、大島准教授、
日詰講師、塚本助教、廣澤助教、鈴木実験助手にもご担当いただき、アドバンス講義では、丸山教授、魚住講師にご担当
いただいた。また、物理、化学、生物の 3 分野の教員が共同で企画した総合演習を行った（テーマは「紫外線」
）
。定期試
験、再試験を行い、総合的に評価を行った。
［細胞生物学 1］
（1 年、2 時間、森口担当）
細胞生物学 1 コース運営教員の方針のもと、 講義担当責任者及び講義担当教員として、 教科書「エッセンシャル細胞
生物学 第 2 章 細胞の化学成分」の講義を担当した。
［医学英語 2］
（1 年、4 時間、森口担当）
医学英語 2 の Medical English を担当した。
［科学的思考と表現］
（1 年、1 時間、森口担当）
科学的思考と表現において、レポートの書き方についての講義を担当した。
［１年生 臨床入門/臨床推論］
（1 年、森口・村上担当）
病院見学引率も含めて、 テューターを担当した。
［選択必修「化合物命名法」
］
（1 年、2 年、森口担当）
IUPAC 命名法に基づいた有機化合物の命名（英語名）のしかたについて、講義を行った。
［選択必修「ユニット折り紙で作る分子模型」
］
（1 年、2 年、土田担当）
分子模型を組み立てることで分子の形と性質を理解することを目的とする。フラーレン・ダイヤモンド結晶・DNA など
の分子を題材に結合とは何か、該当構造であることの利点について講義・実習を行った。
［選択必修「実験からデータ解析、発表まで」
］
（1 年、2 年、村上担当）
英語で記述された実験法の読解から、実験、解析までを行った。
［機能系実習 2］
（2 年、21 時間、村上担当）
実習の指導を担当した。
［共用試験 OSCE］
（4 年、村上・土田担当）
4 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行・集計業務に携わった。
[BSL 後 OCSE] （５年、村上・土田担当）
5 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行業務に携わった。
［卒業時 OSCE］
（６年、村上・土田担当）
6 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行・監督業務に携わった。
＜生物学＞
1)「細胞生物学コース」(担当者：山崎芳仁、川村勇樹、大間陽子)
このコースは複数の基本学科による統合科目である。生物学では山崎がユニット 1 の UD、川村がユニット 1 の UD 補佐、
大間がユニット 3 の UD 補佐となった。細胞生物学 1 ユニットの一部の講義（4 章から 7 章まで）で入試生物選択者と非選
択者の２クラスに分けて講義を行った（2016 年度から続けている）
。現状、
「人体の構造と機能」および「細胞生物学」の
不合格者には生物非選択者が多い。学年の始めのうちは生物非選択者に対して、丁寧な授業を行い、生物非選択者が選択
者と同様な生物学的考え方を早いうちに身につけられることを意図した。全体講義は山崎が第 1・3 章と複数章のまとめを
担当した。第 4 章から第 7 章は生物非選択者と生物選択者の 2 クラスに分けて、それぞれを川村、大間、山崎とで分担し
て担当した。その他に山崎が第 9 章、川村が第 15・17 章と複数章のまとめ、大間が 19 章と複数章のまとめを受けもった。
また、第 1 ユニットの体験学習および第 18 章の講義と関連した「細胞生物学 1 実習 6」を山崎、川村、大間が担当した。
平成 30 年度に始まった細胞生物学 2 ユニットでの新たな試みが継続された。 1 つは第 2 ユニットの最初の授業で確認
テストを行い、その結果によりアドバンスクラスと補習クラスに分けて授業を行うもので、山崎、川村、大間は確認テス
トの作成に携わり、補習クラスの指導を担当した。補習クラス対象学生を 3 グループに分け、1 グループを 1 人の教員が
担当して、対話型で第 2 ユニットの基本事項を指導した。もう 1 つの試みは第 2 ユニットの定期試験での口頭試問である。
山崎、川村が口頭試問担当者として参加し、第 1 ユニットの内容も含む試問を行った。
2)「自然科学の基礎（生物）
」(担当者：山崎芳仁、川村勇樹)
山崎は UD を務めた。この講義は入学までの生物の学習が不十分であった学生に「細胞生物学」コースおよび「人体の構
造と機能」コースの学習に必要な概念を把握してもらうことを目的としている。物理、生物、化学のうちから学生が入学
試験で選択していない科目を指定して４月に集中的に 15 時限の授業を行った。生物学では、高校生物学用の図録を用いて、
講義と演習を行った。
3)「医学英語」
（担当者：山崎芳仁、大間陽子）
山崎、大間は、1 年生の「医学英語」の授業の一部を担当した。
4)「良医への道 1 コース、選択必修ユニット」(担当者：川村勇樹)
「実験動物学入門１」の第５回｢遺伝子操作動物とは｣、第６回｢遺伝子操作動物の作成と応用｣の講義を担当した。
5)「医科学入門（人体の科学）
」（担当者：山崎芳仁、川村勇樹、大間陽子）
山崎、川村、大間が 1 班（2 日間）の指導を担当した。
6)「医科学の探索」
（担当者：山崎芳仁）
大間が 1 班を担当し、調査、学習、２日にわたる合同発表会までを指導した。
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7）
「課外プロ」(担当者：山崎芳仁)
「生物の基礎をもう一度」というテーマで、2019 年 9 月〜2020 年 1 月まで指導を行った。
「課外プロ（夏期プロ）
」
（担当者：川村勇樹）
「漢方の植物を見に行こう」というテーマで 2019 年 8 月 23 日に見学会を行った。
8) この他に、山崎、川村、大間が１年生のオリエンテーション、山崎、大間が｢良医への道１コース、臨床推論ユニット｣
のテューターを、山崎が「同コース、臨床入門ユニット」の引率を担当した。山崎はこの 2 ユニットの UD 補佐、川村は｢臨
床入門｣の UD 補佐を務めた。また、
「人体の基礎科学 2」総合演習では、生物学、物理学、化学の教員による実習形式の授
業を行った。大間が生物分野を担当して大腸菌に紫外線をあてて、その生育への影響を観察する実習を行った。山崎が討
論に参加した。川村はまた 2～4 年生の「臨床入門」の UD 補佐を務めた。また、川村、大間は 4～6 年生の OSCE 試験業務
にも協力した。
＜英語＞
（1）１年次「良医への道コース（医学英語ユニット）
」
「医学英語」ユニット（医学英語 1」
、
「医学英語 2」、
「医学英語 3」と学期ごとに設定）を Reading、 CLIL (Content and
Language Integrated Learning 医療系の内容を英語で学ぶ）、 Academic Writing、 医学英語専門書読解の４つのサブユ
ニットに分けて実施されている。これらサブユニットは、英語４技能の領域における重点技能を明確にするとともに、内
容的に相互に関連づけることで、総合的な英語運用力の育成を目指している。各サブユニットは、リーダー主導のもとに
効率よく運営され、密に協力・連携している。４月当初のオリエンテーション及びプレイスメントテストに始まり、年明
けには TOEFL テストを実施している。各サブユニットでは、具体的には次のような学習活動を展開した。
・ Academic Writing：担当者 伊澤宜仁、種田佳紀、Chad Godfrey 他 日本人・外国人非常勤講師
学年を大きく半分に分け、更に 3 分割したクラスで、日本人教員１名と外国人講師２名によるティーム・ティーチングの
授業を行った。この授業では、論理的に筋道の通ったパラグラフ構成でまとまった文章を英語で書くことを目的とし、各
自が選んだトピックで実際に文章を書いた草稿にフィードバックを与える活動を行った。
・ Reading :担当者 種田佳紀、伊澤宜仁 他 日本人非常勤講師
医療に関係する現代的なトピックを扱った教材を TIME 誌などより選び、扱ったトピックについての知識を深め、それにつ
いて考え、自らの意見をまとめる、クリティカル・リーディングを行った。 「臨床推論」ユニットにおけるテーマ(揺さ
ぶられ症候群)と関連した記事を取り上げ、コアカリキュラムと連携した深い英語学習を行った。 また、リーダーの種田
はオフィスアワーでの補習を実施し、英語基礎力の低い学生に対し、きめ細かい指導を行った。
・ CLIL： Chad Godfrey 他 外国人非常勤講師
学生を 12 分割して少人数クラスで、5 人の非常勤講師とともにリーディングで使用したテキストのテーマに沿った題材を
扱い、学生自身が備えている基礎的な医療や科学の知識を英語で理解し、興味に応じて使えるようにすることを目的とし
た活動を行った。
・専門書読解：藤森千尋
細胞生物学（山崎芳仁、大間陽子）、基礎科学（鈴木正、森口武史）、解剖学（藤田恵子）との連携のもと、専門テキス
トを読解する授業を行い、専門的知識の復習と英語基礎学力の向上を図った。
・ その他：各学期に英語医療用語のテストを実施し、基本的な英語医療用語の定着を図った。また、年度初めと 3 学期末
に TOEFL テストを実施して、 学生の自律的学習を支援した。
（2）１年次「医科学への道すじコース（科学的思考と表現ユニット）
」及び 2 年次「良医への道 2 コース」
（臨床入門ユニ
ット）のプレゼンテーション」など言語系教員として、英語のみならず日本語における思考力や表現力を涵養するための
ユニットにもサブユニットリーダーとして参画している。
（3）上記以外のコース・ユニット
・藤森は 2 年、3 年、４年の「医学英語」カリキュラム開発と整備に携わり、医学系専門教員や医学教育センター教員と
連携して、具体的な授業運営を行った。また、10 年ぶりに改訂した医学英単語集を用いて、１年と 3 年に単語テストを実
施、また交換留学生のための英単語リストを作成し、配布した。
・Godfrey は、2 年と 3 年の医学英語のサブユニットである会話・コミュニケーションのリーダーと
してシラバス作成及び授業運営に携わった。国際交流センターにおける各種企画を実行した。
・種田は、
「医科学の探索」のテューター、課外学習プログラム「映画から考える生命倫理」の開講、選択必修 2 種類の開
講、春季語学研修の運営、立命館大学との合同ゼミ（RNS セミナー）開催にも携わった。また、本来の専門である倫理学
に関連して、2 年生の行動科学と医療倫理ユニットにおいて、ジェンダーについての講義を、３年生の行動科学と医療倫
理ユニットにおいて臨床倫理に関連する講義、4 年生で研究倫理に関連する講義も担当した。
・伊澤は、2、 3、 4 年医学英語に補助として携わり、選択必修 2 科目および課外学習プログラム「映画から考える生命
倫理」の運営を行った。また、本学の医学英語集の改訂に続き、医学英語テキストの編纂の補助にも取り組んだ。
・また、当教室の専任教員（藤森、Godfrey、種田、伊澤）は、「良医への道コース」の PBL・臨床入門のユニットに、テ
ューターとして参加した。また、OSCE（4 年～6 年）や共用試験の試験監督業務にも携わった。
＜総合教育＞
中平は、1 年生の導入教育プログラムである「医科学への道すじ」コースのコースディレクター、および、
「医科学入門」
のユニットディレクター、「医科学の探索」のユニットディレクター補佐、「科学的思考と表現」のユニットディレクター
補佐として、企画・統括・担当をおこなった。また、1、 2 年生の「良医への道コース・臨床推論」のユニットディレク
ター補佐として課題作成を担当した他、1 年生「臨床推論」のテュータを担当した。その他に 1 年生では、
「人体の基礎科
学」コースのコースディレクター補佐、酸塩基平衡の講義担当者として企画・担当をおこなった。2 年生では、
「人体の構
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造と機能 2」コースの「情報系」ユニットディレクター補佐および、以下の講義・演習・実習を担当した。
「エネルギー系」
呼吸器、
「調節系」酸塩基平衡、
「情報系」情報伝達、
「機能系実習」骨格筋の収縮。また、2 年生の「医学英語」を担当し
た。講義以外では、新入生オリエンテーションを担当した。
米岡は、1 年生では、「科学的思考と表現」のユニットディレクターとして、企画・統括・担当を行った。また、「行動科
学と医療倫理」
、
「社会医学」
、
「臨床入門実習」のユニットディレクター補佐として、講義・演習・実習を担当した。 2 年
生では、「行動科学と医療倫理」、「社会医学」のユニットディレクター補佐として講義・演習、 及び臨床入門実習の中の
「プレゼンテーション技法」を担当した。他に、 １、 ２年生合同の授業として、 選択必修で「学校って何だろう？ 病
院って何だろう？」を開講し、 「キャリアデザイン」のまとめを担当した。
3 年生では、 城西大学、埼玉県立大学、日本工業大学との合同での IPW 演習のファシリテータを担当した。また、 「キ
ャリアデザイン」では、企業で働く医師として三原華子先生を招聘しご講義いただき、まとめの回で、医師のキャリアを
考えるためのカードゲームを、ゲームの開発者の医師の先生方と協力して本学の学生に合わせてカスタマイズし、ゲーム
を用いた演習を行った。4 年生では、
「地域社会と健康ユニット」の「地域医療実習」において、教員ファシリテータを担
当した。
講義以外では、新入生オリエンテーション、臨床入門の引率を担当した。また、OSCE の設営及び試験の進行に携わった。
林は、１年生「科学的思考と表現」
（実践的技術コース、深遠な理解コース）で授業と添削を担当した。１年生の「医学英
語」Reading サブユニットの授業を担当し、オフィスアワーでの補講のサポートを行なった。Academic Writing サブユニ
ットで一部、授業のサポートを行なった。「臨床推論」のテューター講習会に参加したのち、見学として授業に参加した。
２年生では、
「臨床入門実習」の中の「プレゼンテーション実習」を担当した。１、２年生共通で、選択必修「答えのない
医学１」
「答えのない医学２」を担当した。課外プログラム「科学哲学カフェ」を開講した。講義以外では、新入生オリエ
ンテーション、臨床入門（病院見学、薫風園見学）の引率を担当した。また、OSCE の設営及び試験の進行に携わった。
＜部門会議＞
毎月（８月を除く）開催した。向田部門長が議事進行した。これに引き続き基本学科会議を開いた。
＜１年生オリエンテーション＞
１年生オリエンテーションの準備および業務を分担して担当した。
＜オープンキャンパス＞
受験生確保のための活動の一環として 7 月にオープンキャンパスが、10 月に学園祭の企画として医学部紹介コーナーが
開かれたが、それらの開催業務において中心的役割を担った。
＜試験監督＞
定期試験や卒前教育委員としての試験監督の他に、部門員で分担して 6 年実力試験 20 回、2 年総合試験 7 回の試験監督
業務を行った。
＜関連学部等授業＞
保健医療学部および関連学校等の教養教育の授業を担当した。以下に担当した授業を列挙する。
・保健医療学部
臨床検査学科 1 年前期「数学」
「物理学」
「物理学実験」
「化学 I」
「化学実験」
「生物学」
「生物学実験」
1 年後期「化学Ⅱ」
「人体の科学入門」
理学療法学科 1 年前期「物理学」
「細胞生物学」
「英語Ⅰ」
1 年後期「化学」
「物理学実験」
「英語Ⅱ」
・埼玉医科大学短期大学
看護学科 1 年前期「英語 2」、
「化学」
、1 年後期「英語 2」「生物学」
2 年前後期「英語 2」
・職員キャリアアップセンター
埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会 「教育方法」
「教育評価」

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
＜物理学＞
「人体の基礎科学 1、2」では、実習前講義、実習、フォローアップ講義という講義と実習を一体化した授業を行い、す
べての内容を教えることができた。他のユニットも予定通り達成できた。
＜化学＞
全科目において、過不足なく講義、実習、演習を行うことができたので、90%程度の達成度と考える。
＜生物学＞
1)「細胞生物学１」
：山崎が UD を務めたユニット 1 本試験では平均点 69.9 点（30 年度 70.9 点）
、不合格者 40 名、追試
験 1 名（30 年度 39 名）となった。合格者は講義と実習を通じて、細胞に関する基本的な理解を得ることができたと思わ
れる。平均点と不合格者は昨年度とほぼ同様だった。試験の難易度は昨年度と同難度に設定したので、設定通りの結果と
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なった。入学試験までの生物履修、未履修による差については、入試生物選択者の平均点 72.9 点（30 年度 79.0 点）に対
して、非選択者 66.9 点（30 年度 65.7 点）であった。選択者と非選択者の平均点の差は小さくなり、生物非選択者のうち
で高得点をとるものが 2 年前以来続いていることから、2 クラス制の効果が上がっているのかもしれない。再試験では全
員が合格となった。
2)「自然科学の基礎（生物）
」: 受講態度とテストにより成績を決定した。学生の講義の出席率は良く、入学までに生物
学の履修が乏しかった学生はこの授業で医学に必要な生物学の基本的な概念を習得できたと思われる。授業の最後に行っ
たテスト（100 点満点）の平均点は 83.4 点（30 年度 80.1 点）で昨年度よりも上昇した。
3）課外プロ「生物の基礎をもう一度」
：参加した学生は 50 名（30 年度 24 名）だった。
＜英語＞
ユニットを領域別のサブユニットに分け、学習の重点を明確にするとともに、総合的な英語基礎学力と運用能力の育成
を図ることを前年同様に目標とした。非常勤講師が日本人講師 3 名、外国人講師が 7 名にご協力いただき、専任教員 4 名
が各サブユニットリーダーとなって、授業運営を分担し、充実した指導を行うことができた。
１年次の英語においては、各サブユニットにおいて英語４技能の重点項目を明確にすることで、全体としてバランス良
く英語運用能力の向上をさせることができた。各サブユニットリーダーが協力・連携することで、効率よく、質の高いプ
ログラムが実践できた。また、そのような各サブユニットの連携により、学生の個別情報についても共有し、全体として
問題ある学生については面談指導を行ってきめ細かい対応を行うことが出来た。数年前よりもコマ数は減少傾向にあった
が、その分を内容の精選と効率の良さで補い、これまでと同じだけの成果は達成できたものと評価している。
＜総合教育＞
「医科学入門」ユニットでは、昨年度に続き「測定」と「観察と記述」実習の手順と準備物を改善することでより効率
的な実習をおこなった。
「科学的思考と表現」ユニットでは、 昨年度に引き続き、 他ユニットとの連携による実験レポートの書き方の講義や
毎回の添削による個別のフィードバックを行った。さらに、 本年度より多くの教員の協力を得て 3 つのコースを設定し、
より学生のニーズに配慮した授業運営を行った。
2 年生の臨床入門実習の一環である「プレゼンテーション技法」を、 表現の 1 つとしてのプレゼンテーション技法を教
えるものとして位置づけ、科学的思考と表現ユニットに関わる総合教育及び英語科の教員で協力・分担して実施した。
「地域医療とチーム医療」の専門職連携教育（IPE）の教育プログラムをまとめたものをテキストとして出版した。
その他の担当ユニットにおいても当初目的を達成することができた。
4－2．次年度計画
＜物理学＞
「人体の基礎科学 1、2」は、基礎医学で学ぶ現象の物理的あるいは化学的背景を理解することを念頭に置いた、統合科
目である。物理学の領域からは力学、電磁気学、波動、放射線に関連する内容を題材とした。医学を意識した斬新な構成
であるが、学生にとって十分に理解でき、高学年でも有用な内容になったと考えている。学生の反応を参考にしつつ、さ
らなる改善を進めていきたい。
＜化学＞
「人体の基礎科学１」、「人体の基礎科学２」で化学領域を担当した。いずれも、プレ講義→実習→演習（実習発表）→
アドバンス講義の流れで１つのテーマを完結させるスタイルをとった。実習や演習（少人数学習）によるアクティブ・ラ
ーニングと講義との連携について意識しながら行い、実習レポート、実習ノートの添削、フィードバックにも力を注いだ。
学生へのポストアンケートでは概ね良好な回答が得られた。次年度は、講義、実習、演習の内容の一部見直しを行い、よ
り質の高い教育内容にしたいと考える。
＜生物学＞
1)「細胞生物学１」
：ユニット 1 では、担当教員による講義に加えて、体験学習も行っている。具体的には、光学顕微鏡
による真核細胞および原核細胞の観察。電子顕微鏡による細胞内微細構造の観察。ATP、タンパク質、核酸の性質を考える
実験。などである。いずれも、学生が講義内容を実感できるように工夫した。２クラス制に対しても学生の評価は高く、
満足度の高い教育効果を与えたと自己評価している。さらに、期末試験問題はブラッシュアップして実施しているので、
学生の達成度の評価も適切にできたと考えている。次年度では、講義、体験学習ともにより学生の理解が深まるように工
夫したい。
定期試験不合格者が 40 名いたが、最終不合格者は 0 名であった。これは、細胞生物学 2 ユニットでの補習クラス授業、
口頭試問、課外プロでの指導などの多面的な学習支援の効果によるものではないかと考えている。また、学力増進室設置
に伴い、定期試験不合格者のうち希望した 6 名の学生には夏期休暇中にそれぞれ 2 回通学させての指導を行った。
2)「自然科学の基礎（生物）
」: このユニットを開講して以来、生物学未履修からの「人体の構造と機能」および「細胞
生物学」についていけないという訴えは減少していると感じる。本講義が効果を及ぼしていると思われる。ただ、コア科
目の定期試験不合格者に占める生物未履修者の割合は依然として高い。次年度も「細胞生物学１」と連携して、入学始め
の時期における、生物学未履修者への援助をより手厚く行いたい。
3)「医学英語」:1 年生の「医学英語」では「細胞生物学 1」の教科書原著を題材として英文読解を指導した。学生は医
学英語に馴染むことができたと同時に英語によって細胞生物学の復習ができたと思われる。
4)「選択必修」：
「実験動物学入門１」の中の講義を、多くの学生が興味を持って聴講してくれた。また「細胞生物学」
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コースの内容を含む部分が多いのでそのことも強調して講義をした。
5）課外プロ「生物の基礎をもう一度」：学力増進室設置に伴い、課外プロによる補習も例年以上の指導を行った。具体
的にはクラブ活動などで参加できない学生を減らすために、同じ内容の補習を曜日をずらして 2 回行った。合計して 15
回の補習プロムを開講した。この結果、参加学生が昨年度から倍増した。丁寧に指導することにより、学生の学力が上昇
することを感じた。
6）その他の少人数制授業のテューターとしては、学生が学習方法の基本を理解し、実践する援助ができたと考えている。
＜英語＞
「医学英語」ユニットは、焦点を当てる技能を各サブユニットに分け、各授業の目的を明確化することで、教える側に
とっても学生にとっても分かりやすい総合ユニットになっている。また、少人数制で実施したことにより、学生の参加を
促し、きめ細かい対応もでき、教育効果を上げることに繋がっていると考えている。ユニットとしての総合評価に関して
は、担当者相互の協力と連携によって、必修科目としての学生の全体的なニーズはほぼ満たしていると考えている。学生
の成績評価に関しては、一般的な英語基礎学力を測定する筆記試験の結果だけではなく、平常の授業内における活動の評
価を重要視し、実際のパフォーマンス評価を行っている。例えば、毎回の授業のワークシートや、Writing では実際に書
かれたプロダクト（作品）
、またプレゼンテーションなど、実技評価を行っている。 CLIL においては少人数クラスの分割
授業のため、クラスによるテスト内容の難易度に差があるとの指摘を受けて共通のテキストを採用し、試験についても学
年共通のテストを行った。
また「科学的思考と表現」ユニットが 3 つのコース制になり、専任英語教員の 3 名（藤森、種田、伊澤）も授業を担当
し、学生の読解力やレポート作成力など総合的言語能力の向上に貢献した。
次年度においては、１年次における CLIL、Reading、 Academic Writing、および専門書読解などの各サブユニット内容
をより精選させ、各リーダーの連携をさらに密にスムーズに行っていきたい。また、学生へのフィードバックをより丁寧
に行い、自律的な学習を進められるよう支援を更に充実させたい。
＜総合教育＞
「医科学への道すじ」コースは漸進的な改善をおこない、他のコース・ユニットとの連携をさらに深めることによって、
大学での学びへの適応と学びを支える基礎的技能の涵養について、目的を達成してきた。今後も継続して改善に努める。
次年度の「医科学入門」ユニットについては、課題設定と実施を工夫することでより効果的なプログラムに仕上げてい
きたい。
「科学的思考と表現」ユニットでは、 より効果的な教育となるよう担当教員と 3 つのコースの運用と成果の検討と改善
を進めていきたい。
1・2 年生の「行動科学と医療倫理」
「地域医療とチーム医療」、3 年生の「キャリアデザイン」などにおける演習では、
実施時期や内容を見直し、学生がより積極的に取り組めるような環境を整えていきたい。
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3．卒前医学教育部門
1. 構成員
部門長：
副部門長：

森

茂久

(MORI, Shigehisa)

専任，教授

（WATANABE, Schu-ichi）兼担（基礎）生理学，教授

平成31年4月1日～令和2年3月31日

渡辺

修一

髙橋

健夫 （TAKAHASHI, Takeo）

小山

政史

（OYAMA, Masafumi）

兼担（日高）泌尿器科，教授

同上

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

専任，准教授

同上

兼担（川越）放射線科，教授

同上
同上

＜カリキュラム室＞
室

長：

魚住

尚紀 （UOZUMI, Naonori)

副室長：

向田

寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

室

森

茂久

(MORI, Shigehisa)

員：

兼担（基礎）生化学，准教授
兼担（基礎）教養教育，教授

専任，教授

同上
同上
同上

辻

美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

渡辺

修一

（WATANABE, Schu-ichi）兼担（基礎）生理学，教授

専任，教授

同上

三輪

尚史

（MIWA, Naofumi）

同上

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）兼担（基礎）教養教育，准教授

同上
同上

兼担（基礎）生理学，教授

専任，准教授

同上

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

廣岡

伸隆

（HIROOKA, Nobutaka） 兼担（毛呂）総合診療内科，准教授

同上

森口

武史

（MORIGUCHI, Takeshi）

同上

松下

毅彦 （MATSUSHITA, Takehiko)

米岡

裕美

佐藤

寛栄

川村

勇樹

伊澤

宜仁

（IZAWA, Yoshihito）

兼担（基礎）教養教育，助教

同上

高橋

美穂

（TAKAHASHI, Miho）

専任，助手

同上

(MORI, Shigehisa)

（YONEOKA, Yumi）

兼担（基礎）教養教育，准教授
専任，准教授

同上

兼担（基礎）教養教育，講師

同上

（SATOH, Hiromasa）

兼担（基礎）生理学，講師

同上

（KAWAMURA, Yuki）

兼担（基礎）教養教育，講師

同上

＜臨床実習推進室＞
室 長：

森

茂久

副室長：

橋本

正良（HASHIMOTO, Masayoshi）兼担（毛呂）総合診療内科，教授

同上

柴﨑

智美（SHIBAZAKI, Satomi）

専任，准教授

同上

高橋

健夫 （TAKAHASHI, Takeo）

兼担（川越）放射線科，教授

同上

兼担（日高）泌尿器科，教授

室 員：

小山

政史 （OYAMA, Masafumi）

山田

泰子

辻

美隆 （TSUJI, Yoshitaka）

専任，教授

（YAMADA, Yasuko）

同上

専任，教授
専任，教授

同上
同上
同上

村松

俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro）兼担（日高）心臓内科，教授

同上

廣岡

伸隆

同上

石橋

敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）専任，准教授

同上

深浦

彦彰（FUKAURA, Hikoaki）

同上

（HIROOKA, Nobutaka）

兼担（毛呂）総合診療内科，准教授

兼担（川越）神経内科，准教授

難波

聡

（NAMBA, Akira）

兼担（毛呂）産科・婦人科，講師

同上

奈倉

道明

（NAGURA, Michiaki）

兼担（川越）小児科，講師

同上

杉山

智江

有田

和恵 （ARITA, Kazue）

（SUGIYAMA, Tomoe）

専任，助教
専任，客員准教授

同上
同上

＜試験管理室＞
健

（HAYASHI, Takeshi）

兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，教授

室 長：

林

副室長：

荒関

室

岡田

浩一

辻

美隆 （TSUJI, Yoshitaka）

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

石橋

敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授

員：

かやの（ARAZEKI, Kayano）
（OKADA, Hirokazu ）

同上

専任，講師

同上

兼担（毛呂）総合診療内科，教授

同上

専任，教授

同上

兼担 情報技術支援推進センター，教授
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同上
同上

茅野

秀一

柴﨑

智美（SHIBAZAKI, Satomi）

（KAYANO, Hidekazu）

兼担（基礎）病理学，准教授

魚住

尚紀 （UOZUMI, Naonori)

中谷

宣章

（NAKAYA, Nobuaki）

大西

京子

（OHNISHI, Kyoko）

専任，助手

同上

齋藤

恵

（SAITOH, Megumi）

専任，助手

同上

兼担 情報技術支援推進センター，教授

同上

専任，准教授

同上
同上

兼担（基礎）生化学，准教授
兼担（毛呂）総合診療内科，講師

同上
同上

＜調査解析室＞
室

長：

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

室

員：

松下

毅彦 （MATSUSHITA, Takehiko)

鈴木

智

佐藤

義文

専任，准教授

同上

（SUZUKI, Satoshi）

専任，助教

同上

（SATOH, Yoshifumi）

専任，助手

同上

＜学生支援室＞
室

長：

長坂

浩

室

員：

森

茂久

篠塚

望

富谷

智明 （TOMIYA, Tomoaki）

（NAGASAKA, Hiroshi）

井上

郁夫 （INOUE, Ikuo）
寿光

兼担（毛呂）教職員・学生健康推進センター，教授
兼担（毛呂）教職員・学生健康推進センター，教授

（MUKAIDA, Hisamitsu）

惇

兼担（基礎）教養教育，准教授

（SASAKI , Atsushi）

兼担（基礎）病理学，教授

門野 夕峰 （KADONO, Yuuho）
村上 孝

同上
同上

（SHINOZUKA, Nozomi） 兼担（毛呂）消化器・一般外科，教授

向田

佐々木

兼担（毛呂）麻酔科，教授
専任，教授

(MORI, Shigehisa)

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，教授

（MURAKAMI, Takashi） 兼担（基礎）微生物学，教授

同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

柴﨑

智美

（SHIBAZAKI, Satomi）

専任, 准教授

同上

藤田

恵子

（FUJITA, Keiko）

兼担（基礎）解剖学，准教授

同上

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） 兼担（基礎）教養教育，准教授

同上

中平

健祐

（NAKAHIRA , Kensuke）

兼担（基礎）教養教育，准教授

同上

森口

武史

（MORIGUCHI , Takeshi）

兼担（基礎）教養教育，准教授

同上

藤森

千尋（FUJIMORI, Chihiro）

横山

富士男（YOKOYAMA, Fujio）

兼担（基礎）教養教育，准教授
兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，准教授

同上
同上

石橋

敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授

同上

髙野

和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

兼担（基礎）解剖学，講師

同上

渡會

恵介

（WATARAI, Keisuke）

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，講師

同上

川村

勇樹

（KAWAMURA, Yuuki）

兼担（基礎）教養教育，講師

同上

中野

貴成

（NAKANO, Takanari）

兼担（基礎）生化学，講師

同上

杉山

智江

（SUGIYAMA, Tomoe）

専任，助教

同上

齋藤

恵

（SAITOH, Megumi）

専任，助手

同上

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：村越

隆之 （MURAKOSHI , Takayuki）兼担（基礎）生化学，医学部長．教授

同上

＜学力増進室＞
室 長：

森

副室長：

篠塚

望

（SHINOZUKA, Nozomi） 兼担（毛呂）消化器・一般外科，教授

松田

晃

（MATSUDA, Akira）

山崎
室 員：

茂久

(MORI, Shigehisa)

芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）

専任，教授

令和2年7月1日～令和2年3月31日

兼担（毛呂）消化器・一般外科，教授
兼担（基礎）教養教育，准教授

中里 良彦（NAKAZATO,Yoshihiko）

兼担（毛呂）神経内科

林

兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，教授

健（HAYASHI, Takeshi）

柴﨑 智美（SHIBAZAKI, Satomi）
（NAKAYA, Nobuaki）

専任，准教授

同上
同上
同上
同上
同上
同上

中谷

宣章

岩永

史郎 （SHIROU, Iwanaga）

石橋

敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授

同上

渡會

恵介

同上

（WATARAI, Keisuke）

兼担（毛呂）総合診療内科，講師

同上

兼担（日高）泌尿器科，教授

同上

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，講師

＜研究マインド育成室＞
室 長：

村上

孝

（MURAKAMI, Takashi） 兼担（基礎）微生物学，教授
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同上

室

員：

佐々木

惇（SASAKI , Atsushi）

兼担（基礎）病理学，教授

茂久

渡辺

修一（WATANABE, Schu-ichi）兼担（基礎）生理学，教授

同上

三輪

尚史

同上

(MORI, Shigehisa)
（MIWA, Naofumi）

専任，教授

同上

森

同上

兼担（基礎）生理学，教授

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）

兼担, ゲノム医学研究センター病態生理部門

同上

魚住

尚紀 （UOZUMI, Naonori)

兼担（基礎）生化学，准教授

同上

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：村越
松下

隆之 （MURAKOSHI , Takayuki）兼担（基礎）生化学，医学部長．教授

同上

祥

同上

（MATSUSHITA, Sho）

兼担（基礎）免疫学，副学長，教授

＜地域医学推進室＞
室

長：

柴﨑

智美（SHIBAZAKI, Satomi）

専任，准教授

同上

室

員：

林

健（HAYASHI, Takeshi）

兼担（日高）神経内科・脳卒中内科，教授

同上

古屋

大典（FURUYA, Daisuke）

兼担（日高）総合診療内科，教授

同上

2．目

岩瀬

哲（IWASE, Satoru）

兼担（毛呂）緩和医療科，教授

同上

儀賀

理暁（GIKA, Masatoshi）

兼担（川越）緩和医療科，教授

同上

石橋

敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro） 専任，准教授

同上

齋木

実（SAIKI, Minoru）

兼担（日高）総合診療内科

同上

金田

光平（KANEDA, Kohei）

専任，助教

同上

加藤

寿（KATO, Hisashi）

専任，非常勤講師，秩父市立病院

同上

的

卒前医学教育部門は医学部学生を対象とした卒前医学教育の全般を運営する部門である。本学の建学理念，カリキュ
ラムポリシーおよびディプロマポリシーに準拠し，社会的使命も考慮して卒前医学教育の方針を検討し，卒前教育委員会
で審議して決定した事項を円滑に執行することを目的としている。
担当している医学部卒前医学教育の領域は以下の通りである。
（1） カリキュラムに関すること
（2） 臨床実習に関すること
（3） 試験および進級，卒業の評価に関すること
（4） 教育に関する情報の集計、調査、解析に関すること
（5） 学生に対する全体的な支援、指導
（6） 学力向上の支援、補習の計画・実施に関すること
（7）研究マインド育成、研究医枠学生の教育に関すること
（8）地域医学教育の推進、地域枠学生の教育に関すること
その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動状況
卒前医学教育部門は、役割を分担して「カリキュラム室」、「臨床実習推進室」、「試験管理室」、「調査解析室」、
、
「研究マインド育成室」、
「地域
「学生支援室」の5室に分かれて活動していたが、令和元年7月より新たに「学力増進室」
医学推進室」の3室が設置され、8室体制となった。臨床実習の関連事項として、共用試験臨床実習前OSCEと卒業時OSCEに
関しては「OSCE委員会」が、シミュレーション教育に関しては「スキルスラボ運営委員会」が「臨床実習推進室」と連携
して検討、運営を担当している。また「学生支援室」は学生の健康に関する事項は「教職員･学生健康推進センター」
と、規律、態度などの生活面については「学生部委員会」との協力の基に検討を行っている。「カリキュラム委員会」は
新カリキュラムの立案、コース・ユニット間の調整、試験の在り方などを検討している。医学教育センター医学部領域の
８つの部門、８つの室、関連する委員会における活動状況を全構成員が共有し、連携を密にするため、自由な意見交換を
することを目的として、「医学教育センター医学部領域運営委員会」を原則的に月1回開催している。同委員会は卒前教
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育委員長、医学教育センター長、卒前医学教育部門長および副部門長、各室長および副室長、卒前教育委員長が必要とす
る教員によって構成される。同委員会で討論した事項は「卒前教育合同会議」に諮り、卒前教育委員会の構成員、コース
およびユニットディレクター、各基本学科の教育主任に情報を提供するとともに意見を求めている。
3-1．カリキュラム室
シラバス，講義日程の作成，オリエンテ－ション，課外学習プログラムに関して，臨床実習推進室との連携で平成31年
度（令和元年度）のカリキュラムを遂行すべく実務作業を担当し、さらにカリキュラム委員会と連携して，平成31年度の
方針を検討した。医学教育センターの専任教員，兼担教員がこれら業務を分担し、月1回の定例会議を開催して進捗状況
を共有するとともに、問題点を整理し、カリキュラム室全体での意志統一を図っている
1)

シラバス，講義日程の作成：平成31年度（令和元年度）のシラバスは例年と同様にホームページ上で公表するととも
に冊子体を作成した。また、その後の変更点は学内ホームページ上で順次掲載した。今年度より電子シラバスを学外
（外部）公開した。

2)

平成 31 年度（令和元年度）は新カリキュラムの 4 年生のカリキュラムを改訂し、臨床実習 CC step1 の期間に合わせ
て 5 年次 1、2 学期の実習も改訂した。4 年次「良医への道 4」コースは 3 年次と同様に「行動科学と医学倫理」、
「地域医療とチーム医療」ユニットを新設し、医学概論ユニットが発展的に解消された。4 年次に導入クリニカル・
クラークシップ（Pre-CC2）が導入された。この Pre-CC2 は、診療科実習と地域実習・臨床推論などを組み合わせて１
週間単位で 4 クール行う Pre-CC2-1、CPC（臨床病理検討会）形式の実習からなる Pre-CC2-2、基本的診療手技と臨床
推論、症例問題演習を組み合わせた Pre-CC2-3 と３つのユニットからなる。臨床実習の開始時期を 5 年次の 4 月から
4 年次の 1 月に前倒しし、6 年生のカリキュラムに関しては，昨年度と同様に卒業試験を 11 月とし，その前に「総合
学習」ユニット-A，同ユニット-B で全ての診療科の演習を終了し、卒業試験後の「総合学習」ユニット-C では医師国
家試験に特化した演習を実施し、昨年度と同様に卒業試験 75 点以上は出席を義務付けない形とした。

3) 平成 31 年度（令和元年度）の新入生オリエンテーションは 4 月 10〜12 日に実施した。4 月に実施した新入生オリエン
テーションにおいて、悪天候(降雪）、学外施設での停電事例があり、今後の同様の事例に備えるため、学外施行部分に
対応した危機管理マニュアルを策定した。全学年の 1 学期、2 学期開始時のオリエンテーションで用いる共通ファイル
を更新した。なお，2〜4 年生は合同で 1 学期は 4 月 9 日、2 学期は 9 月 2 日にオリエンテーションを実施した。1 学期
のオリエンテーションでは特待生を表彰し、何れも学長訓示、校歌斉唱の後に、学年別に共通ファイルを用いて、重要
な事項を周知した。また、令和 2 年度新入生オリエンテーションの実施概要を検討した。
4) カリキュラム進行においては、カタロスタワーが竣工し、10 月 1 日より運用を開始した。
5) 課外学習プログラムは、162 のプログラム応募があり、女子栄養大学からはプログラム応募はなかった。学生による第
4 回研究発表会を研究マインド育成室との共催で 11 月 16 日に開催した。優秀賞と敢闘賞は 12 月 14 日の教授・教員総
会で表彰した。COVID-19 の広がりを受け、3 月 4 日付で課外学習プログラムの運用を停止した。春期プログラムは実施
されなかった。
6) 私立医科大学協会生活実態調査を、4 月の学生オリエンテーションにあわせて SMU パスポートを用いて実施した。
7) 平成 31 年度（令和 2 年度）のシラバスをコースディレクターが相互点検し、平成 2 年度のシラバス作成の参考にした。
8) 平成 2 年度版シラバスを入稿後、3 月より COVID-19 対策としてカリキュラム変更の検討を開始した。

3-2. 臨床実習推進室
平成31年度（令和元年度）の5年生におけるBSL、クリニカルクラークシップ（CC）および6年生のadvanced CCを運営
し、平成31年度（令和元年度）の臨床実習の方針を確定した。学生に到達目標のチェック、ログブック記載などを指導
し、卒前教育合同会議、川越キャンパスおよび日高キャンパス教育主任会議などで教員にそれらを周知した。
1) 6年生Advanced CCでは、指定学外実習施設として最終的に40医療機関に依頼して実施した。
2) 簡易版臨床能力評価（mini-CEX）を昨年度 5 年生 CC から試験的に導入した診療科には、Advanced CC で引き続き運用
していただいた。また今年度 5 年生 CC においても、可能な診療科に mini-CEX 他の導入を依頼した。
3) Advanced CCに看護師による360°評価を一部の診療科で試験的に導入した。
4)「臨床実習指定学外施設懇談会」の第1回を6月29日に実施し、臨床実習やOSCEの現状および今後、医行為の拡充などに
ついて説明を行い、各施設での状況報告、学生教育の問題点などを討議した。なおと2月22日に予定していた第2回は、
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COVID-19感染拡大により中止となった。
5) 5年生を対象に、3月29日に臨床実習BSLオリエンテーションを、1月8日にCC開始前の前オリエンテーションを実施し
た。令和2年3月5日に次年度6年生に向けて、ガイダンスを予定していたが、COVID-19感染拡大により中止となった。4年
生でスチューデントドクター認定者を対象に、1月18日に臨床実習CC step1のオリエンテーションを実施した。
6) 従来3キャンパスで年に2回開催していた臨床実習懇談会は、川越キャンパスおよび日高キャンパスでそれぞれ教育主
任会議が毎月開催され、臨床実習に関する意見交換を行うことになったことから、昨年度から開催を中止した。毛呂キャ
ンパスは卒前教育合同会議を主体に説明し、臨床実習およびPre-CCにおけるWebClassの使用法に関する説明会を実施し
た。
7) 5 年生 BSL の学生には、
昨年度からログブックに加えて WebClass 上で全診療科共通ルーブリックの自己評価を導入し、
臨床実習評価票も WebClass に変更した。今年度は、教員も WebClass のログブックのチェックに加えて、ルーブリック評
価は WebClass 上で行う方針となった。
8) 5 年生を対象に「前期総合試験の結果を踏まえ後期に向けての講演会」を 9 月 14 日に開催した。また，4 年生を対象と
して、国際医療センターでの実習に必要な e-learning を 2 月に実施し、
「臨床入門」ユニットで臨床導入実習を 2 月に行
った。
9)

5年生の特別演習を土曜日に実施した。平成30年版医師国家試験出題基準と平成28年度版モデルコアカリキュラムに

基づいた症候を中心とした項目について基本的に1日2演習を実施し、その後クリッカーを用いた確認テスト、続いて連絡
会を開催した。
10) COVID-19感染拡大により、5年生CCは、第2クールの3週目の2月27日から実習中止、自己学習とし、第2クールは終了
となった。
11) 平成31年度（令和元年度）の4年次1月から開始される臨床実習CC step1は、令和2年度5年次4月から12月までを含め
てローテート日程を計画した。
12) 新カリキュラムの4年次1月から開始される臨床実習CC step1では、学年を20グループ（1A, 1B….10A, 10B）に分け
て40週をローテートする方式に拡充された。内科系8科のうち7科（内分泌・糖尿病を除く）、総合診療内科、精神科が1週
間から2週間に延長になった。外科系に心臓外科1週間、リハビリテーション・緩和医療・Happiness館の外来診療と在宅
医療が1週間追加となった。各診療科の総括表は100点満点の点数評価ではなく、SABCDの5段階による段階評価に変更し
た。ルーブリック評価に全診療科共通評価項目に加えて、診療科に特化した３キャンパス間共通の評価項目が設定され
た。新しい評価方式を実装し、経験した疾患を入力する機能などを備えた新しいWebClassの改訂版を導入した。以上を踏
まえて、CC step1用に臨床実習ガイドブックを大幅に改訂した。
13) COVID-19感染拡大により、4年生CC step1は、第6週目の2月27日から実習中止、自己学習とし、第6週は終了となっ
た。第7週、第8週は、実習中止、毎日の疾患レポート、ログブックを課して自己学習となった。
14) 昨年度導入された 3 年生 Pre-CC1 に引き続き、今年度 4 年次の Pre-CC2 が導入された。Pre-CC2-1 の２クールで診療
科実習グループと地域医療実習グループに分かれて実習が行われた。第１クールでは診療科実習・臨床推論グループの組
み合わせ、第 4 クールでは診療科実習と臨床実習前 OSCE の直前のまとめ、との組み合わせであった。3，4 年次の Pre-CC
で「内科診断学」の中の 37 症候を学生自身が 2 年間で学習する。
13) 大学病院の電子カルテが令和2年2月下旬に新システムに移行するのに合わせて、電子カルテ記載に対する指導医によ
るカウンターサイン未実施確認が効率化された。

