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巻頭言

滋賀医科大学の
更なる発展を期して
学

長

塩田 浩平

はじめに

国立大学法人化前には法人化について多くの議
論がありましたが、法人化が必要とされた根拠は

私は、平成26年（2014）４月１日に国立大学法

大きく二つあったといえます。すなわち、①大学

人滋賀医科大学の第７代学長を拝命いたしました。

経営の効率化とガバナンスの強化、そして②教育・

ちょうど本学が40周年を迎える節目の年に当たり、

研究の活性化、であります。それまでいわば護送

歴代学長ならびに多くの教職員の皆様が築いてこ

船団方式で政府の保護のもとに運営されてきた各

られた滋賀医科大学の伝統の上に、大学と附属病

国立大学は、法人化を契機に根本的な変化を余儀

院をさらに大きく発展させる責任を痛感しており

なくされ、大きく変貌しました。大学の教職員も

ます。昭和49年（1974）の開学以来、初代脇坂行

意識改革を迫られ、教育・研究活動にも多大な変

一学長、第２代佐野晴洋学長、第３代岡田慶夫学

化がもたらされました。法人化は大学人の意識を

長、第４代小澤和惠学長、第５代吉川隆一学長、

変え大学の活性化が進んだという評価もできます

第６代馬場忠雄学長を中心に、数々の困難を克服

が、制度上の不十分さやドラスティックな政策の

しながら新しい医科大学をここまで築いてこられ

変更によって様々な新しい問題も生じています。

た多くの教職員の皆様と関係各位に深い敬意と感

大学経営については、経営の効率化と自由裁量

謝を捧げます。これまでのご苦労と様々なエピ

の拡大、学長を中心とした大学経営の強化という

ソードは、開学10周年（1984）、20周年（1994）、

点で効果が見られたものの、運営費交付金の継続

30周年（2004）の各記念誌ならびに附属病院開院

的な削減（年１%）、恒常的な予算配分から競争

30周年記念誌（2009）に多くの方が記されており、

的資金への転換によって、滋賀医大も教職員数の

私も読ませていただいて、改めて先人のご苦労と

削減や基盤的学問分野の縮小を余儀なくされ、そ

ご功績に深い感銘を受けました。本記念誌には最

の一方で、法人化に伴って新たに発生した各種事

近10年間の本学の歩みを中心に様々な方が文章を

務手続き、評価への対応などに教職員が追われて

寄せられますので、私は、本学の課題とこれから

現場が多忙になり、教育・研究活動に少なからぬ

本学が目指すべき方向を中心に、私見を交えなが

影響が出ています。国立大学時代からの煩雑な手

ら述べさせていただきます。

続きが残っていること、中期目標・中期計画の認
可に代表される国の統制が依然として小さくない

１．わが国の大学と医学・医療を取り巻く状況

こと、などもあり、法人化前に期待された大学運

国立大学は平成16年（2004）に法人化され、ちょ

な活動の推進が期待されたようには実現されてい

うど10年が経過したことになります。法人化は新

ないのが現状です。各大学においては、さらなる

制大学発足に次ぐ歴史的な大学改革ともいえる変

組織改革や有効な学内資源の配分などの自助努力

革であり、滋賀医科大学もこの10年間に運営、教

が一層重要になってきています。

育・研究活動、病院経営などすべての点で大きな
変化を経験しました。
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営の自由度の拡大、創造的であるべき大学の自由

また、研究費の重点が競争的資金に移行したこ
とによって、教員が研究資金獲得のために多大な

巻頭言

時間とエネルギーを費やさねばならず、教職員の

使命の一つとしていますので、新しい時代の要求

負担が増大しています。国立大学法人化は、大学

に的確に対応しながら地域医療推進のために中心

の改革と活性化という点では必要なプロセスでし

的な役割を果たすよう、関係病院や地域医師会と

たが、国の行財政改革の観点が強すぎるため、大

連携しながら将来に向けた取り組みを始めていま

学の本来の機能である教育・研究に負の影響も出

す（本誌病院長の稿参照）。

ています。そして、旧帝大のように余裕のある大
学とそうでない大学では変化への対応力に差があ
り、大学間格差が大きくなる恐れがあります。ま

２．教

育

た、文部科学省が打ち出してくる改革プランは数

大学にとっても医療界にとっても「人」こそが

年間の時限のものが多く、各大学では、次々と出

最も重要な資産であり、将来世代の人材育成には

されてくる施策への対応と、国の補助金終了後の

大学が大きな責務を担っています。滋賀医大の開

対策に苦慮しています。大学改革に当たっては、

学の精神にも「旺盛な探究心に富んだ医師・医学

財政基盤や資源配分、ガバナンスといった外形的

研究者の育成」と謳われています。創立からの40

な事象だけでなく、人間社会の創造と発展を担う

年間に滋賀医大を巣立った医師、看護師、助産師、

知的活動を推進するという大学本来の使命がもっ

保健師などが4,400名を超え、滋賀県を中心とし

と重視されなければならないと考えます。

た地域で活躍しており、地域の医師会長などの要

一方で、大学教職員の意識改革、組織や業務の

職に就く方も多くなっています。また、国内外の

改善が十分に進んでいないとの指摘もあり、平成

医学・医療の現場で優れた研究業績を挙げておら

28年度（2016）からの第３期中期目標期間に向け

れる方もたくさんおられます。社会における滋賀

て、国は大学にさらなる自発的な改革を求めてい

医大出身者の評価は高く、我々の大きな誇りであ

ます。今後、滋賀医大が真に自立して個性的に発

ります。

展していくためにも、大学構成員全員が変革の時

滋賀医大では、地域・国・世界で活躍する高い

代における危機感を共有し、大学の進むべき方向

志と広い視野を持った人材、リサーチ・マインド

を認識して、受身でない改革を地道に、かつ前向

をもったclinical scientist、豊富な知識・教養と

きに進めていかなければなりません。

倫理観を備えた次世代のリーダーを育成するため

次に、医師臨床研修制度にも大きな変化があり
ました。平成16年（2004）に新しい臨床研修制度

に教育に力を注ぎ、国際水準を目指した教育改革
を進めています。

がスタートし、プライマリ・ケアを含む幅広い診

医学教育に関しては、国際水準に対応するため

療能力の習得を目的として、２年間の臨床研修が

に参加型臨床実習（ポリクリなど）を大幅に増や

必修化されました。また、マッチング制度の導入

す方向が示されており、これまで以上に大学の臨

により研修医が研修先を自由に選べるようになっ

床スタッフと関係病院のご協力が重要になってき

た結果、研修医が大学よりも市中病院を、地方よ

ます。また、これに伴って、基礎医学を含めた医

りも都市部の病院を選ぶ傾向が顕著になり、地方

学教育カリキュラムの大幅な変更も必要になって

の医師不足、地域の医療崩壊という深刻な問題が

います。

起こりました。そして、地域への医師供給、医師

現在、滋賀医大では「医療人育成教育研究セン

の教育・研究などの役割を果たしてきた大学医局

ター」が学部・大学院教育を、附属病院の「医師

の機能が弱体化し、医学研究の国際競争力が目

臨床教育センター」と「看護臨床教育センター」

立って低下してきたことが指摘されています。

が医師と看護師の研修・卒後教育を担っています。

現在、わが国では急速な少子高齢化が進み、75

また、
「医療福祉教育研究センター」が医療・福祉・

歳以上が人口の四分の一以上を占めるようになる

保健分野の生涯教育や自治体および他大学との連

いわゆる「2025年問題」を控え、大学病院、市中

携活動に当たっています。医学教育の改革と充実

基幹病院、診療所、在宅医療をトータルで組織す

が求められる昨今の状況に鑑み、本学では「臨床

る新たな地域医療連携ネットワークの重要性が増

教育講座」を設置して医学教育全体を統括する体

しています。滋賀医大は地域医療への貢献を主な

制を構築する計画を進めています。
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滋賀医大では、医学生・看護学生の地域医療に