3-3．試験管理室
6 年生の卒業試験，実力試験，2年生および5年生の総合試験の問題作成を各基本学科に依頼し，登録された問題をブラ
ッシュアップして，最終調整する過程を統括した。また，CBT共用試験の実施，運営も担当した。共用試験CBTの公募問題，
医師国家試験のプール問題の公募にも対応して，学内の既出問題をブラッシュアップして登録した。共用試験実施機構の
実施するCBT問題ブラッシュアップ委員会にも室員が参加している。さらに，
試験管理室は，
試験問題の管理だけではなく，
学内で実施される試験等のマニュアル準備などの運営等も担当した。
1) 問題作成（ブラッシュアップ）
・各部門から登録された問題を修正し、卒業試験および総合試験に利用できるものとする。この際、各科医師とも協力
している。
2) 試験の精度管理

0929

・各問題について、正答率、識別指数のデータを保存し、試験問題および試験全体の精度モニターを行っている。この
ことを通じ、年度を越えての学力把握の一助ともしている。
3) 卒業試験および総合試験の実施管理
平成 30 年、第 112 回医師国家試験からの新形式に準拠して、今年度の卒業試験も 2 日間を 2 回行う形式とし、問題数も
400 問とした。従来と同様に一般問題は 1 点、臨床実地問題は 3 点とした。6 年生卒業試験は 10 月 31，11 月 1 日と 11 月
6、7 日に実施した。
4) 国家試験報告会の共同開催
・FD 部門と協力し、国家試験の結果分析およびその報告を行っている。
第113回医師国家試験報告会 令和元年5月27日（月）17:00-18:00
5) 試験問題作成 FD の実施
・試験問題作成に関わる教員を主な対象に、良門の作成についてワークショップを開催している。
6年生実力試験に関するワークショップ（責任者編） 平成31年4月13日（土）9:00-13:00

3-4．調査解析室
平成19年度より継続して「学生による授業評価」を実施し、学生の出欠状況を把握するとともに、その結果を介して各
教員の講義改善に役立つようにしている。また、各教員の教育に関する活動を評価することを目的として、「教育活動の
実績記録システム」を構築している。さらに講義収録・配信システムを運用し、学生の復習の利便性を高めた。
1) 平成31年度（令和元年度）の講義の出欠も，クリッカーを用いて確認した。授業中の小テストと終了後の授業評価を
何れもクリッカーで実施し，両者の回答をもって出席とすることにした。また，教員の利便性を高めるため，小テストの
実施を簡略にするシステムを検討した。
2) 学生生活実態調査を全学年で実施した。
3) 講義収録・配信システムに関して、教員の収録への同意率と学生の利用状況を調査した。また、同システムの利用に
際して、学生を対象とした同意書，誓約書を作成した。
4) 平成31年度（令和元年度）における全講義の授業評価と5年生のBSL評価を集計し、その結果を各基本学科の運営責任
者、教育主任に送付し、今後の講義の参考にすることを依頼した。また、平成30年度の5年生BSL評価に関する調査を、教
育主任を対象として実施し、評価方法の改善に利用した。また、平成31年度（令和元年度）におけるクリッカーによる授
業評価と、昨年度からWebClassを用いた5年生のBSL評価、BSL評価での自由記載事項なども、順次、各診療科にフィード
バックした。
5) 平成30年度における教員の教育実績登録をまとめて、各基本学科の運営責任者、医学教育センター役職者に送付し
た。
6) 医学部ベストティーチャー賞、ベストエフォート賞を選定した。
7)

講義配信システムの利用は、月別視聴回数で昨年度に比べて増加した。

3-5．学生支援室
学生と教員の意見交換の場としての学年小委員会を開催すること、学生と教員の心の交流と相談窓口の機能を果たすア
ドバイザー制を円滑に運営すること、精神的問題を抱えた学生に対応するための心の相談室の運営すること、出席および
成績などの問題がある学生の早期発見と対応などが主な業務である。支援活動は各学年の担当を中心とした連絡、打ち合
わせは随時行う方針とし、全体の学生支援室活動会議は2〜3ヶ月に１回開催して室全体の情報交換、意志統一を図りなが
ら業務を遂行した。
平成 29 年度国試の成績不良のため篠塚望教授を中心に形成された 6 年対策チームは、その後「5、6 年 WG」と変化し、
活動の迅速性を重視して医学教育センター内の特別チームという位置づけであったが、組織上学生支援室の中に位置づけ
られた。この「5、6 年 WG」は、今年度新たに設置された学力増進室に移動した。
1)

アドバイザー制は、1~4 年生は前年度までと同様に学生支援室がグループ分けし、5 年生は BSL の組に応じたグルー

プとして、夫々のアドバイザーを決定した。一方、6 年生は学生の希望を優先してグループ分けを行い、それぞれのアド
バイザーを決定した。1 年生は新入生オリエンテーション時 4 月 10 日に、2~4 年生は合同で 4 月 15 日、16 日、18 日に、
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5 年生は 5 月 16 日、18 日、30 日、6 月 8 日に、6 年生は 6 月 3 日にアドバイザーとの顔合わせ会を開催した。
2)

各学年の小委員会は原則的に2ヶ月に1回開催し、その内容は卒前教育合同会議で報告され、学生間で持ち上がってい

る問題点を教員が共有できるようにした。なお、1年生は「全体の会」を2回，
「5分の1の会」を5回、懇談会を3回開催し、
学生全員の意見を確認する場を設けた。
3) 心の相談室の臨床心理士によるカウンセリングは、原則毎週月、木に加えて、5，6年生を対象に不定期に土曜日にカウ
ンセリングを行った。
4)

前年度の留年生、出席に問題のある学生、定期試験の成績が不良の学生を対象に個人面談を実施した。健康問題に関

して、学生健康推進センターと連携して対応した。
5) 学生支援室では、高度の個人情報を扱うため、学生支援室員用の個人情報保護の同意・誓約書の作成を検討して準備し
た。
6) 学生支援室会議では、個々の学生の報告、検討など、学生支援の各論に費やす時間を減らして、学生支援の体制に関わ
る総論に割く時間を増やした。

3-6．学力増進室
平成29年第111回国医師家試験の成績が全国最下位と急激に悪化したことを受け、形成された6年対策チームはその後
「5、6年WG」と名称を変えて、組織上は最終的に学生支援室に付随するWGとなったが、今年度組織された学力増進室に移
動し、「5、6年担当」（通称：5、6年WG）となった。また低学年の学力増進のために、「3、4年担当」、「1、2年担当」
が設置された。「3、4年担当」は複数の担当者が決まり組織されたが、「1、2年担当」は1年担当者のみが決まった。

1) 5、6 年担当により企画、実施された 6 年生対策の主立ったものは以下の通りである。
卒業生を中心とした教員であるスペシャルサポーターによるナイトセッション、予備校の映像授業 DVD 視聴、及び単元毎
、夏合宿（7/29 – 8/2、晴海）
、冬合宿（1/8 – 1/10）
、各種模試、下位者対象とした
の確認テスト（6 月、7 月午後実施）
特別ナイトセッション、予備校での指導に精通した客員教授による学習についての個別指導、卒業生スペシャルコーチに
よる面談、卒業試験後留年決定者に対する DVD 補講、他。また、第 113 回国家試験で、不合格者の必修問題の成績が悪か
ったことを受けて、今年度は必修問題の強化を掲げて、必修テキストの大幅な改訂を行い、6 年生には改訂された項目か
ら順次電子版を配信した。
2) 5、6年WGにより企画、実施された5年生対策の主立ったものは以下の通りである。総合試験前期下位者に対する予備校
の映像授業DVD視聴、及び単元毎の確認テスト、模擬試験（MEC春模試、MEC内科模試など）
。
3) 3、4年担当のうち、4年生については、まず補習の在り方が様々な角度から議論された。1月より臨床実習CC step1に参
加が認められなかったスチューデントドクター非認定者に対する特別授業が企画された。目標としてはCBT対策であるが、
長い目で見て勉強の仕方を学ぶことを掲げた。2月より少人数による対面授業が実施されたが、最終回の確認テストは
COVID-19感染拡大のため、中止となった。またスチューデントドクター認定者については、CBTの成績下位者に対して、予
備校の映像授業DVD視聴を土曜日特別演習終了後に開始したが、COVID-19感染拡大のため、中止となった。
4) 3年生については、定期試験２の再試験該当者に対する補習について検討した。年度末定期試験終了後、成績下位者と
して再試験受験数が多い学生を選抜して、春期休暇中に集中的に補習を計画していたが、COVID-19感染拡大のため、中止
となった。3年生国試対策委員と相談し、CBT対策の教材を早めに購入し、準備を早く開始するように指導した。
3-7．研究マインド育成室
研究マインド育成室は前身の研究マインド育成ワーキンググループとして平成 30 年度に発足し、令和１年 6 月に医学教
育センター卒前医学教育部門内に一室として設置され活動を開始した。
1) 第 5 回埼玉医科大学「学生による研究発表会」
（10 月 4 日）をカリキュラム室ならびに研究医養成プログラム運営委員
会との共催で開催した（参加者は教職員・学生を合わせて総数 63 名）。評価者からの得票を元に優秀賞 1 名、敢闘賞 1 名
を学長表彰として推薦した。また学生の発表ポスターは大学説明の一環として越華祭（10 月 19 日）で掲示することがで
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きた。
2) 令和 2 年度の「学生による研究発表会」開催について検討が開始され、教職員・学生の研究発表を含めた全学行事とし
て「オール埼玉医大 研究の日」のプログラム内で開催する方針が立てられた。併せて学生（主に 2 年生）の参加義務と担
当ユニットについても検討された。
3) 研究医養成プログラム学生募集に向けたプロモーション活動として、カリキュラム室との連携の下、2 学期開始日 1-3
年生オリエンテーションで募集内容を説明した。さらに募集対象の 2・3 年生向けに研究医養成プログラム学生の経験者
（大学院生）
・上級生（6 年生）を交えた応募説明会（11 月 26 日 6 限目）を研究医養成プログラム運営委員会との共催で
開催した。
4) 学生の研究室配属について、他大学の現状を元に検討を開始した。
3-8．地域医療推進室
地域医学推進室の目的は、社会的視野を持ち、健康の保持増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社会福祉に至る保健・
医療全般に責任を有することを自覚し、地域の保健・医療に貢献できることを目指して、医師不足地域であり高齢化が急
速に進む埼玉県内の医療事情の理解を深めることや地域で専門職や住民と連携するための方法を学ぶことを通して、将来
一人ひとりが地域に根ざした医療を実践する力を身に付けるための教育プログラムを推進すること、特に埼玉県地域枠奨
学金受給学生を対象に、埼玉県及び地域医療の理解を深めるためのプログラムを展開することである。これらの目的を達
成するために、3 病院ならびに医学教育センターの 8 人の室員と外部の地域病院の 1 人の室員で取り組んだ。
1) 課外学習プログラム「埼玉の医療」を主催し、6 月には小鹿野中央病院内田望病院長（参加者学生 19 人、教職員 6 人）、
9 月には秩父市立病院勅使河原正敏病院長（参加者学生 31 人、教職員 4 人）、11 月には埼玉県保健医療部医療政策課黒沢
努副課長（参加者学生 18 人、教職員 7 人）による学習会を開催した 12 月 24 日には 1 年生 19 人が埼玉県庁に県知事を表
敬訪問し、地域枠奨学金受給医学生としての決意表明を行った。
2) 卒前の地域枠奨学金受給医学生に対する教育について検討を行い、令和 2 年度のカリキュラム、課外学習プログラム
を検討した。

3-9. OSCE委員会
1)

11月9日に、新教育実習棟、カタロスタワーの5・6階、OSCEセンターを中心に用いて、6年生の卒業時OSCEを共用試験

実施評価機構の臨床実習後OSCE（Post-CC OSCE）の全国トライアルへ参加する形で、機構課題３課題、独自課題３課題を
実施した。今年度は、8月の新教育実習棟、カタロスタワーの完成を待って、卒業試験終了後の11月9日が特別に選ばれた。
2)

12月20日に、カタロスタワーの5・6階、OSCEセンターを中心に用いて、4年生の共用試験臨床実習前OSCEを実施した。

当初の予定は12月21日であったが、機構側が今年度より12月21日（土）から1月初めまでOSCEが実施できない日程とプロテ
クトがかけられたため、12月20日となった。学生スタッフはBSL5年生の協力を義務化した。
3) 共用試験臨床実習前OSCE評価者認定講習会は7月7日に開催され，本学から教員20名が参加した。
共用試験臨床実習後OSCE評価者認定講習会には、本学から2名が参加した。
4) 卒業時OSCEでの臨床実習後OSCEの全国トライアル機構課題を担当する評価者には、トライアルに関する説明会と機構
課題についての講習を、令和元年10月10日より、1回1時間30分、3キャンパスで計8回開催し、参加者計75名であった。
5) 共用試験臨床実習前OSCEの学内評価者講習会を、令和元年12月2日より、1回1時間30分、計7回開催し、参加者計45名
であった。
6) 他大学で実施される共用試験OSCEに外部評価者を8名派遣した。
3-10. スキルスラボ運営委員会
1) 学生、研修医および教員のスキルスラボの利用状況を調査した。
2) シミュレーション部門のホームページで、スキルスラボで現有している物品一覧および講習会、研修会などの情報、さ
らに昨年度の機器・備品等の使用状況を掲載した。
3) 川越ならびに日高キャンパスのスキルスラボ、シミュレーションセンターを含めて、3キャンパスの状況等について情
報共有を図った。
4)

毛呂山キャンパスの新教育実習棟、カタロスタワー4階シミュレーション・トレーニング・センター完成後、実習、OSCE

の実施状況に合わせて備品の移動を順次行い、令和2年1月には移動を完了した。
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各種備品を購入，整備した。

5)

3-11. カリキュラム委員会
1) 令和2年度に向けて新カリキュラムを検討した。
2) 1、2年担当が、基礎と臨床の連携を検討し、特に2年生総合試験の在り方について検討を行なった。2年生総合試験を合
格が進級要件出会ったものを1ユニットの定期試験と位置づけ、不合格であっても条件付き進級とする案が提案され、この
方式の欠点、特に条件付き解除の手当ての方法が検討された。
3) 3、4、5年担当が、Pre-CC検討WGでのPre-CC2-1、2-3の授業内容の検討結果、及び臨床実習推進室での4年次1月から5年
次12月まで行われるCC step1のローテーション、実習内容、評価などの検討内容を審議した。
4) 6年担当が、学力増進室5、6年担当（5、6年WG）での、総合学習Cの内容、補習内容、必修強化についての検討内容を審
議し、卒試の在り方についても検討を行った。
5)

マイルストーンWGが卒業時能力（コンピテンス）をもとに、34項目からなるコンピテンシーを設定し、各学年で求め

られるアウトカムを示すマイルストーン、その評価ユニット、評価方法を検討した。

４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
医学教育センターの卒前医学教育部門は5 室からなる体制が確立しており，各々の役割分担を明確にして活動を行って
いる。平成29年第111回医師国家試験の成績は新卒合格率が79.8%と全国最下位であったが、5、6年WGを中心に全学部を挙
げて6 年生対策の効果により、その後新卒合格率は、第112回87.6%、第113回85.2%、今年の第114回は
平成26年度入学した6年生のストレート卒業率，医師国家試験合格率は夫々%と%で ともに低率であったが、昨年度より改
善を認めた。しかし全国的には依然として低位置にあることより、新カリキュラムを上の年次に進めることとともに、国
試の成績向上を目指して引き続き卒前医学教育全般の見直しを行う必要がある。

（1） カリキュラム室：新たなモデルコアカリキュラム，医学教育分野別評価に対応して，臨床実習を延長することに
よって生じる各学年のカリキュラムを1年生から高学年に向けて順次見直すことが課題である。令和2年度の5年次12月ま
でのカリキュラムは改編されたが，今後は5年次1月からの臨床実習（CC step2）以降のカリキュラムを検討することにな
る。COVID-19感染拡大防止のために、3密を避けるなどを考慮した授業運営、遠隔授業の導入を検討する必要がある。
（2）臨床実習推進室：実習期間、内容とも拡充された新カリキュラムの臨床実習CC step1が開始された。簡易版臨床能
力評価（mini-CEX）の利用が始まったが一部の診療科に限られている。利用する診療科を増やす必要がある。ルーブリッ
クに新たに診療科独自のキャンパス共通の評価項目が導入された。ルーブリックの評価の記載状況を調査し、評価項目の
適正化を図る必要がある。6年生のadvanced CCは指定学外実習施設が40施設なったが、学生数を考慮し、さらに増加させ
るなど、拡充する必要がある。6年生のadvanced CCに試験的に看護師による360°評価を一部の診療科で試験的に導入し
たが、今後は全面的な導入を検討する。今後は、COVID-19感染拡大防止のために中止となった臨床実習の再開に向けて、
国内の感染状況の動向を見ながら、3病院での実習再開の準備を行う。
（3）試験管理室：
今年度の 6 年次卒業試験、5 年次総合試験の精度は維持できていると考えている。今年度の平均点 72.0 点で、30 年度の
72.1 点より若干低下した。また，試験問題の作成に関する教員を対象とした FD を今後も継続することが求められる。
(4) 調査解析室：「学生による授業評価」，「臨床実習評価システム」，「教育活動の実績記録システム」，「講義の収
録システム」が確立され、クリッカーによる小テストを改善した。平成 31 年度（令和元年）のクリッカーによる授業評価
の回答率は、30 年度に比較して全体的に向上している。クリッカーによる小テストは 9 割近くの講義で実施されている
が、非常勤が担当する講義が多い 4 年生では実施率が低い。平成 31 年度（令和元年）の講義収録・配信システムの利用状
況は、30 年度と比べると学生が多く利用していた。講義収録に関しては教員の理解を深めてさらに収録率を向上させる必
要がある。出席と試験成績との関連の解析では、多くのユニットで、成績上位群の学生は出席率が良いという相関が見ら
れたが、下位群の学生については出席率と成績の間に有意の相関は見られなかった。
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（5）学生支援室：「学生による授業評価」による出欠状況や「アドバイサー」の面談報告を参考にして、問題を抱えた
学生の指導を継続して行うことが求められる。特に、クリッカーの不正使用など倫理面，道徳面での問題行為に対して
は，学生部委員会、毛呂山会などとも連携した対策の構築が必要である。総留年者数は昨年度40名から45名とやや増加し
たが、退学者は12名から7名に減少した。進級条件が厳しくなったことから留年者や成績下位者の支援がさらに必要とな
るため、室員の増員等、学生支援室の組織強化が必要である。
（6）学力増進室：5、6年WGが6年生対策として迅速に補習、模試等を行ったことが、昨年度からの国試合格率の改善に繋
がったと考えられるが、今後も継続が必要である。平成31年の第113回国試不合格者は、卒試の上位者も、例年に比べて
必修問題が8割に満たない学生が多かったことから、今年度は必修対策に重きをおいたことが令和2年の第114回国試の好
成績に繋がった可能性がある。今後も必修対策を継続する必要がある。5年生の下位者対策も行われているが、5、6年生
を一貫した補修対策をさらに充実化するとともに、4年生以下の補習体制を検討することが重要である。4年生は、新カリ
キュラムでCBTの実施時期が約3ヶ月前倒しになったことから、留年者と、成績下位者として3年次再試験受験数が多い学
生を選抜して、1学期の早期から補習を行う必要がある。3年生は定期試験の再試該当者に対する補習の実施をユニットに
繰り返し依頼する。また1、2年担当を組織化して、補習対策を検討する体制を構築する必要がある。
（7）研究マインド育成室：当室は医学部生に対する研究マインドを涵養することを目的としているが、保健医療学部を
含めた全学の学生研究発表会の運営を担当している。学生・教職員への周知や運営体制は学務課との協働下にある。現状
では卒前教育での研究活動・体験の促進とその支援に留まっているが、本学の建学理念に沿った形での研究を育むために
卒後教育・大学院との連携を進め一貫した関係構築を進めたい。
(8) 地域医学推進室：当室の目的は、社会的視野を持ち、健康の保持増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社会福祉に
至る保健・医療全般に責任を有することを自覚し、地域の保健・医療に貢献できることを目指して、医師不足地域であり
高齢化が急速に進む埼玉県内の医療事情の理解を深めることや地域で専門職や住民と連携するための方法を学ぶことを通
して、将来一人ひとりが地域に根ざした医療を実践する力を身に付けるための教育プログラムを推進すること、特に埼玉
県地域枠奨学金受給学生を対象に、埼玉県及び地域医療の理解を深めるためのプログラムを展開するという当室の目的を
達成するために、まず室員を組織し、現状の評価と今後について検討した。地域枠奨学金受給医学生の埼玉県の地域医療
の理解、地域医療へのマインドを育てるために、課外学習プログラム「埼玉の医療」の地域医療の学習会を開催し、3 回
目となる 1 年生の埼玉県知事を表敬訪問を引率した。
(9) OSCE委員会：今年度の6年生卒業時OSCEは、共用試験実施評価機構の臨床実習後OSCE（Post-CC OSCE）の全国トライア
ルへ参加する形で、完成直後の新教育実習棟、カタロスタワーの5・6階、OSCEセンターを中心に用いて実施した。新教育
実習棟完成直後であり、機器や物品の準備が間に合うかどうか、これまでと異なる会場のため動線の違い等が心配された
が、学内・学外の評価者、埼玉医科大学SP会、OSCE実施委員会委員、大学事務部、学生スタッフの協力のもと無事実施す
ることができた。続いて4年生の共用試験臨床実習前OSCEは、
会場に慣れたこともあり、スムーズに実施することができた。
共用試験OSCEの認定評価者のうち、特に頭頸部、胸部、バイタルサイン、基本的臨床手技のステーション担当者が不足し
ている。上記の認定評価者を増やすために来年度以降もOSCE評価者認定講習会に多くの教員の参加が望まれる。
（10）スキルスラボ運営委員会：毛呂山キャンパスの新教育実習棟、カタロスタワー4階シミュレーション・トレーニン
グ・センター完成後、実習、OSCEの実施状況に合わせて物品の移動を段階的に行い、令和2年1月には移動を完了した。備
品の拡充と整備を行い、学生のみならず、研修医、教員の利用を活性化することが課題である。
（11）カリキュラム委員会：2 年生総合試験の１ユニット化案を検討した。特に条件付き解除の方法に議論が集中した。
令和 3 年度実施に向けて今後も検討が必要である。令和 2 年度の新カリキュラムの 4 年次 1 月から 5 年次 12 月までの臨
床実習 CC step1 のローテーション、評価等について審議した。今後は 5 年次 1 月からの CC step2 について検討する必要
がある。6 年次 4 月から１ヶ月間延長して 6 月末までの臨床実習は、これまでの Advanced CC から CC step3 に名称が変更
することになった。国家試験の成績を見つつ 6 年生の卒業試験の在り方についても議論が続いている。さらにそれに続く
5 年生総合試験の在り方ついての検討も必要である。マイルストーン WG が卒業時能力（コンピテンス）をもとに、34 項目
からなるコンピテンシーを設定し、各学年のマイルストーン、その評価ユニット、評価方法を制定した。来年度はこのマ
イルストーンを試験的に運用し、問題点を検討して修正する予定である。
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4－2．次年度計画
（1） カリキュラム室：
1) COVID-19感染拡大防止のために、3密を避けるなどを考慮した授業運営、遠隔授業の導入を検討する必要がある。
2) 5年次1月からの臨床実習（CC step2）、6年次臨床実習（CC step3）、総合学習のカリキュラムを検討する。

（2）臨床実習推進室：
1) 臨床実習の再開に向けて、国内の感染状況の動向を見ながら、3 病院での実習再開の準備を行う。なお次年度は学外実
習施設での実習は全て中止とする方針となった。
2) 簡易版臨床能力評価（mini-CEX）を 6 年生 Advanced CC だけでなく、5 年生 CC step1 の内科系診療科での利用を推進
する。
3) Advanced CCに看護師による360°評価を全面的な導入を検討する。
（3）試験管理室：
1) 卒業試験等の試験のあり方について議論されていくと思われるが、試験管理実施の視点からの情報を提供していきた
い。
（4）調査解析室：
2) これまで行ってきた調査解析に加えて、IR センターと協力して教育改善に役立つ調査解析を検討する。
（5）学生支援室：
1) 学生支援室員の増員、組織強化
(6) 学力増進室
1) 4 年生留年者と、成績下位者として 3 年次再試験受験数が多い学生を選抜して、1 学期の早期から補習を行う必要があ
る。
2) 3 年生定期試験②不合格者で再試験対象者向け補習の実施を各ユニットに相談する。
3) 学生 4 年生国試対策委員と連絡を密にして、CBT 対策を順調に行われるように指導する。
4) 学生 3 年生国試対策委員と連絡を取り、早めに CBT 対策を開始するように指導する。
(7) 研究マインド育成室
1) 令和 2 年度「学生による研究発表会」は「オール埼玉医大 研究の日」に同時開催される見込みであり、学生と教員の
研究発表を通じた師弟同業を図る。
2) 研究マインドの涵養について本学の実情にみあった形での到達目標等を考慮し、学生の研究室配属のあり方について
も方向性の検討を進める。
(8)地域医学推進室
1) 課外学習プログラム「埼玉の医療」のほか、選択必修「地域医学・医療学入門」を 1 年生又は 2 年生で必修とする。
2) 彩の国連携力育成プロジェクトの IPW 実習に在学中に 1 回以上履修を義務化する。
3) ポートフォリオとして WebClass を用いた活動を記録し、教員によるフィードバックを行うことなどをプログラムとし
て取り入れる。
4) 本学において必要な地域医療教育について継続的に改善を行うために、良医への道コース、地域医療とチーム医療ユニ
ットにおける教育内容についても検討を行う。
(9) OSCE 委員会
1) 令和 2 年度の 6 年生の OSCE は、共用試験として正式実施される臨床実習後 OSCE として本学も実施する。
2) 今年度予算の関係でカタロスタワー、OSCE センターに設置されなかった OSCE センター物品、天井設置式ビデオカメラ
などの追加購入をお願いする。
3) 今後の OSCE に備えて今年度予算の関係で購入されなかった肺のシミュレータの追加購入をお願いする。
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4) 特に頭頸部、胸部、バイタルサイン、基本的臨床手技のステーションの評価者を増やすために、OSCE 評価者認定講習
会に多くの教員の参加をお願いする。
(10) スキルスラボ運営委員会
1) 移転したシミュレーショントレーニングセンターに合わせて、本委員会の名称もシミュレーショントレーニングセン
ター委員会に変更するために、規程の改定を準備する。
(11) カリキュラム委員会
1) 2 年次総合試験の１ユニット化の検討を継続し、令和 3 年度実施に向けて具体案を提示する。
2) 臨床実習 CC step2、step3 の実習内容を検討する。
3) 6 年次卒業試験の在り方の検討を継続する。
4) 5 年次総合試験の在り方の検討を行う。
5) 制定したコンピテンシー、各学年のマイルストーン、その評価ユニット、評価方法を記載したシラバス補遺を作成する。
来年度はこのマイルストーンを試験的に運用し、問題点を検討して修正する。
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4．卒後医学教育部門
1.構成員
部 門 長 三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：
埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H31.4.1〜R3.3.31）
副部門長 鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）
：
国際医療センター・小児心臓外科：教授（任期：H31.4.1〜R3.3.31）
副部門長 中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：
埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：H31.4.1〜R3.3.31）
副部門長 屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：
総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H31.4.1〜R3.3.31）
部門員

根本 学（NEMOUTO, Manabu）
：
国際医療センター救命救急科：教授
辻 美隆（TSUJI,Yoshitaka）
：
医学教育センター：教授
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：
国際医療センター心臓内科：教授
高平修二（TAKAHIRA, Shuji）
：
国際医療センター救命救急科：講師
齋藤 恵（SAITO, Megumi）
：
医学教育センター：助手

※部門長・副部門長任期あり、部門員任期なし

2.目的
既設の卒後教育委員会、研修管理委員会と連携を取りながら、卒後臨床研修、中・後期の臨床研修、生涯教育、その他卒後医学教育
に関する業務を行う。
以下 3.活動報告、4.評価と次年度目標 については、
「委員会・会議報告（医学部）卒後教育委員会」を参照のこと。

0937

5．シミュレーション教育部門
１．構成員
部 門 長 辻 美隆(TSUJI,Yoshitaka）: 保健医療学部看護学科，医学教育センター，総合医療センター消化管・
一般外科，大学病院消化器一般外科：教授（任期：R2.3.31）
副部門長 山田泰子(YAMADA,Yasuko)：医学教育センター：教授（任期：R2.3.31）
部 門 員 森 茂久(MORI,Shigehisa)：医学教育センター：教授
岡 政志(OKA,Masasi)：総合医療センター消化器肝臓内科：教授
輿水健治(KOSHIMIZU,Kenji)：総合医療センターER：教授
長坂 浩(NAGASAKA,Hiroshi)：大学病院麻酔科：教授
芳賀佳之(HAGA,Yoshiyuki)：大学病院 ER：教授
脇本直樹(WAKIMOTO,Naoki):大学病院血液内科：准教授
高平修二(TAKAHIRA,Shuji):国際医療センター救急医学科：准教授
川村勇樹(KAWAMURA,Yuuki):教養教育：講師
２．目的
医学教育センター シミュレーション教育部門は、平成 16 年から始まった新臨床研修制度に伴い教育環境整備の一環として開設され
たスキルスラボを卒前・卒後医学教育、生涯教育にわたって有効に活用するために、平成 21 年４月に新設された。
「埼玉医科大学医学
部毛呂山キャンパススキルスラボ管理運用規則」に則り、シミュレーション教育部門長は必要に応じて医学教育センタースキルスラボ
運営委員会を開催してスキルスラボの利用、管理、運用に関する事項を審議する。

３．活動報告
①第 1 回シミュレーション教育部門会議（平成 31 年 4 月 25 日）於：9 号館 4 階会議室出席 4 名 欠席 6 名。第 1 回スキルスラボ運営
委員会（出席者 5 名 欠席者 7 名）を兼ねる。議事：平成 30 年度の利用状況、講習会・研修会の開催状況、物品使用・貸出状況の
報告。物品取得ならびに修理・整備状況の報告。平成 31 年度活動計画の検討。講習会・研修会の開催予定の追加報告。当部門が主
体となる講習会・研修会実施についての意見交換。毛呂山キャンパス教育実習棟（仮）に設置されるシミュレーションセンター（仮）
（以下新棟と略す）での管理体制の検討。新棟で実施予定の OSCE の使用物品の準備、機器・備品等移設に関する計画の検討。病院
群に関連する学校が所有している機器・備品の情報の一括管理について意見交換。議事録有。
②第 2 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 5 月 23 日）於：9 号館 3 階ゼミ室１
出席 4 名 欠席 8 名。議事：利用状況等の報告（4 月分）
。物品貸出依頼の審議。物品取得・修理についての報告。シミュレーショ
ン教育部門のホームページの更新についての報告。今年度の講習会・研修会等の開催予定について変更の報告。議事録有。
③第 3 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 6 月 18 日）於：9 号館 2 階スキルスラボ
出席 7 名 欠席 5 名。議事：利用状況、物品貸出・修理等の報告（4～5 月）
。腹部超音波セミナーの進行・内容の検討。新棟に必要
な機器・備品並ならび管理体制についての検討。議事録有。
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 7 月 23 日）於：9 号館 2 階スキルスラボ
出席 5 名 欠席 7 名。議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～6 月）
。物品取得・修理の報告。物品貸出依頼の審議。臨床工学部よ
り除細動器の移管予定の報告。新棟の名称は“カタロスタワー”
、4 階は“シミュレーショントレーニングセンター”
（以下、STC と
略す）と、引き渡しの時期等についての報告。議事録有。
⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 9 月 25 日）於：9 号館 2 階スキルスラボ
出席 7 名 欠席 5 名。議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～8 月）
。物品取得・修理・移管の報告ならびに検討。国際医療センタ
ー シミュレーションセンターの利用状況等についての報告。STC の設備設置状況の報告。機器備品等の更新、入館の方法等につい
ての報告ならびに意見交換。機器備品の移設計画の検討。議事録有。
⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 10 月 23 日）於：9 号館 2 階スキルスラボ
。物品取得の報告。STC の機器・備品の補充、9 号館 2 階・5
出席 4 名 欠席 8 名 議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～9 月）
階からの移設計画の検討。議事録有。
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（令和元年 11 月 27 日）於：9 号館 2 階スキルスラボ
出席 4 名 欠席 8 名 議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～10 月）
。物品取得・修理の報告ならびに検討。STC への入館方法・
管理運用について意見交換。議事録有。
⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（令和 2 年 1 月 7 日）於：カタロスタワー4 階 STC
出席 5 名 欠席 7 名 議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～12 月）
。物品取得・修理の報告。STC の設備整備状況ならびに機器
備品の移設状況の報告。精密機器備品の移設方法の検討。入館方法について、名称変更に伴う利用管理規則・細則の改正の方法と
手順についての報告ならびに意見交換。STC 施設見学実施。議事録有。
⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（令和 2 年 2 月 13 日）於：カタロスタワー4 階 STC
出席 3 名 欠席 9 名 議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～2 月）
。物品取得・修理・の報告。次年度の講習会・研修会等開催予
定、STC の管理体制、今後の機器備品・設備の整備について、利用申請書の一部改訂の報告ならびに意見交換。議事録有。
⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（令和 2 年 3 月 24 日）於：カタロスタワー4 階 STC
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出席 6 名 欠席 6 名 議事：利用状況、物品貸出等の報告（4～3 月）
。物品取得・修理、廃棄の報告。COVID-19 の感染対策につい
て具体策の検討。4 月に実施予定の研修医オリエンテーションについての意見交換。3,4 月実施予定の実習・研修についての対策の
報告・検討。次年度の講習会・研修会等開催予定の報告。国際医療センターシミュレーションセンターの利用状況等についての報
告。ファイル共有サーバーについての説明・検討。議事録有。
平成 31 年度のスキルスラボ利用状況報告
COVID-19 の感染拡大に伴い令和2 年3 月は少人数の研修医トレーニングを除く臨床実習、
講習会等の開催はすべて中止となった。
①利用日数は 190 日であり、年間を通じて 52％の稼働であった。
②利用件数の総数 356 件、その内授業等の年間予約の利用 72 件、BSL や研修医トレーニング、各種講習会・研修会等の単発の利用
250 件、物品の貸出は 35 件であった。
③利用者の総数は 6728 名、その内学内利用者 6314 名(94％)、学外利用者 414 名で、利用件数が減少した割に、利用者数は昨年並
みであった。
④卒前医学教育における利用は 224 件（授業・OSCE46 件、臨床実習 124 件、自主練習・他 44 件）
、利用者数は 5010 名(学生数 3956
名、指導者・スタッフ 1054 名)、利用者総数の約 74％を占めた。
⑤研修医のトレーニング目的での利用は 25 件、利用者数は 177 名(研修医 124 名、指導者・スタッフ 53 名)で、内科専攻医のトレ
ーニングが開始した割には利用者数はやや減少した。
⑥看護師等の医療職者による各種研修での利用は 10 件、受講者 108 名、指導者・スタッフ 83 名と昨年より減少した。
講習会等の開催
①日本救急医学会認定 BLS 講習会:開催件数 26 件、受講者 173 名（学内 120 名、学 83 名）
、指導者・スタッフ延べ 170 名（学内 160
名、学外 10 名）であった。昨年度より開催件数・人数とも減少した。令和元年 5 月 8 日より、第 1,2,3,5 週の水曜日に開催した。
②日本救急医学会認定大規模 BLS 講習会:看護師を対象に 2 回、研修医を対象に 1 回、計 3 回開催した。受講者 184 名、指導者・
スタッフ延べ 50 名であった。開催日:平成 31 年 4 月 6 日、令和元年 8 月 30、31 日。
③日本救急医学会認定 ICLS 講習会:開催件数 3 件、受講者数 102 名(学内 90 名、学外 12 名)、指導者・スタッフ延べ 138 名(学内
98 名、学外 40 名)であった。開催日：令和元年 6 月 23 日、9 月 14 日、12 月 15 日。
④日本救急医学会認定 ICLS 指導者養成ワークショップ：開催件数 2 件、受講者数 16 名（学内者 13 名、学外者 3 名）
、指導者・ス
タッフ延べ 23 名（学内 21 名、学外 2 名）であった。開催日：令和元年 6 月 24 日、12 月 14 日。
⑤AHA BLS 講習会:開催件数 3 件、受講者 22 名（学内 9 名、学外 13 名）
、指導者・スタッフ延べ 11 名（学内 6 名、学外 5 名）であ
った。開催日：令和元年 7 月 6 日、10 月 5 日、令和 2 年 2 月 8 日。
⑥日本周産期・新生児医学会公認新生児蘇生法(A)講習会:開催件数 2 件、受講者数 34 名(学内 18 名、学外 16 名)、指導者・スタ
ッフ延べ 9 名(学内者)であった。開催日：令和元年 9 月 7 日、11 月 16 日。
同 更新コース：開催件数２回、受講者数 8 名(学内者)、指導者・スタッフ延べ 4 名(学内者)であった。開催日：令和元年 9 月
23、11 月 16 日。
⑦日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会(JMECC)：開催件数 3 件、受講者数 30 名（学内者）
、指導者・スタッフ延べ 39 名（学内
36 名、学外 3 名）であった。開催日令和元年 7 月 13 日、10 月 19 日、令和２年 1 月 11 日。
⑧医療人育成支援センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が 1 回開催され、受講者は
6 名(3 病院の初期研修医)、指導者・スタッフは 7 名であった。開催日：令和元年 8 月 24 日。
⑨小児 BLS 講習会:開催はなかった。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
1)スキルスラボの機能は、令和元年 12 月にシミュレーショントレーニングセンター（約 735 ㎡）に移設となり、令和 2 年１月から稼
働を開始することができた。
2)平成 31（令和元）年度のスキルスラボ利用状況は、COVID-19 の感染拡大に伴い令和 2 年 3 月は少人数の研修医トレーニングを除く
臨床実習・講習会等の開催はすべて中止となった影響を受け、利用日数・利用件数とも減少したが、利用人数は過去最高を記録し
た昨年度並みを維持した。
3)卒前教育関係では、医学部のカリキュラム改正に伴い、OSCE の開催時期の変更、臨床実習の週数の増加等により利用時期・状況に
影響があった。研修医のトレーニングに関する利用、大学病院医療職者による各種研修の開催による利用は昨年より減少した。
4)救急医学会認定 BLS・ICLS 講習会、新生児蘇生法講習会など、COVID-19 の感染の拡大に伴い３月の開催が中止となり減少したが、
他の講習会は概ね例年通りに開催された。
4－2．次年度計画
COVID-19 の感染の影響により実習・研修の再開の時期に影響されるが、多人数による授業・臨床実習、研修や講習会等の開催に不
都合が生じることが懸念される。新施設であるシミュレーショントレーニングセンターでの利用方法・対策を諸関連部署と連携し、
実施に尽力する。
1) 医学部の授業や実習等の卒前教育関係の要望に可能な限り協力する。
2)現有する機器の整備・管理を継続しつつ、更新すべき機器のリストを作成し、支障なく更新できるように、順次働きかける。
3)機器備品、消耗品等を速やかに整備し、新棟の設備を熟知して、利用者が不都合なく使用できるように対応する。
4)研修医・医師が必要としている研修内容を具体的に把握し、支援できるように働きかける。
5)看護師、理学療法士、臨床工学技士等の医療職者による研修が充実するよう支援し、開催に向けての種々の調整を図る。
6)学内・外を対象としたシミュレーション教育部門主催もしくは共催の各種セミナー・講習会の開催を促進し、定期開催に向けて支
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援を継続する。
7)規則の改定に伴い医学教育センターホームページ内のシミュレーション教育部門ホームページを改訂し、今後定期的に更新できる
ように図る。
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6．教育情報部門
１．構成員
部門長
部門員

椎橋
脇本
鈴木
佐藤
大西
高橋
齋藤
新井

実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：大学病院血液内科：准教授
智 （SUZUKI, Satoshi）
：医学教育センター：助教
義文（SATO, Yoshifumi）
：医学教育センター：助手
京子（OHNISHI, Kyoko）
：医学教育センター：助手
美穂（TAKAHASHI, Miho）
：医学教育センター：助手
恵 （SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助手
菜緒（ARAI, Nao）
：大学事務部：事務員

２．目的
教育情報部門は、埼玉医科大学医学教育センター規程第 7 条に則り、教育水準を向上させるための、教育に関する情報の
収集、作成、管理解析および教育資料の作成、情報環境の整備、その他教育情報に関する業務を行うことによって、本学
の医学教育の発展に貢献することを目的としている。

３．活動報告
・講堂の IT 機器のメンテナンス
講義開始前の点検（毎朝）
、講義時の利用説明（随時）
、サポート（随時）
・学内で開催される医学教育に関係する講演会・研究会の広報
主要個所へのポスターの掲載（毎月）
、ホームページへの掲載（随時）
・電子シラバスシステムの運用、シラバスの作成
・クリッカーによる授業評価と小テストの運営と出欠データ処理
・教育活動実績登録システムのデータ登録・処理
・講義収録・配信システムの運用
・試験問題作成システムの運用
2 年生総合試験、共用試験 CBT、5 年生前期総合試験・後期総合試験、6 年生実力試験・卒業試験、試験監督者講習会、
試験問題作成 FD など
・医学教育ワークショップ、教授総会等の支援
第 42 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 18 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
令和元年度医学部教授・教員総会
令和元年度医学部保健医療学部合同教授・教員総会
第 9 回医学教育フォーラム
・臨床入門ユニットの模擬患者
・臨床推論ユニットの支援
・学生の担任面談・教育相談結果報告書のデータ処理
・医学部案内パンフレットの作成
・学外向けホームページの運営
・課外学習プログラムのデータ整理・HP 掲載
・5 年生・6 年生 CC プログラムのデータ整理・HP 掲載
・入学試験：1 次試験監督、大学入試センター試験
・入学試験のデータ処理
・共用試験 CBT 実施のサポート
・共用試験 OSCE 実施のサポート
・卒業時 OSCE 実施のサポート
・大学事務部における成績処理の支援
・授業評価の実施
・臨床実習評価の実施
・市民公開講座の支援
・教育資料作成の支援

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
上記の活動によって、教育情報部門の目的はほぼ達成できたものと自己評価している。医学教育センターの他部門や
大学事務部との連携も十分に行われたものと考える。
4-2．次年度の計画
次年度も既存のシステムを十分に活用し、本学の医学・医療者教育に貢献する。

0941

7．Faculty Development 部門
１．構成員
部

門

長

森

茂久（MORI Shigehisa）
：医学教育学：教授

（医学教育センター・大学病院血液内科・総合医療センター血液内科兼担）
副 部 門 長

側島久典（SOBAJIMA Hisanori）
：総合医療センター新生児科：客員教授
石橋敬一郎（ISHIBASHI Keiichiro）
：医学教育学：准教授
（医学教育センター・総合医療センター消化管一般外科兼担）

部

門

員

渡辺修一（WATANABE Shuichi）
：生理学：教授
辻

美隆（TSUJI Yoshitaka）
：保健医療学部：教授

（医学教育センター・総合医療センター消化管一般外科兼担）
村松俊裕（MURAMATSU Toshihiro）
：国際医療センター心臓内科：教授
中山英人（NAKAYAMA Hideto）
：大学病院 麻酔科：教授
廣岡伸隆（HIROOKA Nobutaka）
：大学病院 総合診療内科：准教授
魚住尚紀（UOZUMI Naonori）
：生化学：准教授
松下毅彦（MATSUSHITA Takehiko）医学教育学：准教授
米岡裕美（YUMI Yoneoka）:教養教育：講師
担当事務員

岩澤昌人、田村萌恵、佐藤瀬奈

２．目的
学生および研修医をはじめとする医師が「埼玉医科大学の期待する医師像」に到達することを支援するために、卒前お
よび卒後の医学教育カリキュラムのあり方を調査・研究し、適切なプログラムを実施するとともに、教育に関わる機関お
よびその構成員の能力開発に協力して、教育内容の充実を図る。
３．活動報告
3－1.ワークショップ

① 第40回 埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ
開催日時 令和元年8月1日（木）～8月2日（金）

2日間 （実施時間 17時間50分）

主催者 学長、医学教育センター長
開催場所 川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）
参加者28名、スタッフ35名
タスクフォース 1名（伊野美幸）
内容 カリキュラム•プランニング、他

② 第18回 埼玉医科大学病院群臨床研修指導医講習会
開催日時 令和元年11月30日（土）12月1日（日）

2日間（実施時間 16時間10分）

主催者 大学病院・総合医療センター・国際医療センター各病院長
開催場所 川越ビル（宿泊・川越東武ホテル）
参加者 28 名、スタッフ 47 名
チーフタスクフォース 側島
タスクフォース 4名（中島

久典
宏昭、木下

牧子、森

茂久、辻

美隆）

③ 6年生実力試験に関するワークショップ（責任者編）
開催日時

平成31年4月13日（土）9:00-13:00

主催者

医学教育センター

開催場所

オルコスホール

参加者

53名

ディレクター

2名（森

茂久、林

健）

タスクフォース

8名（椎橋実智男、魚住尚紀、辻

美隆、石橋敬一郎、荒関かやの、大西京子、齋藤 恵、鈴木 智）
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内容

ミニレクチャー1「教育評価」
ミニレクチャー2「6 年生実力試験と FD の趣旨」
ミニレクチャー3「試験問題のブラッシュアップ（本日のグループワーク）
」
グループワーク「6 年生実力試験問題のブラッシュアップ」
プレナリー「ブラッシュアップ結果の発表」

④ 入学試験問題の在り方ワークショップ
開催日時

令和元年5月18日（土）10:00-17:00

主催者

入試実施委員会、医学教育センター

開催場所

本部棟2階会議室

参加者

33名

内容

入試問題の成績と入学後成績の解析

共催

3－2. 講演会

⑤ 第9回 埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム
開催日時 令和元年9月28日（土）13:00-17:00
開催場所 第1部：カタロスタワー1階クロード・ベルナールホール（テレビ会議システムで川越、日高に配信）
第2部：カタロスタワー7階コンシリウムホール
参加者137名
内容

第1部：「医学教育分野別評価に備えて―受審の経験から―」
医学教育センター

松下

毅彦

准教授

第2部： 医学教育分野別評価受審準備委員会ワークショップ

⑥ 第113回医師国家試験報告会
開催日時 令和元年5月27日（月）17:00-18:00
主催者 卒前医学教育部門試験管理室、FD部門、共催
開催場所 本部棟第３講堂（テレビ会議システムで川越、日高に配信）
参加者106名
内容

講演1 第113回医師国家試験 今回の特徴（荒関かやの 試験管理室員）

講演2 第113回医師国家試験

結果報告（林

健 試験管理室長）

3－3. 研修会

⑦ 医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会
開催日時 令和元年6月10日（月）17:00 – 19:00
開催場所 本部棟1階 第3講堂（テレビ会議システムで川越、日高に配信）
参加者52名
内容 講演1 大学の理念、全体の教員組織について
講演2 任期制と人事考課について
講演3 医学部卒前教育について（森
講演4 大学院について
講演5 研究活動について

（村越隆之 医学部長）

（土田哲也 副学長（教育・評価等担当））
茂久

医学教育センター卒前医学教育部門長）

（木崎昌弘 大学院医学研究科長、副学長（大学院等担当））
（松下祥 医学研究センター長、副学長(研究等担当)）

講演6 ハラスメントの防止について（内田尚男 総務部部長）

⑧ 臨床推論１年新規テュータ講習会
開催日時 令和元年5月22日～、1回1時間、計2回開催
開催場所 学内（毛呂山キャンパス）
主催者 卒前医学教育部門カリキュラム室、FD部門

共催

企画立案者 1年臨床推論ユニットディレクター補佐
参加者計4名
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⑨ 医学部3年導入クリニカルクラークシップ（Pre-CC）説明会
開催日時 平成31年4月24日～、1回1時間、計2回開催
開催場所 学内（毛呂山、川越、日高各キャンパス）
主催者 卒前医学教育部門カリキュラム室、FD部門

共催

企画立案者 3年Pre-CC1-1ユニットディレクター補佐
参加者計22名

⑩ 6年生卒業時OSCE（臨床実習後OSCE全国トライアル）機構課題講習会
開催日時 令和元年10月10日～、1回1時間30分、計8回開催
開催場所 学内（毛呂山、川越、日高各キャンパス）
主催者 医学教育センターOSCE委員会、FD部門

共催

参加者計75名

⑪ ４年生共用試験OSCE全体講習・ステーション別講習会
開催日時 令和元年12月2日～、1回1時間30分、計7回開催
開催場所 学内（毛呂山、川越、日高各キャンパス）
主催者 医学教育センターOSCE委員会、FD部門

共催

参加者計45名

⑫ 臨床実習指定学外施設懇談会
開催日時

第1回

開催場所

本部棟2F 会議室

令和元年6月29日

15:00－17:00 第2回

主催者

臨床実習推進室主催、FD部門

COVID-19感染拡大のため中止

共催

参加者23名
3－4. FD部門会議
第1回

平成 31 年 4 月 22 日（月）
、出席者：森部門長、側島副部門長、石橋副部門長、渡辺、中山、魚住、松下、

米岡各委員、田村、五十嵐、佐藤
第2回

令和元年 6 月 4 日（火）、出席者：森部門長、側島副部門長、石橋副部門長、渡辺、辻、魚住、松下各委員、

田村、佐藤
第3回

令和元年 7 月 2 日（火）、出席者：森部門長、側島副部門長、石橋副部門長、渡辺、魚住、松下、米岡各委

員、田村、佐藤
第4回

令和2年3月13日（金）、出席者：森部門長、側島副部門長、石橋副部門長、渡辺、辻、村松、中山、魚住、

松下、米岡各委員、佐藤
４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
本学の伝統とも言える第 40 回埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップは、これまでも本ワークショップにご協力い
ただいている聖マリアンナ医科大学の伊野美幸先生に学外タスクフォースをお願いして、従来の内容で開催した。今年度
の第 9 回医学部医学教育フォーラムは、令和 3 年度に受審予定である医学教育分野別評価に備えて、外部講師は招聘せず
に、第 1 部では、松下毅彦先生が前任地での医学教育分野別評価受審の経験を元にした講演を担当した。第 2 部は、受審
準備委員会ワークショップとして、医学教育分野別評価の各領域担当として選抜された３キャンパスの先生方にお集まり
いただき、これまでの各領域の自己評価の見直しを行った。
臨床研修指導医講習会は、３病院の研修管理委員会主催 FD 部門は共催という形で開催した。埼玉医科大学病院群主催
に移行して 7 年目で、3 病院の持ち回り担当は 3 巡目が入り、大学病院が担当となった。
臨床実習推進室主催、FD 部門共催による臨床実習指定学外施設懇談会は年２回開催が通例であったが、2 月 22 日に予定
されていた第 2 回目は COVID-19 感染拡大のため、中止となった。
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例年開催している医師国家試験報告会、試験問題作成（MCQ）に関するワークショップ「初級編」を開催した。
研修会として、昨年度3年次から開始された導入クリニカルクラークシップ（Pre-CC）ユニットが、4年次にも継続するこ
とからPre-CC3,4年の説明会を毛呂山キャンパスで開催した。
中止されていた「入学試験問題の在り方」ワークショップを一新して入試実施委員会と FD 部門の共催で、入試に関係す
る教員と入試課職員参加のもと、開催することができた。
また大学評価で求められている全常勤教員を対象とする FD として、今年度も全学の常勤の教員（助手、助教、講師、准
教授、教授）を対象に FD 部門中心に企画して「教育力向上プログラム（導入編）」というタイトルの e ラーニングを元年
年 7 月下旬から 9 月にかけて実施した。
4－2．次年度計画
恒例である医学教育ワークショップの内容の中心は、カリキュラムプランニングであるが、本学の教育がアウトカム基
盤型教育にシフトしていることに合わせて、来年度はカリキュラムプランニングで扱う内容を古典的な教育から、アウト
カム基盤型教育に変更する計画である。
今年度より、部門員として新たに、4 月から新任の松下毅彦先生が加わった。今後も将来の FD 部門の活動を担う若い
世代の教員をさらに見つけ出し、自主性を尊重しながら、FD 部門員として養成を計る方針である。また少しでも活動に
興味のある教員に対しては、積極的に勧誘を継続する。一方 FD 担当事務職員も FD 活動の重要な担い手であることから、
業務の効率化と能力養成を図るとともに、今後も担当事務職員の増員を要請していく方針である。
将来的には授業担当者の資格制度の導入が必要になると予想される。今後は、まずは講義担当者向けに必要最小限の知識、
技術の確認、習得のための研修会の開催を検討する予定である。
令和 2 年 1 月に文科省から公表された教学マネジメントの指針の中で柱となる、FD・SD の高度化において、ディプロ
マポリシーに定められた資質・能力を身に付けた学生を育成する上で、適切な教育を実施するために必要な資質・能力を
備えた教職員を備えるために、求められる教育に必要な知識・技能等を身に付けられる研修の実施等、組織的かつ体系的
な FD・SD の実施が不可欠と示されている。その前提として 「自学が目指す教育を提供するために必要な資質・能力を特
定して望ましい教職員像を定義する必要がある」と明示されていることから、今後、本学全体、そして学部、学科と分け
て、必要な資質・能力、望ましい教職員像を定義する必要がある。さらに、FD・SD では学習成果・教育成果の情報を共
有し、明らかになった課題を分析し、これに対応するための改善方策を立てるなど、実際に教育を改善する重要な活動と
位置付けられるとの認識を持つ必要が示されている。
すでに医学教育ワークショップの中では、教育の問題点、対策の議論を行い、医師国家試験と卒業試験に関する FD でも、
国家試験受験の情報を元に、総合学習コース、卒試の検討を行っている。また入試の在り方ワークショップでは、入学後
の成績の追跡調査を元に、入試の在り方を検討している。今後は FD・SD の中で、さらに学習成果・教育成果の情報共有、
課題分析、改善方策を検討する機会を増やす方針である。

0945

8．事務部門
１．構成員
部門長

内田

和利（UCHIDA，Kazutoshi）：大学事務部：部長（任期：R4.3.31）

副部門長 岩澤
部門員

昌人（IWASAWA，Masato）：大学事務部：学務課長（任期：R4.3.31）

江口

幹也（EGUCHI，Mikiya）：大学事務部：次長

武久

秀夫（TAKEHISA，Hideo）：国際医療センター事務部：次長

下田

裕子（SHIMODA，Yuko）：大学事務部：庶務課長

村田

正樹（MURATA，Masaki）：大学事務部：入試課長

新井

博志（ARAI，Hiroshi）：大学事務部学務課

近藤

有寛（KONDO，Arihiro）：大学事務部学務課

松浦

直樹（MATSUURA，Naoki）：大学事務部入試課

河村

陽子（KAWAMURA，Yoko）：大学事務部入試課

小野寺
川俣

晴美（ONODERA，Harumi）：大学事務部学務課（R1.7.1 RA センターに異動）

栄希（KAWAMATA，Eiki）：総合医療センター総務課

吉山 美穂子（YOSHIYAMA，Mihoko）：大学事務部庶務課
鳥海

佳代（TORIUMI，Kayo）：大学事務部庶務課

馬場

菜穂（BABA，Nao）：大学事務部学務課

大塚

奈緒子（OTSUKA，Naoko）：大学事務部入試課

新井

菜緒（ARAI，Nao）：大学事務部庶務課

田村

萌恵（TAMURA，Moe）：大学事務部学務課

佐藤

瀬奈（SATO，Sena）：大学事務部学務課

五十嵐

勇樹（IGARASHI，Yuki）：大学事務部学務課（R1.7.1 医務課に異動）

前田

彩花（MAEDA，Ayaka）：大学事務部庶務課

細田

さなえ（HOSODA，Sanae）：大学事務部庶務課

安齋

宰（ANZAI，Tsukasa）：大学事務部学務課

鴇澤

駿介（TOKIZAWA，Shunsuke）：大学事務部学務課

保坂

雄志郎（HOSAKA，Yushiro）：大学事務部学務課

佐藤

志音（SATO，Shion）：大学事務部学務課

奥村

百花（OKUMURA，Momoka）：大学事務部学務課

佐國

真紀（SAKUNI，Maki）：大学事務部庶務課

風間

春菜（KAZAMA，Haruna）：大学事務部入試課（R1.12.31 まで）

２．目的
医学教育センター機能を支える部門として、各部門の円滑的な業務遂行のための事務的支援を行う。さらに、大学事
務部との連携の下、卒前・卒後医学教育全般を通じて効果的かつ効率的な事務業務遂行を主たる目的とする。また、市
民公開講座の所管部署としての役割を認識し、本学の教育研究の成果を広く社会に還元できるよう公開講座の運営に努
める。

３．活動報告
①医学教育センター各部門会議の開催に協力した。
②市民公開講座を 8 回開催した（会場：川越ビル）。
4 月 20 日「膝と膝の痛み」
5 月 18 日「アレルギー」
6 月 15 日「パーキンソンと神経変性疾患」
7 月 13 日「鍼と漢方」
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9 月 21 日「どう若さを保つか、寝たきりにならないために」
11 月 9 日「消化管（痔とヘルニア）」
12 月 21 日「糖尿病と糖尿病性腎臓病」
1 月 11 日「QOL（生活の質）を高めるがん治療」
※10 月 12 日は台風のため、3 月 7 日と 4 月 18 日は COVID-19 感染防止のため開催を中止した。
③医学教育センターニュースを発行した（第 74 号～77 号）。
④医学教育センターFD 部門の各ワークショップ開催に協力した

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
今年度も、センター各部門業務が円滑運営されるよう事務的支援を行った。特に支障はなく順調に遂行できたと判断す
る。また、川越ビルで開催する市民公開講座は中止があったものの 8 回開催し、参加者は 1,119 名であった。目標を達
成できたと判断する。
4－2．次年度計画
次年度以降もセンター各部門と協力し、教育環境等の変化に迅速に対応できるよう努めていく。また、令和 2 年度大
学機関別認証評価受審と令和 3 年度医学教育分野別認証評価受審の準備も含め、総合医療センター、国際医療センター
各ブランチ、大学事務部との協力と連携の下に、センター事務部門としてセンター運営の充実を図る。また、公開講座
は今後も地域のニーズを取り込みながら開催に努める。
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1．研究主任部門
１．構成員
部門長

海老原康博（EBIHARA Yasuhiro）：国際医療センター中央検査部：教授任期：H31 年 4 月 1 日-R3 年 3 月 31 日

副部門長 田丸淳一（TAMARU Junichi）：総合医療センター病理部:教授：H31 年 4 月 1 日〜R3 年 3 月 31 日
下岡聡行（SHIMOOKA Toshiyuki）：保健医療学部医用生体工学科:教授 H28 年 H31 年 4 月 1 日〜R3 年 3 月 31 日
佐藤毅（SATO Tsuyoshi）：大学病院口腔外科:准教授:H31 年 4 月 1 日〜R3 年 3 月 31 日）
部門員

町田早苗（MACHIDA Sanae）：医学研究センター:助教:任期なし

２．目的
本部門は研究活動にとって有意義な情報が研究主任を通して基本学科の研究員の隅々まで伝達できるよう、体制整備を行
う。研究主任に対して、基本学科の研究の責任者であると同時に研究費を適正に管理・運用する責任者であることも自覚
していただき、適正な運用を推進するよう指導する。研究者向けの情報を発信し、研究主任から各所属部署内での周知徹
底を依頼する。学内での共同研究が推進できるよう体制整備に努め、支援活動を行う。本年は学内グラント成果発表会を
2 回/年開催し、学内の研究推進を図る。
３．活動報告
学内グラント受賞者成果発表会の企画・開催
１）第 19 回学内グラント受賞者成果発表会
日時：令和 1 年 7 月 19 日（金曜日）17：00～19：15
場所：毛呂山キャンパス本部棟第 3 講堂
川 越 キ ャ ン パ ス ･ 管 理 棟 2階 カ ン フ ァ レ ン ス 3 （ テ レ ビ シ ス テ ム 中 継 ）
日 高 キ ャ ン パ ス ･教 育 研 究 棟 2階 会 議 室 1（ テ レ ビ シ ス テ ム 中 継 ）
発表者(敬称略；所属)・演題：
1.

17：05-17：30
宮本和

総合医療センター

小児科

｢未熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化物質チオレドキシンの重要性｣
2.

17：30-17：55
丸谷康平

保健医療学部 理学療法学科

｢軽度認知障害に対する汎用性の高いスクリーニングシステムおよび介入方法の構築｣
3.

17：55－18：20
鈴木正

医学部

教養教育

｢環境と結合した 1 次元開放量子スピン系の量子アニーリングと熱化｣
4.

18：20－18：45
前﨑繁文

埼玉医科大学病院

感染症科・感染制御科

｢発熱性好中球減少症のメタゲノム解析を目指した革新的シークエンス技術の臨床応用｣
5.

18：45－19：10
千本松孝明(丸木記念特別賞）

リサーチアドミニストレーションセンター

｢高効率・高品質な患者初代培養細胞由来 iPS 細胞誘導法の確立｣
総合司会：国際医療センター
座長：総合医療センター

海老原康博

井上成一朗、保健医療学部

藤田博暁、医学部

海老原康博
開会の辞：別所正美

学長

閉会の辞：片桐岳信 医学研究センター長

総参加数：合計 65 名（大学院生 13 名）
毛呂山キャンパス 43 名 （大学院生

4 名）

日高キャンパス 12 名 （大学院生

3 名）

川越キャンパス 10 名 （大学院生

6 名）
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向田寿光、国際医療センター

福島敬、

２）第 20 回学内グラント受賞者成果発表会
日時：令和 2 年 2 月 28 日（金曜日）17：00～18：50
場所：毛呂山キャンパス・本部棟第 3 講堂
川越キャンパス･管理棟 2 階カンファレンス 3（テレビシステム中継）
日高キャンパス･教育研究棟 2 階会議室 1（テレビシステム中継）
上記のように第 20 回学内グラント受賞者成果発表会を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の対応により、集
会などの自粛要請がされたため、第 20 回学内グラント成果発表会は延期となった。
４．評価と次年度目標
4-１ 今年度の自己評価
学内グラント受賞者成果発表会の参加人数が頭打ちとなっていることから、学内グラント受賞者成果発表会の内容・形式
を改善し、より多くの参加が得られ、活発な討論を展開できるように対策してきた。しかし、新型コロナウイルス感染拡
大の対応により、第 20 回学内グラント受賞者成果発表会は延期となった。
4-2 次年度の計画
来年度から、「オール埼玉医大 研究の日」が設けられることになり、その中に発表会が組み込まれる予定である。さらな
る参加者の増加と活発な討論を期待する。
３キャンパス内で行われている研究の内容を学内研究者に情報提供し、共同研究・研究連携を推進する。
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2．共同利用施設運営部門
１．構成員
部門長：坂本 安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設機能部門：教授：任期(R2.3.31)
副部門長：佐藤 毅（SATOH, Tuyoshi）
：歯科・口腔外科：准教授：任期(R2.3.31)
副部門長：田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授：任期(R2.3.31)
部門員：大島 晋（OHSHIMA, Susumu）
：中央研究施設形態部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：一色政志（ISSHIKI, Masashi）
：中央研究施設 RI 部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設実験動物部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：西本正純（NISHIMOTO,Masazumi）
：中央研究施設 RI 部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：横尾友隆（YOKOO,Tomotaka）
：中央研究施設実験動物部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：水野洋介（MIZUNO, Yousuke）
：中央研究施設日高ブランチ機能部門：准教授：任期(R2.3.31)
部門員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授：任期(R2.3.31)

２．目的
本学研究者による最先端の高度な研究推進を支援するための学内共同利用の研究施設が、本学における臨床及び基礎医
学研究の推進・発展の基盤となり機能するために必要な事項について検討し、必要に応じて部門会議を開催して討議す
る。

３．活動報告
3-1. 共同利用実験室利用の啓蒙と整備
共同利用実験室は、実験室を持たない教員に対して、最小限の機器を備えた実験場所を提供し、もって当該教員の研
究活動のセットアップに資することを目的として平成 24（2012）年 9 月 10 日より運用が開始された。現在、基礎医
学棟 3 階に整備されており、12 区画の実験スペースが容易されている。また、フェローステーションが併設されて
おり、利用者はデータ整理と休息のために使用することができる。令和元（2019）年度は、医学研究センター、皮膚
科、消化器一般外科、医学教育センター、ER、生理学（2 グループ）、小児科、アドミッションセンター、消化管内
科、毛呂山キャンパス RI 部門、歯科・口腔外科、保健医療学部看護学科により有効利用された（総利用料：\276,000）
。
また、日高キャンパスゲノム棟 4 階にも同様のスペースが整備され、試験的に運用が開始されている。次年度から本
格的に利用が開始される予定である。
3-2. 中央研究施設共同利用研究機器・設備整備
令和元 (2019）年 7 月 31 日自動転写式電気泳動装置（機能部門設置）
、8 月 31 日高級実態顕微鏡（日高ブランチ実
験動物部門）
、11 月 30 日 EM TP LM 用樹脂包埋向け試料処理装置（日高ブランチ実験動物部門）が、研究マインド支
援グラントにより研究支援のために導入され、利用が開始された。
3-3. テクニカルセミナーの開催
以下のテクニカルセミナーを開催し、機器の取り扱い及び新しい研究技術を紹介した。
①令和元（2019）年 7 月 31 日、16:00-17:30、基礎医学棟 3 階会議室・中央研究施設機能部門「全自動前処理装置 +
細胞培地分析プラットフォーム + LC-MS」
、対象：学内研究者
②令和元（2019）年 8 月 28 日、15:00-16:30、
「自動転写式電気泳動装置「 DIRECT BLOT BM-80 の取り扱い説明会」
、
対象：学内研究者
3-4. 委員会等
共同利用施設運営部門／中央研究施設運営委員会会議
①第７２回中央研究施設運営委員会：日時：平成 31（2019）年 3 月 29 日（月）～令和元（2019）6 月 6 日（木）
、
場所：メーリングリスト会議、【議事】1) 2018（平成 30 ）年度会計報告に関して：前年度の会計報告がなされた。
2018 年 4 月より中央研究施設日高ブランチに機能、実験動物、RI の 3 部門が改組され、従来の毛呂山キャンパス
の各部門と経理を一体化して処理することとなった。2) 中央研究施設日高ブランチ機能部門利用規則に関して：中
央研究施設日高ブランチ機能部門が 4 月 1 日より本格的に運用を試みる。
共同利用機器利用規程及び共同利用実験室、
フェローステーションの各利用内規について審議した。謝辞の英分の文法等のチェックの必要性について指摘された。
機能部門共同利用機器利用規程に関して、本学の「諸規定管理規定」第 4 条に、規程：寄附行為、学則または法令
等に基づけば、規則が妥当との意見があった。これらに関して、英文は本学教養教育・英語担当教師に修正を依頼し、
後者に関しては「内規」に統一し、承認された。3) 人事に関して：形態部門において、退職者 1 名があり、保健医
療学部の卒業生 1 名が新規採用される旨報告された。また、以下が報告された。4 月 1 日付で水野委員が日高ブラ
ンチ機能部門長となり、日高ブランチ長を坂本委員が兼担する。4) 中央研究施設運営委員会委員、オブザーバーに
関して：2019、2020 年度の委員とオブザーバーの構成について報告された。
②第７３回中央研究施設運営委員会、日時：令和元（2019）年 12 月 16 日（月）～令和 2（2020）1 月 10 日（金）
、
場所：メーリングリスト会議【議事】１）現在の中央研究施設への設置希望機器まとめ 現在の中央研究施設への設
置希望機器に関して：多くの研究機器は私学助成金を利用して購入を図る必要があるが、現時点では大型機器を申請
できるような枠が無い旨説明された。小型研究機器の一部は、学内グラントに申請可能であると報告された。 ２）
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人事に関して 2019 年 12 月 1 日付で以下の委員の昇進について報告された。 日高ブランチ RI 部門 西本正純：
准教授、 日高ブランチ実験動物部門 横尾友隆：准教授、日高ブランチ機能部門 水野洋介：准教授、機能部門 廣澤
成美：講師 ３）機能部門及び形態部門の利用内規に関して機能部門及び形態部門の利用内規（案）の改訂について
学生の共同研究設備・機器の利用に関して議論があり、4 条 13）
、細目 1. に明記した旨説明され、審議の結果、本
利用内規案が承認された。 ４）日高ブランチにおける「実験系廃棄物処理の手引き（案）
」に関して説明された。審
議の結果「実験系廃棄物処理の手引き」の内容に関して了承された。
3-5 共同研究の啓蒙活動等
東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクスセンター（平成 29 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）及び城西大学（平成
28 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日）と中央研究施設の間で共同研究契約書を取り交わしており、共同利用施設を有
効利用した研究が継続されている。城西大学との共同研究では、成果が有り、2020 年 2 月 21 日、専門誌 Rapid
Communications in Mass Spectrometry に掲載さ れた（ Characterization of 6-bromoferulic acid as a novel
common-use matrix for MALDI-TOF-MS, DOI:10.1002/rcm.8636）また、東洋大学との研究成果も投稿中となっている。
一方、日高ブランチ機能部門管理下に、毛呂山キャンパスと同様の共同利用実験室、共同利用フェローステーション
の整備が進み、リサーチパークにおいて研究活動を行う会社、各キャンパスの研究者による共同研究の推進とその支
援に関して活動を行っている。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
実験動物施設における感染対策に関しては、引き続き良好な結果が得られている。感染動物の検出はほぼ陰性の状態
を続けている。助成金申請に関わる変化が大きいため共同利用施設運営部門として事務部門とタイアップし、共同利
用研究機器購入経費を獲得することを目的として活動して来たが、他大学との連携が重要な面があり、外部向けホー
ムページを公開することができ、当初の目的を達成することができた。
4－2．次年度計画
令和元（2019）は、リサーチパーク開設され共同研究が展開されつつあり、日高ブランチ機能部門が主に研究サポー
トについて検討している。また研究者、事務系との連携が運営遂行に不可欠であるため、現状円滑な進捗状況を確保
するため相互の密接な連携に努力する。外部向けホームページへの日高ブランチの情報公開は、予定より遅れている
が年度内での掲載を目指す。
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3．安全管理部門
１．構成員
部 門 長 三谷 幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：医学部ゲノム応用医学：教授（任期：R4.3.31）
感染分野
副部門長 松井 政則 （MATSUI, Masanori）
：医学部微生物：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 森 隆 （MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 光武 耕太郎 （MITSUTAKE, Kohtaro）
：国際医療センター感染症科・感染制御科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 佐藤 正夫 （SATO, Masao）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 河村 亨（KAWAMURA, Ryo）
：保健医療学部臨床検査医学・中央検査部：係長（任期：R4.3.31）
部 門 員 池田 和博（IKEDA, Kazuhiro）医学部ゲノム応用医学：准教授（任期：R4.3.31）
廃液等環境分野
副部門長 奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）
：医学部ゲノム基礎医学：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 森 隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 安達 淳一（ADACHI, Junichi）
：国際医療センター脳神経外科：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 野寺 誠（NODERA, Makoto）
：保健医療健康学科健康医療科学科：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 淡路 健雄（AWAJI, Takao）
：医学部薬理学：准教授（任期：R4.3.31）
DNA 分野
副部門長 三谷 幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：医学部ゲノム応用医学：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 松井 政則（MATSUI, Masanori）
：医学部微生物学：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 千本松 孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：RA センター：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 村上 孝（MURAKAMI, Takashi）
：医学部微生物学：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 中野 貴成（NAKANO, Takanari）
：医学部生化学：講師（任期：R4.3.31）
部 門 員 佐藤 浩二郎（SATO, Kohjiro）
：大学病院リウマチ膠原病科：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 森 隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 海老原 康博（EBIHARA, Yasuhiro）:国際医療センター臨床検査医学:教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 横尾 友隆（YOKOO, Tomotaka）: 中央研究施設日高ブランチ実験動物部門:准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 脇田 政嘉（WAKITA, Masayoshi）:保健医療学部臨床工学科:講師（任期：R4.3.31）
：RA センター：講師（任期：R4.3.31）
部 門 員 菅原 哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
動物分野
副部門長 森 隆 （MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 西川 亮 （NISHIGUCHI, Ryo）
：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 小野川 傑（ONOGAWA, Tsuyoshi）
：保健医療学部臨床検査学科:教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 仁科 正美（NISHINA, Masami）
：中央研究施設実験動物部門：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 横尾 友隆（YOKOO, Tomotaka）
：中央研究施設日高ブランチ実験動物部門:准教授（任期：R4.3.31）
薬物分野
副部門長 淡路 健雄 （AWAJI, Takeo）
：医学部 薬理学：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 西本 正純 （NISHIMOTO, Masazumi）
：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 齋藤 健一（SAITO, Kenichi）
：総合医療センター薬剤部：部長（任期：R4.3.31）
部 門 員 藤田 健一（FUJITA, Kenichi）
：国際医療センター腫瘍内科：講師（任期：R4.3.31）
部 門 員 藤原 智徳（FUJIWARA, Tomonori）
：保健医療学部臨床検査学科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 村松 俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：国際医療センター心臓内科：教授（任期：R4.3.31）
RI 分野
副部門長 一色 政志（ISSHIKI, Masashi）
：中央研究施設 RI 部門：准教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 西川 亮 （NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 熊倉 嘉貴（KUMAKURA, Yoshitaka）
：総医セ画像診断科・核医学科：教授：（任期：R4.3.31）
部 門 員 茅野 秀一（KAYANO, Hidekazu）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：R4.3.31）
部 門 員 西本 正純 （NISHIMOTO, Masazumi）
：中央研究施設日高ブランチ RI 部門：准教授（任期：R4.3.31）

２．目的
大学における研究・教育・診療活動に必要な安全管理を徹底的に行う。そのために組換え DNA 実験安全委員会、RI 実験
安全委員会、環境安全委員会、動物実験安全委員会、病原性微生物等管理委員会と協力して管理作業を行う。

３．活動報告
研究活動における専門性を考慮して本部門は上記の６部門より成る。各部門別に活動を報告する。
感染分野
令和元年度は、病原体等取扱申請書 26 件（新規申請 9 件、継続申請 16 件、変更・追加申請 1 件）
、病原体等移動（受
入）申請書 4 件、指定実験室使用申請 2 件が提出された。これらの申請に関して、病原性微生物等管理委員会で審議、
修正された後、すべて承認された。
廃液等環境分野
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本学の 3 つのキャンパス（毛呂山・川越・日高）における実験廃液の処理及び廃液基準の管理に関する業務は、それぞ
れ、施設部、事務部施設課、事務部総務課施設担当の事務職員が担当している。当部門の委員は全員で 5 名であるが、
すべてのキャンパスから少なくとも 1 名の委員（教員）が配置されるように委員が決められており、いずれのキャンパ
スにおいても、本部門の委員と事務方の間でスムーズに連携が取れている。
DNA 分野
今年度の遺伝子組換え生物等の使用等における審査申請状況は次の通りである。第二種拡散防止措置申請書（承認 29
件、
）
、内容変更（承認 23 件）
、譲渡届（承認 4 件）
。また、組換え実験施設について登録・審査（6 件）
、教育訓練受講
証明書発行（32 件）を実施した。
今年度より運用を一部改正し、承認時の管理体制と著しく異なると判断される場合は、該当する部屋の承認を取り消す
こととした。この運用に従い、ゲノム医学研究センター旧ゲノム科学部門ならびに旧プロジェクト部門の部屋（ゲノム
医学研究センター401、403、414、511 号室）の承認、登録を取り消し、今後、組換え DNA 実験施設として利用を希望す
る場合は改めて申請いただくこととした。その他、整備を進めていた P2 実験室へ設置されている安全キャビネットの保
守点検及びフィルター交換は、第 3 期研究マインド支援グラント（平成 30 年度）ですべて完了した。
動物分野
「埼玉医科大学動物実験規程」を改正し、
「埼玉医科大学動物実験委員会規則」を廃止した（令和元年 5 月 25 日）
。学内
にて実施される全ての動物実験は、各キャンパスに設置されている動物実験小委員会そして埼玉医科大学の動物実験委
員会により動物実験計画書の審査・承認が行われている。令和元年度、各キャンパスから提出された動物実験計画書 227
件 [注意を要する動物実験計画書：組換え DNA 実験（P1A 実験：81 件，P2A 実験：6 件）
、感染実験（ABSL1 実験:3 件、
BSL2 実験：8 件、劇物使用実験：1 件、RI 使用実験：5 件）]、動物実験中間報告書・自己点検票 204 件、動物実験結果
報告書・自己点検票 23 件、動物実験計画（変更・追加）承認申請書 71 件、動物実験（終了・中止）報告書 23 件、実験
室設置承認申請書 28 件について審査を行い承認した。さらに、随時メール審査を開催し、円滑に動物実験計画書、動物
実験計画（変更・追加）承認申請書、実験室設置承認申請書の審査を行い承認した。様式 8 動物実験の自己点検票と様
式 9 飼養保管状況の点検票により、令和元年度の動物実験そして飼養保管状況の自己点検を行った。遺伝子組換え生物
等を使用した動物実験は、組換え DNA 実験安全委員会により第二種使用等拡散防止措置承認申請書の審査・承認が行わ
れ た 。 ま た、 動 物実 験 等 に関 す る 情 報公 開 の一 環 と して 、 以 下 の 1-6 の 内 容 を外部 閲 覧 可 能な ホ ーム ペ ー ジ
（http://www.saitama-med.ac.jp/medlinks/animal/index.html）に公開している。
1.埼玉医科大学動物実験規程
2.自己点検評価の結果
3.外部検証の結果
4.飼養及び保管の状況（動物種及び動物数施設の情報）
5.その他（動物実験計画書等の審査の状況と特に注意を要する動物実験の実施状況，教育訓練の実績，動物実験委員会，
動物実験委員会審査手順書）
6.動物実験計画書関連書式（様式 1動物実験計画書 ，様式 2 動物実験計画（変更・追加）承認申請書，様式 3 動物実験
（終了・中止）報告書，様式 4 動物実験（中間・結果）報告書，様式 5 飼養保管施設設置承認申請書，様式 6 実験室設
置承認申請書，様式 7 施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届，様式 8 動物実験の自己点検票，様式 9 飼養保管状
況の点検票）
薬物分野
本学の化学物質管理は、毛呂山キャンパス（ゲノム・保健医療学部を含む）
・国際医療センター・総合医療センターと広
範囲に及ぶために、それぞれのキャンパスにおける管轄行政機関が異なっており、本学化学物質管理規則も毛呂山キャ
ンパス（ゲノム・保健医療学部を含む）
・国際医療センター・総合医療センターで異なっており、現状の研究センター・
安全管理部門・薬物分野での一括した化学物質管理が困難であった。薬物分野は業務の見直しを図り、本年度より本学
全体での対応が必要な化学物質管理に関して、各毛呂山キャンパス・国際医療センター・総合医療センターへの調査・
連絡・勧告を主業務とする事となった。
１．研究用麻薬申請・向精神薬管理を薬物部門で一括して行っていたが、管轄保健所が異なること並びに、化学物質管
理規約が異なることより各キャンパスで独立して管理を行う方向に決定した。このため、薬物分野としては研究用麻薬・
向精神薬の学内調査を行った。公的機関（保健所）への報告を必要とする案件としては、新規麻薬免許（研究用）取得
者が毛呂山キャンパスで１名・研究用麻薬購入が毛呂山キャンパスで２件（ケタミン）であった。
２．化学物質管理の厳密化が求められており全化学物質の在庫管理・使用簿の記載など煩雑な事務手続きが必要になる
ことが予想されている。加えて継続課題として、労働安全衛生法改正により必要となる化学物質についてのリスクアセ
スメントの問題もあり、管理方法のルールづくりを慎重に検討を継続している。
RI 分野
部門員下垣里河講師の退職に伴い、茅野秀一教授（保健医療学部）に交代した。毛呂山キャンパスの第三研究棟 RI 研究
施設の新規利用希望者 2 名に対し、それぞれ 2020 年 1 月と 2 月に、新規教育訓練を実施した。既登録者のための再教育
訓練については、2020 年 3 月に実施した。新型コロナウイルス感染予防の観点から、例年のような講習の形式は取らず、
再教育訓練資料を配布し、理解度確認テストの解答を確認することで本年度の再教育訓練とした。再教育訓練受講者は
20 名であった。また、放射線業務従事者への問診を 2019 年 7 月と 2020 年 1 月に実施した。受診人数は、それぞれ 20
名と 23 名であった。施設各部の経年劣化が危惧されるため、本年度は、RI 排水設備の点検について要望を提出した。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 今年度の自己評価
・本年度も各分野は、分野間での各キャンパス（または研究施設）において順調に教育および管理活動することがで
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きた。また必要に応じて各分野同士で情報共有、連携を図り、本学における研究の安全管理を行った。
・安全管理部門ホームページで他の研究倫理関係の情報と併せることにより、新たに赴任された研究主任や研究者が
研究を開始するにあたり必要な情報を載せることができた。
4－2．次年度の計画
研究活動の安全管理を推進するため、次の取り組みを行う。
・安全管理部門ホームページを改訂するなど情報発信を強化し、研究活動に伴う安全管理に関する理解を深め、各種
申請を適切に提出するよう徹底する。
・各分野は、関連情報を収集し、必要な事項については本学規程・規則や管理手順を改正する。
・リサーチアドミニストレーションセンターと連携し、安全管理部門の業務を推進していく。
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4．フェローシップ部門
１．構成員
部門長 片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門：教授（任期：R3.3.31）
副部門長 髙田綾（TAKADA, Aya）
：法医学：教授（任期：R3.3.31）
部門員 森茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：R3.3.31）
部門員 名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：R3.3.31）
部門員 石原理（ISHIHARA, Osamu）
：大学病院産婦人科学教室：教授（任期：R3.3.31）
部門員 淡路健雄（AWAJI, Takeo））
：薬理学教室：准教授（任期：R3.3.31）
部門員 村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）国際医療センター心臓内科：教授（任期：R3.3.31）
部門員 小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：保健医療学部・臨床工学科：教授（任期：R3.3.31）

２．目的
教員以外の研究者の経済的・身分的支援について協議し答申することを活動の中心とする。本目的のために、大学院医学
研究科委員会、および医学教育センターと連携し、大学院、リサーチフェロー、および学外からのフェローシップに関与
する。

３．活動報告
１）部門会議
随時、対面またはメール会議を開き、迅速に対応した。
（１）第 1 回 部門会議（平成 31 年 4 月 30 日（火）～平令和元 5 月 8 日（水）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「
『埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の複数年の受給」について
：「
『埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』重複受給制限の緩和」について（議事録有，運営会議報告）
（２）第 2 回 部門会議（令和元 5 月 29 日（水）～令和元 6 月 5 日（水）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の募集要項（日本語および英語版）
」について
：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の募集期間」について（議事録有，運営会議報告）
（３）第 3 回 部門会議（令和元 8 月 9 日（金）～令和元 8 月 17 日（土)：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の募集」について
：「平成 30 年度 学内報原稿」について（議事録有、運営会議報告）
（４）第 4 回 部門会議（令和元 10 月 7 日（月）～令和元 10 月 21 日（月）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「第４次長期総合計画の中間検証報告書の作成」について（議事録有、運営会議報告）
（５）第 5 回 部門会議（令和元 10 月 23 日（土）～令和元 11 月 6 日（金）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松松下副学長、庶務課）
議事：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の応募に関する相談願い」について
：「平成 31 年度事業計画」について（議事録有，運営会議報告）
（６）第 6 回 部門会議（令和元 12 月 5 日（水）～令和元 12 月 7 日（金）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の応募者」について
：「応募者の選考前資格確認」について
：「応募者の選考」
（議事録有，運営会議報告）
（７）第 7 回 部門会議（令和 2 年 3 月 30 日（月）～令和 2 年 4 月 7 日（火）
：メール会議）
出席 8 人 欠席 0 人
オブザーバー（松下副学長、庶務課）
議事：「
『2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の対象者」について
：「
『2021 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金』の募集要項」について（議事録有，運営会議報告）
２）非常勤研究員の身分制度
専攻生，日本学生支援機構奨学金返還の免除（猶予）職など、公的基準を必要とする特任研究員，協力研究員，特別協
力研究員については、平成 30 年度と同様に埼玉医科大学規則に従った。
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３）埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金の募集・選考について
「2020 年度埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」は、令和元年 11 月 1 日〜10 日に募集した。応募者 5 名（新規外
国人 3 名、日本人大学院生 2 名）の資格確認と選考を行い、令和元年 12 月の医学研究センター運営会議に答申した。｢条
件付き」
、および「再検討の可能性有」として、支給対象者が規定上限の 4 名に達する可能性があったため、12 月の追加
募集は行わないこととした。最終的に、採用候補第 1 位のみの申請となったことが部門会議で確認され、令和 2 年度 4 月
の教員代表者会議で報告することとした。
４）
「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」の複数年の受給に関する見直し
「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規定」の複数年の継続受給に関する見直しを行った。これは、外国人留学生
が、大学院在学中に継続して奨学金を得られることを目的としたもので、継続受給者を優先的に審査することとした。た
だし、審査は単年度ごとに行うことが確認された。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度も、｢埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」を募集し、厳正・公平な審査を行った。前年度の議論に基
づき、夏期に奨学金の日本語版と英語版の募集要項を学内ホームページに掲載することで、申請者が 11 月の応募時期ま
でに十分な準備期間をとれるように配慮した。
4－2．次年度計画
次年度も、｢埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金」が有効に利用されるよう、早期に募集の準備を整える。短期留
学生等に対する経済的支援については、引き続き協議する。
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5．研究評価部門
１．構成員
部門長
椎橋 実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
副部門長 徳元 康人 （TOKUMOTO, Yasuhito）
：アドミッションセンター：講師
部門員
別所 和博 （BESSHO, Kazuhiro）
：医学研究センター：助教
新井 菜緒（ARAI, Nao）
：大学事務部：事務員

２．目的
本部門は、埼玉医科大学医学研究センター規程第 8 条に則り、種々の研究評価を行うための研究業績データを集積し、提供する、学
外からの人的経済的資源の確保をめざした広報活動を行う、ことを目的としている。

３．活動報告
○研究業績データベース
・保健医療学部の教員に対する利用説明会の開催（4 月）
・中央研究施設を利用した研究成果のデータの提出（7 月）
・人事考課のための研究業績データダウンロードへの対応（7 月）
・大学病院への研究業績の提出（特定機能病院）
（8 月）
・国際医療センターへの研究業績の提出（JCI）
（8 月）
・Researchmap とのデータ交換の実施（11 月）
○医学研究センターホームページ
・研究費公募関連情報の掲載
・埼玉医科大学雑誌（電子版）の掲載
・その他関連情報の更新
○研究活動実績登録システム
・研究業績データベースシステムのカスタマイズ
・データの集積、登録、分析
・人事考課における研究活動実績（研究ポイント）の運用

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
研究業績データベースの利用は徐々に定着してきており、部門の目標とする活動とその成果は達成できたものと自己評価している。
4-2．次年度の計画
IR センターと連携した研究活動の質保証、利用率の低い臨床の助教の利用拡大にむけて努力を続ける。Researchmap とのデータ交
換については、Researchmap のシステムのバージョンアップに伴う対応を行う。