た萌芽的研究を支援するという制度があり、平成

対する関心を醸成するため、滋賀医大卒業生や地

25年度には16人の若手研究者が研究費を受給しま

域住民の皆様のご協力を得て「地域『里親』」制

した。また、有望な研究者に対しては、科学研究

度を進めています。学生が「地域『里親』」の皆

費補助金の準備期間につなぎの研究費を補助して

様に接し対話する中で、滋賀の魅力を理解し地域

います。滋賀医大ではこうした学内的な幅広い支

医療に対する意欲と決意を新たにするもので、
「地

援が行われていますが、支援が真に研究の活性化

域『里親』
」と学生の双方に大変好評です。全国

に結びつくよう、今後は評価に基づいて戦略的な

的にもユニークな試みとして文部科学省の「学生

資源配分を進めたいと考えています。

支援GP」に採択され、平成23年度以降は大学独

研究の推進には、研究インフラの整備、研究費、

自で実施しています。この「地域『里親』」事業

研究支援体制の充実が必要ですが、上に述べたよ

はNPO法人「滋賀医療人育成協力機構」の協力

うに運営費交付金の額は減少の一途をたどってい

も得て進めています。

ます。したがって、科学研究費補助金やその他の

なお、本学では、卒業後に滋賀県内で働く医師

外部資金の獲得が不可欠であります。滋賀医大の

を養成するための「地域枠」を推薦入試と学士編

科学研究費補助金採択率と採択金額は決して誇れ

入学に設け、平成21年度（2009）からは、卒業後

る数字に達しておらず、大幅な改善が必要です。

一定期間の滋賀県内での医療従事を条件とする

そのために、研究費獲得から執行、研究の実施ま

「滋賀県医師養成奨学金」を希望する学生に支給

で外部資金獲得をトータルに支援する体制が必要

しています。さらに、基礎医学の教育と研究を担

だと考えています。リサーチアドミニストレータ

う研究医が減少して将来の医学教育への影響が憂

などを配置する大学が増えていますが、滋賀医大

慮されていますが、滋賀医大では、学部の時から

でも必要な研究支援体制を整備して、研究の活性

研究に参加し大学院の講義も受講できる「研究医

化、外部資金の大幅な増加に結びつけることを計

養成コース」を設けています。このコースを選択

画しています。

した学生は、奨学金や大学院早期修了などのメ

１．の項でも述べましたが、教員が教育・研究

リットを受けることができます。滋賀医大では、

以外の雑務に割かなければならない時間がふえ、

これからも時代の要請に応じた多様な教育プログ

研究に支障が出ているとの意見が少なくありませ

ラムを準備して、学生や卒業生のキャリアパスを

ん。大学として必要な体制整備を進めますが、同

支援していきたいと考えています。

時に教員やその他の研究者がさらに優れた研究成
果を挙げ、積極的に外部資金を獲得することを期

３．研

究

学外との共同研究、民間や自治体との産官学連

研究面では、馬場前学長の時代から、カニクイ

携なども積極的に推進したいと考えます。本学で

ザルを用いた研究、神経難病研究、生活習慣病研

は、多くの研究者が産官学連携に熱心で、知的財

究、MRを用いた研究、総合がん医療推進研究な

産も増加しています。また、平成25年（2013）に

どのプロジェクトを重点的に支援し戦略的に研究

は、滋賀医大が参加する「『滋賀健康創生』特区」

を推進してこられ、それぞれの研究チームは優れ

が国の地域活性化総合特区の指定を受けました。

た研究成果を世界へ発信してきました。今後も、

これは、びわこ南部地域における医学・理工系大

こうした特色ある本学の研究をのばすとともに、

学の知的資産と高度なものづくり技術を活かし、

多様な独創的研究が生まれるよう、資源の重点配

地域住民の「健康づくり」を促進する新たな地域

分と併せて幅広い研究支援も実施することが必要

モデルを構築しようとするプロジェクトです。今

と考えます。

後とも、滋賀医大の特長を活かした産官学連携を

なお、本学の特色を活かした基礎・臨床共同研
究、質の高い臨床研究を積極的に推進していきま
す。
現在、学内公募によって、学長裁量経費で優れ
10

待します。

さらに推進していきたいと考えています。
滋賀医大内に設置された「脳卒中データセン
ター」では、滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業
の一環として、県内脳卒中患者に関するデータを

巻頭言

悉皆的に収集し、その分析をもとに、今後の治療

く評価されています。引き続き、看護師さんを初

や発症予防に役立てることを目指しています。

めとするメディカルスタッフの皆さんが働き易い

滋賀医大の多くの研究者が外国との共同研究を

環境を整備し、また、看護臨床教育センターなど、

進め、成果を挙げています。平成25年（2013）10

地域での中核的研修センター機能を充実していく

月には全国初の疫学研究センターとなる「アジア

必要があります。看護部が中心に進めている「滋

疫学研究センター」が開所し、循環器疾患の危険

賀医科大学看護部ネットワーク」は優れたシステ

因 子 に 関 す る 大 規 模 長 期 追 跡 調 査「NIPPON

ムであり、引き続き支援していきたいと考えます。

DATA」をはじめ約10件のコホート研究を推進

滋賀医大が国立病院機構東近江総合医療セン

するとともに、アジア諸国からの留学生の受け入

ターで進めてきた取り組みは、将来のわが国の地

れや国際共同研究を進めることになっています。

域医療の先進的なモデルになるもので、外部から

外国研究者との交流も増えており、短期・長期

も注目されています。こうした新しい取り組みを

に滋賀医大へ滞在する外国人研究者が着実に増加

推進するとともに、滋賀県を中心とした地域医療

しています。その一方で、外国へ留学・研修に行

の課題を解決するため、滋賀医大がリーダーシッ

く本学の教職員、大学院生の数が伸び悩んでいま

プを発揮して取り組みたいと思います。

す。これには、臨床業務や研究以外の雑務の増加、
大学教員ポストの不足などいくつかの要因があり
ますが、研究者や医療従事者が視野を広め大きく

５．国際化

発展するために、外国の機関で一定期間を過ごす

大学の国際化、グローバル化への対応が喫緊の

ことは極めて重要です。大学としても、できるだ

課題となっています。滋賀医大においては、アジ

け研究者が外国へ行き易い環境を整えていきたい

ア・欧米・アフリカの19の大学・研究所・病院と

と考えます。

国際交流協定を締結し、様々な交流を進めていま
す。研究面での国際共同研究や留学生受け入れが

４．医

療

少しずつ進んでおり、看護部はベトナムとの双方
向の交流を独自に進めています。また、心臓血管

質の高い医療の実践と優れた医療スタッフの育

外科のチームがベトナムで手術指導を行い、大き

成は、医科大学にとって最も重要な使命の一つで

な成果を挙げ、現地の関係者からも感謝されてい

す。附属病院の過去10年間の業績と今後の展望は

ます。留学生や外国人研究者の受け入れを促進す

別稿で松末病院長が述べられますが、臨床スタッ

ることがキャンパスの国際化のために必要ですが、

フの頑張りによって滋賀医大附属病院の評価が高

留学生や外国研究者を惹き付けるためには優れた

まっていることをうれしく思います。昨年、民間

研究や診療で滋賀医大の魅力を高めることが重要

機関の評価で、滋賀医大は「頼れる病院」として

です。このためにも、特色ある優れた成果が多く

全国トップレベルの評価を受けました。また、附

生まれることを期待したいと思います。

属病院再開発が平成23年度に完了して病院が見違

医学科では、主として研究活動を経験すること

えるように明るくなり、県内初の手術支援ロボッ

を目的として４年生が自主研修を行いますが、毎

ト「ダ・ヴィンチ」も配置されました。

年30名前後が海外で研修を行っています。それに

滋賀医大の更なる発展のためには、優秀な卒業

よって、学生が医学研究に興味を持ち、将来研究

生に滋賀医大へ留まりあるいは大学へ戻って活躍

者となろうとする意欲を高める契機になっていま

してもらうことが重要です。そのためには、大学

す。

と関連病院の間の連携ネットワークと活発な人事
交流が重要です。医療スタッフの定着と流動性と
いう両面のバランスをとりながら、医師や看護師
のキャリアアップにも資する人事システムが有効
に機能するようにしたいと考えます。
滋賀医大では、看護師さんの献身的なケアが高

６．管理運営
国の大学改革方針の中で、大学のガバナンス強
化が強調されています。学長の権限と責任を明確
にして、大学運営の責任体制をはっきりさせよう
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とするものです。法人化した大学では、大学が独

創意工夫と意欲が大学の発展につながると確信し

自の方針で運営することが可能になりましたので、

ています。教職員が働き易く、また各人が創意を

それに対応した責任体制を構築することが必要に

もって能力を発揮していただける滋賀医大の組織

なっています。私は、大学運営に当たっては対話

を作るよう、教職員の皆様と協力して努力したい

を重視し、トップダウンとボトムアップが調和し

と考えています。

た透明性の高い運営を心がけたいと就任挨拶で申
し上げました。今後とも学内の方々と対話する機
会を増やし、できるだけ学内の意見を大学運営に

７．学内環境の整備

活かしていきたいと考えています。しかし、大学

滋賀医大では、歴代学長と関係者のご尽力で学

が多くの難問を抱える中で、すべての人が満足す

内施設の整備が進められ、美しいキャンパスが作

る政策を進めることは不可能であります。構成員

られました。運動場、体育館、プール、福利棟な

の皆様に痛みを伴う改革をお願いしなければなら

ど、学生のための施設もかなり充実してきていま

ないことがあるかと思いますが、経営責任を負う

す。主要建物の耐震化工事も平成26年度までにほ

学長と執行部の方針を理解していただくよう最大

ぼ完了します。附属病院は、平成23年度までの再

限の努力をはらいたいと思います。

開発によって見違えるようになりました。

限りある大学の資源（人、予算）をどう配分し

その一方で、新たな講座や分野の新設、特任教

て有効に使うかは、重要な問題です。学内予算と

員の増加に伴って、研究スペースが慢性的に不足

人の配置を見直し、真に大学活性化に役立ってい

しています。基礎、臨床の研究室も決して十分な

るかをよく評価して、新たな方針で資源配分を行

スペースが確保できておらず、大きな課題となっ

うことを計画しています。事務組織や事務手続き

ています。また、大学創立から40年が経過して、

も、国立大学時代の慣例がそのまま残っているも

学内の多くの設備やインフラに老朽化が目立つよ

のが多く、教職員に不必要な負担を強いています。

うになってきました。国際交流会館や職員宿舎の

事務組織の見直しと事務手続きの簡素化を思い

改修・増改築も必要ですが、こうした施設整備に

切って進めるよう、総務・財務等担当理事のもと

は国の予算が措置されにくくなっており、自助努

で作業を進めています。

力が求められます。これまでにも多くの方々のご

滋賀医大は女性教職員・女性医師の割合が高い

寄付や財団法人和仁会のご援助により環境整備が

ので、福利厚生の充実、男女共同参画の取り組み

行われてきましたが、今後はさらに多くの学内外

がとりわけ重要です。これまでの執行部が保育園

の皆様のご協力を得て、教職員と学生のために学

の設置、病児保育などを先進的に進めてこられま

内環境の整備を進めていきたいと考えています。

したので、引き続き育児支援や宿舎の改善などを
一つずつ充実していきたいと思います。
教職員の勤務体制については、今後、年俸制や
柔軟な勤務体制（フレックス勤務、週４日勤務、

これからの時代は、大学のプレゼンスを高める

混合給与など）が広まってくると思われます。滋

ために、大学の教育・研究・診療について積極的

賀医大の特性と教職員の勤務実態に合わせてどの

に広報活動を行い、大学の魅力を発信することが

ような制度設計が適切か、学内で議論を深めたい

必要です。これまで、滋賀医大はどちらかと言え

と思います。また、教職員の貢献や能力がきちん

ばこうした活動には控え目でしたが、今後は広報

と評価され、それが処遇に反映されることがモチ

体制を拡充し、研究者情報、ホームページやその

ベーションの向上のために必要です。教職員の評

他の広報（和文、英文）の内容を充実するととも

価制度とインセンティブの望ましいあり方につい

に、教育・研究や診療に関する成果を積極的に発

ても検討を進め、可能なものから実行に移したい

信することに力を入れていきたいと考えています。

と思います。
組織や業務の改善のためには、現場の教職員の
意見と改善提案が重要であり、教職員一人一人の
12

８．情報発信

巻頭言

９．コンプライアンス
大学は、学生、教員、職員と多様な構成員から

むすび
滋賀医大は、今年創立40周年を迎えました。40

なる組織で、一様なルールでは統括できないため、

歳は人間では「不惑」の年に当たり、迷わず自ら

様々な問題が起こるリスクを常に抱えています。

の道に邁進すべきとされる時期であります。これ

研究や医療に関する倫理違反、ハラスメント、事

まで多くの先達が大変なご苦労の中で築き上げて

故などを防止するため、あらゆる機会をとらえて

こられた礎の上に、学内の力を結集して更に大き

構成員全員にコンプライアンス意識、倫理意識を

な発展を期す使命が我々に課せられています。教

徹底するとともに、万一問題が起こった場合に迅

職員一人一人の創意工夫、意欲と全員の協力に

速かつ適切に対処できる体制の整備を進めていま

よって、大学のより一層の発展を期したいと思い

す。臨床研究を巡る過去の事例についての反省も

ます。これまで様々な形で滋賀医大の発展を支援

ふまえ、臨床研究の質の向上を目指して附属病院

していただきました歴代の教職員の方々、医学科

の「臨床研究開発センター」を中心にした体制の

と看護学科の同窓会、在学生の保護者の皆様、一

強化を進めています。

般社会の多くの皆様に改めて厚く御礼申し上げま
すとともに、これまで以上のご理解とご支援を賜
りますよう心からお願い申し上げます。
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第１章

滋賀医科大学の歩み

法人化と大学
前学長

１．法人化の経緯
1996年橋本龍太郎内閣は「行政改革会議」にお
いて、中央省庁再編、国の行政組織の民営化、地
方移管、そして独立行政法人制度の創設を提案し、

忠雄

また、競争原理を導入し、世界最高水準の研究
教育拠点づくりを目標として、2001年に「21世紀
COE プログラム」が大学院の博士課程を対象に
選定され、５年間の重点的な資金支援が行われた。
2003年度には、学部教育を中心とした「特色あ

国立大学も独立行政法人の対象とされた。1999年

る大学教育支援プログラム」が企画された。資金

有馬朗人文部大臣のもとで、行政改革ではなく「大

支援は数年であるが、選定された大学では、大学

学改革」の観点から法人化が検討された。2000年

の特色として広く公表することができ、個性の輝

に入り「自民党文教部会・文教制度調査会」の提

く大学という意識が生まれることを期待したもの

言として発表された「これからの国立大学の在り

であった。

方について」において、法人化制度が提唱された。
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馬場

一方、大学の評価については、1991年から「自

また、2001年、文部科学省から大学（国立大学）

己点検・自己評価」が制度上あったが、第三者評

の構造改革の方針（遠山プラン）が公表され、国

価機関として「大学評価・学位授与機構」が発足

立大学の再編・統合、新しい「国立大学法人」へ

し、2000年度から、テーマ別、分野別、教育評価、

の早期移行、国公私「トップ30」の育成が示され

研究評価の試行が行われた。その後、学校教育法

た。そして、
「国立大学等の独立行政法人化に関

等の改正が行われ、2004年度から、国、公、私立

する調査検討会議」により制度設計が進められた。

の全ての大学は７年以内の一定の期間毎に、国の

そのなかで、法人化後の大学の運営体制と教職員

認証によって資格を有する評価団体により、認証

の身分が主な議論の対象となった。法人化によっ

評価を受け、公表されることが義務化された。評

て、国立大学は国から切り離され、自律的な環境

価結果によって予算配分や設置許可が取り消され

のもとで活性化し、優れた教育や特色ある研究に

るものではなく、大学の質の向上を目指すものと

積極的に取り組み、より個性豊かな魅力ある大学

なった。

を目指すことになった。具体的には法人化後、一

このような経過で、法人化に向けた取り組みを

期６年間の基本的な運営方針となる中期目標・計

行いながら、2003年７月に「国立大学法人法」が

画は、文部科学省と意見調整の上決定され、与え

成立し、2004年度から、国立大学法人として歩み

られた裁量権により大学を運営し、業績を毎年ま

出すこととなった。国立大学法人化において、大

とめ報告書を提出し評価されることになった。

きく変革されたことは、学長のもとに理事（大学

大学運営上の裁量権を十分に生かすためには戦

の規模によって数は異なり、本学では４名）で構

略的な大学運営体制をつくる「トップ・マネジメ

成する役員会を最終決定機関としたことで、全責

ントの実現」が必要で、さらに、国立大学は国民

任を負うことになった。また、そのもとに教育研

の税金で運営されていることから社会との積極的

究評議会を置いて、教育研究について審議し、経

な意思疎通をはかり、国民に対する説明責任を果

営については、外部委員を過半数以上として、学

たさなければならないことなどが、基本的な議論

内委員を加えた経営協議会で審議すること、さら

の上にまとめられた。

に、監事（大学の規模によって人数は異なり、本

滋賀医科大学の

学では、常勤１名・非常勤１名）による外部監査
システムにより、学内外の意見を取り入れ情報公

歩み

設置が行われた。
研究においては、大学として重点的に取り組む

開をすすめて、大学運営の透明性を確保すること

５つの研究プロジェクト

①サル（ES細胞）を

であった。国立大学においては、教授会が最終決

用いた疾患モデルの確立とヒトの疾患治療法開発

定機関と位置づけていたが、教授会は学生教育に

へ応用、②磁気共鳴（MR）医学、③生活習慣病

関する審議を中心とした機能を持ち、大学運営に

医学、④地域医療支援研究、⑤神経難病研究とし

対する直接的な責任を負うことはなくなった。教

て、それぞれのセンターを中心として研究するこ

授は本来の教育・研究活動に専念できることとし

ととした。

た。しかし、法人化により、以下に述べるような

法人化においては、社会との連携や国際交流に

計画、実行、自己点検などに多くの時間を費やす

おいて具体的な取り組みが重視され、さらに、外

ことになったのは事実である。

部資金の獲得に向けた産学官連携の具体策などが

各大学は、建学の精神や理念のもとにワーキン
ググループを作り、中期目標・計画を教育、研究、

計画された。
附属病院は、医療サービスの向上に向けて、特

診療、業務運営の項目等について、文部科学省か

色ある領域の機能の充実と経営の効率化、そして

らの例示に沿って、全学的に立案することになり、

2004年度から医師臨床研修制度の導入による良質

中期目標・計画については、文部科学省との調整

な医療人の育成、研究成果の医療への応用などが

が一部行われ、スタートすることになった。

重要な項目として挙げられた。
業務運営の改善及び効率化については、人事評

２．法人化後の本学の対応
本学においては、吉川隆一学長のもとに2003年
度から全学的に、第一期中期目標・計画を検討し、

価システムの整備、任期制導入による教員の流動
化、組織の見直しなど、また、財務では外部資金
の確保と経費の節減、附属病院の収入増、自己点
検評価など多項目に及んだ。

まとめて、2004年度からこれらに基づいて年度計

これらの中期計画の年度途中での進捗状況を把

画を毎年立てて実施することになった（資料１

握し、年度末には実績を年度報告書にまとめ文部

第５章

科学省に提出し、さらに2008年には法人化４年間

資料編参照）。

中期目標前文において、本学の建学の理念を入

の実績をもとに、暫定評価を受けた。

れ、地域に支えられ、世界に情報を発信する大学

国立大学法人において、計画（Plan）実行（Do）

として、構成員の「競争」と「調和」を軸に運営

評価（Check）行動（Action）のサイクルにより

にあたることが明記された。

自己点検を行い、着実に実績が上がっているか評

中期計画の中に、数値目標を掲げることが求め

価され、その評価結果が運営費交付金の一部に加

られ、本学においては、専門教育の成果に関する

わることになり、大学の構成員は多大の努力を要

具体的目標として、合格率を取り上げ、医師国家

した。したがって、年度内にその進捗状況をチェッ

試験95%以上、看護師国家試験98%以上、保健師

クする必要性があり、本学独自のITを用いた進

国家試験95%以上を目指す教育目標を入れて、高

捗ナビは、年度末にまとめる実績報告書を作る作

い評価を受けた。また、メディカルスクール化、

業に有効であると評価された。

障害を有する学生の支援など各項目において具体

財政支援については、一般運営費交付金が、毎

的な取り組みが加えられた。2004年には、寄附講

年本学の場合1.3%ずつ削減される結果となり、

座としてわが国ではじめての「睡眠学講座」が設

教育研究基盤経費が少しずつ減少することとなっ

置された。そして、経済産業省の「眠りの森」事

た。さらに、人件費改革が加わり、大学改革とい

業に採択され、健康や就労に対して、睡眠の重要

うより、行政改革の一端かと思われた。

性を啓発した。また、2007年に滋賀県からの寄附

一方、競争的原理の導入により、教育、研究の

講座「地域医療システム学講座」が設置され、不

特色ある各種プロジェクトが提案され、全国公募

足している産科医育成に対する支援となった。

によって、第三者委員会で選考された課題に対し

2005年には、基礎医学講座の改編、助産師課程の

て、数年を期限として財政的支援が行われた。
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表1

法人化後の本学のあゆみ
２００１（H13）年度

大学（国立大学）の
構造改革の方針

（平成13年６月文部科学省）

２．
国立大学に民間的発想の経営手法を
導入する。
○大学役員や経営組織に外部の専門家
を登用
○経営責任の明確化により機動的・戦
略的に大学を運営
○能力主義・業績主義に立った新しい
人事システムを導入
○国立大学の機能の一部を分離・独立
（独立採算制を導入）
・附属学校、ビジネススクール等から
対象を検討
→新しい「国立大学法人」に早期移行