0957

6．研究支援管理部門
１．構成員
部門長
小谷典弘（KOTANI Norihiro）：生化学：准教授（任期：R2.3.31）
部門員
大竹 明（OHTAKE Akira）
：大学病院小児科：教授（任期：R2.3.31）
森
隆（MORI Takashi）
：総合医療センター研究部：教授（任期：R2.3.31）
佐藤 毅（SATO Tsuyoshi）
：大学病院歯科・口腔外科：准教授（任期：R2.3.31）
町田早苗（MACHIDA Sanae）
：医学研究センター：助教（任期：R2.3.31）
堀内 大（HORIUCHI, Yutaka）
：微生物学:講師（任期：R2.3.31）

２．目的
研究マインド醸成、学内グラント活用、学外研究費獲得の推進、研究成果の管理、リサーチアドミニストレーションセ
ンターとの連携による研究倫理推進等により、学内研究者の研究活動を支援する。

３．活動報告
①学内グラントと研究奨励費の助成
2019 年度学内グラント募集では、丸木記念特別賞 4 件、一般枠 34 件、計 38 件応募があった。分野別の複数選考
委員による予備審査の後、グラント選考委員会が開催され、丸木記念特別賞 1 件、関口記念特別賞 1 件、一般枠 26
件、計 28 件の研究テーマが採択された。さらに、学内グラント採択課題（関口記念特別賞、一般枠）が翌年、翌々
年度に科研費採択（研究テーマが直接関連していることが条件）の場合に対象となる研究奨励費（20 万円、購買経
由使用、経費報告書必要なし）が 7 件助成された。
②科学研究費獲得状況の把握
2019 年度の科研費採択結果は、申請総数 205 件(申請率 15.60%)に対して新規採択 55 件(採択率 26.83%)、採択総
額 213,707 千円であった。申請総数・率、採択率、採択総額いずれも去年とほぼ同様であった。
③論文投稿報告書の管理
倫理審査の対象となった研究内容についての論文投稿に際し義務付けられている論文投稿報告書の提出は 2019
年度が 91 件であり、2018 年度（87 件）に比較して 4 件増加した。2018 年度は 7 月から 9 月にかけての報告数は６
件と少なく、学内ホームページやメール配信等で報告書の提出を促した結果、10 月から 12 月の報告数は 29 件と大
幅な増加があった。2019 年度は、前年度のような時期による報告数の大きな増減は見られず、年度末に向かって報
告数が緩やかに増加する傾向が認められた。なお、倫理審査の対象となった研究とは大学倫理審査委員会、保健医
療学部倫理審査委員会、３病院 IRB で審査の案件に関わる、全ての研究である。
④剽窃検知ソフト iThenticate の試験運用
論文作成では意図せず剽窃とならないように注意が必要である。近年の論文デジタル化とインターネット普及を
背景に平成 25 年施行の博士論文オープンアクセス化（公表義務）に伴って現在までに国内の半数近くの医学部を有
する大学に導入されている剽窃検知ソフト iThenticate の運用を、研究マインド支援グラント(共通部門研究費)を
用いて、平成 29 年度から 30 年度にかけて試験的に運用を始め、 2019 年度も運用を継続している。今年度から、
大学院学位審査の際の学位論文の提出にあたって、本ソフトを使用した検知を実施することが義務化された。なお、
剽窃とは、他の研究者のアイデア、情報や成果等を当該研究者の了解もしくは適切な引用なく発表することであり、
このような研究不正が発覚すると著者個人だけでなく組織全体に信用失墜等の重大な影響が及ぶ。
⑤悪徳雑誌（ハゲタカジャーナル）への対応
助成を受けた論文に無料アクセスできるようにするべきであるというプラン S 等の国際的な潮流に伴い、著者側
が掲載料を支払い読者側は無料アクセスできるオープンアクセス誌が急増しているが、誤って悪徳雑誌（ハゲタカ
ジャーナル）に投稿しないように注意が必要である（日本医学会から注意喚起の通達が発行され、日本学術会議に
おいて対応策が検討中である）
。これに関して、前年度に引き続き、論文投稿報告書にチェック項目を設け、英語論
文投稿時は「投稿予定のジャーナルは PubMed に収載されていますか?」「参照可能な優良出版社が運営するジャー
ナルですか?」等について確認するように注意喚起を行っている。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
学内グラントと研究奨励費の助成は、例年通り、問題なく実施された。選考に当たっては、今年度より、科研費の申
請総数・率、採択率、採択総額の向上を目指して、フィードバック評価が高い課題に対して選択的に助成するようにし
た。また、2019 年度科学研究費獲得は、昨年度と比較し、ほぼ同水準の採択であった。論文投稿報告書は、昨年度より
もわずかながら増加した。剽窃検知ソフト iThenticate の本格運用が今年度から始まり、学位論文等における正式な運
用が開始され、益々重要度が上がっている。悪徳雑誌（ハゲタカジャーナル）への対応については、本学の全教員がそ
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の存在を認識し投稿雑誌を再考するきっかけになったと考える。
4－2．次年度計画
学内グラントに関しては、今後もグラント選考委員会と連携しながら、守秘義務を遵守して公正な選考が継続される
よう努めていきたい。論文投稿報告書は、次年度も学内ホームページやメール配信等で報告書の提出を促す予定である。
剽窃検知ソフト iThenticate に関しては、大学組織・研究者個人の信用にかかわる重要な問題として、今後も啓蒙活動
を継続する予定である。
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1．国際交流センター
１．構成員
センター長
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：脳神経外科：教授（任期：R2.3.31）
副センター長 魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：生化学：准教授（任期：R2.3.31）
副センター長 橋本正良 (HASHIMOTO, Masayoshi): 総合診療内科：教授（任期：R2.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：保健医療学部臨床検査学科：教授（兼担）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（兼担）
篠塚望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器・一般外科：教授（兼担）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：リサーチアドミニストレーションセンター：教授（兼担）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授（兼担）
辻美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部看護学科：教授（兼担）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授（兼担）
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：国際医療センター心臓内科：教授（兼担）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）
：教養教育：准教授（兼担）
種田佳紀 (OIDA, Yoshiki):教養教育：講師（兼担）
菅理江（SUGE, Rie）
：生理学：講師（兼担）
斉藤雅子（SAITO, Masako）
：事務員

２．目的
本センターは埼玉医科大学国際交流センター規程第２条に則り、本学と諸外国との学術、文化、教育、研究、診療等に
関する交流を支援・推進することを目的とする。

３．活動報告
3-1．学生相互交換留学制度
20 名の留学派遣予定者を選考し、セミナー（越生、河口湖）や、留学予定者を対象とした英会話レッスン English Café
を実施した。18 名は 8 月にそれぞれの留学先にて研修をおこない、10 月の帰国報告会で留学成果を報告した。スウェーデ
ン・リンシューピン大学へ留学予定であった 2 名については新型コロナウィルス感染症拡大のため留学時期を延期とした。
提携校からの外国人留学生の本学での研修受け入れについては 9 校 18 名は例年どおり実施したが、カナダ・マニトバ大学
からの留学生 2 名は新型コロナウィルス感染症拡大のため留学時期を延期とした。
3-2．春季語学研修制度
公募による 32 名の参加者の語学研修をアメリカ・サンフランシスコとカナダ・バンクーバーにて実施の予定であったが、
新型コロナウィルス感染症拡大のため中止となった。事前学習オリエンテーションは 6 回実施されていた。
3-3．教員短期留学制度
前年度におこなった募集と選考により選出された５名の教員の留学の支援をおこなった。6 月に前年度留学者の帰国報
告会を開催した。11 月には次年度の留学者の選考をおこなった。また、相互交換留学協定によるハンガリー・ぺーチ大学
からの留学者１名を受け入れた。
3-4．MOU 提携校からの留学生の受け入れ
タイ・ランシット大学からの 2 名を MOU に基づく留学生として受け入れた。
3-5．English Cafe
全学生を対象とした英会話レッスンとして計 19 回開催され、のべ 238 名の学生が参加した。
3-6．発行物
4 月に「IETC News vol. 13」
、12 月に「IETC News vol. 14」を刊行、12 月に『SEP2018 Yearbook』を発行した。また、
3 月には東京大学、北海道大学、他の各大学国際交流部門と共同で『日本で出会う世界 国内で実現する短期集中型国際
研修』を上智大学出版より出版し、本センターの活動の内外への周知と、関連した人々への情報提供をおこなった。
3-7．オープンキャンパス
7 月にオルコスホールにて開催された医学部オープンキャンパスにて参加者に向けて本センターの活動についての説明
をおこなった。また主要事業についてポスターにて紹介した。
3-8．提携校との交流
4 月にドイツ・シャリテベルリン医科大学より国際課の Mr. Lutz Steiner と柏原誠氏が、7 月にハンガリー・センメル
ワイス大学の Prof. Jozsef Sandor が、2 月にインドネシア・クリダワカナクリスチャン大学の Erning Wihardjo 前学長
が本学を訪問した。
本学からは 6 月に佐々木惇教授がアメリカ・ジョンズホプキンス大学、8 月に辻美隆教授がハンガリー・センメルワイ
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ス大学とペーチ大学、茅野秀一教授がイギリス・リバプール大学、9 月に藤巻高光センター長が台湾・チャンガン大学を
訪問した。9 月にはハンガリー・センメルワイス大学創立 250 周年記念式典に学長代理として木崎昌弘副学長と辻美隆教
授が出席した。
3-9．その他
6 月に夏季セミナーの新しい候補地として茨城県日立市の「国民宿舎鵜の岬」を視察見学した。7 月に関西医科大学にお
いて「第 10 回全国医学部国際交流協議会・講演会」が開催され、種田佳紀講師が『埼玉医科大学 EHSP（English for Health
Science Purposes）プログラム 実践報告』のポスター発表をおこなった。2 月には昭和大学において外務省の事務官によ
る危機管理講演会が開催され、菅理江講師が参加した。
学生相互交換留学制度

交換留学生一覧

Linkoping University

髙橋知奈 ※

星野湘子

Charite University Medicine Berlin

秋田みゆき

篠原亮

University of Liverpool

戸塚紀帆

冨岡誠子

University of Manitoba

深井花観

凌優琳

University of Bochum

小松睦実

髙橋淳博

Albert Einstein College of Medicine

尾島一穂

辻野恵

Johns Hopkins University

植野麦リチャード

松永洸昂

Chang Gung University

鈴木渉太

橋本雄太

Semmelweis University

榎本寛

久保早希子

University of Pecs

鈴木真紀

藤田将成

Linkoping University

Jessica Graef

Florian Herfurth

Charite University Medicine Berlin

Poppy Brown

Umesh Manni

University of Liverpool

Prabjot Singh ※

Simarjot Dhaliwal ※

University of Manitoba

Maria Fueth

Kim Schulte

University of Bochum

Michael Liu

Jason Matakas

Albert Einstein College of Medicine

Ben Ostrander

Rachael Pellegrino

Johns Hopkins University

James Shen

Vincent Tsai

Chang Gung University

Ferenc Farkas

Flora Kulcsar

※

※新型コロナウィルス感染症拡大により延期

Semmelweis University

Katalin Orlovacz

Balint Lippai

University of Pecs

Jessica Graef

Florian Herfurth

※新型コロナウィルス感染症拡大により延期
春季語学研修

参加者一覧

※※

アメリカ・サンフランシスコ
医学部

柿沼莉子

神原茜

小島祥一郎

髙木大介

髙橋一誠

田中久美子

西原利奈

西山ひなの

日吉利隆

方宇絢美

益原朋香

松島和希

山口ゆい

林千裕

村上和音

秋山欣信

安藤優希枝

上野夏代

岡村明日香

更家縁

須恵彩理咲

土谷彩香

前田昭太

百瀬あゆこ

遠藤彩寧

岡田理恵

金子幹弥

佐々木菜摘

金子知世

加藤光陽

須藤緑

カナダ・バンクーバー
医学部

保健医療学部

※※新型コロナウィルス感染症拡大により中止
教員短期留学制度

留学者一覧
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吉野杏奈

上滝 圭介

保健医療学部

講師

リバプール大学（イギリス）

准教授

メイヨークリニック（アメリカ）

准教授

センメルワイス大学（ハンガリー）

講師

ペラデニア大学（スリランカ）

講師

Royal Hampshire County Hospital（イギリス）

臨床検査学科
河野 慎次郎

大学病院
整形外科

鈴木 俊成

総合医療センター
麻酔科

時田 幸之輔

保健医療学部
理学療法学科

安田 貴昭

総合医療センター
メンタルクリニック

Adam Schlegl

ペーチ大学（ハンガリー）

国際医療センター
骨軟部組織腫瘍科・整形外科

その他の留学者・留学生受け入れ
Sasitorn Amorntanakitkul

ランシット大学（タイ）

Chalatkorn Viravan

ランシット大学（タイ）

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
25 年目となった「学生相互交換留学制度」
、14 年目となった「春季語学研修制度」
、また 11 年目となった「教員短期留
学制度」において順調に準備をすすめてきたが、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い 2 月以降はプログラムの中止、も
しくは延期が相次いだ。一方で、今年度は提携校との交流も盛んにおこなわれ、教職員の行き来が活発であった。特に 9
月におこなわれたセンメルワイス大学創立 250 周年記念式典への木崎昌弘副学長の出席では長年の協力関係をさらに発展
させることとなった。
4－2．次年度計画
新型コロナウィルス感染症の収束後、円滑に国際交流活動を再開できるよう提携校との連携を強め、今後もさらに全学
的な視野に立った部門としてしっかりとした基盤作りと充実した業務をおこなう考えである。
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1．アドミッションセンター
１．構成員
別所 正美（BESSHO，Masami）
：センター長 （任期：令和 2 年 3 月 31 日）
村越 隆之（Murakoshi，Takayuki）
：副センター長，医学部ブランチ長 （任期：令和 2 年 3 月 31 日）
加藤木 利行（KATOUGI，Toshiyuki）
：副センター長，保健医療学部ブランチ長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
山田 健人（YAMADA，Taketo）
：入試問題統括部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
椎橋 実智男（SHIIBASHI，Michio）
：調査・研究・解析部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
茂木 明（MOGI，Akira）
：広報部門長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
内田 和利（UCHIDA，Kazutoshi）
：事務部門長，医学部入試事務室長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
村嶌 隆義(MURASHIMA，Takayoshi)：保健医療学部入試事務室長 （任期:令和 2 年 3 月 31 日）
【その他センター長が必要と認めた者】
土田 哲也（THUCHIDA，Tetsuya）
：副学長、医学部入試委員会副委員長
：医学部入試実施委員会副委員長
渡辺 修一（WATANABE，Shu-ichi）
間山 伸 (MAYAMA，Shin)：保健医療学部入試実施小委員会委員長
茅野 秀一 (KAYANO，Hidekazu)：保健医療学部臨床検査学教授
所 ミヨ子（TOKORO，Miyoko）
：短期大学副学長
中村 美智子（NAKAMURA，Michiko）
：総合医療センター付属看護専門学校副校長
藤山 トキ（FUJIYAMA，Toki）
：埼玉医療福祉会看護専門学副校長
徳元 康人（TOKUMOTO，Yasuhito）:アドミッションセンター講師
【科目出題責任者】
吉益 晴夫（YOSHIMASU，Haruo）
：医学部面接試験担当責任者
向田 寿光（MUKAIDA，Toshimithu）
：医学部科目出題責任者：物理、医学部入試実施委員会副委員長
山崎 芳仁（YAMAZAKI，Yoshihito）
：医学部科目出題責任者：生物
森口 武史（MORIGUCHI，Takeshi）
：医学部科目出題責任者：化学
藤森 千尋（FUJIMORI，Chihiro）
：医学部科目出題責任者：英語
鈴木 正（SUZUKI，Sei）
：医学部科目出題責任者：数学
米岡 裕美（YONEOKA，Hiromi）：医学部科目出題責任者：小論文
下岡 聡行（SHIMOOKA，Toshiyuki）
：保健医療学部科目出題責任者：数学
戸井田 昌宏（TOIDA，Masahiro）
：保健医療学部科目出題責任者：物理
飯野 望（IINO，Nozomi）
：保健医療学部科目出題責任者：化学
間山 伸 (MAYAMA，Shin)：保健医療学部科目出題責任者：英語
金子 優子（KANEKO，Yuko）
：保健医療学部科目出題責任者：生物
【オブザーバー】
：大学事務部顧問
小室 秀樹（KOMURO，Hideki）
池田 豊（IKEDA，Yutaka）
：アドミッションセンター特任講師・化学
長谷川 浩（HASEGAWA，Hiroshi）
：アドミッションセンター特任講師・小論文
丸山 光夫（MARUYAMA，Mitsuo）
：アドミッションセンター特任講師・数学
三澤 善道（MISAWA，Yoshimichi）
：アドミッションセンター特任講師・生物
吉野 龍男（YOSHINO，Tatsuo）：アドミッションセンター特任講師・英語
我妻 光一郎（WAGATSUMA，Kouichiroh）
：アドミッションセンター特任講師・物理
【事務局】
村田 正樹（MURATA，Masaki）
：大学事務部医学部事務室入試課 課長

２．目的
本学法人の運営する医学部、保健医療学部、短期大学、附属総合医療センター看護専門学校と関連学校である埼玉医療
福祉会看護専門学校が、教育目標を達成しうる学生を受け入れるための入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）
に即した入試システムの構築、円滑な入試の実施について、調査研究及び入試に関する業務を統括・支援を行うことを目
的とする。

３．活動報告
（1）アドミッションセンター拡大会議の開催
平成 31 年 4 月 24 日（水）
、本部棟 2 階大会議室においてアドミッションセンター拡大会議を開催した。構成員の他に、
センター長指名の各学校・ブランチ責任者、試験問題科目責任者ならびにオブザーバーが参加した。出席 35 名（うち代理
出席 2 名）欠席 5 名。
ア．センター長から本法人における平成 31 年度入試状況について説明があった。次いで、入学者受入方針に留意しつつ、
遺漏無いよう令和 2 年度入試に向けて入試業務を遂行するよう指示があった。
イ．各学校・ブランチ等の入試責任者から、平成 31 年度入試結果や令和 2 年度入試に予定している入試科目や入試日程な
どの説明があった。また、出願者数および受験者数の推移と今後の見通しについて報告があり意見交換が行われた。
ウ．入試科目ごとに、各学校・ブランチ等の入試責任者とアドミッション特任講師との間で今後の問題作成日程などの打
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ち合わせを行った。
（2）入試関連会議などへの出席
文部科学省、大学入試センター、その他の公的教育機関等からの指導や要請に配慮するため、当該機関が主催する会議
などに関係教員が積極的に参加し情報収集に努めた。会議の主たるものは，大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（文
科省）、全国入学者選抜研究連絡協議会大会（大学入試センター）、大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡
協議会（大学入試センター）などである。また、大学入試センター試験の女子栄養大学との共同実施に伴い、試験監督者
及び運営要員の派遣人数の調整を行い、運営要員説明会及び試験監督者説明会にて情報共有を図り、連携して公正で公平
な入試の実施に向けて取り組んだ。各部門（入試問題統括部門、調査・研究・解析部門、広報部門、事務部門）は、相
互に連携をとり、各ブランチの入試委員会等からの指示や要請を受けながら、アドミッションセンターの目的達成のため
円滑的な業務遂行に努めた。
（3）アドミッションセンター構成員の異動
渡辺修一・医学部教授に代わり、山田健人・医学部教授（医学部入試実施委員会委員長）が入試問題統括部門長に就任
した。アドミッションセンター規定第 9 条 2 項 4 号構成員は山田健人・医学部教授、上滝圭介・保健医療学部講師が退任
し、渡辺修一・医学部教授（医学部入試実施委員会副委員長）
、間山伸・保健医療学部教授（保健医療学部入試実施小委員
会委員長）
、吉益晴夫・医学部教授が就任した。
（4）アドミッションセンター特任講師の異動
英語担当特任講師に吉野龍男・前 埼玉県立松山高等学校長が、物理担当特任講師に我妻光一郎・元 埼玉県立深谷高等
学校長が平成 31 年 4 月 1 日付で就任した。三澤善道・生物担当特任講師が令和 2 年 3 月 31 日付で本人都合により退職し
た。生物担当特任講師の欠員補充を行うようアドミッションセンター長より指示があった。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
特任講師は、各学校・ブランチにおいて入試問題の作成・事前点検・校正・試験当日の待機など多くの入試業務を遂行
し、目的の一つを達成できたと判断している。また、他大学の状況等の外部情報の収集と分析を行い、本学の入学試験関
連の業務に反映できたことは評価できる。文部科学省からの要請等についても、充分に対応できたと考えている。
4－2．次年度計画
令和 3 年度入試においては、大学入試センター試験にかわり大学入学共通テストが導入され、これまでの入学試験区分
が入学者選抜区分へと変更されるなど大学入学者選抜方式の大幅な制度改革が行われる予定である。加えて、新型コロナ
ウイルスへの防疫体制を完全に整えなければならないという大きな課題も生じることが予想される。このため令和 2 年度
は関連学校の相互連携を一層強化し、情報交換等を図り、各学校の入試業務が円滑的に実施でき、各学校のアドミッショ
ンポリシーに即した学生を受け入れられるよう全学組織としての役割を担っていきたい。
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1．教職員・学生健康推進センター
１．構成員
［教職員・学生健康推進センター（以下健康推進センター）
］
富谷智明 (TOMIYA, Tomoaki) センター長、健康推進センター教授
井上郁夫（INOUE, Ikuo）健康推進センター教授
＜毛呂山キャンパス＞
富谷智明 (TOMIYA, Tomoaki)
井上郁夫（INOUE, Ikuo）
丸山義明 (MARUYAMA, Yoshiaki) 健康管理センター教授 兼担
横山富士男（YOKOYAMA，Hujio）神経精神科・心療内科准教授 兼担
清水正雄 (SHIMIZU, Masao) 健康管理センター講師 兼担
小林清香（KOBAYASHI，Sayaka）総合医療センター神経精神科講師 兼担
・教職員健康推進室
長島聡子（NAGASHIMA, Satoko）保健師
茅島紫帆（KAYASHIMA，Shiho）保健師
奥野もえ（OKUNO，Moe）保健師
三矢寿子（MIYA, Hisako）事務員
・医学部学生健康推進室
鈴木栄子 (SUZUKI，Eiko) 看護師
菊地せつ子 (KIKUCHI，Setsuko) 看護師
星子智志 (HOSHIKO，Satoshi) 臨床心理士
・保健医療学部学生健康推進室（含川角キャンパス）
村上磨理子 (MURAKAMI，Mariko) 看護師
白江ミツエ（SHIRAE，Mitsue）看護師
金子やす子（KANEKO，Yasuko）看護師
庄野伸幸（SHOUNO, Nobuyuki）臨床心理士 神経精神科・心療内科助教
大野美佐子（OONO，Misako）臨床心理士 保健医療学部看護学科講師（平成 31 年 4 月 1 日～）
＜川越キャンパス＞
・総合医療センター健康推進室
伊藤博之 (ITO，Hiroyuki) 室長 総合医療センター健康管理科教授
宮島育子 (MIYAJIMA，Ikuko) 保健師
上原友維 (UEHARA，Yui) 保健師
島田ありす（SHIMADA，Arisu）保健師
畠山智子 (HATAKEYAMA，Tomoko) 事務員

兼担

＜日高キャンパス＞
・国際医療センター健康推進室
古屋大典 (HURUYA，Daisuke) 室長 国際医療センター総合診療・地域医療科教授、
地域連携室室長、患者支援センター副センター長 兼担
中島淑江 (NAKAJIMA，Yoshie) 副室長 国際医療センター心臓内科准教授 兼担
小川晴美（OGAWA，Harumi）医師 国際医療センター心臓内科 兼担
相庭かおり (AIBA，Kaori) 保健師
田川早苗(TAGAWA，Sanae)保健師
久保田明日香（KUBOTA，Asuka）保健師

２．目的
埼玉医科大学の全教職員、全学生の健康管理、health promotion を行う。担当等に関しては総論の章を参照されたい。

３．活動報告
【 教 職 員 部 門 】
毛呂山キャンパス
業務実績
１

健康診断

１）雇入健康診断【対象者】

平成 30 年度

埼玉医科大学法人毛呂山キャンパス

２）前期健康診断【対象者】全教職員
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３）後期健康診断
【対象者】

＊深夜業務に月平均４回以上従事する教職員(対象期間 H30.6 月～11 月)
＊特殊健康診断(電離放射線)対象の教職員
＊ホルムアルデヒドに暴露される業務に従事する教職員
＊エチレンオキシドを用いて行う滅菌作業に従事する職員
＊キシレンを用いて行う作業に従事する教職員

２

メンタルヘルス対策

１）教職員の心の健康づくり計画

更なるメンタルヘルス対策の周知と充実をはかった。

２）メンタル相談
（１）相談窓口の整備
＊新入職者に対するオリエンテーションの実施
＊全部署に対し、
「こころとからだの悩み相談室」ポスター配布
（２）メンタル相談者対応
３）ストレスチェック
実施方法 ｅラーニング

実施状況

受検率 51.9％

４）メンタルヘルスケア研修
（１）管理者研修
演題：第７回

管理者対象

メンタルヘルスケア研修

「 もしかして発達障害？職場での支援を考える～どのように理解し、対応すれば良いか？～」
講 師 ： 埼玉医科大学

神経精神科・心療内科

准教授

横山

富士男

先生

日 時 ： 令和２年３月 1６日（月）18：00～19：00
（新型コロナウイルス対策のため延期）
３

過重労働対策
月 45 時間以上の時間外労働者名簿及び基礎情報シートが人事課から当センターへ報告される。要時、面談を行った。

４

感染症対策

１）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
新入職者対象
２）インフルエンザワクチン接種
【対象者】

埼玉医科大学及び埼玉医科大学病院の教職員（委託・派遣の教職員含む）

３）感染症発症報告書
報告書は【所属長→院内感染対策室→教職員・学生健康推進センター→人事課】状況把握する。
５

ワクチン接種歴及び抗体検査報告書
チェックして確認

６

教職員健康カードの配布
新入職のうち、入職時抗体検査及びワクチン接種歴報告書提出者及び B 型肝炎抗体検査実施者

７

健康教育・啓発活動

１）健康教育
（１）労働安全衛生委員会講演会
宮下 起幸先生（埼玉医科大学病院 呼吸器内科, 睡眠呼吸センター）
演題

「良質な睡眠を目指して、あなたの睡眠は大丈夫? 睡眠時無呼吸がもたらすもの」

２）啓発活動
（１）
「教職員・学生健康推進センター便り」
（２）ポスター（３）パンフレット
川越キャンパス
業務実績
１

健康診断

１）雇入れ健康診断
２）前期健康診断（定期）
３）後期健康診断（特定業務従事者）
２

職場復帰面談
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３

過重労働対策
45 時間以上の時間外労働者の報告者数と事後処置

４

ストレスチェック受検率

５

心理相談

59.3％

臨床心理士、リエゾンナースの協力のもと、職員の心理相談に対応している。
６

感染症対策

１）B 型肝炎抗体価検査及びワクチン接種
２）C 型肝炎検査
３）4 種抗体価検査及びワクチン接種
４）インフルエンザワクチン接種
○対象者：当センター職員、カルガモの家職員、委託・派遣職員の接種希望者
５）感染症発生報告書
７

針刺し・切創、血液・体液曝露フォロー

８

結核患者との接触後検診

９

郵送検診

１０

健康 SMC21

生活習慣改善キャンペーンと称し、参加者を募った。1 ヶ月間毎日目標に対する成果を記入してもらい、その用紙を提
出してもらった。保健師が評価をして個人又はグループに返却した。
１１ 啓発活動
健康推進室だより

パンフレット

日高キャンパス
１

健康診断

（１）雇入れ時健康診断
（２）前期健康診断
（３）後期健康診断
（４）雇入れ（中途）
・復職者健康診断
（５）電離放射線健康診断
２ メンタルヘルス
依頼があった職員に対して面談対応している。平成 28 年度より臨床心理士が在籍。産業医、臨床心理士、保健師で面
談を行い、必要であれば、院内外の精神科医へコンサルト。
３ 過重労働対策
１）45 時間以上の時間外労働者の報告者数及び事後措置
ストレスチェック
e-ラーニングで実施
受検率 67.7％
５ 感染症対策
４

１）B 型肝炎抗体検査及びワクチン接種
（ｌ）抗体検査（２）ワクチン接種
２）C 型肝炎（HCV 抗体）検査
平成 30 年度新採用者・中途採用者、復職者で、以前に検査を受けていない者
３）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）抗体検査及びワクチン接種
（１）抗体検査（２）ワクチン接種： 非常勤・委託業者・ボランティア含む
４）インフルエンザワクチン接種
５）感染症報告
６ 教職員への教育・啓発
【 学 生 部 門 】
医学部
業務実績
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１

定期健康診断
1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

5 年生

6 年生

身長、体重

●

●

●

●

●

●

視力

●

●

●

●

●

●

聴力

●

血圧

●

●

●

●

●

●

尿検査（蛋白・糖・潜血）

●

●

●

●

●

●

胸部Ｘ線検査（直接）

●

●

●

●

●

●

心電図

●

血液一般

●

●

糖代謝

●

●

肝機能

●

●

脂質代謝

●

●

腎機能

●

●

HBs 抗原

●

●

●

HBs 抗体

●

●

●

HCV 抗体

●
●

●

血液検査

●

4 種感染症（麻疹･
風疹･水痘･ム ン プ ス）

２

●

T-spot

●

内科診察

●

希望者

希望者

希望者

●

予防接種

１）4 種（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）
対象者： 1・3・4 年生 抗体価が当大学の基準値未満で、2 回以上のワクチン接種歴がない学生
２）B 型肝炎
2 年生：1 年生の時に受診した定期健康診断時の抗体価検査にて HBs 抗体陰性者
3 年生：2018 年度定期健康診断時の抗体価検査にて HBs 抗体陰性者。
（2 シリーズ目推奨）
３）インフルエンザ
対象： 全学年希望者
３

学生健康推進室利用
体調不良時の対応など
心の相談 精神科医師面談

臨床心理士面談

診断書発行
意見書発行
保健医療学部
１定期健康診断
医学部と同様の内容
２

予防接種

医学部と同様の内容
３

学生健康推進室利用

体調不良時の対応
心の相談
４

診断書発行数

0968

●

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度の教職員・学生健康推進センターの業務は滞りなくまた問題なく行うことができた。法定にのっとった
項目は全てクリアできていると思われる。
学生の健康診断においては、
他大学ではあまり行われていない血液検査も、
積極的に取り入れ、メタボ対策等学生の健康指導に役立てている。
4－2．次年度計画
各健康推進室の業務を今一度振り返り、今年度行って来たことは確実に行うと共に、次年度は更に質の向上を目
指したい。任意とはいえ、ストレスチェックの受検率向上も課題である。各キャンパスと連絡を密にとり、埼玉医大
全教職員 と学生の健康をより一層推進することを目標としたい。Covid-19 対策も喫緊の課題であり、職員、学生
において万全の体制を取りたい。
（文責 富谷智明）
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1．情報技術支援推進センター
１．構成員
椎橋
鈴木
吉田
向田
高橋
川崎

実智男 （SHIIBASHI, Michio)：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）
：医学教育：博士
康文 （SUZUKI, Yasufumi）
：助教
幸生 （YOSHIDA, Yukio）
：助手
寿光 （MUKAIDA, Hisamitsu）教授：兼担
美穂 （TAKAHASHI, Miho）
：助手：兼担
智子 （KAWASAKI, Tomoko）
：事務員

２．教育
2-1．目的･目標
教育・研究のための情報機器およびネットワークの共同利用施設の立場から、本学の医学教育・医学研究に貢献する。具体的な目
的は、科目ごとに設定し、シラバスに記載した。
2-2．教育内容（担当者）
医学部：１年生の「医科学入門」
（椎橋）
、
「人体の基礎科学１」
（椎橋・高橋・吉田）
、
「人体の基礎科学２」
（椎橋）
、２年生の「機
能系実習２」
（椎橋）
、
「選択必修」の「プログラミング言語 perl」
（椎橋・鈴木・高橋・吉田）
保健医療学部：臨床検査学科 1 年生の「統計学」
（椎橋）
、
「情報科学」
（鈴木）
、看護学科 2 年生の「医療情報学」
（鈴木）
大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」
（椎橋）
、医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」
（椎橋）
、看護学研究科
修士課程の「看護情報処理論」
（椎橋）
他：埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校「情報科学」
（鈴木）
、上福岡高等看護学院看護専門学校「統計情報学（情報
科学演習）
」
（鈴木）
2-3．達成度
医学部：１年生の「医科学入門」90%、
「人体の基礎科学１」
「人体の基礎科学２」90%、２年生の「機能系実習」95%、
「選択必修」
の「プログラミング言語 perl」90%
保健医療学部：健康医療科学科 1 年生の「統計学」90%、
「情報科学」90%、2 年生の「医用工学実習」70%、看護学科 2 年生の「医
療情報学」90%
大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」95%、医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」85%、看護学研究科修士課
程の「看護情報処理論」95%
椎橋は医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」で令和元年度のベストティーチャー賞を受賞した。
他：埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校「情報科学」90%、上福岡高等看護学院看護専門学校「統計情報学（情報科学
演習）
」90%
2-4．自己評価と次年度計画
担当した科目において、それぞれの目標に応じた教育をほぼ行うことができたものと自己評価している。次年度は、知識の習得が
ゴールではなく、習得した知識を実際に用いることがゴールであること、それが医師として研究者として具体的にどのように役立
つのかを今年度以上に明示し、教育効果を上げたいと考える。

３．研究
3-1．目的・目標
moodle を応用して自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材を開発する。また、医学教育センターと連携して、医学教育
を推進するためのネットワークシステムを開発する。また、大学院教育において、臨床と基礎の橋渡し研究の生物情報学的支援を
行う。
3-2．研究グループ(研究プロジェクト)
moodle を応用した自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材の開発（椎橋・鈴木・吉田・高橋）
3-3．研究内容と達成度
医学教育センターと連携し、学生による医学部臨床実習の評価、試験問題の評価をテーマに研究活動を行った。この研究活動を通
じて、本学で実施している学生による臨床実習評価が各診療科における臨床実習の改善に寄与していることが示唆された。医学研
究科博士課程の学位研究への積極的な支援を行った。
3-4．自己評価と次年度計画
学生による臨床実習の評価について本年度得られた知見に基づき、さらに効用を明らかにしていく計画である。また、試験問題の
評価についても研究を行う計画である。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．自治体、政府関連委員の有無
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該当なし
5-2．学術誌、編集委員、査読委員の有無
日本医学教育学会学会誌編集委員会委員（椎橋）
5-3．その他、社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員長（椎橋）
日本生理学会教育委員会委員（椎橋）
日本生理学会評議員（椎橋）
日本医学教育学会学会広報・情報基盤委員会委員長（椎橋）
日本医学教育学会学習者評価委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会医学教育専門家認定制度委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会理事（椎橋）
日本医学教育学会代議員（椎橋）
日本医学教育評価機構調査・解析委員会委員長（椎橋）
日本医学教育評価機構企画運営部会部会員（椎橋）
日本医学教育評価機構評価委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 事後評価解析小委員会委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT 機構派遣監督者（椎橋）
群馬大学医学部カリキュラム評価委員会外部委員（椎橋）

６．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
Ogihara S, Yamazaki T, Shiibashi M, Maruyama T, Chikuda H, Miyoshi K, Inanami H, Oshima Y, Azuma S, Kawamura N, Yamakawa
K, Hara N, Morii J, Okazaki R, Takeshita Y, Sato K, Tanaka S, Saita K. Risk factor analysis of deep surgical site infection
after posterior instrumented fusion surgery for spinal trauma: A multicenter observational study. World Neurosurgery.
2020.02. vol.134(February 2020): e524-e529
学会発表
①鈴木 智，山田 泰子，佐藤 義文，高橋 美穂，吉田 幸生，大西 京子，齋藤 恵，荒関 かやの，辻 美隆，森 茂久. BSL の改善点の
考察 -診療科への評価と 3 年間調査から-. 第 51 回日本医学教育学会大会, 京都, 2019.07.
②柴崎 智美, 植村 真喜子, 金田 光平, 松本 佳祐, 本橋 千恵美, 高橋 幸子, 米岡 裕美, 大野 洋一, 荒木 隆一郎, 宮崎 孝, 亀
井 美登里, 椎橋 実智男, 森 茂久. 臨床前地域医療実習における地域基盤型専門職連携教育の効果. 第 51 回日本医学教育学会大
会, 京都, 2019.07.
③金田 光平, 柴崎 智美, 高橋 幸子, 本橋 千恵美, 米岡 裕美, 松本 佳祐, 植村 真喜子, 荒木 隆一郎, 亀井 美登里, 椎橋 実智
男, 森 茂久, 田口 孝行, 新井 利民, 川俣 実, 細谷 治, 勝木 祐仁. 地域基盤型専門職連携実習が自己評価に与える影響. 第 51
回日本医学教育学会大会, 京都, 2019.07.
シンポジウム
該当なし
著書
新訂版看護・医療系のための情報科学入門第 2 版. 新訂版看護・医療系のための情報科学入門第 2 版 株式会社サイオ出版, 2019
講演
【総数：論文 1 件、学会発表 3 件、著書 1 件、講演 0 件】
6-2．獲得研究費
①令和元年度日本医療研究開発機構研究費 障害者対策総合研究事業「脳脊髄液減少症における自律神経機能異常の関与の検討」
研究実施者（椎橋）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナー等の開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
7-1．今年度の自己評価
本年度は、当センターの目的を達成するために下記の活動を行った。
○主な活動
・各種ネットワークサーバーの運用管理
・学生用コンピュータの運用管理
・学内・学外ホームページのコンテンツ管理
・共用試験 CBT の支援
・共用試験 OSCE の支援
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・医学教育ワークショップ、教授・教員総会等の支援
・情報システム部との「情報基盤連絡会議」の定期的な開催
○当センターの利用状況（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日）
・利用登録者数 教職員等：5,069 ID, 学生：2,346 名
・施設内機器の利用
延べ利用者数：914 名, 延べ利用時間：579 時間
大型ポスター印刷枚数：1,396 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：28,356,259 通
WWW 接続回数：3,567,647,196 回（ファイルの転送回数）
接続端末台数 約 3,800 台
当センター内の設備の利用、ネットワークの利用については、上記に示した通り充分に使命を果たせたものと評価している。I
7-2．次年度の計画
IT 活用の医学教育・医学研究を一層充実させるべく努力を重ねていく。
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１．卒前部門
１．構成員
部門長
森 茂久（MORI Shigehisa）
：医学教育学：教授（医学教育センター兼担）
部門員
三橋 知明（MITSUHASHI Tomoaki）：総合医療センター 臨床検査医学：教授

２．目的
本学医学部卒業生のキャリア・デザインを支援するために、医学教育センターと連携して、卒前の段階で、学年に応じて医学生に、
初期研修などの卒後教育、情報提供などを企画し、活動することを目的としている。

３．活動報告
3－1. 学生へのキャリア・デザインに関する情報提供
他の部門（初期研修部門等）の活動の立案に役立つように、以下の情報を、実施報告だけでなく実施前から運営会議で予定を提供し
た。
①5 年生臨床実習 BSL のオリエンテーションが 3 月 29 日に開催された。
②5 年生学年集会「前期総合試験を終えて」が 9 月 14 日に開催された。
③6 年生卒業試験が 10 月 31 日と 11 月 1 日、11 月 6 日と 7 日の計 4 日間で実施された。
11 月 28 日に卒業試験の発表が行われ、同日合格者に国家試験の説明会が行われた。
④5 年生臨床実習 CC のオリエンテーションが令和 2 年 1 月 8 日に開催され、終了後 3 病院の臨床研修センターの先生方により卒後初
期臨床研修の説明が行われた。
⑥6 年生対象の国家試験壮行会が 2 月 3 日に開催され、2 月 8 日、9 日に国家試験を受験した。
⑦FD を兼ねた第 1 回指定学外実習施設懇談会を 6 月 23 日に開催し、
懇談会後に実習先に関係のある学生参加の元、
懇親会も開催した。
なお、第 2 回を 2 月 23 日に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、中止となった。
⑧5 年生 CC 終了後に「6 年生に向けて」というガイダンスを 3 月 5 日に行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため、中
止となった。

４．評価と次年度目標
4－1. 自己評価
各学年、特に 5 年、6 年の教育行事などの情報を事前に、本運営会議に提供し、他の部門（初期研修部門等）の活動の立案に役立つよ
うに努めた。
例年 6 月に開催されていた 6 年生対象で大学主催の「卒後研修と大学院•マッチング対策」は３病院の各主催の初期研修説明会の開催
日程が近いことから、平成 30 年度から発展的解消という形で開催しないことになり、6 年生向けの説明会は 3 病院で主体的に行うこと
になった。しかし、各集会の終了後に 3 病院の臨床研修センターの先生方により卒後初期臨床研修の説明が行われたが、参加が任意の
ため参加者が年々減少していることが問題視され、大学主催の集会の復活を望む声が強くなった。要望を受けて、来年度は大学主催で
「卒後研修と大学院•マッチング対策」を開催する方向で検討が必要である。
新型コロナウイルス感染拡大のため、5 年生の CC 終了後に「6 年生に向けて」というガイダンスが中止となった。新型コロナウイル
ス 感染状況にもよるが、今後の 5 年、6 年の集会が実施できるかどうか不確実である。今後に備えて代替となる集会、卒後研修の紹介
の機会の在り方を検討する必要がある。
4－2. 次年度計画
今後も学生へのキャリア・デザインに関する情報提供も内容を厳選して継続する予定である。特に高学年の学事等の予定を定期的に
会議で案内し、卒後研修の説明会等の機会を検討していただく。
次年度は大学主催で「卒後研修と大学院•マッチング対策」を開催することを検討する。
現在卒前部門員が部門長を含めて 2 名のため、増員が必要である。
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2．病院群臨床研修センター
１．構成員
統括責任者
統括実務責任者
センター長
センター長
センター長
臨床研修責任者
臨床研修責任者
臨床研修責任者
実務担当
実務担当
実務担当
実務担当
事務
事務
事務
事務
事務
事務
事務
事務
事務

棚橋
三村
織田
堤
佐伯
中元
木崎
林
篠塚
名越
岩永
坂口
内野
早川
野口
大澤
川俣
若松
松尾
池田
島田

紀夫 (TANAHASHI Norio)：丸木記念福祉メディカルセンター：病院長
俊英 (MIMURA Toshihide)：大学病院リウマチ膠原病科：教授
弘美 (ODA Hiromi)：大学病院：病院長
晴彦 (TSUTSUMI Haruhiko)：総合医療センター：病院長
俊昭 (SAEKI Toshiaki)：国際医療センター：病院長
秀友 (NAKAMOTO Hidetomo)：大学病院総合診療内科：教授：初期実務担当
昌弘 (KIZAKI Masahiro)：総合医療センター血液内科：教授
健
(HAYASHI Takeshi)：国際医療センター脳卒中内科：教授
望
(SHINOZUKA Nozomu)：大学病院消化器・一般外科：教授：後期担当
澄子 (NAGOSHI Sumiko)：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授：初期・後期担当
史郎 (IWANAGA Shirou)：国際医療センター心臓内科：教授：初期担当
浩三 (SAKAGUCHI Hirozou)：国際医療センター呼吸器外科：准教授：後期担当
夏江 (UCHINO Natsue)：病院群臨床研修センター：課長
直樹 (HAYAKAWA Naoki)：病院群臨床研修センター：係長
恵美子 (NOGUCHI Emiko)：大学病院臨床研修センター：主任
みゆき (OSAWA Miyuki)：大学病院臨床研修センター：主任
栄希 (KAWAMATA Eiki)：総合医療センター臨床研修センター：係長
正子 (WAKAMATSU Masako)：総合医療センター臨床研修センター
有裕 (MATSUO Arihiro)：国際医療センター臨床研修センター：参事
美土里 (IKEDA Midori)：国際医療センター臨床研修センター：主任
祐里 (SHIMADA Yuri)：国際医療センター臨床研修センター