３．
大学に第三者評価による競争原理を
導入する。
○専門家・民間人が参画する第三者評
価システムを導入
・「大学評価・学位授与機構」等を活
用
○評価結果を学生・企業・助成団体な
ど国民、社会に全面公開
○評価結果に応じて資金を重点配分
○国公私を通じた競争的資金を拡充
→国公私「トップ３０」を世界最高水準
に育成

２００5（H17）年度

２００6（H18）年度

２００7（H19）年度

・バイオメディカル・イノベー ・「高度がん医療を先導する人
・国立大学法人滋賀医科大学が ・基礎医学講座を再編
ションセンターを設置
材養成拠点の形成」が文部科
設立
・看護学科に助産師課程を設置
学省「がんプロフェッショナ
・保育所の開設
・吉川隆一学長のもと、第一期
ル養成プラン」に採択
・「眠りの森」事業が経済産業
中期目標・計画がスタート
・大学ベンチャー企業「マイク ・「再就職及びキャリアアップ
省事業に採択
ロン滋賀」の起業
・医療人育成教育研究センター
を可能にするための新しい
・県民アンケート調査を実施
を設置
実践的な臨床心理士研修コー
ス」が文部科学省「社会人の
・睡眠学講座（寄附講座）を開 ・「一般市民参加型全人的医療
学び直しニーズ対応教育推進
教育プログラム」が文部科学
設
プログラム」に採択
省「医療人ＧＰ」に採択
・「 産 学 連 携 に よ る プ ラ イ マ
・地域「里親」による学生支援
リ・ケア医学教育」が文部科
プログラムが文部科学省「学
学省「現代ＧＰ」に採択
生支援ＧＰ」に採択

２００8（H20）年度

・馬場忠雄学長のもと新執行部
がスタート
・「びわこバイオ医療大学間連
携戦略」が文部科学省「戦略
的大学連携支援事業」に採択
・長浜バイオ大学と「戦略的大
学連携事業」に関する協定を
締結
・膳所高校・虎姫高校と高大連
携事業協定を締結

・滋賀短期大学と包括協定を締
結
・滋賀県からの寄附講座「地域
医療システム学講座」を開設 ・ホーチミン医科薬科大学（ベ
トナム）と学術交流協定を締
・家庭医療学講座を開設
結

・開学３０周年記念式典を開催

大学

１．
国立大学の再編・統合を大胆に進め
る。
○各大学や分野ごとの状況を踏まえ再
編・統合
・教員養成系など→規模の縮小・再編
（地方移管等も検討）
・単科大（医科大など）→他大学との
統合等（同上）
・県 域を越えた 大 学・学 部 等 の 再
編・統合など
○国立大学の数の大幅な削減を目指す
→スクラップ・アンド・ビルドで活性
化

２００4（H16）年度

・ 文 部 科 学 省(JST)「 都 市 エ リ
ア産学官連携促進事業（一般
型）」に採択

・「学内ＥＳＣＯ事業」が省エネル ・ミシガン州立大学連合日本セ
ギーセンター会長賞を受賞
ンターと交流協定を締結
・ 文 部 科 学 省(JST)「 都 市 エ リ
ア産学官連携促進事業（発展
型）」に採択

・中央診療施設等及び特殊診療 ・不整脈センターを開設
・病院玄関へのバス乗り入れ開 ・腫瘍センターの設置
施設を改組、中央診療部（１５
始
部）、医療安全管理部、地域 ・炎症性腸疾患センターを開設
・新病棟（Ｄ病棟）竣工
医療連携部、医療研修部、卒
・病院敷地内全面禁煙を実施
後臨床研修センター及び治験 ・産科オープンシステム運用開
管理センターに再編
始（全国立大学附属病院初） ・チョー・ライ病院（ベトナム）
と国際交流協定を締結
・アミアン・ピカルディ大学病 ・ペインクリニックセンターを
院（フランス）と学術交流協
開設
定を締結

・感染制御部の設置
・リハビリテーション科の設置
・患者支援センターの設置
・「コア生涯学習型高度専門医
養成プログラム」が文部科学
省「大学病院連携型高度医療
人養成推進事業」に採択

附属病院

・開院３０周年記念事業を実施
・滋賀県がん診療高度中核拠点
病院に指定

○ 第１期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
（１）教育研究等の質の向上の状況 ①教育に関する目標 ３、②研究に関する目標 ４、③その他の目標（社会との連
携、国際交流等に関する目標） ４
（２）業務運営、財務改善等の状況 ①業務運営の改善・効率化に関する目標 ５、②財務内容の改善に関する目標 ４、
③自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 ４、④その他業務運営に関する重要目標 ５
※５
：目標の達成状況が非常に優れている、
４
：目標の達成状況が良好である、
３
：目標の達成状況がおおむね良好である、
２
：目標の達成状況が不十分である、
１
：目標の達成のため重大な改善が望まれる

第１期中期目標期間（平成１６～２１年度）
新たな法人制度の「始動期」

国立大学法人スタート 《国立大学法人化の意義》
・自律的・自主的な環境の下での国立大学活性化
・優れた教育や特色ある研究に向けてより積極的な取組を推進
・より個性豊かな魅力ある国立大学を実現

地域の特徴を考慮しつつ、独自の新しい医学・看護学の教育・研究を推進すると
ともに、その成果を滋賀の地から国内はもとより世界に発信し、医学・看護学の
発展に貢献すること及び高度な医療を提供することによって、人々の福祉の向
（中期目標前文より抜粋）
上に寄与する

○ 内閣総理大臣
小泉 純一郎（H13. 4.26～H18. 9.26）

安倍

晋三（H18. 9.26～H19. 9.26）
福田 康夫（H19. 9.26～H20. 9.24）
麻生 太郎

○ 文部科学大臣
河村 建夫（H15. 9.22～H16. 9.27）
伊吹 文明（H18. 9.26～H19. 9.26）
遠山 敦子（H13. 4.26～H15. 9.22）
中山 成彬（H16. 9.27～H17.10.31）
渡海 紀三朗（H19. 9.26～H20. 8. 2）
小坂 憲次（H17.10.31～H18. 9.26）
鈴木 恒夫（H20. 8. 2～
塩谷 立
２００１（H13）年度
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２００4（H16）年度

２００5（H17）年度

２００6（H18）年度

２００7（H19）年度

２００8（H20）年度

滋賀医科大学の

２００9（H21）年度

２０10（H22）年度

・滋賀県からの寄附講座「総
合がん治療学講座」を開
設

２０11（H23）年度

２０12（H24）年度

２０13（H25）年度

歩み

2014（H26）年度

2015
2016
（H27）
（H28）

・立命館守山高校と高大連携事 ・マレーシア国民大学と学術交 ・ナイロビ大学（ケニア）と学 ・アジア疫学研究センターの設 ・塩田浩平学長のもと新執行部
業協定を締結
流協約を締結
術交流協約を締結
置
スタート
・地域周産期医療学講座（寄附 ・男女共同参画推進室の設置
講座）を開設
・滋賀医科大学スチューデント
・「非燃焼型医療廃棄物処理機」 ドクター認定式を実施
の開発・導入
・第１回ホームカミングデイを
・総合内科学講座（寄附講座）、
開催
総合外科学講座（寄附講座）
・京都橘学園と教育研究協力に
を開設
関する包括協定を締結
・地域精神医療学講座（寄附講
・滋賀医科大学大学院看護学専
座）を開設
攻高度専門職コースに「看護
・県民アンケート調査を実施
管理実践」を設置

・医学部医学科入学定員を
１０名増員
・大学機能別認証評価の認
定
・東北大学（中国）と学術
交流の協約を締結
・オタワ大学（カナダ）と
学術交流協定を締結
・ ク リ エ イ テ ィ ブ・ モ チ
ベーションセンター竣工

・ 文 部 科 学 省(JST)「 地 域 イ ノ
ベーション戦略支援プログラ
ム（グローバル型）」に採択

・ケニア中央医学研究所と学術 ・アジア疫学研究センターに外 ・総合内科学講座、 総合外科学
交流協約を締結
国人の特任教授を配置
講座を開設
・浜松医科大学と包括協定を締 ・アジア疫学研究センター開所 ・大学院博士課程を改組
結
記念国際シンポジウムを開催
・バイオメディカル・イノベーショ
・学内保育所「あゆっこ」に病 ・国際交流締結大学等との国際 ンセンターに 「革新的医療シ
児保育室がオープン
シンポジウムを開催
ステム開発部門」 を置き、 特
任教授を配置
・ＪＳＴ「 復 興 促 進 プ ロ グ ラ ム ・文部科学省博士課程教育リー
（マッチング促進）」に「マ
ディングプログラムに「アジ ・スキルズラボ棟の竣工
イクロ波実質臓器凝固切断器
ア非感染性疾患(NCD)超克プロ
・開学40周年記念事業を実施
の開発」が採択
ジェクト」が採択
（10月3日）
・臨床腫瘍学講座の開設
・ＳＵＭＳメディカルミュージアム
を開所
・地域生活看護学講座を公衆衛
生看護学講座に名称変更
・滋賀医科大学－京都薬科大学
第１回ジョイント・シンポジ
ウムを開催
・小児発達支援学講座（寄附講
座）を開設
・「次世代画像誘導下低侵襲医
療システムの戦略的研究促
進」の開始
・滋賀医科大学が地域に及ぼす
経済効果分析調査の実施
・インドネシア大学と学術交流
協定を締結
・体育館、 講義棟、 福利棟の耐
震改修工事の実施

・医学部附属病院の病床が６床 ・臨床研究開発センターの設置 ・病院再開発完成記念式典・祝 ・滋賀県総合周産期母子医療セ ・病理診断科の設置
賀会を開催
増床（計６１４床）
ンターに指定
・ホスピタルローソンがオープ
ン
・手術支援ロボット「ダ・ヴィ ・先進医療「急性リンパ性白血
・看護スキルズラボを開設
ンチＳi」を導入
病細胞の免疫遺伝子再構成を
・ 東 日 本 大 震 災 へＤＭＡＴチ ー ム ・化学療法部を廃止（腫瘍セン
利用した定量的ＰＣＲ法による
ターの部門とする）
・精神科神経科を精神科に名称
（災害派遣医療チーム）を派
骨 微 小 残 存 病 変（ＭＲＤ） 量 の
変更
遣
測定」の承認

・医師臨床教育センターの
設置
・病院機能評価の更新認定
・滋賀県肝疾患診療連携拠
点病院に指定
・文部科学省「周産期医療
環境整備事業」に採択（Ｎ
ＩＣＵ： ９ 床、ＧＣＵ： ６ 床 に
増床、院内助産所の開設）

・臨床遺伝相談科の設置

・先進医療「腹腔鏡下スリーブ
状胃切除術」の承認

・「滋賀健康創生」特区として
地域指定
・先進医療「術後のホルモン療
法及びＳ－１内服投与の併用 ・先進医療「前眼部三次元画像
療法」の承認
解析」の承認

・文部科学省「看護職キャ
リアシステム構築プラン」
に採択

・先進医療「単純疱疹ウイルス ・ＰＥＴ－ＣＴ装置を導入
感染症又は水痘帯状疱疹ウイ
ルス感染迅速診断（リアルタ ・インドネシア大学における脳
イムＰＣＲ法）」の承認
神経外科の医療支援開始

・腫瘍内科の設置
・災害拠点病院に指定

・D病棟1階の整備

・看護臨床教育センターの
設置

・ヘリポートの竣工

・高精度放射線治療システ
ム（リニアック）を導入
・チョー・ライ病院（ベト
ナム）における心臓血管
外科の医療支援開始

国立大学改革プラン

第２期中期目標期間（平成２２～２７年度）

自主的・自律的な改善・発展を
促す仕組みの構築

法人化の長所を生かした改革を本格化

国立大学を取り巻く環境の変化
・グローバル化
・少子高齢化の進展
・新興国の台頭などによる競争激化
など

鳩山
（H20. 9.24～H21. 9.16）
川端
H20. 9.24）
（H20. 9.24～H21. 9.16）
２００9（H21）年度

Society-based Education, Unique Research,
Mindful Medical Service, Strategic activated
Service (SUMS) プロジェクト 2010-2015「次世代を担
う人材育成と医療科学・技術の創出」 として、重要項目
23にまとめ、遂行に向けて努力している。

由紀夫（H21. 9.16～H22. 6. 8）
野田
菅
直人（H22. 6. 8～H23. 9. 2）

今後の国立大学の機能強化に
向けての考え方（平成２５年６月）
ミッションの再定義

佳彦（H23. 9. 2～H24.12.26）

安倍

改革加速期間
グローバル化
イノベーション機能強化
人事・給与システムの弾力化

第３期中期目標期間

（平成２８年度～）
持続的な“競争力”を持
ち、高い付加価値を生
み出す国立大学へ

晋三（H24.12.26～）

達夫（H21. 9.16～H22. 9.17）
中川 正春（H23. 9. 2～H24. 1.13）
下村 博文（H24.12.26～）
高木 義明（H22. 9.17～H23. 9. 2）
平野 博文（H24. 1.13～H24.10. 1）
田中 眞紀子（H24.10. 1～H24.12.26）
２０10（H22）年度

２０11（H23）年度

２０12（H24）年度

２０13（H25）年度

2014（H26）年度

2015
2016
（H27）
（H28）
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礎研究医の不足をきたし、2011年に２名の研究
医の増員を図った。
産学連携などによる共同研究では、立命館大
学、龍谷大学、本学と滋賀県工技センター、さ
らにニプロ、山科精器、旭光電機などにより、
2004年から科学技術振興機構の都市エリア産学
官連携促進事業（一般型）、2007年から発展型
による外部資金の獲得ができた。また、大学の
経費で、2006年にバイオメディカル・イノベー
ションセンターを設置し、企業との共同研究の
拠点として活用されている。また、2009年には
学生の文化活動を支援するクリエイティブモチ
ベーションセンターが開設された。
附属病院では、2005年に病院再開発がスター
トし、2007年に新病棟D棟が竣工し、式典が行
われ、以降順次C, B, A, 外来棟などの改修が計
画どおり実施されることになった。
2008年に滋賀県がん診療高度中核拠点病院に
指定され、寄附講座「総合がん治療学講座」が
開設され、がんプロフェッショナル養成プラン
や腫瘍センターの充実ができた。また、2010年
には滋賀県から寄附講座「地域精神医療学講座」
が設置された。10月には開院30周年記念事業を
表２

実施した。
2010年６月には、第一期中期目標、計画の実

教育関係では、地域基盤型教育を推進する2004
年度「産学連携によるプライマリ・ケア医学教育」、
2005年「一般市民参加型全人的医療教育プログラ
ム」
、2007年度「地域「里親」による学生支援プ
ログラム」
、
「再就職及びキャリアアップを可能に
するための新しい実践的な臨床心理士研修コー
ス」
、京都大学を中心とした「高度がん医療を先
導する人材養成拠点の形成」が採択され、３年間
～５年間のプロジェクトではあったが、教育や研
究面において、一定の成果が得られ、本学の費用
あるいはNPO法人化を行って、いずれもカリキュ
ラムなどに取り入れて継続している。
医師臨床研修制度の導入を一つの契機とし、地
域医療を支えてきた大学の機能が著しく弱体化し、
地域公的病院の医師不足を生じ、社会問題となっ
た。そこで文部科学省は、地域医療再生計画の資
金などによる公的資金を用いた地域枠による学生
増を図り、本学では、滋賀県の支援により2009年
に５名、2010年に５名の増加を行った。また、基
20

表3

滋賀医科大学の

歩み

Research（ 独 創 的 教 育 ）、Mindful Medical
Service（やさしい、充実した医療）、Strategic
Activated Service（戦略的組織活性化）
（SUMS）
プロジェクト「次世代を担う人材育成と医療科
学・技術の創出」にまとめ、全構成員にポケッ
第５章

ト版を配布し周知展開してきた（表３
資料編参照）。

教育研究の基盤的経費が減少するなか、学生
教育や研究など第二中期目標・計画の実行に向
けて「滋賀医科大学わかあゆ夢基金」を立ち上
げ、６年間で１億円を目指し募金活動を開始し、
皆様方のご支援とご協力により、目標の半分に
達しており、さらなるご支援を期待している。
なお、2013年５月には、国立大学協会は「国立
大学の機能強化」（表４）を宣言した。
教育においては地域基盤型教育により、市民
や患者さんなど教育に参加していただいて、市
民の視点で医療を考える機会を増加することで、
将来医師として、研究者として活動するときの
基盤に資することを期待した。また、TOEFL
の試験を課すことで、自主研究により海外での
教育研究システムや研究に参画する機会を与え
ることをねらった。滋賀医学国際協力会の協力
をえて、海外研修の一部を補助できたが、さら