２．目的
本運営会議は、学校法人埼玉医科大学病院群臨床研修センター運営会議規則第 2 条 1 項に則り、埼玉医科大学病院群臨
床研修センター統括の下、埼玉医科大学病院、埼玉医科大学総合医療センター、埼玉医科大学国際医療センターにおける
卒後臨床研修に関し、それぞれの病院の特性を尊重し、病院群として協調および連携を図ることを目的とする。

３．活動報告
①第 5 回研修医委員会：令和 2 年 3 月 24 日：於 大学院講義室 出席 18 名、欠席 3 名
議事：2020 年度採用初期臨床研修医について、初期臨床研修医プログラム別在籍数について、2018 年度採用初期臨床
研修医修了予定者の進路状況について、2020 年度採用（予定）専攻医について、など

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
初期臨床研修医、後期研修医（専攻医）の採用に関する事を主に検討した。病院群における広報活動としては、レ
ジナビフェア参加、若き卒業生の集い（専門研修プログラム説明会）を実施し、3 病院協力の下 PＲを行った。
4－2．次年度計画
次年度も、病院群としての広報活動等（Web 説明会等も含め）を積極的に行い、初期研修医、後期研修医の獲得と、
研修プログラムの質の向上に努める。
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3．1）初期臨床研修部門（大学病院）
１．構成員
委 員 長 中元
副委員長 三村
副委員長 山元
委
員 石原
倉林
永田
中込
古村
尾花
土田
松尾
篠塚
門野
菊池
加瀬
岡垣
佐藤
山田
橋本
柴﨑
井上
藤巻
島田
今井
友利
中平
篠島
前山
樽本
庄司
新海
脇本
芳賀
上條
森吉
鈴木
椎橋
会田
内野
内野
早川

秀友 (NAKAMOTO Hidetomo)： 総合診療内科:教授
俊英 (MIMURA Toshihide)：リウマチ膠原病科：教授
敏正 (YAMAMOTO Toshimasa)：脳神経内科：教授
理 (ISHIHARA Osamu)：産科・婦人科：教授
均 (KURABAYASHI Hitoshi)：リハビリテーション科：教授
真 (NAGATA Makoto)：呼吸器内科：教授
一之 (NAKAGOME Kazuyuki)：呼吸器内科：准教授
眞 (KOMURA Makoto)：小児外科：教授 (2019.10 まで)
和子 (OBANA Kazuko)：小児外科：教授 (2019.11 から)
哲也 (TSUCHIDA Tetsuya)：皮膚科：教授 (2020.3 まで)
幸治 (MATSUO Kouji)：神経精神科・心療内科：教授 (2019.4 から)
望 (SHINOZUKA Nozomu)：消化器・一般外科：教授
夕峰 (KADONO Yuho)：整形外科・脊椎外科：教授
透 (KIKUCHI Toru)：小児科：教授
康弘 (KASE Yasuhiro)：耳鼻咽喉科：教授
竜吾 (OKAGAKI
Ryugo)：産科・婦人科：教授
毅 (SATO Tsuyoshi)：歯科・口腔外科：准教授
健人 (YAMADA Taketo)：中央病理診断部：教授
正良 (HASHIMOTO Masayoshi)：総合診療内科：教授
智美 (SHIBAZAKI Satomi)：地域医学推進センター：准教授
快児 (INOUE Kaiji)： 放射線科：講師
高光 (FUJIMAKI Takamitsu)：脳神経外科：教授
朗 (SHIMADA Akira)：内分泌内科・糖尿病内科：教授 (2019.4 から)
幸紀 (IMAI Yukinori)：消化器内科・肝臓内科：准教授
浩司 (TOMORI Kouji)：腎臓内科：講師
洋子 (NAKAHIRA Yoko)：泌尿器科：講師 (2019.4 まで)
利明 (SHINOSHIMA Toshiaki)： 泌尿器科：准教授 (2019.5 から)
昭彦 (MAEYAMA Akihiko）:麻酔科:准教授 (2020.3 まで)
憲人 (TARUMOTO Norihito)：感染症科・感染制御科：講師
拓平 (SHOJI Takuhei)：眼科：准教授
千裕 (SHINKAI Chihiro)：形成外科・美容外科：助教 (2020.3 まで)
直樹 (WAKIMOTO Naoki)：血液内科：准教授
佳之 (HAGA Yoshiyuki)：集中治療部：教授
吉人 (KAMIJYO Yoshito)：救急科：教授
美穂 (MORIYOSHI Miho)：中央検査部：准教授
美香 (SUZUKI Mika)：看護部：看護部長 （2020.3 まで)
実智男 (SHIIBASHI Michio)：情報技術支援推進センター：教授
かおる (AIDA Kaoru）
：医務部：主任 (2020.3 まで)
敏 (UCHINO Satoshi）
：総務部：課長
夏江 (UCHINO Natsue)：臨床研修センター：課長
直樹 (HAYAKAWA Naoki)：臨床研修センター：係長

２．目的
本委員会は埼玉医科大学病院研修医委員会規則第 2 条 1 項に則り、当院における卒後医師臨床研修の充実を図ることを
目的とする。
平成 16 年度から開始された新医師臨床研修制度は、診療に携わる全ての医師が必ず修めなければならないものであり、
適切な研修環境と指導体制の下で、医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の社会ニーズを
認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力（態
度、技能、知識）を身につける事を目的としている。
埼玉医科大学病院の研修プログラムは、医師免許証取得後 2 年間の初期臨床研修において、この新制度の到達目標を達
成するために用意されたものである。初期臨床研修の 2 年間は優れた臨床医として医師が一生を有意義に送るための土台
となる極めて重要な時期であり、一人ひとりの研修医が本プログラムによって実り多い研修成果を達成することを期待す
る。
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３．活動報告
本年度は全 11 回の委員会を開催し、審議内容は診療部長会に報告した。なお、すべての議事録は整備されている。
①第 176 回研修医委員会：平成 31 年 4 月 9 日（報告･承認事項 12 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 33 名、欠席 6 名
議事：31 年度採用研修医代表者について、研修医委員会名簿・指導医名簿について、臨床研修指導医講習会日程につ
いて、採用研修医名簿について、研修医ローテーションについて、保険医登録完了までの医行為について（導
入研修時の医行為）、埼玉県主催ウェルカムパーティーについて、2019 年度採用試験等日程について、レジナ
ビフェア（初期研修・専門医研修）参加について、研修 WG の活動報告について、研修医のヒヤリ・ハット報告
について、ローテーション変更申請について、３病院合同専門研修説明会開催について、など
②第 177 回研修医委員会：令和元年 5 月 14 日（報告･承認事項 15 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 3 5 名、欠席 4 名
議事：研修医からの診療科および指導医評価表の集計について、2 年目研修医の研修再開について、6 年生対象プログ
ラム説明会への研修医の参加について、研修 WG の活動報告について、2019 年度新規登録保険医に対する集団
指導について、初期・後期レジナビフェア参加について、研修医の夏休み取得について、学会出張について、
ローテーション診療科変更申請について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、研修医の顔写真の配布につ
いて、研修医の時間外勤務について、プログラム責任者養成講習会について、専門研修スタートアップセミナ
ーについて、3 病院合同専門研修説明会開催報告について、など
③第 178 回研修医委員会：令和元年 6 月 11 日（報告･承認事項 10 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 33 名、欠席 6 名
議事：プログラム責任者面談会について、指導医講習会受講者について、初期研修医採用試験について、研修医夏季
休暇希望調査について、レジナビフェア（初期研修・専門医研修）参加について、研修 WG 活動報告ついて、2020
年度臨床研修プログラムについて、ローテーション診療科変更申請について、研修医のヒヤリ・ハット報告に
ついて、1 年目研修医の ER 当直開始について、など
④第 179 回研修医委員会：令和元年 7 月 9 日（報告･承認事項 8 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム
出席 33 名、欠席 6 名
議事：研修医の勤務規定について、レジナビフェア（初期研修）参加について、初期研修医採用試験応募状況につい
て、研修医激励会について、研修 WG 活動報告について、指導医講習会コーディネータについて、ローテーショ
ン診療科変更申請について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、など
⑤第 180 回研修医委員会:令和元年 9 月 10 日（報告･承認事項 15 件／採用判定）:於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 31 名、欠席 8 名
議事：採用試験結果について（医科・歯科）
、プログラム責任者面談会報告について、研修医の勤務時間に関したルー
ルについて、毛呂山後援会への研修医教育助成金収支報告および予算案について、埼玉県医学会総会「研修医・
医学生」の演題募集について、2019 年度新規登録保険医に対する集団指導について、基本的臨床能力評価試験
について、2020 年度研修医診療科受け入れ調査について、臨床研修ＷＧ活動報告について、2 年目研修医進路
調査について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、ローテーション診療科変更申請について、JMECC 受講
について、3 年目医師の ER 当直について、研修医激励会の報告について、など
⑥第 181 回研修医委員会:令和元年 10 月 8 日（報告･承認事項 11 件／修了判定）:於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 28 名、欠席 11 名
議事：2 年目研修医の修了判定について、マッチング中間公表について、研修管理委員会メール会議開催について、
基本的臨床能力評価試験、試験官について、2 年目研修医進路調査について、専攻医採用について、研修 WG 活
動報告について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、ローテーション変更申請について、電子カルテ更新
に伴う研修医カルテの承認機能について、研修医宿舎の改修工事終了について、など
⑦第 182 回研修医委員会：令和元年 11 月 12 日（報告･承認事項 8 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 34 名、欠席 5 名
議事：マッチング結果について（医科・歯科）
、2 年目研修医進路について、研修ＷＧ活動報告について、今後の活動
予定：レジナビフェア参加（初期・後期研修）について、研修医指導医激励会について、研修管理委員会開催
について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、ローテーション変更申請について、など
⑧第 183 回研修医委員会：令和元年 12 月 10 日（報告･承認事項 8 件）
：於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 34 名、欠席 5 名
議事：指導医名簿について、2020 年度臨床研修医採用状況について、2020 年度専攻医採用状況について、レジナビフ
ェア（初期研修）参加について、プログラム責任者面談会実施について、臨床研修 WG 活動報告について、研修
医のヒヤリ・ハット報告について、ローテーション変更申請について、など
：於 本部棟地下 1 階第 4 講堂
⑨第 184 回研修医委員会：令和 2 年 1 月 14 日（報告･承認事項 10 件）
出席 33 名、欠席 6 名
議事：研修医の当直免除について、2020 年度臨床研修医採用状況について、2020 年度研修医ランチョンセミナーにつ
いて、採用時オリエンテーションでの BLS 講習会開催について、2021 年度臨床研修プログラムについて、臨床
研修 WG 活動報告について、ローテーション変更申請について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、研修医
指導医激励会について、レジナビフェア（初期研修）について、など
⑩第 185 回研修医委員会：令和 2 年 2 月 18 日（報告･承認事項 17 件）
：於 本部棟 2 階会議室
出席 33 名、欠席 6 名
議事：修了判定について、プログラム責任者面談会報告について、研修医の研修再開について、臨床研修中断者の受
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け入れについて、2018 年度研修医の進路について、2020 年度 2 年次ローテーションについて、2019 年度研修
管理委員会の報告について、2020 年度研修医委員会開催日について、2020 年度ローテーション変更締切日一覧
について、初期研修医採用時オリエンテーションについて、専攻医・シニアレジデント採用時オリエンテーシ
ョンについて、臨床研修 WG 活動報告について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、基本的能力評価試験実
施について、内科入局者の ER 当直について、レジナビフェア（初期研修）について、臨床研修医オンライン評
価システムについて、など
⑪第 186 回研修医委員会:令和 2 年 3 月 10 日（報告･承認事項 13 件／修了判定）:於 本館 12 階カンファレンスルーム 2
出席 32 名、欠席 7 名
議事：修了判定について、優秀者表彰について（優秀指導医・優秀研修医）
、2020 年度採用試験等予定について、2020
年度初期レジナビフェア参加について、2020 年度オリエンテーション・プログラムについて、2020 年度診療科
ローテーション人数一覧について、基本的臨床能力評価試験結果について、ランチョンセミナーにおける診療
紹介について、臨床研修 WG 活動報告について、研修医のヒヤリ・ハット報告について、研修医委員の変更につ
いて、2020 年度の外来研修について、研修医手帳の更新についてなど

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
2020 年度の臨床研修制度改正における大学病院と病院群の対応について検討した。広報活動としては、レジナビフ
ェア（ブース来訪者：初期：6 月・48 名、病院群 57 名、3 月は開催中止、後期：6 月・35 名）に参加し、他大学の医
学生および後期研修医獲得に向けた当院ＰＲを行った。26 年 12 月より活動の臨床研修 WG（埼玉医科大学卒業生中心）
による学内医学部 6 年生に対する臨床研修説明会の実施、勉強会室訪問等の活動を行った。その成果により令和元年
度は臨床研修医 32 名、臨床研修歯科医 2 名が入職した。また、研修医宿舎の改修工事により、個室の広さ・アメニテ
ィが整備され快適な住環境となった。
4－2．次年度計画
次年度も広報活動等を積極的に行い、学内はもとより他大学出身者の研修医確保と臨床研修に関する情報発信源と
してホームページの刷新、また、研修環境の整備に努める。
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3．2）初期臨床研修部門（総合医療センター）
１．構成員
委 員 長
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
外部委員
外部委員
委
員
事 務 局
事 務 局

木崎 昌弘 （KIZAKI，Masahiro）
：血液内科：教授（医科部会、歯科部会（委員）
）
堀江 憲夫 （HORIE, Norio）
：歯科・口腔外科：教授（歯科部会）
岡 秀昭
（OKA, Hideaki）:総合診療内科：准教授（医科部会）
輿水 健治 （KOSHIMIZU，Kenji）
：救急科（ER）
：教授（医科部会）
髙橋 健夫 （TAKAHASHI，Takeo）
：放射線腫瘍科：教授（医科部会）
石田 秀行 （ISHIDA，Hideyuki）
：消化管外科・一般外科：教授（医科部会）
長谷川 元 （HASEGAWA，Hajime）
：腎・高血圧内科：教授（医科部会）
吉益 晴夫 （YOSHIMASU, Haruo）:メンタルクリニック：教授（医科部会）
側島 久典 （SOBAJIMA，Hisanori）
：新生児科：客員教授（医科部会）
小山 薫
（KOYAMA，Kaoru）
：麻酔科：教授（医科部会）
齋藤 正博 （SAITOU，Masahiro）
：産科：教授（医科部会）
澤野 誠
（SAWANO，Makoto）
：高度救命救急センター：教授（医科部会）
名越 澄子 （NAGOSHI，Sumiko）:消化器・肝臓内科：教授（医科部会）
深浦 彦彰 （FUKAURA, Hikoaki）:神経内科：准教授（医科部会）
諸角 誠人 （MOROZUMI, Makoto）:泌尿器科：准教授（医科部会）
金子 貴広 （KANEKO, Takahiro）
：歯科・口腔外科：准教授（歯科部会）
池田 光子 （IKEDA，Mitsuko）
：看護部：副部長（医科部会）
津久井 一浩（TSUKUI，Kazuhiro）
：事務部：部長（医科部会）
堀江 正人 （HORIE，Masahito）
：事務部総務課：次長（医科部会、歯科部会）
（医科部会）
井上 晶子 （INOUE，Akiko）
黒川 誠一 （KUROKAWA, Seiichi）
（歯科部会）
協力型病院・協力施設の研修責任者（医科部会、歯科部会）
川俣 栄希 （KAWAMATA，Eiki）
：臨床研修センター：係長（医科部会、歯科部会）
若松 正子 （WAKAMATSU，Masako）
：臨床研修センター（医科部会、歯科部会）

２．目的
本委員会は、埼玉医科大学総合医療センター研修管理委員会規則第 2 条 1 項に則り、当院における初期臨床研修の充
実を図ることを目的として設置され、医科部会と歯科部会の 2 部会で構成される。
今年度は、研修医・研修歯科医の採用・研修修了に関する審議などの他、医科部会では委員長交代に伴う新 WG の立ち
上げ、活動開始を目標とした。

３．活動報告
今年度は、6 回（医科部会 4 回、歯科部会 2 回）の委員会を開催し、審議内容等は診療部長会議に報告した。なお、
すべての議事録は整備されている。
①第 107 回研修管理委員会（医科部会・院内委員会）
（令和元年 5 月 7 日）於：管理棟 2 階カンファレンス 3
出席 15 人 委任状出席 2 人
議事：1）初期研修医の時間外勤務について
2）内科日当直について
3）災害時における研修医の活動内容について
4）研修中断者の再開受入れについて
5）第 18 回臨床研修指導医講習会の受講者推薦について
6）新 WG の立ち上げについて
7）広報活動（情報発信）について
②第 108 回研修管理委員会（医科部会・令和元年度上半期 全体委員会）
（令和元年 9 月 20 日）於：メール会議
議事：1）令和 2 年度採用研修医マッチング順位登録について
③第 17 回研修管理委員会（歯科部会）
（令和元年 9 月 20 日）於：メール会議
議事：1）令和 2 年度採用研修歯科医マッチング順位登録について
④第 109 回研修管理委員会（医科部会・令和元年度下半期 全体委員会）
（令和 2 年 2 月 21 日）於：管理棟 4 階会議室 2
出席 33 人 委任状出席 17 人
議事：1）令和元度採用研修医 2 年次ローテーションについて
2）総合医療センター研修医の動向
3）初期臨床研修制度の改正について
4）意見交換及び質疑応答
⑤第 18 回研修管理委員会（歯科部会）
（令和 2 年 3 月 4 日）於：管理棟 2 階カンファレンス 3
出席 2 人 委任状出席 4 人
議事：1）令和 2 年度採用研修歯科医について
2）令和元年度研修歯科医（1 年次）の修了認定について
3）平成 30 年度研修歯科医（2 年次）の進路について
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⑥第 110 回研修管理委員会（医科部会・院内委員会）
（令和 2 年 3 月 4 日）於：管理棟 2 階カンファレンス 3
出席 5 人 委任状出席 8 人
議事：1）平成 30 年度採用研修医の修了認定

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
今年度の医科部会では、委員長交代に伴い新しく立ち上げた研修管理 WG にて初期研修医や専攻医の意見を取り入れ、
ランチョンセミナーや CPC の大幅な内容刷新を行った。また新プログラムの運用開始（令和 2 年 4 月より）に向けて、
オンライン評価システム（EPOC2）を導入することとし、各診療科や看護師長向けに説明会を開催し、利用準備を整え
た。
4－2．次年度計画
次年度は、EPOC2 定着に向けての啓蒙活動、募集・広報活動の充実（PR 動画の作成等）
、シミュレーション教育の検
討等を活動目標とする。
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3．3）初期臨床研修部門（国際医療センター）
１．構成員
委 員 長
副委員長
副委員長
委
員

林
健
岩永 史郎
坂口 浩三
古田島 太
中埜 信太郎
真下 由美
鈴木 孝明
大西 秀樹
菅澤
正
高橋 秀寿
小山 政史
大崎 昭彦
畝川 芳彦
辻田 美紀
佐野 勝廣
高橋 直樹
黒崎
亮
佐藤 次生
鈴木 海馬
岡田 克也
山口
央
松浦 紘一郎
宮田 秀平
昼八 史也
新藤 幹子
坂本 寿博
池澤 敏幸
武久 秀夫
松井 幹代
松尾 有裕
海津
伶
前田 ありさ
事 務 局 池田 美土里
島田 祐里

（HAYASHI Takeshi）:脳卒中内科：教授
（IWANAGA Shirou）:心臓内科：教授
（SAKAGUCHI Hirozou）:呼吸器外科：准教授
（KOTAJIMA Futoshi）:集中治療科：教授
（NAKANO Shintaro）:心臓内科：教授
（MASHIMO Yumi）
： 消化器内科：准教授
（SUZUKI Takaaki)：小児心臓外科：教授
（ONISHI Hideki）
：精神腫瘍科：教授
（SUGASAWA Tadashi）
：頭頚部腫瘍科：教授
（TAKAHASHI Hidetoshi）
：運動・呼吸器リハビリテーション科：教授
（OYAMA Masafumi）
：泌尿器腫瘍科：教授
：乳腺腫瘍科：教授
（OSAKI Akihiko）
（SEGAWA Yoshihiko）
：原発不明・希少がん科：教授
（TSUJITA Miki）
： 麻酔科：准教授
（SANO Katsuhiro）
：画像診断科：准教授（～令和元年 11 月 30 日）
（TAKAHASHI Naoki）
：造血器腫瘍科：准教授
（KUROSAKI Akira）
：婦人科腫瘍科：講師
（SATOH Tsugumi）
：病理診断科：講師
（SUZUKI Kaima）
： 脳卒中外科：講師
（OKADA Katsuya）
：消化器外科：助教
（YAMAGUCHI Ou）
： 呼吸器内科：助教
（MATSUURA Koichiro）
：画像診断科：助教（令和元年 12 月 1 日～）
（MIYATA Shuhei）
：救命救急科：助教（シニアレジデント）
（CHUBACHI Fumiya）
：心臓血管外科：助教（専攻医）
（SHINDOH Motoko）
：看護部：看護師長
（SAKAMOTO Toshihiro）
：薬剤部：課長補佐
（IKEZAWA Toshiyuki）
：事務部：事務部長
（TAKEHISA Hideo）
：事務部：次長
（MATSUI Mikiyo） 事務部：次長
（MATSUO Arihiro）
：事務部：参事
（KAIZU Rei）
：臨床研修センター：臨床研修医
（MAEDA Arisa）
：臨床研修センター：臨床研修医
（IKEDA Midori）
： 臨床研修センター：主任
（SHIMADA Yuri）
： 臨床研修センター

２．目的
部会の設置目的：
本部会は、埼玉医科大学国際医療センター卒後研修運営部会会則第 2 条 1 項に則り、当院における卒後臨床研修の充
実を図ることを目的として設置している。
活動目標：
臨床研修の基本理念では、
「臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、
医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応で
きるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない」としており、2 年間の臨床研修にお
いて達成しなければならない到達目標も明確に定められている。
医師として最初の 2 年間できちんと医師としての人格を養い、且つ基本的な診療能力を身に付けられるように臨床研
修プログラム内容を整備し、さらに到達目標が達成できるよう指導・助言を行いながら、充実した研修期間を過ごし、
臨床研修を修了できるようにすることが活動目標である。

３．活動報告
本年度は全 12 回会議を開催し、審議内容は診療部長会議において報告した。すべての議事録は整備されている。
①第 24 回（平成 31 年 4 月 17 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 22 人、委任状出席 4 人、欠席 7 人
議事：1）各委員会担当研修医の選考
2）平成 31 年度研修医、マッチングスケジュール、基本的臨床能力評価試験結果、Advanced CC 学生との懇談
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会開催予定、緩和ケア講習会参加予定、若き卒業生の集い in 東京開催予定、研修医カルテ記載に伴う上級医指
導更新率、インシデントの報告
②第 25 回（令和元年 5 月 15 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 24 人、委任状出席 8 人、欠席 1 人
議事：1）研修医手帳、ローテーション変更の審議
2）採用面接並びに採用面接官、令和元年度プログラム責任者養成講習会参加候補者の選考
3）時間外勤務指示書兼手当申請書運用開始の周知
4）年次報告並びにプログラム変更・新設届出提出、病院見学総括、満足度調査結果、若き卒業生の集い in 東
京参加者、外部説明会参加並びに参加予定、研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率、インシデントの報
告
③第 26 回（令和元年 6 月 19 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 25 人、委任状出席 2 人、欠席 6 人
議事：1）研修医の学会参加ルール、協力型臨床研修病院（西埼玉中央病院）からの研修医受入、EPOC 入力期間の延
長、ローテーション変更の審議
2）NPO 法人卒後臨床研修評価機構（JCEP）による第三者評価受審の検討
3）令和元年度臨床研修指導医講習会受講者の選考
4）時間外勤務指示書兼手当申請書運用ルールの周知
5）研修実施責任者並びにプログラム責任者による 1 年次への面談実施、埼玉医大生対象臨床研修プログラム説
明会開催予定、外部説明会参加並びに参加予定、インシデント、研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率
の報告
④第 27 回（令和元年 7 月 24 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 22 人、委任状出席 6 人、欠席 5 人
議事：1）採用面接官の変更、令和元年度臨床研修指導医講習会受講者の変更、ローテーション変更の審議
2）令和元年度臨床研修指導医講習会コーディネーターの選考
3）令和 2 年度研修医応募状況、埼玉医大生対象臨床研修プログラム説明会開催、外部説明会参加並びに参加予
定、研修実施責任者並びにプログラム責任者による面談実施予定、基本的臨床能力評価試験シンポジウム参
加予定、プログラム責任者養成講習会参加確定、インシデント、研修医カルテ記載に伴う上級医指導更新率
の報告
⑤第 28 回（令和元年 8 月 21 日（水）メール報告）
議事：1）ローテーション変更の審議
2）令和 2 年度研修医採用試験受験並びに応募状況、臨床研修協力施設による説明会開催予定の報告
⑥第 29 回（令和元年 9 月 18 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 19 人、委任状出席 7 人、欠席 7 人
議事：1）令和 2 年度研修医採用試験受験者の合否並びにマッチング順位登録、令和 2 年度毛呂山後援会研修医教育助
成金の申請内容、ローテーション変更の審議
2）研修医の勤務時間に関するルールの周知
3）平成 31 年度毛呂山後援会研修医教育助成金使用状況、新規登録保険医集団指導実施予定、JCEP による書類
審査及び訪問調査、基本的臨床能力評価試験受験予定、埼玉県医学会総会参加予定、研修医カルテ記載に伴
う上級医指導更新率、インシデントの報告
⑦第 30 回（令和元年 10 月 23 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 15 人、委任状出席 11 人、欠席 7 人
議事：1）開催時間の変更（17：45～）
、診療科における研修オリエンテーション（研修開始時）
、研修振り返り（研修
終了時）実施の周知
2）令和 2 年度研修医マッチング公表結果、平成 30 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提出状況、
研修実施責任者並びにプログラム責任者による指導内容及び研修医からの要望、外部説明会参加、病院見学
総括、埼玉医大 5 年生対象臨床研修説明会参加予定、研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率、インシ
デントの報告
⑧第 31 回（令和元年 11 月 20 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 24 人、委任状出席 6 人、欠席 3 人
議事：1）様式変更及び新規作成、研修医の医行為、協力型臨床研修病院の研修分野の変更、ローテーション変更の審
議
2）令和 2 年度外部説明会への参加回数、オリエンテーション内容の検討
3）令和 2 年度専攻医登録状況、JCEP による訪問調査決定、診療科評価内容、CC との懇談会開催予定、研修管
理委員会開催予定、研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率、インシデントの報告
⑨第 32 回（令和元年 12 月 18 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 17 人、委任状出席 9 人、欠席 7 人
議事：1）当院の研修理念・基本方針、様式変更及び新規作成、ローテーション変更の審議
2）令和 2 年度研修医採用予定、令和 2 年度専攻医登録状況、臨床研修指導医講習会開催、JCEP 訪問調査前キ
ックオフミーティング開催、修了認定式開催予定、初期研修医・専攻医・シニアレジデント歓迎会開催予定、
研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率、インシデントの報告
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⑩第 33 回（令和 2 年 1 月 15 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 25 人、委任状出席 3 人、欠席 5 人
議事：1）学会・研修会等参加・発表報告書、オリエンテーション内容及び時間配分、ローテーション変更の審議
2）臨床研修に関する地域住民等へのアンケート実施の検討
3）令和 2 年度専攻医・シニアレジデント採用予定、平成 30 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提
出状況、基本的臨床能力評価試験受験予定、JCEP による訪問調査準備、研修医カルテ記載に伴う上級医の指
導更新率、インシデントの報告
⑪第 34 回（令和 2 年 2 月 19 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 21 人、委任状出席 5 人、欠席 8 人
議事：1）臨床研修プログラム（募集定員、プログラム責任者・副プログラム責任者の変更、プログラム内容）、平成
31 年度採用研修医ローテーション、オリエンテーション日程及びスケジュール、研修医寮の貸し出しの審議
2）緩和ケア研修会の参加時期の検討
3）令和 2 年度専攻医・シニアレジデント採用予定、平成 30 年度研修医の到達目標達成状況並びにレポート提
出状況、JCEP による訪問調査、研修管理委員会開催予定、赤十字血液センター所長講義開催予定、研修医長
会議開催予定、研修医カルテ記載に伴う上級医の指導更新率、インシデントの報告
⑫第 35 回（令和 2 年 3 月 18 日（水）開催）於：C 棟 3 階プレゼンテーションルーム
出席 24 人、委任状出席 5 人、欠席 4 人
議事：1）平成 30 年度採用研修医の研修修了、研修医の医行為、令和元年度採用研修医ローテーションの審議
2）優秀研修医・優秀上級医・優秀指導医、各委員会担当研修医の選考
3）令和元度採用予定研修医医師国家試験結果、外部説明会中止及び開催予定、若き卒業生の集い in 東京開催
予定、修了認定式規模縮小開催予定、初期研修医歓迎会規模縮小開催予定、研修医カルテ記載に伴う上級医
の指導更新率、インシデントの報告

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
研修医に、より充実した臨床研修を提供すべく、協力型臨床研修病院の充実と指導体制の強化に励み、臨床研修の質
向上に向けて取り組んだ 1 年であった。年度末には、研修プログラムや研修環境、研修評価、指導体制などについて、
NPO 法人卒後臨床研修評価機構（JCEP）の評価を受けて認定された。
4－2．次年度の計画
次年度は改正された臨床研修制度での研修がスタートし、研修評価のシステムも変更となる。柔軟に対応しつつ、認
定レベルを維持・向上していくことを目標としたい。
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4．キャリア形成支援部門
１．構成員
部門長

三村

俊英（MIMURA Toshihide）
：大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：R2.3.31）

部門員

輿水

健治（KOSHIMIZU Kenji）
：総合医療センター救急科：教授

部門員

岩永

史郎（IWANAGA Shiro）
；国際医療センター心臓内科：教授

部門員

坂口

浩三（SAKAGUCHI Hirozo）
：国際医療センター呼吸器外科：准教授

部門員

中元

秀友（NAKAMOTO Hidetomo）
：大学病院総合診療内科：教授

部門員

名越

澄子（NAGOSHI Sumiko）
：総合医療センター消化器肝臓内科：教授

２．目的
本センターキャリア形成支援部門は、医療人育成支援センター運営規程第４条に則り、置かれるもので以下の事項
を目的とする。
１）当部門においては、卒前から卒後にかけて、そして初期臨床研修から後期臨床研修に亘り、さらに生涯教育に至る
までの、医療人のキャリア形成をサポートする。
２）専門医制度に対する３病院の取り組みを支援する。
３）若手医師や医学部学生に対して、キャリアの積み方、産業医講習会情報、およびどこの病院で専門医が取得出来る
かなどの情報を提供する。
４）埼玉県内の多くの病院やその他医療機関の医師募集情報などを伝える。
５）将来の医師像を思い描く上での支援を行う。

３．活動報告
１）埼玉県地域枠奨学金貸与制度の整備
２）臨床研修指導医講習会の開催
３）専門医制度に向けた周知の徹底、HP 開設
４）UpToDate の更新およびその準備
５）研修医海外派遣制度の推進
６）専門医制度説明を行う「若き卒業生の集い」を開催した。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
本部門の目的に叶った活動が行われた。
4－2．次年度計画
「若き卒業生の集い」
。の定着化を目指す。
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5．生涯学習部門
１．構成員
部門長
部門員

稲葉宗通（INABA, Munemichi ）
：埼玉医科大学病院内分泌・糖尿病内科
杉山 聰（SUGIYAMA, Satoru）
：埼玉医科大学総合医療センター救命救急センター：名誉教授
：東松山市立市民病院：病院事業管理者・病院長
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽候科（神経耳科）
：教授
鈴木將夫（SUZUKI, Masao）
：ゆずの木台クリニック：院長

２．目的
近年医学の進歩はめざましく、医師は常に最新の知識、技術、態度の習得とその深化に努めなければならない。その習
得手段として各学会への出席や講演会への出席、インターネットなどの講演会等の配信など様々で多様である。その主催
者は各地域医師会であったり、製薬メーカー主催であったり医療情報配信会社であったりする。さらに学内においては各
専門分野の講演会や若手医師の技術習得のためのシミュレーション実習など学ぶ機会が多く設けられている。しかしなが
ら実地臨床家にとって決して出席機会は多くなく、必要とする内容が必ずしも得られるとは限らない。特に技術の習得機
会は少ない。
そこで、生涯学習部門では同窓会と連携して、広く学内の医療者のみならず全国の卒業生に対して、各自が必要とする
学習内容を生涯に渡り継続学習できるようになるために、他部門と協力して学習しやすい環境の整備と機会を設ける。

３．活動報告
1、埼玉医科大学医師会と共催にて、例年行っている産業医講習会を 10 月に開催したが、台風により１日のみの開催と
なった。中止となった 1 日を３月に延期し開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の為中止とせざるを得なかっ
た。1 日のみの開催となってしまったが、参加することにより産業医取得あるいは更新に必要な単位が取得できた。
2、医学部同窓会の支部総会に同窓会役員や学内に残る教員を派遣し、講義を通して大学の現状や専門領域の知識などを
学ぶことができた。
3、卒業生の教授就任講演会を通して、最新の知識を知ることができた。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
今年度は、当部門の活動は従来から行ってきた内容と同様であった。今年度の学習機会が自然災害や感染症により中止
となったのは残念であった。
4－2．次年度計画
次年度は他部門との連携、学部間での連携、また学内、病院群との連携にも重点をおき活動していきたい。卒業生とく
に大学を離れた卒業生が、何を必要としているかを知ることと心技体の向上に必要な内容を知ることも重要課題として検
討していきたい。
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6．女性医師支援部門
１．構成員
部門長

名越澄子（NAGOSHI Sumiko）
：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：R2.3.31）

委

柴崎智美（SHIBAZAKI Satomi）
：埼玉医科大学社会医学：准教授（任期：R2.3.31）

員

高田栄子（TAKADA Eiko）
：総合医療センター小児科：講師（任期：R2.3.31）
真下由美（MASHIMO Yumi）
：国際医療センター消化器内科：准教授（任期：R2.3.31）
堀江公仁子（HORIE Kuniko）
：ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門：教授（任期：R2.3.31）

２．目的
本部門は、学校法人埼玉医科大学委員会運営規程第４条 2 項①に則り、埼玉医科大学、埼玉医科大学病院、総合医
療センター、国際医療センター、ゲノム医学研究センターにおいて、女性医師のキャリア形成・維持・向上を支援す
ることを目的とする．

３．活動報告
１）医療人育成支援センター運営会議出席
２）女性医師就業継続支援窓口
令和元年度（平成 31 年度）の相談件数は１件であった。
３）医学生、研修医等をサポートするための会
令和元年 10 月 20 日の越華祭で開催された「医学生、研修医等をサポートするための会」
（埼玉県医師会主催、埼玉
医科大学・日本医師会共催）において、ワークショップに引き続き、懇談＆懇親会を行った。参加者は医学生 14 名、
研修医 1 名、医師 20 名、高校生 2 名、そのほか 5 名（男 39 名、女 13 名）
ワークショップは以下のテーマに分かれて行われた。
①

女性が医師としていきいきと仕事をするためには：２グループ：医師 3 名、学生 4 名、高校生 2 名

②

これからの地域（埼玉県）が求めている医師とは：２グループ：医師 4 名、学生 3 名

全体討論では、学生の意見に現場の医師が耳を傾けるとともに学生は先輩医師からの意見を聴くという貴重な機会と
なった。埼玉県の地域医療の特徴やワークライフバランスについての意見交換から、学生は多様な働き方に触れ、多
様な価値観があることに気づき、医師は現在の医学生の考え方を理解するなど双方向性の議論が展開された。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
令和元年度は女性医師就業継続支援窓口を介して 1 件の相談があり、各部署の協力により復職が実現した。また、
越華祭での「医学生、研修医等をサポートするための会」で、学生、研修医と若手医師、先輩女性医師との実りある
交流ができた。以上より概ね目標は達成された。
4－2．次年度計画
次年度も女性医師就業継続支援窓口の相談件数を増やし、女性医師の就業の継続と復職を支援する。
「医学生、研修
医等をサポートするための会」の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、埼玉県医師会とも十分
に相談し決定する。
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7．シミュレーション教育部門
１．構成員
部 門 長 辻 美隆(TSUJI,Yoshitaka）: 保健医療学部看護学科，医学教育センター，総合医療センター消化管・
一般外科，大学病院消化器一般外科：教授（任期：R2.3.31）
部 門 員 北脇丈博(KITAWAKI,Takehiro)：医療人育成支援センター川越ブランチ：助教
２．目的
医療の現場での技能習得は、もっぱら指導者・先輩の技能を観て真似することで習得する旧来の職人教育からシミュレータを用いた
学習者・研修者主体の能動的なものへと変化しており、本学でも、新臨床研修制度発足に合わせ 2004 年、スキルスラボが開設され、卒
前・卒後の技能教育に活用されてきた。
医療人育成支援センター シミュレーション教育部門は、各種シミュレータを活用した、初期研修、後期研修、チーム医療、復職支
援等における各種講習会、実践セミナー等を医学教育センター シミュレーション教育部門と協力し、企画、実施・運営する。

３．活動報告
①大学病院・国際医療センター初期臨床研修医の導入研修の一環としてオリエンテーション時にシミュレーショントレーニングを実
施した。平成 31 年 4 月 2 日、於：9 号館 2 階スキルスラボ
②医学教育センターと共催の実践セミナー「腹部超音波検査・消化器内視鏡検査の基本と実践」が 1 回開催され、受講者は 6 名(3 病
院の初期研修医)、指導者・スタッフは 7 名であった。開催日：令和元年 8 月 24 日。
③その他の講習会：BLS 講習会:開催件数 29 件、AHA BLS 講習会:開催件数 3 件、ICLS 講習会:開催件数 3 件、新生児蘇生法(A)講習会:
開催件数 2 件、新生児蘇生法講習会更新コース:開催件数 2 件、ICLS 指導者養成ワークショップ：開催件数 2 件、日本内科学会認定
内科救急 ICLS 講習会(JMECC)：開催件数 3 件

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
1) 初期臨床研修医の導入研修の一環としてのシミュレーショントレーニングは、効果的に実施された。
2) 従来より開催されていた救急医学会認定 BLS・ICLS 講習会、AHA の BLS 講習会、日本内科学会 JMECC を概ね予定通りに開催され
た。
3) 卒前・卒後教育並びに多職種者の生涯教育に於いて医療技術を習得するためにスキルスラボを計画的に利用することが徐々に浸
透してきたと考えられる。
4－2．次年度計画
1) 生涯教育部門、女性医師部門と協力し、復職支援トレーニング等を企画する。
2) 学内・外を対象とした主催もしくは共催の各種セミナー・講習会の開催を促進し、定期開催に向けて支援を継続する。
3) 教育実習棟カタロスタワーに新設されたシミュレーショントレーニングセンターに整備された模擬病室を活用し、シナリオベー
スドトレーニングによる多職種連携教育を企画・実施する。
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8．地域医学推進センター
１．構成員
センター長

柴﨑 智美 （SHIBAZAKI，Satomi）
：医学教育学：准教授（任期：令和 2.3.31）
高橋 幸子 （TAKAHASHI，Sachiko）
：専任助教
大野 洋一 （OHNO, Yoichi）
：社会医学 ：准教授
本橋 千恵美 （MOTOHASHI, Chiemi）
：社会医学 ：特任准教授
高橋 美保子 （TAKAHASHI, Mihoko）
：社会医学 ：講師
荒木 隆一郎 （OHNO, Yoichi）：社会医学 ：講師
宮﨑 孝 （MIYAZAKI, Takashi）
：社会医学 ：講師
冨永 信子 （TOMINAGA, Nobuko）
：実験動物施設 ：助教
植村 真喜子 （UEMURA, Makiko）
：社会医学 ：助手
長島 公子 (NAGASHIMA, Kimiko)：医学教育センター：事務員
鴇田 隆 （TOKITA, Takashi）：医学教育センター：事務員

２．目的
本センターは、医療人育成支援センター規程第４条、第 7 条に則り、地域貢献活動における外部との窓口となり、地域
社会と連携し、本学における教育内容の充実を図るとともに、地域活性化・地域課題の解決への取り組み、公開講座、ボ
ランティア等に関する業務を行う。従来から継続している地域と連携した地域医療教育の充実、地域の様々な場面での教
育支援、地域の健康増進対策に取り組むとともに、彩の国連携力育成プロジェクトを通して、埼玉県の学生、専門職の連
携力の育成・向上を図る。

３．活動報告
平成 27 年度までの地域医学・医療センターの活動を継続し、地域の課題解決のための取り組みを展開している。
① 彩の国連携力育成プロジェクト（SAIPE）
平成 24～28 年度に実施した文部科学省大学間連携共同教育推進事業、彩の国連携力育成プロジェクトは補助事業終了後
も、埼玉県、埼玉県立大学、城西大学、日本工業大学、本学の 5 者で協定を締結し、学部教育としての彩の国連携科目の
運営と現場の専門職の連携力育成のための事業に取り組んでいる。
彩の国連携科目は、本学では、1 年生～3 年生良医への道コース地域医療とチーム医療ユニット、1 年～2 年良医への道
コース臨床入門ユニット、臨床実習コース導入クリニカルクラークシップ 1-2、2-1 ユニット内で、5 科目を運営した。ま
た課外学習プログラムにおいて、4 大学連携 IPW 実習を開講し 4 年生 4 名が参加した。
現場の専門職の連携力育成の取り組みとして、令和元年 9 月 29 日に緩和医療多職種連携研修会を開催した。令和元年
11 月 17 日には職能団体とのワークショップを開催した。5 月と 12 月には埼玉県内職能団体との意見交換会を開催し、埼
玉県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法士会、社会福祉士会、介護支援専門員協会、栄養士会、公認心
理師協会の専門職能団体に加え建築家にも参加いただき、埼玉県担当者を含めて、連携力育成についての情報交換、課題
の共有、今後の方針の検討を行った。埼玉県立大学主催の IPW 総合課程を共催し、講義、ファシリテータとして協力した。
開発した教育プログラムをまとめた書籍を令和元年 6 月に発刊した。
4 大学の学生がリレーフォーライフジャパン川越 2019 において昼カフェ、夜カフェを企画し、がん患者の支援活動にボ
ランティアとして参加した。
また、日本プライマリ・ケア連合学会地域包括ケア多職種連携委員会の中で、SAIPE の取り組みを全国的に普及する活
動を展開し、令和元年 12 月 22 日に開催された第 1 回日本地域包括ケア学会大会にてシンポジストとして埼玉県で取り組
む IPE について講演した。
②埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP）
平成 30 年度文部科学省私立大学改革総合支援事業タイプ 5 に採択された取り組みの中で、令和元年 12 月 21 日に公開講
座“親子で学ぶ「いのちの教育」を開催した。
③特定保健指導によるメタボリックシンドロームの動脈硬化改善～健康トゥ毛呂-21 血管若返りプロジェクト～
平成 20 年の特定健康診査導入時から、近隣の毛呂山町で毛呂山町のメタボ健診受診率の向上と健康増進の動機付けを目
的にして血管年齢測定を実施し、平成 28 年度からは飯能市、日高市、越生町でも実施し、大学近隣市町の健康づくりに貢
献した。
④埼玉医科大学感染症 GIS システムの運用
近隣の小中学校の出席停止を報告する埼玉医科大学感染症情報収集システムを運用し、学校感染症の流行の動向を把握
し毎週フィードバックする取り組みを継続している。
⑤埼玉県がん検診統一集計結果報告書受託事業
「平成 30 年度がん検診結果統一集計結果報告」事業を受託し、県内がん検診受診の状況をまとめた報告書の作成、市町
村担当者への研修講師、埼玉県生活習慣病検診管理指導協議会に参加するなど、埼玉県のがん検診の精度管理に取り組ん
だ。がん検診受診率向上のための要因を分析する事業を委託し報告書を作成した。
⑥彩の国思春期研究会
女子栄養大学のサークルたんぽぽと性教育の学習会を 30 回行い、性教育用の資料作りを行い、また女子栄養大学キャン
パスで講演会を 3 回行った。専任教員の高橋幸子助教は、引き続き埼玉県内小中学校、高等学校、一般向け性教育講演会
を合計 135 件行った。これらの活動をふまえ、思春期学会で「性教育の効果判定指標に十代の合計特殊出生率はふさわし
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いか～K 市の性教育からの考察」として報告した。さらに、東京都エイズ・ピアエデュケーション事業の助言を依頼され
た。また NHK 出版「世界中の女子が読んだ！からだと性の教科書」
（2019 年 12 月出版）の医療監修を行い，全国でも専門
家が少ない領域で活発に活動した。
⑦統計コンサルティング
令和元年度は依頼件数 75 件、共著論文(公表又は受理済)9 編(英文 8 編、和文 1 編)、学会発表 7 件(国際 1 件、国内 6
件)の支援を実施した。また支援論文 1 編が日本皮膚科学会・雑誌論文賞を受賞した。
⑧その他
鳩山町地域包括支援センターにおいて令和 2 年 2 月 17 日に「はつらつ教室」の講師を務めた。埼玉県医師会の養成を受
けて、越華祭において医学生研修医の集いの開催に協力し、地域枠奨学生や卒業生と医師会会員が参加するワークショッ
プを実施した。毛呂山町教育委員会いじめ対策推進委員会、毛呂山町学校運営協議会、埼玉県がん対策推進委員会、がん
教育部会等の委員を通して地域の課題解決に取り組んだ。