表４

に拡大することは今後の課題である。海外研修の

績をまとめ文部科学省に提出した。その評価結果

促進については学生のみならず、大学の費用で、

は、高い評価が得られた（資料２

資料

教授・准教授をはじめ若手医師やメディカルス

編参照）
。表１に法人化後の本学の歩みと文部科

タッフの支援を行って、その成果については発表

学省の流れをまとめた。

などで啓発した。

第５章

国立大学協会が2008年３月に設定した法人化後

学生の臨床実習の充実と協力していただく患者

６年間の自立行動の指針に基づいて行った各大学

さんの理解をえるために、2012年度から、com-

の第一期中期目標・計画の評価結果の検証を行い、

puter based testing（CBT）及 び objective struc-

第二期の重要課題を公表した（表２）。主な課題は、

tured clinical examination（OSCE）と本学の各科

各大学が共有しているものであるが、目標を実施

の試験に合格した学生をスチューデントドクター

するための財源確保と安定化、人件費抑制策から

と認定して学生に自覚と責任を持たせた。

の除外、資金などの弾力的な運用など大学の裁量

なお、念願であったスキルズラボ棟の増築、講

の向上、法人評価制度の改善、会計基準の改訂な

義棟、福利棟、体育館の改修の予算がついて、順

ど解決されなければならない課題である。

調に工事が進み、学生の学習環境は改善すること
ができた。

３．第二期目の対応

寄附講座の総合がん治療学講座は実績と先進的
個別治療を行う必要性から、2012年に臨床腫瘍学

2010年から始まった第二期には、第一期に準じ

講座として大学の正式講座とした。なお、保健師

て中期目標・計画を約１年かけて作成し、Socie-

助産師看護師法の改正により、2012年度から看護

ty Based Education（ 地 域 基 盤 型 教 育 ）、Unique

学科では、看護師70名のうち、保健師30名、助産
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師８名を定員とした。2014年には、滋賀県から寄
附講座
「小児発達支援学講座」が設置され、小児
医療からの取り組みの支援がスタートした。
大学院については、県内大学との共同大学院や
連携大学院を模索したが、それぞれの大学の負担
が大きく、実現することはできなかった。そこで、
大学院博士課程の専攻を医学専攻の一専攻に改組
し、学際的医療人コースを設けることで、2014年
度入学から実施できることになった。
研究については、５大重点プロジェクトや独創
的研究を全学的に公募し、審査委員会の審議の上
決定し、研究の発展を期した。2013年度に博士課
程教育リーディングプログラム「アジア非感染性
疾患（NCD）超克プロジェクト」が採択され、
2013年10月に開設されたアジア疫学研究センター
と共に実績を積み上げ、アジアを中心に健康医療
保健に貢献できることが可能となる（図１）
。
本学の特徴を生かし、基礎・臨床が一体となっ
て、それぞれのグループで新しい発想のもとに展
開することが重要であり、研究を支援した。特に、
動物生命科学研究センターを利用した神経難病、
免疫治療法の開発などに期待が寄せられている。
現在まで積み重ねてきた研究実績は、１人当たり
の論文生産性も高く、さらに、優れた研究の発展
を期待し、優秀研究者の表彰など行っている。
文部科学省の高等教育政策において、競争的環
境での大学機能の強化、改革に対する支援、イノ
ベーションの促進を支援することとなり、大学は
方向性を明確化することになった。競争的資金の
獲得には、新規性、アイデア、実績などが考慮さ
れ、実績のある総合大学、また、大都市の大学が、
企業などによる寄附講座の設置や産学連携による

イノベーションにおいて断然優位であり、地方と
大都会の大学との格差は、否応なく拡大すること
となった。医工連携による産学連携は、2010年か
ら地域イノベーション戦略支援プログラム（グ
ローバル型）に採択され、体腔鏡手術ロボテック
技術や超微量生体標本分析技術が開発され、一部
臨床応用されている。2013年からは、次世代低侵
襲医療機器の実用化を目指し、文部科学省「次世
代画像誘導下低侵襲医療システムの戦略的研究推
進－低侵襲医療システムの研究開発拠点構築－事
業」が開始された。一方、立命館大学やニプロと
の共同で開発した、微量血液による生化学分析技
術を足がかりに、本年、本学が立地する大津市を
含む滋賀県の一部地域が、
『地域の“ものづくり力”
を生かした「滋賀健康創生」特区』として地域指
定された。その他、多くの産学連携が動いている
ことは誠に喜ばしいことである。
本学においては図２に示すように大都市総合大
学と本学の財務諸表から得られたデータを比較す
ると、金額では大きな差があるものの、外部資金
の獲得などにおいては、2004年度を100とした場合、
比率に大きな差はないようである。
診療については、県内の唯一の医科大学として、
先進、先端医療を積極的に推進し、滋賀県民から
頼られる病院機能を有することが求められている。
2013年の「頼れる病院ランキング」で医療機能を
示す13項目の指標で、100点満点で評価した結果、
全国1,205病院中２位（98点）というすばらしい
成績であった。また、心臓血管外科やがんの特殊
な治療法の開発、大学経費によるダ・ヴィンチサー
ジカルシステムSiなどを導入し先進医療も活発に
行われており、成果を上げている。なお、ヘリポー
トの設置により、災害救急拠点としての役割を分
担する機能も整備しつつある。
研究費受入額
（外部資金）
および
一般運営費交付金の推移
250%
研究費受入額（外部資金）

200%

総合大学
医系大学

150%

本学

100%

一般運営費交付金

総合大学

医系大学

50%
0%

図１
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本学

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年度

図２

滋賀医科大学の

歩み

附属病院の収益は経営収入の約２/３を占めて

度から両講座は大学の正式な講座となり、さらに

おり、病院収支は医療保険制度の改正に大きく依

家庭医療学講座が、蒲生医療センターにおいて実

存する。2010年の改正により、手術を伴う手技料

践活動することになり、地域における医療機関と

が高く評価されたとはいえ、病院の再開発中にも

の連携により、新たな総合診療医や家庭医の育成

かかわらず診療報酬請求額の上昇につながったの

が可能となるであろう。2012年９月に滋賀県と本

は、教職員の努力により病院機能の改善が積極的

学が連携して、滋賀県医師キャリアサポートセン

に行われたことによるものである。法人化後の財

ターが開設され、県内の地域や診療科の解決に向

政状況は図３に示したように、順調に収益は伸び

けた対策や女性医師のサポート体制に取り組むこ

てきており、病院収入の増加によるものである。

ととなった。
附属病院の614床で、全てを網羅することは困

しかし、支出においても増加している。
2014年度の診療報酬改定においては0.1%増と

難と思われる。地域病院と連携し、特殊な領域は

いうものの、消費税３%増税分を引くとマイナス

その病院で、教育、診療と臨床研究が可能な講座

1.26%となるため、病院経営に及ぼす影響も大き

を置き、学生や研修医の実習や研修を充実する方

い。2012年から佐賀大学附属病院で行われている

向が考えられる。

管理会計システムの導入を進めるため、診療報酬

地域貢献として、法人化と共に、小、中、高校

上、効率的な治療や在院日数などの分析を行い、

への出前授業、市民公開講座などを教職員の協力

実施することによって、人的負担の軽減と収益増

により、積極的に行ない、健康維持や病気に対す

につながることが想定された。

る予防・治療の現実などの啓発活動を行ってきた。

地域医療再生計画として、東近江医療圏におい

また、2013年に開放型基礎医学教育センター（メ

て、県、国立病院機構、東近江市と本学との協定

ディカルミュージアム）が開設され、医療関係者

に基づいて、再生計画がスタートした。東近江総

や学生・市民の方々にも、体の構造が理解し易い

合医療センターに、寄附講座として総合内科学講

場を提供することができるようになった。５年毎

座、総合外科学講座が設置され、また、各科の協

に行っている県民調査において、本学の役割の認

力により充実することができた。そして、2014年

知と期待が増している。

図３
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国立大学の機能強化のもう一つに国際化をあげ

テムを形成するまでにはいたらなかった。

ることができる。大学が国際化に対応した人材育

本学の医学科学生の男女比は、ここ数年40%前

成を目指すものである。開学以来、本学は各国の

後で推移しており、全国の医師国家試験合格者に

大学と国際交流協定を締結し、現在20機関となっ

女性が占める割合は約30%となっている。女性医

ている。これらの大学を中心として、学生、教員、

師のみならず、病院のメディカルスタッフには女

職員の間で交流が重ねられてきた（図４）。学部

性が多く、働き易い環境の整備が求められていた。

学生の国際交流、とくに留学生を受け入れること

2007年２月に大学の経費で保育所（定員20名）が

は、言葉の問題や国家試験の英語併記が行われな

開設され、その後入所希望者が増加し、2010年に

い限り困難である。本学学生の自主研修による海

増築し、定員40名とし、さらに、2013年１月から

外研修が主であり、受け入れてくれる協定校のご

病児保育も受け入れるようにした。一方、SUMS

協力や本学教員のご尽力によるものである。

プロジェクトにより2012年度から女性医師の多い

一方、研究面では、大学院生や研究者として受

診療科に対して、特任助教２名を公募し、審査の

け入れている。国際交流は国からの支援だけでは、

上配置することで、勤務緩和に役立てた。また、

各 協 定 校 か ら の 要 望 に は 十 分 に 応 え ら れ ず、

2011年７月の男女共同参画推進室設置に伴い、滋

SUMSプロジェクト 2010-2015においても国際交

賀県や2012年文部科学省「女性研究活動支援事業」

流を支援することで、教育、研究、医療分野の活

に採択され、2013年１月にこれらの事業をまとめ

性化につながり、国際共同研究や医療支援も生ま

るため、特任教授を配置して男女共同参画推進室

れている。今後も国際交流が、国の支援はもとよ

事務室を設置した。

り、大学の支援や企業、個人の寄附などにより活

医学教育において倫理観の醸成を目指している

発に行われ、新たな発展が生まれることを期待し

が、学生のみならず構成員全員が法令や社会規範、

たい。

企業倫理を遵守することが求められる。本学にお

業務改善については、人件費削減が2011年度ま

いてもハラスメントや科学研究費の不適切、不正

で続いたが、先に述べたように従来の事務作業に

使用や臨床研究論文のデータの不一致などが指摘

加えて、多くの資料作りが求められ、事務の簡略

された。そこで、体制を早急に見直し、監査室や

化と合理化が求められた。2013年度には、コンサ

臨床研究開発センターの機能強化に取り組み、ま

ルタントに業務点検による改善策とIT化につい

た、教職員を対象としたコンプライアンス研修会

て意見を求めた。勤怠管理システムのIT化は2014

も実質的なものとして開催し、全員に誓約書の署

年４月から全面的に導入されるが、他の指摘項目

名の提出を求め、高い倫理観に基づいた職務の遂

についても今後引き続き改善が予定されている。

行と透明性に真摯に取り組んでいる。

大学や附属病院で、各種指標を挙げ、その達成

2012年に行った大学の地域経済に及ぼす影響に

に向けて努力し、データの一元的な集積は行われ

関する調査によると、滋賀県内に限った、第一次、

つつあるが、これらを活用して次に運用するシス

第二次波及効果を含めた総合効果は、約240億円
となり、本学の地域経済に及ぼす経済効果は大き
いことを数字で示すことができた（表５）。
法人化によって、大学の管理運営体制は大きく
年間の各活動における経済波及効果（単位：百万円）
教育・ 教職員・ その他の
施設整備
研究活動 学生の消費
活動
直接効果