４．自己評価と次年度計画
4－1. 自己評価
本センターにおいては、診療行為以外の大学の役割としての地域貢献活動を展開した。
彩の国連携力育成プロジェクトについては、地域基盤型 IPE の取り組みを卒前のみならず専門職能団体との取り組み、
教科書も出版し、TJUP の中で他大学に IPE の理解を進めた。性教育、生活習慣病予防、がん検診、感染症予防対策も継続
して実施できた。
4－2．次年度計画
次年度は、彩の国連携力育成プロジェクトについては、①学部教育の継続②職能団体との意見交換会の継続、現場の専
門職の連携力向上のための取り組みの強化と、新たな連携実践のための評価尺度の開発を行う。地域課題の解決のための
活動として①埼玉県がん検診統一集計結果報告書の委託、②過去のデータを分析して、受診率、精検受診率向上のための
検討、③性教育、がん教育、いのちの教育など学校教育に対する専門的な支援を継続する。
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9．地域枠奨学金部門
１．構成員
部門長
部門員
部門員
部門員
部門員
部門員

林 健 （HAYASHI, Takeshi）：国際医療センター病院診療科：教授（任期：R3.3.31）
山元 敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa）
：大学病院脳神経内科：教授
篠塚 望 （SHINOZUKA, Nozomi）
：大学病院消化器・一般外科：教授
髙橋 健夫 （TAKAHASHI, Takeo）
：総合医療センター放射線腫瘍科：教授
柴﨑 智美 （SHIBAZAKI, Satomi）：医学教育学：准教授
古屋 大典 （FURUYA, Daisuke）
：国際医療センター地域医療科：教授

２．目的
本部門は、埼玉医科大学医療人育成支援センター規定および埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会規則に
則り、埼玉県地域枠医学生奨学金受給医学生の地域医療教育、卒後教育に貢献することを目的としている。

３．活動報告
①奨学金返済猶予要件の検討
・返済猶予要件明確化を続けている。後期専攻プログラム修了から専門医取得までの期間の扱いについて、埼玉県医療
人材課の担当者と検討を行った（R2 年以後に継続）
。
②1 年生に対する奨学金貸与制度の説明
・教員および埼玉県医療人材課担当者による制度の説明会を行った。
③指定地域医療機関院長による講演会
・小鹿野中央病院院長、秩父市立病院院長による地域医療の講演会を行った。
④夏季地域枠学生病院見学の開催
・のべ 6 名の地域枠奨学生が埼玉県内特定地域病院で病院見学を行った。
⑤埼玉県医療人材課主催医学生交流会への参加
・地域枠奨学金貸与学生および本部門教員が 8 月 7 日の医学生交流会に参加した。
⑥自治医科大学生主催による夏期研修の募集
・1 名の地域枠奨学生が自治医科大学生主催による夏期研修に参加した（8 月 20-23 日）。
⑦地域枠奨学生 6 年次学生との進路面談
・教員による地域枠奨学生 6 年次学生との個別進路面談を行った。
⑧初期研修中の地域枠奨学生への進路相談
・初期研修 2 年目の地域枠奨学生との個別進路相談を行った（一部は電話相談）
。
⑨後期専門研修中の地域枠奨学生への進路相談
・後期研修 1,2 年目の地域枠奨学生のうち、必要と思われる者と進路相談を行った（面談、メール、電話を含む相談）。
⑩埼玉県医療政策課による講演会
・地域枠奨学生を対象に、埼玉県医療政策課副課長による講演会を行った。
⑪地域枠制度の全体説明会と交流会
・12 月 7 日に、全学年学生を対象とした、地域枠制度の全体説明会を開催した。
⑫地域枠医学生の県知事表敬訪問
・12 月 24 日に、地域枠奨学生 1 年次学生の県知事訪問を行った。
⑬指定地域医療機関の各学会施設認定の調査と一覧表の作成
・基本 19 領域および内科サブスペシャリティ各領域による研修施設としての認定状況を確認し、一覧を作成した。個別
の進路相談で活用している。

４．自己評価と次年度計画
４－１．今年度の自己評価
全体としての勉強会、説明会、交流会などの開催は十分行えたと考えている。また、卒業生全員が県内で臨床研修を開
始したことも、ある程度の制度理解があったからであろうと考えられる。
その一方、各奨学生とのキャリア相談が、その場その場での対応となってしまっており、システム化できていない点は
問題であると認識している。
４－２．次年度の計画
6 年生、研修修了予定者（医師研修 2 年目）との、システム化された面談およびキャリア相談を行うことを考えている。
また、後期専攻プログラム責任者への本奨学金制度理解を促してるが、本奨学金受給者が専攻したプログラムの責任者
への説明の場も設けることを考えている。この説明を通じて、指定地域医療機関を後期専攻プログラムに組み入れてもら
えるように働きかけたい。
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1．リサーチアドミニストレーションセンター
１．構成員
センター長
松下 祥（MATSUSHITA, Sho）
：・副学長・センター長
副センター長 千本松 孝明（SENBONMATSU,Takaaki）
：教授, シニアＵＲＡ
顧問
棚橋 紀夫（TANAHASHI, Norio）
：専務理事・RA センター顧問
小林 国彦（KOBAYASI,Kunihiko）:国際医療センター呼吸器内科・教授, シニアＵＲＡ
菅原 哲雄（SUGAHARA,Tetuo）:講師
水野 洋介（MIZNO,Yosuke）講師,中央研究施設日高ブランチ機能部門兼務
佐藤 勝茂（SATO,Katsushige）
：課長
小野寺 晴美（ONODERA, Harumi）: 係長 (R1.7.1～)
仲村 由紀子（NAKAMURA,Yukiko）
：主任
斎藤 喜久江（SAITOU,Kikue）:主任 (～R1.5.31 まで)
神田 春香（KOUDA,Haruka）
：課員
小鷹 徳子（ODAKA,Noriko）
：課員
福永 由佳（FUKUNAGA,Yuka）:課員
中島 奈月（NAKAJIMA,Natsuki）：課員
石川 友美（ISHIKAWA,Tomomi）
：課員
中沢 恭世（NAKAZAWA,Yasuyo）
：非常勤職員
伊藤 大祐（ITO,Daisuke）：非常勤職員
豊田 浩一（TOYODA,Koichi）：非常勤講師,産学官連携アドバイザー
林 利藏（HAYASHI,Toshizo）：非常勤講師, 知財アドバイザー
川口 勉（KAWAGUCHI,Tsutomu）：非常勤講師, シニアＵＲＡ
逵 保宏（TSUJI,Yashuhiro）:非常勤講師,契約アドバイザー
加藤 誠（KATO, Makoto）: 非常勤講師, 臨床研究アドバイザー
山崎 理恵子（YAMAZAKI, Rieko）
：非常勤講師, 法律アドバイザー(R2.1.1～)
兼務者（特定臨床研究推進センター）
古木一成（FURUKI,Kazunari）
：大学病院臨床研究センター
浅見文子（ASAMI,Ayako）:総合医療センター臨床研究支援センター
石井正幸（ISHII,Masayuki）:国際医療センター臨床研究適正推進センター

２．目的
リサーチアドミニストレーションセンターは、国が定める「公的研究費の管理・監査のガイドライン」
「研究活動におけ
る不正行為への対応等に関するガイドライン」が求める研究費適正使用・不正使用防止、研究不正行為防止対策の取組み、
研究倫理教育・コンプライアンス推進責任体制の整備と研究活動の推進を目的に、平成 27 年 4 月に法人部門の組織として
設置された。
その活動は、学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程 第 2 条に定める次の業務を所管する。
(1) 医学研究に係る諸規程等の整備その他医学研究の管理に関すること。
(2) 埼玉医科大学倫理審査委員会に関すること。
(3) 認定臨床研究審査委員会に関すること。
(4) 埼玉医科大学ＣＯＩ管理委員会に関すること。
(5) 研究不正の防止に関すること。
(6) 研究費の適正使用に関すること。
(7) 研究費の獲得に関すること。
(8) 医学研究に係る診療組織との連携に関すること。
(9) 医学研究に係る教育及びモニタリングに関すること。
(10) 知的財産の管理に関すること。
(11) リサーチパークに関すること。
(12) 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)の適用を受ける研究用貨物及び技術に関すること。
(13) その他医学研究等の推進及び管理に関すること。

３．活動報告
3-1.ＲＡセンター運営
(1)リサーチパークをゲノム医学研究センター棟に開設、周知活動に取り組み、大学発ベンチャー１社、民間企業１社が
入居した。ベンチャー１社について入居審査中である。
(2)RA センターが担当する喫緊の課題、運営方針、年間スケジュールの確認を行い、情報収集として他大学訪問、セミナ
ー等に参加した。
(3)RA センター運営会議（8 月休会）を毎月開催し、研究公正の促進と産学官連携に取り組んだ。
(4)RA センター学内ホームページを更新、情報発信を強化した。

0990

(5)国際医療センター臨床研究適正推進センターからの依頼により業務支援を行った。
(6)法人事務局長の支援により私立医科大学協会 研究推進事務研究会の設置を提案し承認された。
(7)今後の研究支援体制について検討を行った。
3-2.研究公正への取組み
学校法人埼玉医科大学リサーチアドミニストレーションセンター規程に定める所管業務について、次の通り活動した。
(1)諸規程の整備
次の規程・規則の策定、改正をおこなった。
・ リサーチアドミニストレーションセンター規程(R01.5 月,R02.3 月)
・

特定認定再生医療等委員会規則（廃止 R01.5 月)

・

ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会規則（R01.11 月）

・

公的研究費の管理・監査要領(R01.11 月)

・

臨床研究審査委員会規則(R01.11 月)

・ 研究支援管理 e ラーニング委員会規則(廃止 R02.3 月)
(2)大学倫理審査委員会事務局業務
・ 委員会を全 11 回開催した。
・ 保健医療学部倫理審査委員会を令和 2 年 4 月に統合することとし、準備と研究者への周知を行った。
・ 3 病院 IRB 事務局と協議し、統合倫理審査申請システムの導入準備、倫理審査申請時に研究者が受講する教育
内容の統一に関する検討などを行った。
・ 医学系研究に関する標準業務手順書の改訂を行った。
・ ヒトゲノム遺伝子解析研究の実地調査を実施した（R01.11）
(3)臨床研究審査委員会業務
・ 小林教授を委員長として臨床研究審査委員会を組織し、臨時開催を含め年 13 回開催した。
・ 学内外からの臨床研究審査依頼 新規 3 件、変更審査 75 件、報告等 8 件 合計 86 件、審査意見業務をおこなっ
た。
・ 厚生労働省 臨床研究審査委員会審査能力向上促進事業に申請し、模擬審査を実施した。(R02.1 月)
・ 学内研究者を対象に特定臨床研究に限らず、7 研究課題についてコンサルテーションを実施した。
・ 臨床研究法対応の審査申請システムを導入、令和 2 年下半期の稼働を目指して準備を進めた。
・ 認定臨床研究審査委員会協議会、各研修会へ参加し臨床研究法への対応について情報収集を行った。
(4)大学 COI 管理委員会事務局業務
・ 大学 COI 管理委員会を計 4 回開催した。経済的な利益相反管理 330 件、責務相反 32 件を審査した。
・ 3 病院 COI 管理員会と協議し、統合利益相反申告システムの検討を行った。
(5)組換え DNA 実験安全委員会事務局業務
・ 組換え DNA 実験安全委員会を計 11 回開催し、新規 29 件、変更申請 23 件、その他 10 件を審査した。
・ 組換え DNA 実験を行う研究者 32 名へ教育訓練を実施し受講証を発行した。
・ 名古屋議定書批准にともなう「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関
する指針（ABS 指針）
」へ対応すべく情報収集および協議を行った。
(6)研究活動並びに公的研究費等の適正化推進委員会業務
・ 研究倫理教育および競争的資金の管理・監査の学内責任体制として、コンプライアンス教育として公的研究費
に関する説明会を開催した。また研究倫理教育として、APRINe ラーニングを導入し、医学系指針の倫理審査
申請の必須教育としても位置付け、広く教育を実施した。
・ 委員会については、令和元年度は審議すべき事案が無く開催していない。前述の教育活動報告は、教員代表者
会議での RA センター運営会議報告により行った。
(7)研究不正の防止
・ 文部科学省 公的研究費の管理監査ガイドラインに基づく履行状況調査の対象となり対応した。これに伴い、コ
ンプライアンス教育対象者の抽出、教育の徹底、規程等の改正を行った。
・ 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
に基づく定期的な教育として、
APRIN(旧 CITI)e
ラーニングを導入した。また各 IRB と協議し、倫理審査申請時の必須教育として、臨床研究 ICR-web e ラーニ
ングと共に履修いただくこととを検討した。
・ JST や medU-net が開催する研究不正防止に関する研修会に参加し、
効果的な教育の実施など情報収集を行った。
(8)研究費の適正使用
「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき、次の事項を実施した。
・

公的研究に関する説明会（R01.6 月）を各キャンパスのコンプライアンス推進責任者、副責任者と連携し開催
した。DVD 受講も含め延べ 1,203 名が受講した。未受講者の研究者については公的研究費の応募資格を停止し
た。

・

研究活動の不正行為について理解度確認を、APRINe ラーニングにより実施、を対象者 1115 名に対し 857 名受
講率 76.8％であった。未受講者へは受講を促していく。

・

業務監査室と連携し通常監査、特別監査、リスクアプローチ監査を実施した。

0991

(9)研究費の獲得
・ 科研費獲得セミナーに参加し、科研費の動向、採択率向上のノウハウについて情報収集した。
・

文科省科研費の申請書作成の講習会

初級編、中級編を各キャンパスで計 6 回開催し、合計 137 名の参加が

あった。
・

科学研究費公募に関する情報周知し、新規公募申請が 187 件（前年度比▲18 件）であった。

・

昨年度から開始した科研費アドバイザーの依頼は 8 件あった。うち 3 件が令和 2 年度科研費で採択された。
前述の公募申請減少をうけ、医学研究センターと連携し「科研費アドバイザー制度」の見直しに着手した。

・

慶応大学が中核となる AMED 橋渡し研究（シーズ B）について公募した。

・

慶應大学病院を中核とする「首都圏ＡＲコンソーシアム」に参加し、各ワーキンググループ会議へ参加した。
各構成機関の体制整備ワーキンググループ（WG1）のリーダーに千本松教授、臨床研究推進ワーキンググルー

プ(WG4)のリーダーに小林教授として活動した。
(10) 知的財産の管理および産学官連携に関する業務
・ 特許等委員会を全 10 回開催した。
・

受託研究 3 件、共同研究等 30 件、MTA27 件の契約を締結した。

・

契約に関する知財条項を 105 件確認した。

・

契約コーディネーターによる契約書確認を 11 件実施した。

・

ニーズマッチング会 2 回を開催した。総合医療センター（7/30）
。国際医療センター(12/6)。

・

埼玉りそな銀行オープンイノベーションセミナーで臨床ニーズ発表を行った（9/6）
。

・

先端医療手術機器研究会を２回開催した(10/16,11/20)。

・

産学連携に関するセミナーへの参加、情報収集を行った。

・

共同研究に関する企業との面談 123 件を行った。

・

研究者との面談を 54 件行った。

・

さいしんビジネスフェア（6/11-12）
、BioJapan2019（10/9-11）
、彩の国ビジネスアリーナ 2020 （1/29-30）
など専門展覧会への出展を行った。

・

知的財産の管理に関する業務を行った。

・

リサーチパーク利用契約締結 2 件

・

リサーチパーク運営会議を全 3 回開催した。

・

国医セ呼吸器内科の依頼により、リサーチパークにマスサイトメトリーCyTOF 付属機器設置にあたっての設
備工事、国への高周波機器設置届など支援した。

・

共同研究に関する企業との面談 123 件を行った。

・ 研究者との面談を 54 件行った。
(12)研究に係る診療組織との連携
・ 県北部の救急医療体制に関する情報交換等を目的とした地域救急医療連絡会議を開催した。
・

国医セ脳脊髄腫瘍科の依頼により、臨床研究の薬剤提供に関する契約書条文見直しについて支援した。

・

国医セ婦人科腫瘍科の依頼により、外部機関との臨床研究事務局業務委受託契約に関する交渉について支援

した。
(13)研究に係る教育とモニタリング
・ 文部科学省へ「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組み状況に係わるチ
ェックリストを提出した。
・

文部科学省および厚生労働省からの「公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備等自己評価
チェックリストを提出した。

・

文部科学省競争的資金調整室からの「公的研究費の管理・監査のガイドライン」の履行状況調査に対応し、研
究者および研究支援者へのコンプライアンス教育の徹底、規程等の改正など対応した。

・ 米国研究公正局へ本学の 2019 年研究不正防止体制および不正が無かったことを報告した。
(14)外国為替及び外国貿易法への対応
・ 経済産業省および文部科学省が求める、外国為替及び外国貿易法によるテロ防止を目的とした安全
保障貿易管理に対応すべく研修会などに参加し情報収集を行った。
・
安全保障貿易管理審査（留学生）2 件を実施した。
(15)その他研究の推進と管理に係ること
・ 研究用向精神薬について、医学研究センター安全管理部門と連携し各キャンパスの管理状況の確認を行った。

４．自己評価と次年度計画
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4-1.今年度の自己評価
国のガイドラインに対応した管理体制で、研究費の適正使用、研究活動の不正行為防止への取り組み、を実施した。
また、特定臨床研究推進センターによる臨床研究法実施基準に基づいた特定臨床研究の査も順調であった。産学官連携
においては、リサーチパークの周知活動に取り組み、大学発ベンチャー1 社、民間企業 1 社が入居することとなり、今後
は共同研究への発展が期待される。現在、学校法人埼玉医科大学における研究活動の促進は良好に推移している。関連
部署との連携も円滑であり、事業計画度の目標は概ね達成した。
4-2.次年度の目標
1)公的研究費の獲得と研究公正の取組みについて
(1)公的研究費の獲得について
科学研究費に代表される公的研究費は、本学の研究マインドを活性化するために必要な外部資金の一つである。申請
件数の向上、採択につなげる活動として次の事業を行う。
①

公的研究費の採択率向上

・

科学研究費応募説明会（初級者向け、中級者向け）を各キャンパスで開催し、応募者の増加を目論む。また各学
科から要請があれば出張説明会を開催する。

・

公募審査経験者の協力による科研費アドバイザー制度は、利用した研究者からの好評を得ている。必要に応じて
アドバイザーを補助する領域別の専門家の意見も聞く制度としている。

・

公的研究費の内容に応じて、専門分野が一致する研究者へ研究費の紹介・周知を行う。

・

公的研究費の獲得が、医師としての業績において極めて重要であることを周知する。

② 間接経費を活用した研究環境の整備
・

文部科学省をはじめ公的研究費の配分機関は、間接経費を有効に活用し、その資金使途は公表などによって透明
性を担保した管理を求めている。

・

これらをうけ研究者の研究マインドの向上のため、間接経費の一部を財源とし、研究者からの要望が強い共同利
用を目的とした研究施設設備、臨床研究の倫理的・科学的な観点からの審査の質向上、研究収支の改善や研究活
動を支援する体制を整備していく。

(2)研究費の適正使用に関する事項
文部科学省制定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に則した「学校法人埼玉医科大学 公的
研究費の不正使用・不適切使用防止計画」に基づき、コンプライアンス推進責任者と連携し研究費適正使用の取組みを
引き続き推進する。
① 研究費申請および実績管理業務の質の向上
公的研究費に関する業務は、年々処理量が増大し複雑・専門化しつつある。課員、各キャンパスの公的研究費担当者お
よび各教室の研究支援者との情報共有・連携を密にしていくことが重要であり、次の取り組みを実施していく。
・

研究者および事務担当者の研究費執行に掛かる事務負担を軽減するため、申請事務フローの見直し、科研費シス
テムの発生源入力を検討していく。

・

研究者、研究支援者および研究補助者の研究費適正使用の理解を深化、公的研究費に関わる担当者の質向上に取
り組む。

②公的研究費に関わる説明会開催
例年開催している公的研究費に関わる説明会について、コンプライアンス教育としての目的をより明確にし、研究者
および研究支援者に対して不正使用・不適切使用防止の取り組みを周知、理解を徹底していく。
③研究費適正使用に関する理解度確認
ガイドラインが求めている理解度確認を、対象者全員に確実に実施しかつ理解度を把握するため、公的研究費に関わ
る説明会と同時に実施するなどを検討する。
④内部監査とモニタリングの充実
業務監査室と連携し、内部監査およびモニタリングを実施する。
(3）研究活動の不正行為防止に関する事項
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインは、研究者のほか学部生、大学院生についても研究倫理教
育の実施を求めている。本学における研究倫理教育を次のとおり実施していく。
①

APRINｅラーニングの実施
令和元年度から採用した APRINｅラーニングにより研究倫理の基礎的教育を実施していく。公的研究費応募時には
ｅラーニング受講の有無を確認し、受講を徹底していく。

②

定期的な研究倫理教育の実施
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毎年開催している公的研究費に関する説明会のなかで、研究不正防止に係る事項も含めることにより、基礎的事項の
振り返りのほか最新の留意点などを周知していく。
2）健全な研究活動の保持について
（1）倫理審査委員会の開催と支援
①保健医療学部倫理審査委員会との統合
令和 2 年 4 月から、保健医療学部倫理審査委員会を統合する。保健医療学部教員からの倫理審査申請へ適切に対応す
るため、委員会運営体制、審査手順改訂、研究者への説明を的確に実施していく
②倫理審査委員会の開催
・

大学倫理審査委員会を毎月開催する。
（8 月は休会）

・

被験者保護の観点、倫理審査の質向上のため、委員および事務局員の教育のため、積極的に外部研修会への参
加、学内講習を実施する。

・

研究者への医学系研究倫理指針に基づく研究倫理教育は、１（３）の通り実施していく。

・

ヒト幹細胞に関する指針等の対象となる臨床並びに基礎研究については、申請の都度、ヒト幹細胞研究倫理審
査専門部会を招集し審査する。

・

教育倫理審査ワーキンググループは、学生教育に関する研究発表、医学実習における人体試料を用いるなど医
学教育における倫理的な側面を審査する専門部会であり、その運営を支援する。

③倫理審査基準の標準化と改善
・

大学倫理委員会および各病院ＩＲＢとの連携を深め、倫理審査の質向上の取り組みのため、倫理委員会等事務局
連絡協議会を開催していく。

・

倫理審査基準の標準化および改善を図る。

・

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の統合が予
定されており、その情報収集と対応をしていく。

④ヒトを対象とした医学研究の倫理教育の実施について
「ヒトを対象とする医学系研究に関わる研究倫理指針」
「臨床研究法」に則した総合的な研究倫理教育の実施につい
て、研究倫理教育責任者および各病院の臨床研究支援センターと連携し、教材等を準備していく。現時点では平成 29
年度から施設契約した ICRweb e ラーニングを活用することとする。
⑤倫理審査業務に関するシステムの導入
・

倫理審査手順の標準化、倫理審査業務を支援するため、倫理審査申請システムの導入を進めていく。

・

審査資料の準備に係る時間コスト、印刷コストを圧縮するべく、倫理審査申請システムと連動する電子会議シス
テムについて情報収集を行う。

（2）臨床研究法および再生医療等法への対応について
特定臨床研究推進センターは、臨床研究法施行 3 年目として、委員会の認定更新、新規審査案件、定期報告および
疾病等報告への対応を確実なものとしていく。
①認定臨床研究審査委員会の開催
・

認定臨床研究審査委員会を毎月開催する。

・

臨床研究法実施基準に基づく技術専門員による評価をうけ、委員会審査を行う。

・

被験者保護の観点、審査の質向上のため、委員および事務局員の教育のため、積極的に外部研修会への参加、学
内講習を実施する。

②認定臨床研究審査委員会申請の電子化
臨床研究法対応の審査申請システムについては、令和元年 12 月に導入が決定し、令和 2 年 4 月からの運用開始を目
論む。これに伴い審査済み研究課題も含め、研究代表医師へのシステム利用に関する周知と教育を実施する。
③プロトコル作成支援体制の整備
研究に協力していただける患者さんのリスクを低減し、質の高い臨床研究を実施していくため、臨床研究コンサルテ
ィングを開催している。この機能を充実させるため、プロトコル作成の支援部門の整備、その中核となる人材の育成
を、リスクヘッジの観点も含め検討していく。
④再生医療等法への対応について
研究者から再生医療等に係る臨床研究について相談を受け付け、適切な認定再生医療等委員会を紹介していく。
（3）利益相反状態等の把握・管理支援
①ＣＯＩ管理委員会の開催と質の向上

0994

ＣＯＩ管理委員会による利益相反および責務相反に関する審査により、公正かつ適正な研究活動を推進していく。
また委員の教育として外部研修への参加を促していく。
②ＣＯＩ審査基準改訂への対応
臨床研究法実施基準による利益相反管理基準が示されている。これに対応していくため、3 病院のＣＯＩ委員会と連
携
し統一的な利益相反基準の制定を検討する。
③ＣＯＩ審査業務に関するシステムの導入
ＣＯＩ審査手順の標準化、ＣＯＩ審査業務を支援するため、COI 審査申請システムの導入を進めていく。
(4)組換えＤＮＡ使用実験を推進するための管理体制の確立
①遺伝子組換え生物等の管理の徹底
・

カルタヘナ法が求める遺伝子組換え生物等の拡散防止の取組みのため、医学研究センター安全管理部門と連携
し、組換えＤＮＡ実験安全委員会に事務局として運営に携わる。

・

遺伝子組換え生物等を使用した研究課題の承認後の状況を把握、管理を徹底する必要がある。このため年度末報
告書および研究の終了届を求めていく。

・

改訂したホームページおよび各種申請様式により運用し、適切に改善していく。

・

全学レベルで組換え DNA 実験室の査察・登録を完了する。

・

これらについて病原性微生物等管理委員会および実験動物委員会と連携し取り組んでいく。

②名古屋議定書に基づく遺伝資源の公正な利益配分（ABS）への対応
遺伝資源 ABS については、制度実施から日が浅く研究者の理解および学内体制整備は不十分な状態である。医学研究
センター安全管理部門と連携し個々の案件に対応していく。またＡＢＳ関係の研修会参加、他機関の好事例など情報
収集に努める。
③組換えＤＮＡ実験審査業務に関するシステムの導入
申請審査業務の効率化、実施中実験の状況を的確に把握するため、申請審査システムの導入を検討する。
(5）安全保障輸出管理の周知と体制整備
経済産業省および文部科学省は、研究機関に対して、
「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理を求
めている。本学の安全保障輸出管理について、次のとおり対応していく。
①該非判定組織の構築と運用
・

安全保障輸出管理に関する学内規程に基づき、医学研究センター研究管理部門と連携し該非判定を実施してい
く。

・

経済産業省が実施している安全保障貿易管理体制の運用改善・構築のアドバイザー派遣事業の利用を検討する。

②関係部署との協業関係の構築
大学事務部、総務部人事課、経理部経理課、購買課、総合医療センター事務部、国際医療センター事務部など、安全
保障輸出管理に関係する複数の部署との協業が不可欠であり、協業体制の構築を行う。上述のアドバイザー派遣制度
を活用することも検討する。
③研究者への周知と教育
研究者へ安全保障輸出管理の対象となる物品および技術、行為を周知していく。
3）知的財産の保護及び活用について
①発明の発掘
科研費採択者や倫理委員会の申請者などの研究者に対して、面談を行い知的財産の制度の周知と

発明の発掘を行う。

その際に、発明を適切に保護するため、ラボノートの活用も啓発する。
②知的財産の管理
特許出願などの知的財産にかかる期限の管理等を行うためのソフトウエアを購入し、データベースを構築する。
③

知的財産の活用
研究シーズの実用化を目指して、企業、金融機関、埼玉県、埼玉県産業振興公社との連携を促進する。

4）研究活動の活性化の取組み
(1)リサーチパークの運営
リサーチパーク開設から 2 年目として、パークの安定的運営、本学研究者と企業との共同研究活動を支援すべく次の
事業を行う。
①企業の入居・活動支援
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・

リサーチパーク運営会議を開催し、リサーチパークの安定的な運営、産学官連携活動を推進するための施策、将
来的な機能拡張等について検討する。

・

研究活動の活性化を目的に、学内への説明、BIOJAPAN 等への出展、ホームページ設置などの広報活動により入
居企業を募集する。

・

入居企業が研究活動を速やかに開始できるように、関係部署と連携し入居契約・共同契約手続等、インフラ整備
の要望など各種支援体制を構築する。

・

企業のニーズに応じて、学内基本学科との共同研究による臨床サンプルを用いた研究のための倫理手続きの支
援を行う。

・

より高い productivity を有するリサーチパークとするために、企業やベンチャーへの新たな入居・活動支援を
検討し、魅力ある産学連携の構築に努める。

②ゲノム棟内の連携
・

中央研究施設日高ブランチの各種施設をリサーチパーク入居者および学内研究者が広く利用可能とするための
体制を整える。

・

ゲノム棟内において、ゲノム医学研究センター、リサーチパーク、中央研究施設日高ブランチの３者が協働して
研究活動を行い、もしくは研究活動を行える場を提供し、本学の研究活動のさらなる発展を目指す。

（2）研究部門の総務的な業務の必要性が増しつつあり、次の通り対応していく。
①リサーチアドミニストレーションセンター各担当の再編
当センターが平成 27 年 4 月に設置されて際は、公的研究費管理業務と研究不正防止の取り組みが主たる任務であっ
たが、年を追うごとに研究関連の業務が加わってきている。業務上の利害関係を排除する目的により、部門制を導入
し現状の各担当を組み替えることを検討する。
・

研究評価部門

・

臨床研究支援部門

・

研究費管理部門

・

研究公正部門

・

産学官連携推進部門

②首都圏 AR コンソーシアム（MARC）に関する活動
MARC および MARC 各ワーキンググループへの活動の積極的に参加し、研究活動の最新情報、研究活動、教育活動の推
進に取り組んでいく。
③大学発ベンチャー企業認定、寄附研究部門の設置・運営
・

寄附研究部門の設置・運営について審査する寄附研究部門設置委員会を運営していく。

・

また大学発ベンチャー企業の認定については、特許委員会と連携して取り組んでいく。

④研究活動に係る向精神薬・麻薬管理体制の構築
研究活動に係る向精神薬・麻薬管理については各キャンパス担当者との連携により使用実態を把握することができた。
今後も各キャンパス担当部署および医学研究センター安全管理部門と連携し適切に対応していく。
（3）研究部門を支える強固な事務体制
① 研究の国際化が進み、海外研究機関との事務手続きや交渉などの研究管理業務が増加しつつある。国際化への対応は
法人の方針でもあり、研究活動を支える事務部門の機能強化、多様な人材の育成と確保は必須と思料する。これを実
現していくべく取り組んでいく。
②機能集約により担当間のコミュニケーション強化、業務連携をさらに推進するとともに、隣接する大学病院臨床研究
センターとの協業を促進する。
③他大学では URA を雇用し、科学研究費応募時のチェックや支援の任に当たっている。現に科研費採択額上位校はその
成果が出ている。本学においても研究応募支援や研究開発マネジメント強化等の研究マネジメントを専門的な知識に
より担うリサーチ・アドミニストレーター(URA：University Research Administrator）の確保を検討したい。
以上
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1．IR センター
１．構成員
センター長 椎橋 実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：教授（任期：R2.3.31）
副センター長 小山 政史（KOYAMA, Masafumi）
：国際医療センター泌尿器科：教授（任期：R2.3.31）
副センター長 柴﨑 智美（Shibazaki, Satomi）
：医学教育学：准教授（任期：R2.3.31）
齋藤 恵 （SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助手
鈴木 実和（SUZUKI, Miwa）
：IR センター：事務員

２．目的
IR センターは、本学における教育・研究・大学運営に関して、データを調査・収集・分析することで得た客観的エビデンスを活用し、
本学の質の向上を推進することを目的に設置され、IR センター運営会議によって管理運営されている。

３．活動報告
IR センターは、設置の目的をはたすため下記の活動を行っている。
（1）本学における教育・研究・運営に係るデータの調査・収集・分析
（2）上記で得た客観的エビデンスの提供による大学改善への支援
（3）大学機関別認証評価に係る業務
（4）医学教育分野別評価に係る業務
（5）その他、自己点検・評価に係る業務
今年度は以下の活動を行った。
・IR センター運営会議の開催（8 回）
・大学機関別認証評価 WG による、自己点検評価書の作成、資料の整備
・医学教育分野別評価 WG による、自己点検評価書の作成、資料の整備

４．評価と次年度目標
4-1．今年度の自己評価
大学機関別認証評価 WG および医学教育分野別評価 WG を設置し、それぞれの受審に向けて規則の整備、自己点検評価書の作成、資
料の整備などを行った。2 つの受審に向け、必要な活動を行うことができたと自己評価している。
4-2．次年度の計画
大学機関別認証評価については、自己点検評価報告書、資料集およびエビデンス集を完成させ、実地調査を受審する。また、医学
教育分野別評価については、不足している内容の確認と整備、全教員への周知と情報共有を行う。
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1．1）人

事（教員異動）

教員異動(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)

採

用

昇

格

教 授

職

渡辺 修一（生理学）

基礎医学部門

准教授

講 師

退

三輪 裕幸（免疫学）

横尾
水野
西本
伊澤
廣澤

友隆（中央研究施設日高ブランチ実験動物部門）
洋介（中央研究施設日高ブランチ機能部門）
正純（中央研究施設日高ブランチＲＩ部門）
宜仁（教養教育）
成美（中央研究施設機能部門）

大島 晋 （形態部門）
大野 洋一（社会医学）
荒木 隆一郎（社会医学）
曽根 敏雄 （免疫学）

助教

2

0

0

助手

0

0

0

医学教育センター他

教授
准教授

松下 毅彦（医学教育学）

講 師

ゲノム医学研究センター

助教

1

0

0

助手

0

0

0

助教

0

0

0

助手

1

0

0
河野 康治（血管外科）
古村 眞 （小児外科）
髙橋 一司（神経内科）
中塚 貴志（形成外科・美容外科）
原 元彦（リハビリテーション科））
川田 哲也(放射線科(放射線腫瘍
科））
鈴木 健之(放射線科(放射線腫瘍
科））

教 授
准教授

講 師

教 授

大

准教授

学
病

常深
松本
土井
田中

祐一郎（皮膚科）
春信 （血管外科）
克史 （麻酔科）
裕次郎（小児外科）

中里 良彦 （神経内科）
秋岡 祐子 （小児科）
前田 卓哉（臨床検査医学（中央検査部））
舟久保 ゆう（リウマチ膠原病科）
小澤 栄人 （放射線科）

江村
蒔田
高村
篠島
白畑

隆起（小児外科）
潤 （眼科）
将司（産科・婦人科）
利明（泌尿器科）
亨 （呼吸器内科）

庄司 拓平（眼科）
難波 聡 （ゲノム医療科）

院

講師

助教
助教
(フェ)
助教
(シ)
総合医療センター

助手

由美子（歯科・口腔外科）
義孝 （呼吸器内科）
洋介 （歯科・口腔外科）
智也 （形成外科・美容外科）
英司 （小児科）

緒方 大 （皮膚科）
星島 宏 （麻酔科）
福岡 卓也（神経内科）

15

0

32

1

0

0

53

0

28

0

0

0

儀賀
川上
松隂 崇 （心臓内科）
竹下
泉田 欣彦（内分泌・糖尿病内科） 今中
山﨑
菊池 昭彦 (産婦人科(総合周産期

母子医療センター産科))

教授

川田
内田
福島
佐藤
盛田

理暁（緩和医療科）
理 （泌尿器科）
享典（臨床検査医学）
和人（心臓血管外科）
厚志（眼科）

0998

矢形
松田
佐藤
三橋
馬場

寛(ブレストケア科(乳腺腫瘍科))
昌文（内分泌・糖尿病内科）
紀 （血管外科）
知明（臨床検査医学）
一憲（産婦人科（総合周産期
母子医療センター産科))
道田 知樹（消化器・肝臓内科）

採

用

二藤 隆春（耳鼻咽喉科）
准教授

母里 淑子（ゲノム診療科）
矢野 晶大（泌尿器科）

講師

助教
助教
(フェ)
助教
(シ)
助手

福島
金尾
准教授

国 際 医 療 セ ン タ ―

講師

助教
助教
(フェ)
助教
(シ)
助手

鈴木
飯星
黒崎
筒井
松浦
柳川
宇野

格

退
河井

佐川
外山
福島
印東

職

信一郎（眼科）

森彦（血液内科)
堅太郎（心臓内科）
憲治（高度救命救急センター）
雅大（脳神経外科）

24

0

39

0

0

1

52

0

30

0

0

0

市川 智章（放射線科（画像診断科））
吉武 明弘（心臓血管外科）
鳥越 知明（整形外科（骨・軟部腫瘍科）） 内野 晃 （放射線科（画像診断科））
髙尾 昌樹（神経内科・脳卒中内科）
敬 （小児腫瘍科）
城武 卓 （泌尿器科）
佐野 勝廣 （放射線科（画像診断科））
健人（泌尿器科）
石田 真弓（精神科（精神腫瘍科））
野中 康一（消化器内科）
渡邊 裕輔（腎臓内科）
齋藤 尚子（放射線科（画像診断科））
池田 礼史（心臓内科）
永田 耕治（病理診断科）
蝦原 康宏（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
海馬(脳神経外科(脳卒中外科)) 岡部 尚志（泌尿器科）
市川 ゆき（麻酔科)
智史（脳神経外科（脳血管内治療科）） 石川 真穂（造血器腫瘍科）
小山 忠昭（緩和医療科）
亮（産婦人科（婦人科腫瘍科）） 吉川 淳 （救急医学科）
上出 智也（脳神経外科 (脳卒中外
健太（心臓内科）
大塚 宗廣（脳神経外科（脳卒中外科）） 科))
一生（乳腺腫瘍科）
田島 知明（消化器内科）
石井 利昌（消化器外科）
太郎（脳神経外科（脳血管内治療科））
栃井 将人（心臓血管外科）
吉雅（小児心臓科(小児心臓外科)）
大塚 宗廣（脳神経外科 (脳卒中外
科))森阪 裕之（放射線科（画像診断
科））
20
0
21

北條 隆
教授

昇

井口 浩一（高度救命救急センター）
小野 義久（産婦人科（総合周産期母子
医療センター産科））
星川 淳人（整形外科）
大木 雅文（耳鼻咽喉科）
荻原 哲 （整形外科）
伊藤 加奈子(小児科(総合周産期母子
医療センター新生児科))
渡部 渉 （放射線科）
清水 泰輔（腎・高血圧内科）
山口 菜緒美（消化器・肝臓内科）
竹下 英毅（泌尿器科）
伊﨑 祥子（神経内科）
清水 裕次（放射線科）
神山 哲男（心臓内科）
富川 武樹（血液内科）
鈴木 興秀（ゲノム診療科）
山下 高久（病理部）

（乳腺腫瘍科）

9

0

13

27

0

20

0

0

0

かわごえクリニック

教授
准教授

講師

日野 創（診療部）

助教

0

0

0

助教
（シ）

0

0

0

助手

0

0

0

233

50

224

合 計
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２０１９年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

基礎医学部門

名・所

属

在職年数

在任年数

19 年 10 ヶ月

教授

19 年 10 ヶ月

河野 康治（血管外科）

1 年 6 ヶ月

教授

1 年 6 ヶ月

古村 眞（小児外科)

7 年 1 ヶ月

教授

7 年 1 ヶ月

髙橋 一司（神経内科）

6 年 2 ヶ月

教授

6 年 2 ヶ月

中塚 貴志（形成外科・美容外科）

21 年 10 ヶ月

教授

21 年 10 ヶ月

原 元彦（リハビリテーション科）

2 年 0 ヶ月

教授

2 年 0 ヶ月

川田 哲也(放射線科(放射線腫瘍科））

3 年 8 ヶ月

教授

3 年 8 ヶ月

矢形 寛(ブレストケア科（乳腺腫瘍科）)

4 年 5 ヶ月

教授

4 年 5 ヶ月

松田 昌文（内分泌・糖尿病内科）

10 年 9 ヶ月

教授

10 年 9 ヶ月

渡辺 修一（生理学）

大学病院

佐藤 紀（血管外科）

22 年 10 ヶ月

教授
13 年 8 ヶ月
准教授 9 年 2 ヶ月

15 年 9 ヶ月

教授
10 年 6 ヶ月
准教授 5 年 3 ヶ月

18 年 3 ヶ月

教授
17 年 1 ヶ月
准教授 1 年 2 ヶ月

総合医療センター
三橋 知明（臨床検査医学）

馬場 一憲（産婦人科（総合周産期
母子医療センター産科))

道田 知樹（消化器・肝臓内科）

市 川 智 章 ( 放 射 線 科 (( 画 像 診 断
科))

国際医療センター

内野 晃（放射線科（画像診断科））

髙尾

昌樹 (神経内科・脳卒中内

科)

1000

2 年 0 ヶ月

教授

2 年 0 ヶ月

4 年 1 ヶ月

教授

4 年 1 ヶ月

12 年 6 ヶ月

教授

12 年 6 ヶ月

5 年 5 ヶ月

教授

5 年 5 ヶ月

教員異動(平成３１年４月１日～令和２年３月３１日)

採
教 授

用

昇

格

粟生田 友子（看護学科）

職

小島 龍平（理学療法学科）

本谷 久美子（看護学科）
保健医療学部

大澤
小林
新井
丸谷

准教授

大野 美佐子（看護学科）

優子 （看護学科）
由起子（看護学科）
智之 （理学療法学科）
康平 （理学療法学科）

講 師

合

退

髙橋 俊 （臨床検査学科）
下垣 里河（臨床検査学科）
細井 俊希（理学療法学科）
神子嶋 誠（理学療法学科）

助教

3

0

0

助手

4

0

1

計

10

4

6

２０１９年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

保健医療学部

小島

名・所

属

在職年数

25 年 0 ヶ月

龍平（理学療法学科）

1001

在任年数

教授
15 年 0 ヶ月
准教授 10 年 0 ヶ月

1．2）人
【学 長
【副学長

別所 正美】
土田 哲也

医学部
【学部長 村越

松下 祥

木崎 昌弘

森

准 教 授
山崎 芳仁
中平 健祐
藤森 千尋
森口 武史
Chad L.Godfrey

剖

生

理

生

化

学 村越 隆之

薬

理

学 丸山 敬

病

理

学 佐々木 惇
山田 健人
小森 隆司(客）
学 村上 孝
石田 直臣(客）
学 松下 祥

石澤 圭介

学 亀井 美登里
平子 哲夫（客）
小田 清一（客）

太田 晶子
大野 洋一

免
社

法

学 永島
松村
寺島
学 渡辺
池田
三輪

授

解

生

物
疫

会

医

医

茂久】

隆之】

基礎医学部門
基 本 学 科
教
教
養
教
育 向田 寿光

微

事（教職員名簿）

雅文
讓兒（客）
俊雄（客）
修一
正明
尚史

藤田 恵子

小谷 典弘
魚住 尚紀
淡路 健雄

松井 政則
川野 雅章

大間
土田
米岡
西脇
鈴木
種田
川村
村上
伊澤
髙野
栗﨑

講
師
陽子
敦子
裕美
洋一
正
佳紀
勇樹
元
宜仁
和敬
知浩

助

教
1

3

伊丹 千晶
中尾 啓子
菅 理江
田丸 文信
佐藤 寛栄
荒木 智之
中野 貴成
周防 諭
吉川 圭介
市村 隆也

1

小林
堀内
曽根
三輪
高橋
荒木
宮﨑

1

2
1
1

信春
大
敏雄
裕幸
美保子
隆一郎
孝

学 髙田 綾
齋藤 一之（客）

医 療 政 策 学 宮山 徳司（特）
江利川 毅（特）
佐藤 好美（特）
中央研究施設【施設長 坂本 安】
毛 形 態 部 門
呂 実験動物部門
山 R
I 部 門
Ｃ
機 能 部 門 坂本 安
日 実験動物部門
高 R
I 部 門
Ｃ
機 能 部 門
医 学 教 育 学 森 茂久
松田 晃
計
ゲノム医学研究センター
【所 長 奧田 晶彦】
基 本 学 科
遺 伝 子 構 造 機 能 部 門 黒川
遺 伝 子 情 報 制 御 部 門 堀江
井上
発 生 ･ 分 化 ･ 再 生 部 門 奥田
病 態 生 理 部 門 片桐
遺 伝 子 治 療 部 門 三谷
計

大島 晋
仁科 正実
一色 政志
横尾
西本
水野
石橋
松下
柴﨑

16（10）

教
授
理樹
公仁子
聡（客）
晶彦
岳信
幸之介
5（1）

准

1
日詰 光治
廣澤 成美

友隆
正純
洋介
敬一郎
毅彦
智美
23

教

荒関 かやの

31

授

講

11

師

助

教
1

池田 和博
2
1
0

1

1002

4

医学教育センター・医学研究センター他
【医学教育センターセンター長 森 茂久
医学研究センターセンター長
【情報技術支援推進センターセンター長 椎橋 実智男】

基 本 学 科
医学教育センター

山田
側島
丸木
田中
土屋
鋤柄
岡村
長堀
小林
森本
増田

教
授
泰子
久典（客）
多恵子（客）
政彦（客）
長二（客）
稔（客）
維摩（客）
俊史（客）
良樹（客）
義博（客）
俊和（客）

准

教

授

片桐

講

岳信】
師

助

教
3

勅使河原 正敏（客）

原田 雅義（客）
根津 良幸（客）
医学研究センター

2
徳元 康人

ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー
情報 技術 支援 推進セン ター

椎橋 実智男
1

川 越 ブ ラ ン チ
医療人育成支援センター

1
1

地域医学推進 センター
川

越

ブ

ラ

ン

チ

リ サ ー チ ア ド ミ ニ
ストレ－ ションセンター

計

千本松 孝明
小林 国彦
吉村 健一（客）
4（14）

教職員・学生健康推進センター
【センター長 富谷 智明】
基 本 学 科
教
授
教 職 員 ・ 学 生 健 康 推 進 富谷 智明
セ
ン
タ
ー
井上 郁夫
計
2

菅原 哲雄

0

准

教

2

授

講

0

師

0

1003

8

助

教

0

臨床医学部門
埼玉医科大学病院
【病院長 織田 弘美】
基 本 学 科
教
授
消 化 器 内 科 ･ 肝 臓 内 科 持田 智
一瀬 雅夫（客）
消 化 管 内 科 今枝 博之
心
臓
内
科 山本 啓二
呼 吸 器 内 科 永田 真
仲村 俊秀
萩原 弘一（客）
臼井 裕（客）
金澤 實 (名）
内 分 泌 内 科 ・ 糖 尿 病 内 科 島田 朗
稲葉 宗通（客）
野田 光彦（客）
血
液
内
科 別所 正美
中村 裕一
陣内 逸郎（客）
室橋 郁生（客）
神
経
内
科 山元 敏正
髙橋 一司
中里 良彦
荒木 信夫（客）
丸木 雄一（客）
坂井 文彦（客）
リ ウ マ チ 膠 原 病 科 三村 俊英
舟久保 ゆう
秋山 雄次（客）
佐藤 浩二郎（客）
腎
臓
内
科 岡田 浩一
菅原 壯一（客）
感染症科・感染制御科 前﨑 繁文
総 合 診 療 内 科 中元 秀友
宮川 義隆
橋本 正良
日比 紀文（客）
原 晋（客）
木村 琢磨（客）
消 化 器 ･ 一 般 外 科 篠塚 望
小川 展二（客）
乳

血
小

腺

管
児

腫

瘍

准 教 授
今井 幸紀
中山 伸朗
都築 義和
飯田 慎一郎
杣 知行
中込 一之

講
師
菅原 通子

科 松本 春信
科 尾花 和子
田中 裕次郎
小室 広昭（客）
髙橋 茂樹（客）
田畑 泰彦（客）
古村 眞（客）
整 形 外 科 ・ 脊 椎 外 科 立花 陽明
門野 夕峰
鳥尾 哲矢
宮島 剛
金 潤澤（客）
脳 神 経 外 科 藤巻 高光
小林 正人
川合 謙介（客）
形成外科･美容外科 中塚 貴志
市岡 滋
小
児
科 大竹 明
(小児科、新生児科） 山内 秀雄
德山 研一
國方 徹也
菊池 透
秋岡 祐子
雨宮 伸（客）
森野 正明（客）
髙柳 正樹（客）
皮
膚
科 土田 哲也
中村 晃一郎
常深 祐一郎
泌
尿
器
科 朝倉 博孝
矢内原 仁

教

助教（フェロー）

助教（シニア・専攻医）

12

5

大庫 秀樹

1

1

小宮山 謙一郎
白畑 亨
内田 義孝

4

及川 洋一

安田 重光
池上 裕一

9

3

脇本 直樹

伊藤 善啓

1

2

伊藤 康男
溝井 令一

2

8

荒木 靖人
横田 和浩
梶山 浩

4

4

友利 浩司

4

8

樽本 憲人
中谷 宣章

1
10

9

7

1

井上 勉

廣岡 伸隆
小林 威仁

淺野 博

1

6

1

科

外
外

助

江村 隆起

田中 伸哉
河野 慎次郎
釘宮 典孝

時岡 一幸

篠島 利明

1

坂口 勝信
杉山 聡宏
渡會 恵介

11

脇谷 健司

2

佐藤 智也

5

7

植田 穣
本多 正和
盛田 英司

13

7

宮野 恭平

9

2

中平 洋子

1

2

1004

4

眼

科 篠田
米谷
板谷
新家
村山
石川
小島
松本
木村
耳 鼻 咽 喉 科 加瀨
（耳鼻咽喉科、神経耳科） 伊藤
池園
上條
水野
善浪
福島
産 科 ・ 婦 人 科 石原
亀井
岡垣
梶原
永田
板倉
歯 科 ・ 口 腔 外 科 依田

啓
新（客）
正紀（客）
眞（客）
耕一郎（客）
弘（客）
孚允(客）
惣一（客）
至（客）
康弘
彰紀
哲郎
篤
正浩（客）
弘善（客）
邦博（客）
理
良政
竜吾
健
一郎（客）
敦夫（客）
哲也（客）

庄司 拓平
蒔田 潤

7

7

中嶋 正人
新藤 晋

4

3

高村 将司

田丸 俊輔
左 勝則

7

6

佐藤 毅

川田 由美子
福島 洋介
山内 洋子

2

1

西澤
三枝
尾﨑
納谷

7

2

1

1

5

4

9

6

リハビリテーション科 倉林 均

原 元彦
間嶋 滿（客）
麻
酔
科 長坂 浩
岩瀬 良範
井手 康雄
中山 英人
土井 克史
松本 延幸（客）
菊地 博達（客）
丸山 晃一（客）
蔵谷 紀文（客）
風間 富栄（客）
池田 みさ子（客）
市原 靖子（客）
小髙 光晴（客）
東 俊晴（客）
救
急
科 芳賀 佳之
上條 吉人
東洋医学診療科
放

射

線

科 田中 淳司
（放射線科、放射線腫瘍科、核医 新津 守
学診療科）
松成 一朗
川田 哲也
小澤 栄人
渡邊 環(客）
神経精神科・心療内科 松尾 幸治
小田垣 雄二
太田 敏男（客）
関口 隆一（客）
長尾 眞理子（客）
緩 和 医 療 科 岩瀬 哲
臨床検査医学（中央検査部） 池淵 研二
前田 卓哉
輸血・細胞移植部
健 康 管 理 セ ン タ ー 丸山 義明
金澤 實（客）
医 療 安 全 管 理 学 中島 勧
難 病 セ ン タ ー 西村 玄（客）
奥山 虎之（客）
ゲ ノ ム 医 療 科 西村 玄（客）
奥山 虎之（客）

水上 智
前山 昭彦

鈴木 健之

横山 富士男

秀哉
勉
道郎
一郎太

磯部 秀之
山口 智
井上 快児
關 智史

渡邊 さつき
松岡 孝裕

1

森吉 美穂
岡田
倉光
足立
松木

義昭
薫
雅樹
盛行

難波

聡

1
武永 強
後藤 誠一
清水 正雄

1
1

内科ローテ(後期研修）
外科ローテ(後期研修）

計

71（60）

32

46

1005

142

1

101

総合医療センター
【病院長 堤 晴彦】
基 本 学 科
教
授
消化器・肝臓内科 名越 澄子
岡 政志
道田 知樹
高山 清茂（客）
和田 友則（客）
西川 稿（客）
心
臓
内
科 西岡 利彦
松蔭 崇
羽田 勝征（客）
呼 吸 器 内 科 植松 和嗣
内 分 泌 ・ 糖 尿 病 内 科 泉田 欣彦
松田 昌文（客）
大村 榮治（客）
和田 誠基（客）
中島 啓（客）
血
液
内
科 木崎 昌弘
得平 道英
神
経
内
科 野村 恭一

准 教
加藤 真吾
松原 三郎

心 臓 血 管 外 科 今中 和人
整
形
外
科 税田 和夫
脳 神 経 外 科 松居
大宅
庄島
形 成 外 科 ・ 美 容 外 科 三鍋
小
児
科 田村
森脇
阪井
櫻井

徹
宗一
正明
俊春
正徳（特）
浩一
裕一
淑男

総合周産期母子

加部 一彦
側島 久典（客）
科 福田知雄
伊崎 誠一（客）
科 川上 理

医療Ｃ新生児科

皮
泌

眼

膚
尿

器

科 小幡
山﨑
櫻井
河井
耳 鼻 咽 喉 科 菊地
坂田

博人
厚志
真彦（客）
信一郎（客）
茂
英明（客）

講
師
可児 和仁
高林 英日己
山口 菜緒美

助

教
4

助教（フェロー）

助教（シニア・専攻医）

8

井上 芳郎
神山 哲男

3

森山 岳
大竹 啓之

5
2

4
1

多林 孝之

富川 武樹

5

1

深浦 彦彰
傳法 倫久

王子 聡

9

3

近藤 恒夫

3

1

清水 泰輔

10

6

石畝 亨

1
2
10

2
1
2

7

1

リウマチ・膠原病内科 天野 宏一

竹内 勤（客）
腎 ・ 高 血 圧 内 科 長谷川 元
松村 治（客）
御手洗 哲也（客）
感染症科・感染制御科 大野 秀明
総 合 診 療 内 科
消化管外科・一般外科 石田 秀行
持木 彫人
肝胆膵外科・小児外科 別宮 好文
小髙 明雄
血
管
外
科 佐藤 紀
出口 順夫
ブ レ ス ト ケ ア 科 黒住 昌史（客）
（ 乳 腺 腫 瘍 科 ） 樋野 興夫（客）
髙野 利実（客）
山口 拓洋（客）
呼 吸 器 外 科 中山 光男

授

小川 智也
叶澤 孝一

岡 秀昭
熊谷 洋一
井上 成一郎
牧 章

橋本 拓弥

2
1

星川 淳人
萩原 哲

増谷 聡

難波 文彦
石黒 秋生
寺木 祐一
諸角 誠人

大木 雅文
二藤 隆春

福田 佑樹
羽藤 泰
山火 秀明
中曽根 功
中村 春彦
印東 雅大

3

1

2
7

2

4

3

大西
荒川
髙田
石戸
田中
奈倉
長田
奈須
岩本
金井
伊藤
人見

2
10

8
5

12

4

8

2

文夫
浩
栄子
博隆
理砂
道明
浩平
康子
洋一
雅代
加奈子
勝博

岡田 洋平
竹下 英毅
矢野 晶大

田中 是

1006

3

4

2

7

4

産

婦

人

科 髙井 泰
竹田 省（客）
髙木 健次郎（客）
総合周産期母子 關 博之
医療C産科
馬場 一憲
齋藤 正博
菊池 昭彦
歯 科 ・ 口 腔 外 科 堀江 憲夫
下山 哲夫（客）
リハビリテーション科 山本 満
陶山 哲夫（客）
麻
酔
科 小山 薫
宮尾 秀樹（客）
川﨑 潤（客）
堀川 直史（客）
産 科 麻 酔 科 照井 克生
救 急 科 （ Ｅ Ｒ ） 輿水 健治
高 度 救 命 救 急 Ｃ 澤野 誠
間藤 卓（客）
太田 祥一（客）
杉山 聡
放
射
線
科
画像診断科・核医学科 土屋 一洋
熊倉 嘉貴
長田 久人（客）
奥 真也（客）
放射線腫瘍科 髙橋 健夫
神 経 精 神 科 吉益 晴夫
仙波 純一（客）
深津 亮（客）
緩 和 医 療 科 儀賀 理暁
臨 床 検 査 医 学 三橋 知明
竹下 享典
病
理
部 田丸 淳一
糸山 進次（客）
秋草 文四郎（客）
堀江 弘（客）
黒住 昌史（客）
輸
血
部
輸 血 細 胞 医 療 部 山本 晃士
細 胞 移 植 療 法 部 田坂 大象
前田 平生(客）
健 康 管 理 科 伊藤 博之
ゲ ノ ム 診 療 科
研

究
計

長井 智則
松永 茂剛

赤堀 太一

3

小野 義久

見上 由紀子
矢部 慎一郎

11

8

金子 貴広

那須 大介
日野 峻輔
藤本 幹雄

4

2

鈴木 俊成

丸尾 俊彦
清水 健次

13

6

大橋 夕樹
安藤 陽児
中村 元洋
福島 憲治
大河原 健人
大饗 和憲

6
3

久村 正樹
中田 一之
熊井戸 邦佳
荒木 尚
井口 浩一

1
1

12

3

阿部 敦
渡部 渉
清水 裕次

3

新保 宗史

山野 貴史
安田 貴昭
小林 清香

3
6

2
1

東 守洋
百瀬 修二

山下 高久

7

1

鈴木 興秀
母里 淑子

1

部森 隆
58（40）

33

58

1007

195

1

88

国際医療センター
【病院長 佐伯 俊昭】
基 本 学 科
教
授
消 化 器 内 科 良沢 昭銘
濱口 哲弥
後藤田 卓志（客）
心

臓

内

科 岩永 史郎
村松 俊裕
加藤 律史
中埜 信太郎
清水 渉（客）
小宮山 伸之（客）
小泉 智三（客）
西村 重敬（客）
松本 万夫（客）
呼 吸 器 内 科 各務 博
解良 恭一
北野 滋久（客）
萩原 弘一（客）
内分泌・糖尿病内
造 血 器 腫 瘍 科 麻生 範雄
塚崎 邦博
陣内 逸郎（客）
神経内科・脳卒中内科 髙尾 昌樹
髙橋 愼一
棚橋 紀夫（特）
腎
臓
内
科
腫 瘍 内 科 （ 原 発 不 明 、 希 少 が ん 科 ） 畝川 芳彦
感 染 症 科 ・ 感 染 制 御 科 光武 耕太郎
総 合 診 療 内 科 ・ 地 域 医 療 科 古屋 大典
林 健
消 化 器 外 科 小山 勇
山口 茂樹
櫻本 信一
岡本 光順
佐藤 弘

准 教
真下 由美
野中 康一
水出 雅文
堀田 洋介
中島 淑江
池田 礼史

授

講
師
谷坂 優樹
三原 良明
田島 知明
杉 佳紀
筒井 健太

村山 芳武

栗原 進
高橋 直樹
加藤 裕司
出口 一郎

前田 智也
石川 真穂

助

教
3

助教（フェロー）

2

8

2

6

2

3

大平 雅之
木村 浩晃
長田 高志

渡邊 裕輔

助教（シニア・専攻医）

1
1
1

合川 公康
平能 康充

石井 利昌
宮脇 豊
椙田 浩文

8

松浦 一生

5

二反田 博之

3

栃井 将人
徳永 千穂

3

8

DIETMAR STEPHAN（客）

乳 腺 腫 瘍 科 佐伯 俊昭
大崎 昭彦
長谷部 孝裕
北條 隆
大内 徹（客）
呼 吸 器 外 科
心 臓 血 管 外 科 井口 篤志
朝倉 利久
中嶋 博之
吉武 明弘
西村 元延（客）
福嶌 教偉（客）
田鎖 治（客）
落 雅美（客）
齋木 佳克（客）
小
児
外
科
整 形 外 科 （ 骨 ・ 軟 部 腫 瘍 科 ） 矢澤 康男
鳥越 知明
脳 神 経 外 科 西川 亮
（脳卒中外科、脳血管内 栗田 浩樹
治療科、脳脊髄腫瘍科）
三島 一彦
神山 信也
柳澤 隆昭（客）
大井川 秀聡（客）
山根 文孝（客）
竹田 理々子（客）
形
成
外
科
小 児 心 臓 科 小林 俊樹
住友 直方
小 児 心 臓 外 科 鈴木 孝明
小 児 腫 瘍 科
皮
膚
科
（皮膚腫瘍科）
泌
尿
器
科
耳

鼻

咽

喉

婦

人

竜平
明史
泰大
政史

科 菅澤 正

（頭頸部腫瘍科）

産

田中
山本
中村
小山

1
2

今西 淳悟
安達 淳一
鈴木 智成
池田 俊貴

鈴木
白畑
飯星
柳川
大塚

去川 俊二

横川 秀樹
小島 拓朗

枡岡 歩
福島 敬
西本
城武
金尾
蝦原

紘嗣郎
卓
健人
康宏

海馬
充章
智史
太郎
宗廣

1
3

2

6

1

2
1

4

保土田 健太郎
宇野 吉雅
渡邊 温子
寺本 由紀子

1

1

1
1

1

岡部 尚志

1

4

小柏 靖直

4

1

黒崎 亮

6

1

中平 光彦

科 藤原 恵一

（婦人科腫瘍科）

石田 博徳
坂口 浩三

2

吉田 裕之

長谷川 幸清
長尾 昌二（客）
宮木 泰成（客）

1008

1

2

歯科・口腔外科

坂田 康彰

リハビリテーション科 牧田 茂

高橋 秀寿
麻
酔
科 北村 晶
（麻酔科、集中治療科） 古田島 太
林田 眞和（客）
武居 哲洋（客）
磨田 裕（客）
西部 伸一（客）
救 急 医 学 科 根本 学
（救命救急科、小児救命救急科、 小井土 雄一（客）

内田 龍制
丸山 元
釜田 峰都

辻田 美紀
中川 秀之

髙平 修二

吉川 淳
大谷 義孝
大原 泰宏

中澤
齋藤
山根
福島

森阪 裕之

精神科救命救急科）

射
線
科
画 像 診 断 科 岡田 吉隆
内野 晃
核 医 学 科 久慈 一英
松田 博史（客）
樋口 隆弘（客）
放 射 線 腫 瘍 科 加藤 眞吾
野田 真永
精 神 科 （ 精 神 腫 瘍 科 ） 大西 秀樹
緩 和 医 療 科 髙橋 孝郎
臨 床 検 査 医 学 海老原 康博
小林 正幸（客）
病 理 診 断 科 安田 政実
新井 栄一
川崎 朋徳
輸 血 ・ 細 胞 移 植 科 石田 明
医 療 安 全 管 理 学 川井 信孝
が ん ゲ ノ ム 医 療 科 藤野 節

5

5

6

3

放

賢
尚子
登茂彦
賢慈

3

瀬戸 陽
熊﨑 祐
阿部 孝憲

2

龍神 秀穂

2

佐藤 次生

2

福島 久代

1

45

80

4

石田 真弓

永田 耕治

1

内科ローテ(後期研修）
外科ローテ(後期研修）

計

65（31）

かわごえクリニック
【院長 屋嘉比 康治】
基 本 学 科
教
授
かわごえクリニック 屋嘉比 康治（特）
佐々木 望（客）
髙橋 邦泰（客）
古村 眞（客）
計
0（4）

37

准

教

授

講
日野 創

0

師

1

注）（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
( ） ＝ 特任教授・客員教授数（内数）

1009

助

教

0

18

1
43

助教（フェロー）

助教（シニアレジデント）

0

0

保健医療学部
【学部長 加藤木 利行】
基 本 学 科
教
授
看
護
学
科 加藤木 利行（特）
千田 みゆき
佐久間 肇
辻 美隆
大森 智美
野田 智子
大賀 淳子
粟生田 友子
冨田 幸江（客）

准 教 授
菊池 チトセ
山路 真佐子
藤村 博恵
金子 優子
大澤 優子
小林 由起子
本谷 久美子

臨 床 検 査 学 科 茅野 秀一
村田 栄子
佐藤 正夫
小野川 傑
藤原 智徳
間山 伸
市岡 正適（客）
鈴木 正彦（客）

野寺 誠
来住野 修
村本 良三
飯野 望

臨 床 工 学 科 下岡 聡行
小林 直樹
戸井田 昌宏
田邊 一郎
山下 芳久
宮本 裕一
若山 俊隆
加納 隆（客）
理 学 療 法 学 科 高倉
赤坂
小島
藤田

計

保幸
清和
龍平
博暁

乙戸 崇寛
國澤 洋介
新井 智之

24（4）

西岡
横山
関根
加藤
松坂
大野

講
師
ひとみ
ひろみ
由紀子
巳佐子
充子
美佐子

助

教
12

小峰
伴塲
内田
黒田
上滝

伸一
裕巳
康子
真代
圭介

6

中島
脇田
加藤
奥村
駒形
石川
川邉

孔志
政嘉
綾子
高広
英樹
雅浩
学

3

神子嶋 誠
澤田 豊
時田 幸之輔
國澤 佳恵
細井 俊希
大久保 雄
丸谷 康平

13

25

注）（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
( ）＝ 特任教授・客員教授数（内数）

1010

3

24

2．事
１．法人事務局
事務局長
《総合企画部》
部 長
課 長
《広 報 室》
室 長
《秘 書 室》
室 長
《業務監査室》
室 長
《ＲＡセンター事務室》
課 長
２．大学事務局
事務局長
《総 務 部》
部 長
次 長
次 長
総務課課長
総務課課長補佐
人事課課長
人事課課長
人事課課長
人事課課長補佐
《施 設 部》
部 長
副部長
環境整備課課長
施設管理課課長
施設管理課課長
施設管理課課長補佐
施設管理課課長補佐
《経 理 部》
部 長
次 長
次 長
次 長
経理課課長
経理課課長
購買課課長
購買課課長補佐
《情報システム部》
部 長
課長補佐
課長補佐
課長補佐
《大学事務部》
部長(学校群統括部長)
次 長
課 長
課 長
課 長
課長補佐
課長補佐
課長補佐
保健医療学部事務室室長

茂 木

明

小 山
格
井 上 誠 人
茂 木

明（兼）

茂 木

明（兼）

田 中

寿

佐 藤 勝 茂
茂 木

明（兼）

内
笠
原
笠
滝
内
上
山
加

田 尚 男
間
忍
静 江
間
忍（兼）
井 雅 彦
野
敏
貴 幸
下 陽 子
藤 美 和

香
高
高
中
菅
中
留

取
橋
橋
鉢
野
川
場

池和田
和 田
高 沢
馬 場
大 野
岩 沢
甲 田
黒 圖

光
秀
秀
利
俊
敏
亮

夫
夫
夫(兼)
和
樹
行
夫

忠 幸
実
信 也
賢 治
由紀夫
憲 次
和 博
賢 一

堀
田
吉
佐

江
稔
中 義 明
澤 敦 司
藤 巨 樹

内
江
岩
村
下
新
近
松

田
口
澤
田
田
井
藤
浦

和
幹
昌
正
裕
博
有
直

務

３．大学病院
《医 務 部》
部 長
池 澤
次 長
吉 元
次 長（健康管理センター付）
水 村
医務課課長
河 原
健康管理センター事務室課長
松 井
《病院群臨床研修管理センター》
室 長
内 野
４．附属図書館
事務長
内 田
課長補佐
田 口
５．総合医療センター事務部
部長
津久井
秘書室長
津久井
施設担当部長
上 原
次 長
皆 川
次 長
堀 江
医務課課長
大日向
医務課課長補佐
永 島
総務課長
堀 江
臨床研究支援センター課長補佐
浅 見
経理購買課長
高 橋
経理購買課課長補佐
安 井
施設課課長
山 田
施設課課長補佐
風 間
看護専門学校事務室室長
田 中
６．川越ビル事務所事務室
室 長
田 島
７．かわごえクリニック
事務長
堀 江
次 長
田 島
８．国際医療センター事務部
部長（病院群統括部長） 池 澤
次 長
武 久
次 長
松 井
医務課長
松 井
医務課課長補佐
藤 森
医務課課長補佐
岡 野
総務課長
武 久
総務課長
杉 田
総務課長
福 島
総務課長
吉 野
総務課課長補佐
加 藤
総務課課長補佐
関 根

利
也
人
樹
子
志
寛
樹

村 嶌 隆 義
保健医療学部事務室課長補佐
岡 田 一 観
保健医療学部事務室川角分室室長
山 﨑 豊 幸

局
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敏 幸（兼）
一 彰
順 孝
和 弘
裕 行
夏 江
和 利（兼）
宣 行
一 浩
一 浩（兼）
修
勉
正 人
秀 志
松 男
正 人（兼）
文 子
光 鶴
千 里
勉
信 治
律 子
契 司（兼）
正 人（兼）
契 司
敏 幸
秀 夫
幹 代
幹 代（兼）
ほなみ
直 美
秀 夫（兼）
昭 雄
正
稔 夫
満 晴
真 吾

3．競争的資金の獲得状況
件数
前期比

今期
文部科学省科学研究費

金額(単位：百万円)
今期
前期比

182

13

204

▲15

厚生労働科学研究費
（がん研究開発費含む）

51

6

42

▲6

AMED 委託研究開発費

63

1

197

▲33

276

20

443

▲54

計

1. 文部科学省科学研究費 ※研究費金額には間接経費を含む
研究種目

課題略称

研究課題名

毛呂

基盤研究（Ｂ）

16H04651

ミトコンドリアを介した体内時計ニューロンの制
御メカニズム

池田

毛呂

基盤研究（Ｂ）

17H02762

温熱療法を目指したスーパースピングラス磁気ナ
ノ微粒子の創製と医療への応用

千本松
明

毛呂

基盤研究（Ｂ）

17H04235

新生児消化器疾患発症機序の分子生物学的解明に
向けた解析ワークフローの確立

田中

毛呂

基盤研究（Ｂ）

17H04409

運動器疾患治療のための中枢・末梢機能の活性化
を担う分子基盤の解明と治療法の開発

佐藤

毅

2,821,000

毛呂

基盤研究（Ｂ）

18H03028

遠隔在宅支援システムの有用性に関する研究-無
作為化比較試験

岩瀬

哲

5,185,736

毛呂

基盤研究（Ｂ）

19H03519

核内移行するヒト化抗 CD26 抗体によるスーパー
エンハンサー標的抗がん療法の開発

山田

健人

520,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

16K10215

再発予防を目的とした neurofeedback と情動調整
によるうつ病治療法の開発

松尾

幸治

130,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

16K11699-1

咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明に向けた遺伝
的および環境的要因の解析

佐藤

毅

65,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K01461

随意的筋収縮が脊髄興奮性に及ぼす機序の解明と
リハビリテーションへの応用

原

元彦

1,170,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K01466

運動療法がサイトカインやアポトーシスを介し脳
梗塞後神経細胞死を抑制する機序の解析

倉林

均

910,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K01867

胎児期から小児期の成長の軌跡を指標とした生活
習慣病への先制医療の確立

菊池

透

650,000
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研究者名

研究費
（円）

部門

正明
孝

裕次
郎

130,000

260,000

583,037

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K07225

新規免疫チェックポイント分子 DC-HIL を標的と
したがん治療の研究

堀内

大

1,170,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K08960

母体免疫活性化による 薬物依存への影響

村上

元

1,560,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K09627

Kinect センサーによる慢性呼吸器疾患患者に対
する運動機能検査法の確立

仲村

秀俊

910,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K09866

PPARγ1 エクソン C 特異的ノックアウトホモマウ
ス胎生致死の原因究明

井上

郁夫

520,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K09940

ハイリスク造血器腫瘍の髄外病変に着目した新規
ターゲットの探索と創薬研究

山田

健人

130,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K10029

新規ポータブルシーケンサーを用いた網羅的微生
物叢の解析-NTM 感染症の病態解明-

前田

卓哉

1,170,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K11208

ヒト造精機能障害症例でのペルオキシソーム脂質
代謝機能の解析と臨床応用への展開

水野

由美

1,560,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K11250

子宮内膜脱落膜化細胞でのオクタン酸産生機構と
着床現象における役割の解明

梶原

健

1,820,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K11430

術中黄斑機能評価システムの確立

篠田

啓

260,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K11546

難治性創傷治療におけるナノテクノロジーを活用
した次世代生体材料の実用化

市岡

滋

1,430,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

17K11547

術後感染予防に向けた創傷の迅速細菌定量装置の
開発

智也

1,040,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K04268

ラボオンチップを電子デバイス化するための電気
信号による生体反応の検出技術の確立

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K06631

細胞傷害性 T 細胞への抗原提示を決定する新たな
小胞体分子シャペロンの同定

松井

政則

1,430,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K06663

がん診断法への応用を企図した細胞外小胞上に発
現する分子会合体の解析

小谷

典弘

1,560,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K06839

大脳皮質ニューロンのネトリン-1 に対する反応
が発生段階に依存する機構の解明

松本

英子

1,300,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K06899

消化管の脂質センサーを起点とした腸脳相関解明
と作用点とした神経疾患治療への応用

吉川

圭介

1,040,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K07354

社会的行動に障害をきたす認知症の発症メカニズ
ムの解明

敬

1,430,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K07475

在宅医療における看取りを可能とする医師-患者家族コミュニケーションに関する研究

木村

琢磨

1,170,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K07886

食物アレルギー児のアナフィラキシー症状発現に
果たす神経原性炎症の役割

徳山

研一

910,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K08153

ライノウィルス感染に伴う喘息増悪の病態解明と
その制御

中込

一之

1,300,000
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佐藤

坂本

丸山

安

260,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K08276

悪性黒色腫における免疫編集の役割とその治療標
的化の研究

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K08446

PNA を用いた LAMP 法によるマクロライド耐性梅
毒トレポネーマの検出系の開発

樽本

憲人

910,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K09148

多価不飽和脂肪酸受容体 GPR120 を介する精子機
能の解明

淡路

健雄

520,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K09271

妊娠時抗うつ剤服用における胎児脳発生のリスク
評価のための研究基盤の確立

佐藤

智美

1,040,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K09861

矯正歯科治療後の後戻りを防止する新規骨芽細胞
活性化因子が担う骨代謝制御機構の解明

佐藤

毅

65,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K09865

口腔機能・形態の発育を担う顎顔面骨格筋局所に
発現するアミノ酸センサーの役割

佐藤

毅

65,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K12115

2025 年問題打破に向けて、テレメディスンと IoT
を用いた最新システムの確立

毛呂

基盤研究（Ｃ）

18K12160

動画像によるてんかん発作検知システムの研究開
発

渡邊

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K00016

意識の道徳的重要性の学際的研究

種田

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K03369

初期学習における記憶の固定化のトリガーを探る

菅

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K06614

複製新生鎖へのクロマチン形成機構の探索：AFM
による新生鎖クロマチンの可視化解析

日詰

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K06911

行動制御の性差を生み出す神経メカニズムの解明

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K07201

SV40 VLP 免疫活性化剤による免疫活性化と獲得
免疫誘導機構の解明

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K07305

毛呂

基盤研究（Ｃ）

毛呂

村上

中元

孝

秀友
さつ
き
佳紀

理江

1,820,000

1,040,000

1,040,000

1,495,000

1,820,000

光治

2,730,000

諭

1,105,000

川野

雅章

1,430,000

卵周囲構造制御を介する受精調節機構の分子解析

三輪

尚史

1,560,000

19K07695

分子標的薬の開発を目的とした Rho paradox の解
明

荒木

智之

2,470,000

基盤研究（Ｃ）

19K08305

コモン・マーモセットモデルを用いた低酸素・虚
血負荷に対する薬物治療の有用性の検討

亀井

良政

2,210,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K08731

CCN2 機能制御による慢性・急性腎障害の新規治
療薬の開発

井上

勉

1,430,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K08887

好中球性炎症におけるドーパミンシグナルの解析
とその応用

松下

祥

2,210,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K08888

関節リウマチにおけるヒストンメチル化酵素の機
能異常の解明及び治療標的としての確立

荒木

靖人

1,690,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K08984

新規β細胞起源の探索ーPPY 細胞の細胞系譜制御
機構の解明

原
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周防

朱美

1,560,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K09010

Ketosis-prone diabetes における細胞性免疫異
常

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K09067

腸上皮オルガノイドと血流温存バイオチューブに
よる小腸再生の研究

鈴木

啓介

104,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K09976

日常視を反映した新規緑内障機能評価指標の開発

庄司

拓平

1,560,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K10293

口腔癌の進展・転移を制御する分子メカニズムの
解明

野島

淳也

182,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K10628

社会資源が限られた市町村が取り組む糖尿病管理
予防プログラムの長期的効果の検討

柴崎

智美

1,950,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K10658-1

グリコアルブミン・HbA1c 比を用いた新たな個別
血糖管理指標 aA4c の確立

菊池

透

65,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K10658-2

グリコアルブミン・HbA1c 比を用いた新たな個別
血糖管理指標 aA4c の確立

雨宮

伸

65,000

毛呂

基盤研究（Ｃ）

19K10658-3

グリコアルブミン・HbA1c 比を用いた新たな個別
血糖管理指標 aA4c の確立

武者

育麻

65,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K10908

がん臨床試験における患者の意思決定支援のため
の学習プログラム開発と実践知の可視化

玉木

秀子

65,000

毛呂

若手研究

18K15327

隠蔽自己抗原を用いた新規がん免疫療法の開発

高木

理英

1,690,000

毛呂

若手研究

18K15349

テストステロンによるシナプス結合制御からみる
自閉症の発症分子機序の探索

毛呂

若手研究

18K17015

人工エクソソームを応用した骨形成促進剤の開発

菅森

泰隆

2,080,000

毛呂

若手研究

18K17933

認知症予防に向けた腸管脂質センサーと神経発達
における腸脳相関解明

岩佐

健介

1,430,000

毛呂

若手研究

19K16225

不均質な空間構造下における水産資源種に対する
最適な管理政策についての理論的研究

別所

和博

1,040,000

毛呂

若手研究

19K17017

脳構造ネットワーク解析によるパーキンソン病の
疾患進行の解明

瀬尾

和秀

910,000

毛呂

若手研究

19K17935

ポータブル Direct RNA シーケンスによる小児呼
吸器感染症の迅速診断系の開発

今井

一男

1,950,000

毛呂

若手研究

19K18679

子宮内膜脱落膜化におけるミトコンドリアダイナ
ミクスの解明と病態への関与

田丸

俊輔

1,300,000

毛呂

若手研究

19K18889

涙道閉塞眼における眼表面涙液組成変化の検討に
よる閉塞原因の解明

石川

聖

1,170,000

毛呂

若手研究

19K19362

日本における体外受精・胚移植後の妊娠・生産率
予測モデルの開発

左

勝則

650,000

毛呂

若手研究（Ｂ）

17K13956

自殺未遂者を支援する臨床心理士を対象としたト
レーニングプログラムの開発

1015

島田

朗

栁下

楠

高井

美智
子

1,690,000

780,000

1,300,000

毛呂

挑戦的研究(萌芽)

19K22542

病理検体を用いた ChIPseq 法の開発と疾患特異的
スーパーエンハンサーの同定

山田

毛呂

研究活動スタート
支援

19K23017

現代の情動の哲学の知見を踏まえた、合理性の向
上による道徳エンハンスメントの可能性

林

毛呂

特別研究員奨励費

18J40242

対人援助職を対象とした自殺企図手段へのアクセ
スの制限に向けた支援プログラムの開発

総医セ

基盤研究（Ｂ）

17H04458

重症患者の全身・摂食嚥下機能に応じたリハビリ
テーションプログラム開発と効果検証

二藤

隆春

130,000

総医セ

基盤研究（Ｂ）

18H02729

尿毒素による Notch シグナルと代謝リプログラミ
ングを介した血管障害の病態解明

竹下 享典

2,702,142

総医セ

基盤研究（Ｂ）

19H03510

超選択的デリバリー短寿命α線を用いた胃癌腹膜
播種内照射療法の実験的検討

熊倉 嘉貴

650,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

16K10261

臓器移植希望者（レシピエント）に対する心理社
会的評価のためのガイドラインの作成

小林

清香

130,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K00846

新規糖鎖センサー分子の分子代謝基盤の解明

泉田

欣彦

52,707

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K04949

ナチュラルサポーターのための自閉スペクトラム
症児の語用論的能力に関する実証研究

高田

栄子

78,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K09939

細胞内シグナル伝達経路を標的とした難治性骨髄
腫に対する治療構築のための基盤研究

多林

孝之

1,300,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10030

高病原性クリプトコックス感染症における宿主感
染防御機構に関する研究

大野

秀明

1,430,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10490

肺癌に対する EGFR 発現相違に基づくオーダーメ
イド化学重粒子線療法の開発研究

高橋

健夫

910,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10634

抗 EGFR 抗体薬獲得耐性機構の解明と網羅的獲得
変異検出システムの開発

母里

淑子

506,109

総医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10682

LPS トレランスにおける抗腫瘍活性と臨床応用に
向けての新技術の開発

守屋 智之

442,768

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K03150

心不全に伴う不眠症への段階的ケアシステム構築
を目指した非薬物療法の開発と効果検証

小林

清香

780,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07800

Fontan 患者の日常運動の量と質が、臓器障害と
Fontan 循環に与える影響

増谷

聡

130,000

Mohamed
Hussein

650,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07854

Protective effect of early administration of
caffeine in newborn animal models of
ventilator induced lung injury and chronic
lung disease.