5,301

第１次波及効果
第２次波及効果
合計
（総合効果）

図４
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5,191

5,921

1,316

992

1,245

285

3,838

708

635

781

253

2,378

7,325

6,818

7,947

1,826

23,917

表５

1,288

合計
17,701

滋賀医科大学の

歩み

変革し、競争的環境のなかで、大学の特色ある教

Center of Community（COC）の中核となりうる

育、研究、診療をどのように展開するか、の課題

ものである。とくに、総合医の研修の場として、

に取り組むこととなった。

東近江総合医療センターを中心とした地域医師会

本学では、全構成員の意見を集約しながら、方

やメディカルスタッフとの連携は有効であろう。

向性を示し、理解と協力のもとに、目標の達成に

一方で、教育、研究、診療を通してグローバル

向けて、一体感をもって尽力してきた。とくに、

化への対応が必要である。研究においては、グロー

地域や社会との連携のみならず、本学の運営や教

バル化が重要なキーワードとなっており、国際的

育、研究、診療など広範囲にわたって、学外有識

な共同研究を展開することが求められている。そ

者会議、経営協議会の学外委員、さらに、ボラン

の一端をリーディング大学院が担うと期待される。

ティア協議会の方々から貴重なご意見を賜り、運

また、ベトナムやインドネシアでの医療協力も一

営の一部に生かすことで、よい結果につながった。

層重視されるであろう。医学、看護学は、医療に
応用可能なメディカルイノベーションにもつなが

４．課題と展望

るものが豊富に存在する。
2014年４月１日から塩田浩平新学長による新執

本学は、倫理観と法令遵守を基に行動する医療

行部がスタートした。塩田浩平学長のもとで、全

人及び研究者を育成する使命を有する大学であり、

構成員が力を合わせ、特色ある医科大学として国

ミッションの再定義においても明確であり、本学

内外でますます存在感を増すと期待され、開学50

の創設の理念と変わるところはない。

周年に向けて、さらなる発展を心から祈っている。

医学の本質を理解するばかりでなく、理論に基
づいた実践を行うことが基本であるが、市民の目
線で医療を行う人材の育成には市民（患者を含む）
の授業への参加、協力による実習が必要である。
医学教育の国際水準も求められており、医学と医
療を結び付けるカリキュラムをはじめ、参加型臨
床実習に求められる客観的臨床能力試験（OSCE）
の充実にスキルズラボ棟の運用も2014年度中に開
始される予定であり、医学教育に対する抜本的な
改革を迫られている。

参考文献
遠山敦子. こう変わる学校こう変わる大学. 講
談社, 2004.
滋賀医科大学が地域に及ぼす経済効果分析調査
報告書. しがぎん経済文化センター, 2013.
天野郁夫. 国立大学法人化の行方・自立と格差
のはざまで. 東信堂, 2008.
その他、国立大学協会、文部科学省の資料など

医学・看護学は、地域医療と密接な関係があり、
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法人化以降の教育と研究
前理事（教育等担当） 副学長

服部

隆則

法人化以降の教育について

程分として運用していたが、平成23年から地域枠

１．入学定員について

成21年度緊急医師確保対策の５名と、平成22年度

１）一般入試後期枠の廃止
国立大学協会の取り決めによる分離・分割方式

の推薦入試として運用することとした。なお、平
の基本方針2009の増員分については10年間の時限
付となっているが、これについては今後再検討が
なされるであろう。

により平成５年度から一般入試において前期と後
期に分けて募集を行っていたが、入学者に関する

３）メディカル・スクール構想と編入学

調査分析の結果や、国大協の分離・分割方式の弾

医学科においては平成12年度に学士編入学制度

力化の取扱い等から、平成18年度には医学科、看

が導入された。第１期の中期目標の一つ「入学定

護学科とも、後期日程による募集（当時10名）を

員数を増やし、メディカル・スクール化を目指す」

廃止した。

等もあり、導入時に５名としていた入学定員を、
平成17年度に10名、平成19年度には15名に順次増

２）医学科の入学定員増

やした。さらに、平成21年度には緊急医師確保対

入学定員については、平成21年度には、緊急医

策の定員増５名のうち、２名が学士編入学に割り

師確保対策及び経済財政改革の基本方針2008によ

当てられ、定員が17名となった（２名には全就学

りそれぞれ５名、計10名（一般８名、学士２名）、

期間、滋賀県から奨学金が貸与されている）。

平成22年度には、経済財政改革の基本方針2009に

看護学科では、短期大学や看護学校等の卒業者

より５名（一般５名）、更に平成23年度には、新

を対象とした第３年次編入学は平成８年度の導入

成長戦略により、研究医養成（特に基礎医学・社

から入学定員10名として学生募集を行ってきた。

会医学）のためとして２名の入学定員増をそれぞ

平成26年度からは、保健師課程が選択制（定員制）

れ行い、合計17名の増員、総入学定員を117名（第

となったこともあり、第３年次編入学制度は再検

１年次100名（一般75名・推薦25名）、学士17名）

討されようとしている。

として、平成26年度に至っている。
なお、これらの定員増には、地域や特定の診療
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４）推薦入試と地域枠

科における近年の医師不足への対応が求められて

医学科推薦入試枠は、平成13年度まで15名、平

いることから、平成21年度の緊急医師確保対策と

成23年度まで20名となっていたが、平成24年度か

平成22年度の基本方針2009での増員枠について、

ら25名とした。本学では、平成10年度から、全国

毎年、10名（一般８名、学士２名）の新入生に滋

に先駆け、入試における地域枠を導入している。

賀県が医師養成奨学金（卒業後一定期間地域医療

「地域枠」については、平成10年度から推薦入試

等の従事を条件とするもの）を設定し、採用して

で、募集人員15名のうち７名以内は滋賀県内の高

いる。

校卒業者として開始したが、その後、平成20年度

基本方針2008に基づく定員増については、奨学

に20名のうち８名、平成24年度には25名のうち10

金の貸与が条件とはなっておらず、当初は前期日

名とし、新たに、滋賀県在住で他府県の高校卒業

滋賀医科大学の

歩み

者３名も設定した。学士編入学においても、平成

学を通じた大学教育改革推進支援プログラム」を

25年度に、近畿圏及び滋賀県に隣接する県の高校

整備し、各大学が取り組む教育プロジェクトの中

卒業者で地域医療に強い意欲を持ち、卒業後、滋

から優れた取り組みを選定し、重点的に財政支援

賀県内の病院に勤務する意思のある者を対象とす

が行われた。

る５名の「地域枠」を設け、前述の制度等と合わ

平成16年度には、現代的医学教育ニーズ取組支

せて、滋賀県（関係含む）出身入学者を増やし、

援プログラムとして公募があり、本学からは「産

関連教育の充実により、より多くの卒業生を滋賀

学連携によるプライマリ・ケア医学教育」という

県に送り出すことで、地域医療への貢献を図ろう

取り組みで申請し、平成16年度～平成17年度のプ

としている。

ログラムとして採択されたもので、本取り組みは、

平成６年度に設置された看護学科については、

地域保健・医療を担う地域医師会と連携し、プラ

当初入学定員は60名（一般選抜前期50名、後期10

イマリ・ケア医を教育担当者として日常的に、卒

名）でスタートしたが、平成８年度から第３年次

前及び卒後の医学教育に組み込むことにより、プ

編入学枠10名を増員し、入学定員は70名となった。

ライマリ・ケアの卒前医学教育・卒後臨床研修、

平成15年度から推薦入試枠10名の募集を行うこと

そして地域保健・医療を担うプライマリ・ケア医

となり、一般選抜前期の入学定員は40名となった

の生涯教育を充実させ、地域保健・医療レベル全

が、平成18年度からは後期選抜は廃止したので、

体を向上させようとする体制の構築と教育プログ

前期選抜枠は50名となった。現在は、一般前期枠

ラムの実践を展開しようとするものである。この

で50名、推薦入試枠10名、第３年次編入学枠10名

補助事業は平成17年度に終了したが、その後「診

で、学生を募集している。一方、平成24年度から

療所実習」として医学科第５学年の臨床実習に組

の看護学科のカリキュラム改定に伴い、看護学科

み込まれ現在に至っている。

卒業生の受験資格が変更された。看護師について

また、これらの取り組みを通して、地域のプラ

は卒業生全員に受験資格があるが、保健師課程で

イマリ・ケア医の生涯教育の充実を図り、地域の

定員が30名、助産師課程で定員が８名となった。

保健・医療レベル全体の向上に繋げていくため、
平成19年度からこれまでに７回、毎年異なった

２．地域基盤型教育

テーマを設定してその道の専門家を講師に迎え、
プライマリ・ケア医の日常診療に必要な知識や技

現行の医学科のカリキュラムは法人化後第一期

術をリフレッシュし、明日からの診療に活かして

に導入されたものである。第一期、第二期を通し

いくことを目的に、「琵琶湖プライマリケア・リ

て、本学における特徴的な教育プログラムとして

フレッシャーコース」を開催している。

倫理教育や地域基盤型教育が挙げられよう。倫理
教育については開学以来、解剖学に関連するご献
体の受け入れ式や比叡山での解剖体納骨慰霊法要

２）地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教
育支援プログラム（医療人GP）

への参加を通して生命の尊厳について学ぶことに

文部科学省は、平成17年度～平成19年度にかけ

あり、地域基盤型教育については全人的医療教育

て、地域医療など、社会のニーズに適切に対応で

が特徴的なものである。

きる大学病院の医療人養成教育の取り組みを支援

全人的医療教育については、文部科学省に採択

するため、「地域医療等社会的ニーズに対応した

された２つのGP（good practice）のプログラム

医療人教育支援プログラム（医療人GP）」を創設

が契機となり、GP終了後も本学独自の全人的医

した。本学からは「一般市民参加型全人的医療教

療教育に繋がっている。

育プログラム」が採択された。現在の医療の状況
は、細分化して高度化した専門医ほど患者の持つ

１）現代的教育ニーズ取組支援プログラム
（現代GP）

疾患ばかりに目を奪われ、患者を一人の人間とし
て診ることを忘れがちであることが指摘されてい

文部科学省では、平成15年度から大学教育改革

る。さらに、社会の少子高齢化や高度情報化によ

の取り組みが一層促進されるよう、
「国公私立大

り、個人の価値観は極めて多様化しており、一個
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人を十分に理解することが決して容易でない状況