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K08550

Immune checkpoint 遮断を導入した新規神経芽腫
集学的治療の開発

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K09981

救急・集中治療領域における脳死患者対応の教育
システムに関する研究

1016

健人

禅之

高井

美智
子

井上

成一
朗

荒木

尚

650,000

260,000

780,000

910,000

390,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

18K10771

慢性期軽症意識障害の評価システム開発に関わる
研究

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K03292

共同意思決定に向けた、アルツハイマー病発症前
診断の効果的な告知マニュアルの開発

和氣

大成

1,170,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K03294

子育て中のがん患者の包括的心理支援システムの
開発と効果検証

儀賀

理暁

130,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K07374

Notch 受容体の細胞表面における活性化調節機構

増田

渉

130,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K07467

悪性リンパ腫の脂質代謝経路における LR11 の分
子機能

東

守洋

1,430,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K07779

大腸癌の高度危険度群マウスにおける
Fusobacterium の役割

鈴木

興秀

1,430,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08259

未熟児網膜症マウスモデルにおける細胞内抗酸化
物質チオレドキシンの重要性

難波

文彦

2,340,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08477

エンドサイトスコピーシステムを用いた食道病変
の診断

熊谷

洋一

2,080,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08823

白血病幹細胞に対する DNA 修復関連分子を標的に
した新規治療法の開発

佐川

森彦

1,300,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09404-2

災害救出現場におけるトリアージ情報を遠隔多機
関が把握可能なシステムの開発

福島

憲治

78,000

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09760

妊娠家兎を用いた危機的産科出血に対する人工酸
素運搬体投与による救命効果の研究

結城

由香

総医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09830

胎児心電図から得られた胎児心拍数基線細変動の
カオス時系列解析

菊池

昭彦

1,430,000

総医セ

若手研究

18K15729

高濃度酸素性肺傷害マウスにおけるピルビン酸脱
水素酵素の重要性

小林

信吾

780,000

総医セ

若手研究

19K16566

ADAM10 に着目した Hodgkin リンパ腫の癌微小環
境解析

渉

780,000

総医セ

若手研究

19K17341

新生児慢性肺疾患動物モデルにおけるヒアルロン
酸プロテオグリカン結合蛋白質の重要性

百瀬

太一

2,340,000

総医セ

若手研究

19K18597

精巣捻転症における精巣温存率向上のための治療
戦略

竹下

英毅

2,730,000

国医セ

基盤研究（Ｂ）

16H05388

がん重粒子線治療の高度化と治療個別化の為の基
礎的・臨床的研究

野田

真永

13,000

国医セ

基盤研究（Ｂ）

17H03591

拡散光イメージングを用いた薬物療法における乳
がん微小環境の変化の多面的測定

佐伯

俊昭

2,990,000

国医セ

基盤研究（Ｂ）

17H04184

新規免疫学的バイオマーカーを用いた画期的免疫
チェックポイント阻害治療の開発

各務

博

1,950,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K09626

抗 PD-1 抗体による肺障害の免疫学的メカニズム
と対応抗原の解明

山口

央

1,105,000

1017

松居

徹

子

増田

65,000

780,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K09665

小細胞肺癌患者を抗 PD-1 抗体奏効型に誘導する
抗がん剤の検討

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K09890

体細胞モザイシズムを呈する原発性アルドステロ
ン症の病変・病型形成機構の解明

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10433

肺癌における抗 PD-1 抗体の治療効果予測マーカ
ーとしての FDG-PET の役割

解良

恭一

780,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10469

進行がんに対する免疫放射線治療開発のためのト
ランスレーショナル研究

野田

真永

65,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10722

放射光微小血管撮影法を用いた肺高血圧症におけ
る微小肺細動脈リモデリング解析

徳永 千穂

143,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10848

脳血管攣縮における microRNA を介したシグナル
伝達機構の解明

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K10849-1

質量顕微鏡によるヒト脳動脈瘤組織解析：増大・
破裂に関与する特異な分子局在の同定

栗田

浩樹

65,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K11404

簇出と神経侵襲による早期口腔癌における新規リ
スク分類確立と病態解析

蝦原

康宏

910,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K11405

liquid biopsy による頭頸部がんに対する
cetuximab の効果予測

小柏

靖直

1,040,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K11406

骨吸収抑制・癌免疫エディティングを考慮した新
規歯肉癌治療の開発に向けた研究

中平

光彦

715,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

17K11683

新しい下顎再建術式による再建精度と顎口腔機能
の関連性についての画像解析手法の開発

去川

俊二

91,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K06506

プリオンによる Aβ・タウ・αシヌクレイン・
TDP43 の脳内沈着誘発の可能性の検討

高尾

昌樹

520,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K06997

卵巣癌における，低酸素関連因子の発現からみた
組織型の意義：化学療法抵抗性の分別化

安田

政実

520,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07210

前立腺癌のリンパ節前転移ニッチ形成に関与する
microRNA の探索

金尾

健人

910,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07642

高リスク前立腺癌に対する手術療法と高線量率組
織内照射に関する前向き研究

小山

政史

975,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07690

ポルフィリン前駆体による悪性脳腫瘍に対する新
規放射線増感治療の開発

三島

一彦

90,242

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K07767

マルチモダリティ画像誘導小線源治療による巨大
子宮頸癌治療戦略

野田

真永

975,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K09003

グリオーマにおける HRM 法を用いた高感度 TERT
遺伝子変異検出法の確立

安達

淳一

910,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K09078

25(OH)D3 は神経系を介して平衡感覚機能を向上
させるか

榎木

祐一

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K09205

ステロイド産生能に着目した原発性アルドステロ
ン症の新規治療戦略

西本

1018

西原

冬実

西本

紘嗣
郎

吉川

雄一
郎

郎
紘嗣
郎

1,430,000

65,000

1,040,000

1,180,000

1,690,000

常深

祐一

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K10268

足部白癬スクリーニングシステムの構築

国医セ

基盤研究（Ｃ）

18K10428

成人移行期患者のヘルスリテラシー向上および自
立促進を目的とした介入のあり方

福島

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K07103

SGLT2 阻害薬の腎心連関因子を介した心保護作用
の解明

杉

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08103

子宮頸癌画像誘導腔内照射における線量処方の標
準化

加藤

眞吾

130,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08128

F-18 低酸素イメージング PET 製剤による心筋症
の診断手法の開発

福島 賢慈

1,885,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08136

放射光微小血管造影システムの高度化に関する基
礎的検討

徳永 千穂

65,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K08207

エストロゲン受容体 PET による進行転移乳癌の
CDK4/6 阻害剤併用療法評価

久慈

一英

1,690,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09102

バイオミメティクス構造を応用した防汚機能を有
する生体内チューブ の開発

合川

公康

797,494

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09404-1

災害救出現場におけるトリアージ情報を遠隔多機
関が把握可能なシステムの開発

学

78,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09514

中枢神経系原発悪性リンパ腫の診断・治療に関す
るバイオマーカーの探索

三島

一彦

1,365,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09535

IDH 変異型星細胞腫における悪性転化の分子背景
の解明

白畑

充章

1,690,000

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K09786

卵巣癌の個別化治療を目指した免疫プロファイル
に基づく包括的バイオマーカーの開発

長谷川
清

国医セ

基盤研究（Ｃ）

19K11722

高齢者のビタミン B1 欠乏症発症予防のための臨
床栄養学的研究

大西

秀樹

1,300,000

国医セ

若手研究

18K13327

治癒不能がん患者の心的外傷後成長を目指した集
団精神療法プログラムの開発と普及

石田

真弓

650,000

国医セ

若手研究

19K17814

日本人悪性黒色腫における融合遺伝子と臨床病理
組織学的因子との関連に関する研究

寺本 由紀
子

1,820,000

国医セ

若手研究

19K18703

治療抵抗性・再発卵巣癌における代謝解析とそれ
を応用した予後予測・治療戦略の構築

佐藤

2,080,000

国医セ

挑戦的研究(萌芽)

18K19664

小児医療現場で発生する患者・家族の暴力への対
応力強化プログラムの開発と効果の検証

ゲノム

基盤研究（Ｂ）

17H04205

患者由来乳がん細胞・移植腫瘍におけるエストロ
ゲン作用ネットワークの解明と臨床応用

堀江

ゲノム

基盤研究（Ｂ）

17H04317

病的な骨形成調節機構の解明とその応用

片桐

岳信

4,160,000

ゲノム

基盤研究（Ｂ）

18H02967

肥満を引き起こす新たな組織・分子基盤の解明

片桐

岳信

650,000

1019

郎

130,000

敬

65,000

佳紀

1,430,000

根本

幸

雅和

福島

敬
公仁

子

845,000

39,000

4,810,000

ゲノム

基盤研究（Ｂ）

19H03426

Max タンパク質による減数分裂開始抑制とその抑
制解除の為の分子メカニズムの解明

奥田

晶彦

7,930,000

ゲノム

基盤研究（Ｂ）

19H03820

新規シグナル伝達物質・活性イオウ分子種による
骨リモデリング制御機構の解明

片桐

岳信

130,000

ゲノム

基盤研究（Ｃ）

17K10060

非コード RNA を分子基盤とするミトコンドリア病
の新規発症機構の解明

水野

洋介

910,000

ゲノム

基盤研究（Ｃ）

17K11026

Smad4 を介した骨格制御機構の解明

ゲノム

基盤研究（Ｃ）

18K06939

アルギニンメチル化による長鎖非コード RNA 結合
の抑制と生理的意義の解明

ゲノム

基盤研究（Ｃ）

18K08487

ゲノム

基盤研究（Ｃ）

ゲノム

翔

1,430,000

黒川

理樹

1,300,000

消化管ペプチド Betagenin 受容体の解明と糖尿病
治療への応用

豊島

秀男

1,430,000

19K07404

ミトコンドリア呼吸鎖超複合体による代謝と活性
酸素を介する疾患・寿命制御機構の解明

池田

和博

988,000

基盤研究（Ｃ）

19K09605

多発性外骨腫症に対する阻害剤の開発

倉谷

麻衣

1,430,000

ゲノム

若手研究（Ａ）

17H05066

MYC-MAX-MGA ネットワークによる減数分裂開始制
御機構の解明

歩

5,460,000

ゲノム

若手研究

18K15287

All-in-one ゲノム編集ウイルスベクターによる
造血系遺伝病の遺伝子修復治療

ゲノム

若手研究（Ｂ）

17K18065

プロモーターから発現する lncRNA による cyclin
D1 遺伝子の発現制御機構

米田

竜馬

1,690,000

ゲノム

挑戦的研究(萌芽)

19K22725

歯と毛の形成を制御する上皮間葉相互シグナルの
解明

片桐

岳信

2,600,000

ゲノム

特別研究員奨励費

18J00252

ホルモン応答性長鎖非コードＲＮＡ複合体による
がん増殖メカニズムの解明とその応用

水戸部
一

悠

保医部

基盤研究（Ｂ）

18H03086

幼老共生施設での世代間交流プログラムと継続実
践システム活用効果と確立を実証する

粟生田
子

友

保医部

基盤研究（Ｂ）

19H04391

リン酸基結合分子の変化によるリン吸収端構造変
化とそのクロマチン可視化応用

若山

保医部

基盤研究（Ｃ）

15K11759

軽症脳卒中患者への急性期から在宅までのシーム
レスな再発予防支援プログラム開発

粟生田
子

友

保医部

基盤研究（Ｃ）

16K12198

急性期病院におけるせん妄ケアの質評価指標の開
発

粟生田
子

友

保医部

基盤研究（Ｃ）

18K02225

地域在住中高年者のロコモティブシンドローム予
防システムの構築と効果検証

新井

保医部

基盤研究（Ｃ）

18K08898

実験的敗血症侵襲下での IL６ signaling 制御に
よる臓器保護の可能性

小野川

保医部

基盤研究（Ｃ）

18K12114

光スキャナーによる湾曲した外耳道の完全 3D マ
ップの作成

若山

1020

塚本

鈴木
和田

美加
子

俊隆

智之

1,209,211

1,170,000

130,000

845,000

984,955

234,000

780,000

傑

650,000

俊隆

910,000

保医部

基盤研究（Ｃ）

19K02619

医療型重症心身障害児入所施設における保育士の
職務継続支援や教育プログラムの検討

川合

美奈

1,040,000

保医部

基盤研究（Ｃ）

19K02919

肢体不自由特別支援学校における栄養状態の評価
の充実に向けた評価シートの作成と提案

野田

智子

780,000

保医部

基盤研究（Ｃ）

19K10748-1

新卒看護師の職場サポートプログラムの開発

保医部

基盤研究（Ｃ）

19K10748-2

新卒看護師の職場サポートプログラムの開発

保医部

基盤研究（Ｃ）

19K12892

機械学習による手軽な外耳道の三次元計測と補聴
器シェルの心地よさの定量化

保医部

若手研究

18K15430

テーラーメイドのがん免疫治療に向けた新しい細
胞傷害性 T 細胞測定法の確立

保医部

若手研究

18K17652

在宅脳卒中者の活動性向上を目的とした行動変容
型計画介入の効果検証

保医部

若手研究

19K19773

保医部

若手研究（Ｂ）

保医部

横山

ひろ
み

千葉

今日
子

加藤

130,000

65,000

綾子

1,950,000

徹

1,040,000

三浦

佳代

1,170,000

ロコモティブシンドロームおよびフレイル高齢者
の脳活動状態の解明

丸谷

康平

2,730,000

17K18063

股関節深部筋機能の解明―回旋筋群に着目して―

大久保

挑戦的研究(萌芽)

17K19021

軟 X 線発光における誘導放出抑制現象を利用した
超高分解能顕微鏡の開発

保医部

研究活動スタート
支援

18H06111
(18)

保医部

研究活動スタート
支援

19K21229

高木

雄

650,000

若山

俊隆

260,000

環状ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化
症の新規治療薬開発

山本

梓司

650,000

環状ホスファチジン酸類縁体を用いた多発性硬化
症の新規治療薬開発

山本

梓司

1,430,000

計

204,483,401

２．厚生労働科学研究費 ※研究費金額には間接経費を含む
区分

研究種目

課題番号

研究課題名

毛呂

成育疾患克服等次世
代育成基盤研究事業

H30-健やか-一
般-002①

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあ
り方に関する医療政策的研究

石原

毛呂

成育疾患克服等次世
代育成基盤研究事業

H30-健やか-一
般-002②

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあ
り方に関する医療政策的研究

左

毛呂

成育疾患克服等次世
代育成基盤研究事業

H30-健やか-一
般-006

配偶子凍結および胚凍結を利用する生殖医療
技術の安全性と情報提供体制の拡充に関する
研究

石原

理

毛呂

循環器疾患・糖尿病
等生活習慣病対策総
合研究事業

H29-循環器等一般-004①

今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のた
めの研究

岡田

浩一

1021

研究者名

研究費(円)

理

751,773

勝則

400,000

1,350,000

400,000

毛呂

循環器疾患・糖尿病
等生活習慣病対策総
合研究事業

H29-循環器等一般-004②

毛呂

腎疾患対策研究事業

19FD1001

毛呂

腎疾患対策研究事業

19FD2001

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-008

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

毛呂

今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のた
めの研究

菊池

透

岡田

浩一

900,000

岡田

浩一

500,000

自己免疫疾患に関する調査研究

太田

晶子

500,000

H29- 難 治 等
(難)-一般-008
②

自己免疫疾患に関する調査研究

三村 俊英

500,000

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-012

血液凝固異常症等に関する研究

宮川

義隆

800,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-015

小児期から移行期・成人期を包括する希少難
治性慢性消化器疾患の医療政策に関する研究

尾花

和子

200,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-017

難治性腎障害に関する調査研究

岡田

浩一

700,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-026

特発性造血障害に関する調査研究

太田

晶子

300,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-031

難治性聴覚障害に関する調査研究

池園

哲郎

500,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-035

ミトコンドリア病の調査研究

大竹

明

240,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-038

難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究

持田

智

200,000

毛呂

肝炎等克服政策研究
事業

H29-肝政-指定
-003

肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る
肝炎対策の効果検証と拡充に関する研究

持田

智

400,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-050

ベーチェット病に関する調査研究

中村

晃一郎

500,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-051

先天代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目
指したガイドラインの作成・改訂および診療
体制の整備に向けた調査研究

大竹

明

300,000

毛呂

難治性疾患等政策研
究事業

H30- 難 治 等
(難)-一般-007

良質なエビデンスに基づく急性脳症の診療に
向けた体制整備

山内

秀雄

633,314

H29-医薬-一般
-002

輸血用血液製剤と血漿分画製剤の安全性確保
と安定供給のための新興・再興感染症の研究

岡田

義昭

400,000

19KC2003

C 型肝炎救済のための調査研究及び安全対策
等に関する研究

岡田

義昭

3,744,000

毛呂

毛呂

医薬品・医療機器等ﾚ
ｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研
究事業
医薬品・医療機器等ﾚ
ｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研
究事業

慢性腎臓病(CKD)に対する全国での普及啓発
の推進、地域における診療連携体制構築を介
した医療への貢献
腎疾患対策検討会報告書に基づく対策の進捗
管理および新たな対策の提言に資するエビデ
ンス構築

1022

1,000,000

毛呂

医薬品・医療機器等ﾚ
ｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研
究事業

19KC2002

安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採
決事業体制の構築のための研究

岡田

義昭

毛呂

肝炎等克服政策研究
事業

H29-肝政-一般
-004

職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上
と陽性者の効率的なフォローアップシステム
の開発・実用化に向けた研究

持田

智

毛呂

肝炎等克服政策研究
事業

H29-肝政-指定
-003-2

肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る
肝炎対策の効果検証と拡充に関する研究

内田

義人

500,000

毛呂

障害者政策総合研究
事業

19GC1007

聴覚障害児に対する人工内耳植込術施行後前
後の効果的な療育手法の開発等に資する研究

福島

邦博

550,000

毛呂

障害者政策総合研究
事業

19GC1013

てんかんの地域診療連携体制の推進のための
てんかん診療拠点病院運用ガイドラインに関
する研究

山内

秀雄

300,000

総医セ

障害者対策総合研究
事業

H30-身体・知的
-一般-008

障害福祉サービス等報酬における医療的ケア
児の判定基準確立のための研究

田村

正徳

6,800,000

総医セ

地域医療基盤開発推
進研究事業

19IA1004

新規及び既存の放射線診療に対応する放射線
防護の基準策定のための研究

高橋

健夫

250,000

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-018

難治性血管炎に関する調査研究

天野

宏一

60,000

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-036
①

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関す
る調査研究

野村 恭一

100,000

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-041

二藤

隆春

200,000

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-043

野村

恭一

200,000

総医セ

がん対策推進総合研
究事業

H30- 難 治 等
( 免 )- 一 般 101②

小児からの臓器提供に必要な体制整備に資す
る教育プログラムの開発

別所

晶子

代表者一括

総医セ

がん対策推進総合研
究事業

19EA1010

がん治療における緩和的放射線治療の評価と
普及啓発のための研究

高橋

健夫

500,000

総医セ

がん対策推進総合研
究事業

19EA1015

高井

泰

500,000

総医セ

がん対策推進総合研
究事業

H29-がん対策一般-008①

高井

泰

200,000

総医セ

がん対策推進総合研
究事業

H29-がん対策一般-008②

矢形

寛

171,784

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(免)-一般-102

荒木

尚

7,237,000

先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診
療ガイドライン作成ならびに診療体制の構
築・普及に関する研究
神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・
重症度分類・ ガイドラインの妥当性と患者
QOL の検証

がん・生殖医療連携ネットワークの全国展開
と小児・AYA 世代がん患者に対する妊孕性温
存の 診療体制の均てん化にむけた臨床研究
―がん医療の充実を志向して
小児・AYA 世代がん患者のサバイバーシップ
向上を志向した妊孕性温存に関する心理支援
体制の均てん化に向けた臨床研究
小児・AYA 世代がん患者のサバイバーシップ
向上を志向した妊孕性温存に関する審理支援
体制の均てん化に向けた臨床研究
脳死下・心停止下における臓器・組織提供ド
ナー家族における満足度の向上及び効率的な
提供体制構築に資する研究

1023

500,000

代表者一括

総医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H30- 難 治 等
(免)-一般-101

小児からの臓器提供に必要な体制整備に資す
る教育プログラムの開発

荒木

尚

300,000

総医セ

健やか次世代育成総
合研究事業

19DA1004

医学的適応による生殖機能維持の支援と普及
に向けた総合的研究

高井

泰

3,515,000

総医セ

政策科学総合

H30-政策-指定
-005

学校の療養生活の場における医療的ケア児へ
の質の高い医療的ケアの 提供に資する研究

田村

正徳

1,800,000

国医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-009

運動失調症の医療基盤に関する調査研究

高尾

昌樹

700,000

国医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-036
②

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関す
る調査研究

高尾 昌樹

1,100,000

国医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-046

副腎ホルモン産生異常に関する調査研究

西本

紘嗣郎

430,000

国医セ

難治性疾患等政策研
究事業

H29- 難 治 等
(難)-一般-055

小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防
に関する研究

住友

直方

100,000

国医セ

がん対策推進総合研
究事業

H29-がん政策一般-007

小児がん拠点病院等の連携による移行期を含
めた小児がん医療提供体制整備に関する研究

西川

亮

300,000

国医セ

がん対策推進総合研
究事業

H29-がん対策一般-010

高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で
効果的な意思決定支援プログラムの開発に関
する研究

濱口

哲弥

492,253

国医セ

医薬品・医療機器等ﾚ
ｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研
究事業

H29-医薬-一般
-010

地域における包括的な輸血管理体制構築に関
する研究

石田

明

135,965
計

42,161,089

３．がん研究開発費
部門

研究種目

課題番号

研究課題名

毛呂

がん研究開発費

29-A-4

多目的コホートに基づくがん予防など健康の
維持・増進に役立つエビデンスの構築に関す
る研究

国医セ

がん研究開発費

29-A-3

国際医療センター 造血器腫瘍科

研究者名

研究費(円)

野田

光彦

100,000

塚崎

邦弘

代表者一括

計

100,000

４．AMED 委託研究開発費 ※研究費金額は間接経費を含む
部門
毛呂

研究種目

課題略称

研究課題名

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106370h0
003

がんと糖尿病：両者を繋ぐメカニズム、糖尿
病併存がん患者の実態に関する包括的な疫学
研究

1024

研究者名
野田

光彦

研究費(円)
390,000

毛呂

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109265h0
003

早産時核黄疸の包括的診療ガイドラインの作
成

毛呂

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109273h0
003

ミトコンドリア病診療マニュアルの改定を見
据えた、診療に直結させるミトコンドリア
病・各臨床病型のエビデンス創出研究

毛呂

医薬品等規制調
和・評価研究事業

19mk0101089h0
003

血液製剤のウイルス安全性向上に関する研究

毛呂

医薬品等規制調
和・評価研究事業

19mk0101096h0
003

中枢神経系に作用する依存性物質の迅速検出
法の開発に関する研究

毛呂

医薬品等規制調
和・評価研究事業

19mk0201149h0
001

医療機関における医療機器を安全に使用する
ための情報共有のあり方の研究

毛呂

感染症実用化事業
肝炎等克服実用化
研究事業

19fk0210035h0
002

毛呂

毛呂

感染症実用化事業
肝炎等克服実用化
研究事業
長寿・障害総合研
究事業 障害者対
策総合研究開発事
業

國方

徹也

28,335

明

260,000

岡田

義昭

1,600,000

上條

吉人

1,500,000

中島

勧

462,800

B 型肝炎再活性化の発生機序の解明と費用対
効果に優れた予防法の開発

持田

智

1,222,000

19fk0210058h0
001

C 型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者
のアウトカムに関する研究開発

持田

智

1,170,000

19dk0310099h0
001

脳脊髄液減少症の病態生理と診断法の開発

荒木

信夫

3,800,000

大竹

毛呂

感染症実用化研究
事業

19fk0108091h0
001

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開
発推進研究事業

樽本

憲人

2,600,000

毛呂

感染症実用化研究
事業

19fk0210043h0
002

経口感染によるウイルス性肝炎（A 型及び E
型）の感染防止、病態解明、治療等に関する
研究

中山

伸朗

1,300,000

毛呂

感染症実用化研究
事業

19fk0210047h0
001

次世代シークエンス技術を用いた C 型肝炎の
直接作用型抗ウイルス薬による治療後病態に
影響をおよぼす因子に関する研究

内田

義人

1,831,446

毛呂

循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

19ek0210094h0
003-1

糖尿病性腎症を調節するマイクロ RNA の解析
―バイオマーカー・新規遺伝子治療法開発―

岡田

浩一

2,000,000

毛呂

循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

19ek0210095h0
003

ICT を活用した Diabetic Kidney Disease の
成因分類と糖尿病腎症重症化抑制法の構築

岡田

浩一

1,560,000

毛呂

循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

19ek0210112h0
002

高齢者の虚弱化の予防・先送りに資する総エ
ネルギー消費量の評価法に関する研究

仲村

秀俊

362,518

毛呂

循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

19ek0210122h0
001

腎 functional MRI と AI による慢性腎臓病
の進行リスク評価システムの構築

岡田

浩一

7,280,000

毛呂

難治性疾患実用化
研究事業

19ek0109272h0
003-2

次世代シーケンシングによる再発・難治性後
天性赤芽球癆の診断と治療に関する研究

太田

晶子

260,000

1025

毛呂

免疫アレルギー疾
患等実用化研究事
業

19ek0410047h0
003

遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の
患者層別化と個別化医療基盤の確立

毛呂

創薬基盤推進研究
事業

18ak0101048h0
003

ヒトへの外挿性を向上させた培養細胞資源開
発と供給体制整備

毛呂

成育疾患克服等総
合研究事業

19gk0110046h0
001

ヒト受精胚の包括的視点を通した基礎的研究
基盤を構築する研究

毛呂

腎疾患実用化研究
事業

19ek0310010h0
002

診療連携・国際連携をも視野にいれた、生活
習慣病、CKD の診療の質向上に直結する多施
設長期コホート研究

毛呂

臨床ゲノム情報統
合データベース整
備事業

19kk0205014h0
004

真に個別患者の診療に役立ち領域横断的に高
い拡張性を有する変異・多型情報データベー
スの創成

毛呂

長寿・障害総合研
究事業 長寿科学
研究開発事業

19dk0110039h0
001

高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始/
見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医
療・ケアの構築

毛呂

長寿・障害総合研
究事業 長寿科学
研究開発事業

19dk0110039h0
001-2

総医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

俊英

403,000

村上

孝

1,000,000

石原

理

1,147,099

浩一

130,000

明

650,000

岡田

浩一

1,200,000

高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始/
見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医
療・ケアの構築

中元

秀友

1,200,000

19ck0106319h0
003

上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大の
ための非ランダム化検証的試験

関

総医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106509h0
001

Interim PET に基づく初発進行期ホジキンリ
ンパ腫に対する ABVD 療法および ABVD/増量
BEACOPP 療法の非ランダム化検証的試験
（JCOG1305）

田丸

総医セ

医薬品等規制調
和・評価研究事業

19mk0101139h0
001

生殖能を有する者に対する医薬品の適正使用
に関する情報提供のあり方の研究

総医セ

感染症実用化事業
肝炎等克服実用化
研究事業

19fk0310112h0
003

次世代抗 B 型肝炎ウイルス薬導出に向けた創
薬研究

総医セ

再生医療実用化研
究事業

19bk0104004h0
002

総医セ

総医セ

長寿・障害総合研
究事業 障害者対
策総合研究開発事
業
長寿・障害総合研
究事業 障害者対
策総合研究開発事
業

三村

岡田

大竹

博之

975,000

淳一

910,000

泰

650,000

名越

澄子

4,940,000

低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細
胞治療に関する研究

田村

正徳

1,931,729

19dk0310080h0
003

嚥下障害に対する包括的嚥下障害基礎訓練法
の提唱と有効性の検討

二藤

隆春

260,000

19dk0310101h0
001

嚥下障害患者の安全な経口摂取を支援する咽
喉頭感覚評価法の研究

二藤

隆春

260,000

宏一

376,844

高井

総医セ

臨床研究・治験推
進研究事業

CCT-C-3017

治験の実施に関する研究［トシリズマブ］

天野

総医セ

循環器疾患・糖尿
病等生活習慣病対
策実用化研究事業

19ek0210094h0
003-2

糖尿病性腎症を調節するマイクロ RNA の解析
―バイオマーカー・新規遺伝子治療法開発―

長谷川

1026

元

2,000,000

総医セ

難治性疾患実用化
研究事業

19ek0109360h0
002

難治性血管炎診療の CQ 解決のための多層的
研究

天野

宏一

260,000

総医セ

成育疾患克服等総
合研究事業

19gk0110038h0
001

新生児集中治療室における精緻・迅速な遺伝
子診断に関する研究開発

側島

久典

1,949,805

総医セ

腎疾患実用化研究
事業

19ek0310010h0
002-2

診療連携・国際連携をも視野にいれた、生活
習慣病、CKD の診療の質向上に直結する多施
設長期コホート研究

長谷川

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106251h0
003

急性骨髄性白血病における PDX モデルで意義
づけられた分子層別化システムの確立と臨床
的実効性と有用性の検証

麻生

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106293h0
003

TERT を標的とした再発膠芽腫に対するエリ
ブリンの医師主導治験

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106308h0
003

大腸癌肝転移切除例に適した新規抗がん剤を
用いた術後補助化学療法の研究

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106317h0
003

患者の QOL 向上をめざした胃がんに対する低
侵襲標準治療確立に関する多施設共同試験

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106330h0
003

小児脳腫瘍に対する多施設共同研究による治
療開発

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106331h0
003

AYA 世代急性リンパ性白血病の小児型治療法
および遺伝子パネル診断による層別化治療に
関する研究

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106338h0
003

臨床試験と全国患者実態把握による
indolent ATL に対する標準治療の開発研究

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106341h0
003

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾ
ロミドを用いた標準治療確立に関する研究

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106345h0
003

認知症合併に対応した最適の治療選択と安全
性の向上を目指した支援プログラムの開発

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106346h9
903

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

国医セ

国医セ

元

130,000

範雄

910,000

亮

1,040,000

山口

茂樹

520,000

桜本

信一

520,000

亮

224,823

麻生

範雄

780,000

塚崎

邦弘

7,581,903

亮

9,945,000

濱口

哲弥

1,500,000

超高齢者社会における治癒困難な高齢切除不
能進行再発大腸癌患者に対する標準治療確立
のための研究

濱口

哲弥

5,681,000

19ck0106459h0
002

小児から AYA 世代頭蓋外胚細胞腫瘍の治療毒
性低減を目指した国際共同臨床試験

藤原

恵一

520,000

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106496h0
001

進行胃癌を対象とした大網切除に対する大網
温存の非劣性を検証するランダム化比較第
III 相試験

桜本

信一

130,000

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106508h0
001

爪部悪性黒色腫への指趾骨温存切除による新
たな低侵襲標準治療の開発

中村

泰大

11,594,700

1027

西川

西川

西川

国医セ

革新的がん医療実
用化研究事業

19ck0106515h0
001

可及的摘出術が行われた初発膠芽腫に対する
カルムスチン脳内留置用剤を用いた標準治療
確立に関する研究

国医セ

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109202h0
003

RYR2 遺伝子異常に起因するカテコラミン誘
発性多形性心室頻拍等の遺伝性不整脈の原因
解明

国医セ

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109352h0
002

難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス
創出

国医セ

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109362h0
002

国医セ

臨床研究・治験推
進研究事業

19lk0201044h0
004

国医セ

臨床研究・治験推
進研究事業

19lk0201064h0
003

国医セ

感染症実用化研究
事業

国医セ

プリオン病の早期診断基準の作成を目指した
新たなエビデンス創出とその検証に用いる遺
伝性プリオン病未発症例の臨床調査と画像・
生体材料の収集
がん領域 Clinical Innovation Network 事業
による超希少がんの臨床開発と基盤整備を行
う総合研究

西川

亮

260,000

住友

直方

195,000

西本

紘嗣
郎

130,000

高尾

昌樹

650,000

藤原

恵一

1,500,000

進行卵巣癌･卵管癌･腹膜癌に対する腹腔内化
学療法確立のための研究

藤原

恵一

25,916,382

19fk0108098h0
001

思春期女性への HPV ワクチン公費助成開始後
における子宮頸癌の HPV16/18 陽性割合の推
移に関する疫学研究

藤原

恵一

195,000

難治性疾患実用化
研究事業

19ek0109272h0
003-1

次世代シーケンシングによる再発・難治性後
天性赤芽球癆の診断と治療に関する研究

松田

晃

260,000

国医セ

次世代がん医療創
生研究事業

19cm0106502h0
004

ヒト上皮性腫瘍の発生・進展機構の解明と新
規治療標的の同定

長谷川
清

国医セ

次世代治療・診断
実現のための創薬
基盤技術開発事業

19ae0101074h0
001

患者層別化マーカー探索技術の開発／がん免
疫モニタリングによる患者層別化を行う基盤
技術の開発

各務

ゲノム

次世代がん医療創
生研究事業

19cm0106144h0
002

がん悪性化を担う RNA 制御メカニズムの包括
的解明と革新的創薬

ゲノム

医療研究開発革新
基盤創成事業
(CiCLE)

17pc0101007h0
001

進行性骨化性線維異形成症（FOP）に対する
革新的治療薬の創出

ゲノム

先端的バイオ創薬
等基盤技術開発事
業

19am0401027h0
001

遺伝子治療ならびゲノム編集に適した新規ウ
イルスベクターの開発

保医部

難治性疾患等実用
化研究事業

19ek0109261h0
003

IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのため
の前向きコホート研究の推進とハイリスク患
者の透析移行を阻止する治療法の開発

幸

博

17,394,000

池田

和博

1,300,000

片桐

岳信

44,788,694

三谷

幸之
介

石川

雅浩

計

1028

3,625,000

11,635,000

650,000

197,447,078

4．年

譜

4月
1日

・医学部

入学定員 129 名→130 名

1日

・新任式

1日

・埼玉医科大学リサーチパーク開設

8日

・入学式（医学部第 48 回，保健医療学部第 14 回）

8日

・大学院入学式

9日

・総合医療センター

中央検査部オープンセレモニー

20 日

・第 154 回埼玉医科大学市民公開講座『膝と腰の痛み』

22 日

・国際医療センター

病院長による方針説明会

27 日

・国際医療センター

第 99 回フォワイエコンサート

29 日

・第 113 回医師国家試験合格祝賀・壮行会

14 日

・大学病院

病院長方針説明会

16 日

・大学病院

ふれあい看護の日・ふれあい看護体験

17 日

・学校法人埼玉医科大学

18 日

・第 155 回埼玉医科大学市民公開講座『アレルギー』

18 日

・国際医療センター

第 21 回市民公開講座「認知症の最新情報 パートⅡ」

18 日

・国際医療センター

6 地区医師会連絡協議会

20 日

・国際医療センター

心臓移植外部評価委員会

22 日

・保健医療学部

22 日

・大学病院

25 日

・学校法人埼玉医科大学

25 日

・保健医療学部

25 日

・国際医療センター

26 日

・第 6 回国際医療センター運動会

27 日

・医師国家試験報告会

5月

常任理事会

高校教諭対象キャンパス見学会

病院機能評価報告と医療の質向上全体集会
評議員会，理事会

高校教諭対象国際医療センター見学会
第 100 回フォワイエコンサート

6月
1日

・保健医療学部

第 41 回公開講座

1日

・国際医療センター

6日

・教員短期留学制度帰国報告会

8日

・第 22 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会

第 101 回フォワイエコンサート

12 日

・埼玉りそな銀行との連携・協力に関する基本協定調印式

14 日

・多職種就職説明会

15 日

・第 156 回埼玉医科大学市民公開講座『パーキンソンと神経変性疾患』

15 日

・保健医療学部

授業見学会
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15 日

・国際医療センター

第 102 回フォワイエコンサート

16 日

・保健医療学部

第１回オープンキャンパス

22 日

・保健医療学部

授業見学会

22 日

・国際医療センター

26 日

・第 39 回埼玉医科大学・連携施設懇談会

28 日

・大学院博士課程研究発表会

第 103 回フォワイエコンサート

7月
3日
6-8 日

・Student Exchange Program 留学生壮行・歓迎会
・Student Exchange Program 河口湖セミナー

9日

・総合医療センター

8 階西病棟オープンセレモニー・内覧会

9日

・総合医療センター

9 階西病棟（無菌病棟）オープンセレモニー・内覧会

12 日

・学校法人埼玉医科大学

13 日

・第 157 回埼玉医科大学市民公開講座『鍼と漢方』

13 日

・保健医療学部

13 日

・国際医療センター

第 104 回フォワイエコンサート

17 日

・国際医療センター

第 85 回地域医療連携懇話会

19 日

・学内グラント受賞者成果発表会

20 日

・教育・研究、診療連携会議

20 日

・医学部

教授・教員総会、名誉教授称号証授与式

21 日

・医学部

オープンキャンパス

21 日

・保健医療学部

第 2 回オープンキャンパス

22-26 日

・保健医療学部

授業見学会

28 日

・保健医療学部

第 3 回オープンキャンパス

29 日-8 月 2 日
29 日-8 月 25 日
31 日

常任理事会

第 42 回公開講座

・医学部

6 年生夏季特別講習

・Student Exchange Program

・RA センター

文科省科研費申請書作成の講習会～初級編～（日高キャンパス）

8月
1-2 日

・第 40 回医学教育ワークショップ

1日

・RA センター

5日

・EPA に基づくベトナム人看護師候補生受入れ開始

6-7 日

・保健医療学部

文科省科研費申請書作成の講習会～初級編～（毛呂山キャンパス）

第 24 回医療人教育のためのワークショップ（新任）

7日

・埼玉医科大学グループ

7日

・RA センター

医療・福祉就職説明会

文科省科研費申請書作成の講習会～初級編～（川越キャンパス）

10 日

・国際医療センター

22 日

・納骨式

24 日

・保健医療学部

24 日

・国際医療センター

25 日

・保健医療学部

第 105 回フォワイエコンサート

第 4 回オープンキャンパス
第 106 回フォワイエコンサート

第 5 回オープンキャンパス
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27-28 日

・保健医療学部

第 25 回医療人教育のためのワークショップ（アドバンスト・コース）

28 日

・大学病院

医療法第 25 条立入検査

30 日

・令和元年度埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル開講式

31 日

・大学院博士課程入試（令和元年度後期入学、令和 2 年度前期入学第 1 回）及び第 75 回
語学試験

31 日

・大学院修士課程入試（第 1 回）

31 日

・国際医療センター

第 22 回市民公開講座「これから始まるがんゲノム医療

当院での

取り組み」

9月
4日

・国際医療センター

内視鏡手術支援ロボット「センハンス・デジタル・ラパロスコピ

ー・システム」国内初導入の記者発表
5日

・大学病院

第 15 回診療連携シンフォニー

7日

・内閣府主催「令和元年度大規模地震時医療活動訓練」に 3 病院 DMAT 参加

11 日

・学校法人埼玉医科大学

常任理事会、臨時評議員会並びに臨時理事会

14 日

・カタロスタワー竣工式

14 日

・ゲノム医学研究センター

14 日

・かわごえクリニック

17 日

・大村智先生埼玉医科大学特別栄誉教授称号授与式及び教育実習棟「カタロスタワー」

RCGM フロンティア国際シンポジウム

第 1 回市民公開講座

竣工記念特別講演会
18 日

・国際医療センター

第 86 回地域医療連携懇話会

19 日

・国際医療センター

がんゲノム医療拠点病院の指定

20 日

・国際医療センター

多数傷病者発生災害訓練

21 日

・第 158 回埼玉医科大学市民公開講座『どう若さを保つか、寝たきりにならないために』

21 日

・保健医療学部

21 日

・国際医療センター

22 日

・保健医療学部

26 日

・総合医療センター

28 日

・第 9 回医学教育フォーラム

28 日

・保健医療学部

30 日

・国際医療センター

看護学科第 43 回公開講座
第 107 回フォワイエコンサート

看護学科 3 年次・臨床工学科 2 年次編入試験
地域医療支援病院の指定

第 44 回公開講座
地域医療支援病院の指定

10 月
3日

・RA センター

5日

・保健医療学部

7日

・RA センター

7-11 日
9日

文科省科研費申請書作成の講習会～中級編～（日高キャンパス）
看護学科

文科省科研費申請書作成の講習会～中級編～（毛呂山キャンパス）

・国際医療センター
・RA センター

領域別実習要件認定式（戴帽式）

IAEA 依頼ワークショップ

文科省科研費申請書作成の講習会～中級編～（川越キャンパス）

16 日

・第 40 回埼玉医科大学・連携施設懇談会

19 日

・令和元年度埼玉医科大学認定看護管理者教育課程ファーストレベル統合演習発表会・
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閉講式
19-20 日
20 日

・大学祭

第 12 回越華祭（医学部，保健医療学部）

・保健医療学部

オープンキャンパス

23 日

・学生相互交換留学制度帰国報告会

25 日

・大学院博士課程研究発表会

26 日

・令和元年度解剖体慰霊祭

26 日

・国際医療センター

病院長感謝の集い・就任披露の会

31 日

・総合医療センター

第 2 研究棟増築工事完了

11 月
2日

・第 23 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会

2日

・国際医療センター

第 108 回フォワイエコンサート

7日

・総合医療センター

第 7 回 SMC メディカルラリー

9日

・第 160 回埼玉医科大学市民公開講座『消化器の病気』

9日

・大学院修士課程（医学研究科）研究発表会

16 日

・総合医療センター

17 日

・保健医療学部

21-22 日

埼玉県総合医局機構「高校生の志」養成事業

推薦入試

・総合医療センター

特定共同指導

24 日

・医学部

26 日

・学校法人埼玉医科大学

27 日

・大学病院

30 日

・学校法人埼玉医科大学

30 日-12 月 1 日

推薦・帰国生入試
常任理事会

2019 年度病院長方針説明会‐上期活動報告及び下期方針説明会
評議員会，理事会

・病院群臨床研修指導医講習会

30 日

・国際医療センター

30 日

・かわごえクリニック

第 109 回フォワイエコンサート
第 2 回市民公開講座

12 月
ブレストケア科（乳腺腫瘍科）矢形 寛先生とのお別れの会

4日

・総合医療センター

5日

・令和元年度埼玉医科大学認定看護管理者教育課程セカンドレベル開講式

5日

・国際医療センター

6日

・医学部

7日

・大学病院

7日

・国際医療センター

8日

・保健医療学部

10 日

医療法第 25 条立入検査

柚子の会
第 11 回市民公開講座
第 23 回市民公開講座「心筋梗塞から命を守る」

AO 入試

・国際医療センター

病院長による令和元年度上期事業報告及び今後の事業計画の説明

会
14 日

・教育・研究、診療連携会議

14 日

・令和元年度学生研究発表表彰式，学内グラント授賞式，感謝状贈呈式

14 日

・令和元年度医学部・保健医療学部合同教授・教員総会

14 日

・国際医療センター

第 110 回フォワイエコンサート
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18 日

・国際医療センター

第 87 回地域医療連携懇話会

21 日

・第 161 回埼玉医科大学市民公開講座『糖尿病と糖尿病性腎臓病』

24 日

・埼玉県地域枠医学生奨学金貸与者の埼玉県知事表敬訪問

1月
4日

・新年拝賀式・永年勤続者表彰・賀詞交歓会

4日

・総合医療センター

4日

・保健医療学部

賀詞交歓会

見学会・国際医療センター見学ツアー

10 日

・学校法人埼玉医科大学

常任理事会

11 日

・大学院博士課程入試（令和 2 年度前期入学第 2 回）及び第 76 回語学試験

11 日

・大学院修士課程入試（第 2 回募集）

11 日

・第 162 回埼玉医科大学市民公開講座『QOL（生活の質）を高めるがん治療』

14 日

・研修医激励会

18-19 日

・医学部

センター試験利用入試一次試験

25 日

・医学部

一般入試（前期）一次試験

25 日

・かわごえクリニック

27 日

・国際医療センター

第 3 回市民公開講座
JCEP（卒後臨床研修評価機構）受審

2月
1日

・保健医療学部

一般入試（前期）一次試験

1日

・大学病院

2日

・医学部

3日

・医師国家試験壮行会

3日

・保健医療学部

てんかん市民公開講座
一般入試（前期）二次試験

一般入試（前期）二次試験

10 日

・国際医療センター

医療と福祉の理想郷づくり実現全学プロジェクト中間報告会

12 日

・山内俊雄名誉学長瑞宝中綬章受章祝賀会

12 日

・令和元年度埼玉県特別機動援助隊（埼玉 SMART）合同訓練に 3 病院 DMAT 参加

15 日

・医学部

22 日

・令和元年度埼玉医科大学認定看護管理者教育課程セカンドレベル閉講式

23 日

・医学部

27 日

・保健医療学部

28 日

・新型コロナウイルス感染症に関わる危機管理対策本部設置

一般入試（後期）一次試験

一般入試（後期）二次試験
一般入試（後期）

3月
8日

・医学部

センター試験利用入試二次試験

14 日

・【中止】医学部第 43 回卒業式，謝恩会

14 日

・【中止】保健医療学部第 11 回卒業式，謝恩会

16 日

・第 114 回医師国家試験合格発表（本学新卒 99.2%，全体 95.9％（新卒・既卒含む））

17 日

・【中止】大学院修士課程

19 日

・保健医療学部

第 9 回学位記授与式

第 109 回看護師国家試験合格発表
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合格率 95.5％（新卒），第 106 回保

健師国家試験合格発表

合格率 100％（新卒）

23 日

・保健医療学部

第 66 回臨床検査技師国家試験合格発表

23 日

・保健医療学部

第 55 回理学療法士国家試験合格発表

24 日

・学校法人埼玉医科大学

26 日

・保健医療学部

27 日

・越生町との連携・協力に関する基本協定締結

28 日

・【中止】第 14 回大学院博士課程学位記授与式

30 日

・学校法人埼玉医科大学

合格率 95.2％（新卒）
合格率 100％（新卒）

常任理事会

第 33 回臨床工学技士国家試験合格発表

合格率 100％（新卒）

評議員会，理事会

※【中止】の行事は新型コロナウイルスの感染リスク拡大に伴い中止となりま した。
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編

集

後

記

本年度（令和元年度）は、新しい元号のもと、本学教職員・学生共々、気持ちを新たにして、目標に向かっ
て順調なスタートを切りました。しかし、年度末からは、新型コロナウイルス感染症（covid-19）が世界中に
暗い影を落とし始め、本学も否応なくその渦中に巻き込まれました。
それでも、本学においては、本年度も、内部質保証体制の確立に向けて、弛まない努力が積み重ねられまし
た。大学評価の準備は、IR(Institutional Research)センター、自己点検・評価委員会を中心に進められまし
たが、これは、認証取得のためだけはなく、恒常的にPDCAサイクルを回す内部質保証体制の確立を目指したも
のです。
PDCAサイクルを回す上では、組織全体としての長期計画に基づく自己点検・評価、実行に加えて、年度毎の
自己点検・評価も重要です。その中核となるのが、この年報であり、各部署の活動の改善に利用されています。
さらに、個人レベルでの自己点検・評価が人事考課であり、これも平成16年度から毎年度実施されて、還元面接
で個人へのフィードバックも行われています。本学では、IRセンターの発足以前から、こういった各レベルでの
自己点検・評価、実行が継続して行われ、大学全体の内部質保証に寄与してきましたが、IR活動はその体制の一
層の強化に役立っています。
年報は、実績記録のみならず、過去1年間の活動を振り返って自己点検・評価し、次年度への改善に繋げるた
めの報告書であり、大学評価の基礎をなすものです。
編集においては、従来の形式を基本に、以下の方針で行いました。
1) 教育、研究、診療に分けて、年度目標、活動実績、目標達成度、自己評価、次年度計画を記し、更に
全体を通しての点検・評価結果および次年度改善計画を記す。ただし、診療部分の詳細は病院要覧に委
ね、要約のみを記載する。学部と大学院は分けて記載する。
2) 業績としての論文・学会発表実績は、基本学科毎（保健医療学部は学科内の分野毎）に代表的なもの10編
とし、全業績はデータベースに蓄積する。
3) 委員会報告も、年度目標、活動実績、自己評価、次年度計画を記す。
全体の構成として、大学院、医学部、保健医療学部の関係、および毛呂山キャンパス、川越キャンパス、日高
キャンパスの関係が、明確となるような項目立てにいたしております。
この詳細な自己点検・評価書である年報は、本年度から冊子体はなくなります。それに伴い、原稿の記入要
領を変更いたしましたが、執筆者の皆様にはしっかりとご対応いただきありがとうございました。勿論、この
年報は、従来通り、ホームページからいつでも閲覧できるようになっています。年報が、これからも本学の内
部質保証に役立つことを願っています。
最後になりましたが、この年報作成に対する関係各位のご協力と庶務課の皆様の本当に大変なご努力に心よ
り感謝いたします。

土田

哲也

令和元（2019）年度
令和 2 年 9 月 29日
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