させ「自ら望んで地域の医療に携わる医療人」と

となっている。このような状況下で、疾病のみに

して養成し、深刻化する地方の医師・看護師不足

注目するのではなく、疾病を有する一個人として

の解決を目指す取り組みであり、補助金終了後は、

の患者に適切に対応する全人的医療を実現できる

「NPO法人（特定非営利活動法人）滋賀医療人

医師を育成するには、様々な価値観を持つ一般市

育成協力機構」を設立し、滋賀県民等の支援を受

民が医学教育に直接参加して評価することが必要

けながら、滋賀県内で学ぶ医学生・看護学生や滋

となる。この教育プログラムは、この認識に基づ

賀県出身で他の都道府県で学ぶ医学生・看護学生

き、一般市民直接参加型の三つの医学教育プロ

にまで支援対象を広げて、引き続き実施している。

ジェクト、すなわち、A:６年間一貫患者訪問実習、

この他、学部教育とは別に、平成19年度～平成

B:全学年一般市民参加型面接医療実習、C:全人的

21年度に、文部科学省の補助事業として「社会人

医療・学年縦断グループ能動学習と市民・学生参

の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」等が

加シンポジウムを実施し、これらによって十分に

実施された。

全人的医療を実現できる医師の育成を目指した。
学生は、教養課程を終えた後に専門課程において
初めて医療というものを経験することになるが、
これらの医療人教育支援プログラムでは、学生が

３．大学院教育
▪博士課程

６年間同じ患者を訪問し続け、コミュニケーショ

本学では昭和56年４月に大学院医学研究科が設

ンを学ぶことで、入学後の早期段階から現場の医

置された。当初は５専攻で編成され、生態情報・

療に触れる機会を作ることになった。この補助事

制御系専攻（７名）、生体代謝調節系専攻（10名）、

業は平成19年度に終了したが、その後「全人的医

生体防御機構系専攻（４名）、発生・分化・増殖

療体験学習」として医学科第１・２学年の選択科

系専攻（５名）、環境・生態系専攻（４名）を括

目に組み込まれ現在に至っている。

弧内の定員で教育する体制であったが、各専攻の
名称がその時代に必ずしも馴染んでいないことや、

３）
「平成19年度 新たな社会的ニーズに対応した
学生支援プログラム」（里親GP）

平成15年４月に大学院医学系研究科博士課程の名

文部科学省の「平成19年度 新たな社会的ニー

称変更を実施した。これは、同様に５専攻である

ズに対応した学生支援プログラム」に地域医療を

が、生体情報解析系専攻（６名）、高次調節系専

担う医師・看護師の育成をめざす地域参加型支援

攻（７名）、再生・腫瘍解析系専攻（５名）、臓器

事業『地域「里親」による医学生支援プログラム』

制御系専攻（７名）、環境応答因子解析系専攻（５

（里親GP）が採択され、2007〜2010年に実施さ

名）とし、それぞれ括弧内の定員で運用してきた。

れた。

その後、専攻によっては定員が充足しないこと、

この『地域「里親」による医学生支援プログラ

また、臨床系の研究をするものが臓器制御系専攻

ム』とは、将来、

に集中するなどの不都合が続いていた。また、一

滋賀県で医療活動

方で、臨床系の研究者においては、基礎的な研究

を行うことを希望

ではなく、臨床的研究で学位取得ができるように

する医学生と看護

する必要があり、平成21年度には、各専攻に高度

学生を入学時から

専門医養成部門を設置した。これは、学生のニー

地域で活躍する同

ズに呼応したもので、設置当初からこの部門に進

窓生や地域に暮ら

学する学生が多くおり、４年後にこの部門で学位

す住民が「里親」

論文作成、学位取得する者がでた。

「プチ里親」
となっ
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各専攻において学生の偏在が目立つようになり、

本学の大学院博士課程の10年間の学生充足率は

て支援することで、

ほぼ100%であったが、それでも、今までの専攻

地域医療に対する

の名称が必ずしも学生のニーズに合わないことや、

関心を持続・発展

多くの領域にまたがる医学の知識が求められてい

滋賀医科大学の

歩み

ること、また、医師以外の学生で本学の大学院医

ログラム「次代を担うがん研究者・医療人養成プ

学系研究科博士課程に入学する者がでてきたこと

ラン」が採択された。

などを踏まえ、平成26年に大幅な改組に踏み切っ

本プログラムは、各大学がそれぞれの個性や特

た。これは、文部科学省の概算要求を伴う場合が

色、得意分野を活かしながら、相互に連携・補完

あり、文部科学省との交渉には２年を要した。こ

して教育を活性化し、高度ながん医療、がん研究

の改組では、大学院医学系研究科を医学専攻（30

等を実践できる優れたがん専門医療人の養成を目

名）の１専攻とし、先端医学研究者コース（14名）、

指す教育プログラムである。本学では、「がんプ

高度医療人コース（８名）、学際的医療人コース（８

ロフェッショナル養成基盤推進プラン」採択時に

名）の３コースとした。学際的医療人コースは

大学院に設置した「がん専門医療人養成コース」

non-MDの研究者のためのコースであり、薬学、

を開設し事業を進めている。

工学、理学などを修めた人が本学大学院に進むた
めのコースである。

２）博士課程教育リーディングプログラム

この専攻の改組以外には、平成16年度から、大

平成25年度に、博士課程教育リーディングプロ

学院設置基準第14条による『教育方法の特例』を

グラムに「アジア非感染性疾患（NCD）超克プ

適用し、社会人入学を導入した。また、外国人留

ロジェクト」として申請を行い、採択された。

学生の受入れ促進と一層の国際化を目指し、平成
22年度から秋季入学の入試制度を開始した。

これは、我が国だけでなくアジアの人達も視野
に 入 れ、 非 感 染 性 疾 患（Non-Communicable

また、文部科学省主導の国家的なプロジェクト

Disease、以下NCD）の専門医・疫学研究者を教

として、以下のような大学院教育を行っている。

育するプログラムである。NCDは先進国のみな
らず世界規模で急増しており、21世紀の健康問題

１）がんプロフェッショナルの養成

の核心的課題として位置づけられている。また、

⑴がんプロフェッショナル養成プラン

NCDはがん、脳心血管疾患、及びその危険因子

文部科学省は、平成19年度～平成23年度にかけ

である糖尿病・高血圧・脂質異常症など生活習慣

て、国公私立大学を対象に、大学院課程において

病の増加という形で顕在化し、アジア新興国にお

質の高いがん専門医等を養成し得る優れたプログ

いて特に深刻な健康問題となっており、アジア太

ラムに対し、財政支援を行うことを決定し、本学

平洋州における健康問題の解決と健康寿命の延伸

では「高度がん医療を先導する人材養成拠点の形

を実現するためのグローバルリーダー人材の育成

成」プログラムを実施した。これは、本学と京都

が急務である。

大学、三重大学、大阪医科大学の４大学で共同申

本プログラムでは、滋賀医科大学における充実

請し採択されたものである。がんプロフェッショ

した生活習慣病疫学研究の基盤を最大限に活用し

ナル養成プランは本学大学院医学系研究科博士課

た教育を通じ、NCDに関する医学的知識、疫学

程の中に特別プロジェクトと位置づけ、実施され

方法論をはじめとした高度な科学技術、アジアの

た。本学では、大学院医学系研究科再生・腫瘍解

公衆衛生改善に対する構想力を兼ね備えた、産学

析系専攻の中に「がん専門医師養成コース」を設

官を横断する人的ネットワークをもつ、バランス

置して継続して実施している。修了者は平成23年

のとれたリーダーを養成する。これにより、国内

度３月に１名、平成24年度９月に１名、平成24年

外の産学官の広い分野においてアジア太平洋州の

度３月に２名、平成25年度３月に３名である。

トップリーダーとして活躍するNCD対策の専門
家を育成する。

⑵がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
平成24年度から、文部科学省が国公私立大学を

▪修士課程

対象に、大学院課程においてがん専門医療人養成

修士課程看護学専攻においては、平成10年度の

のための教育拠点を構築することを目的としたプ

設置当初から入学定員を16名として学生募集を

ログラムが設けられ、京都大学と本学、三重大学、

行っている。募集に際しては、志望する研究領域

大阪医科大学、京都薬科大学が共同で申請したプ

（研究部門）を選択しての出願となる。平成14年
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～19年度までの包括的人間看護科学、機能的健康
解析、上級看護介入システム及び生活の場（地域

ている。
本学は、平成22年度から平成24年度までの３年

看護・家族看護）の４領域を、平成20年度以降は、

間、学生支援事業委員会の委員長校として、学生

基礎看護学（基礎看護学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、臨床看護

と地域住民との交流会の実施、１泊２日の研修の

学（成人看護学Ⅰ・Ⅱ・高齢者看護学・小児看護

企画及び実施、大学地域連携事業と連携した「環

学・母性看護学・精神看護学）、家族・地域看護

びわ湖大学・地域交流フェスタ」での成果発表へ

学／公衆衛生看護学（家族看護学・地域看護学／

の協力などを行った。また、平成25年度からは、

公衆衛生看護学・地域看護学）の３研究領域、11

高大連携事業委員会の委員長校として、公立学校

研究部門で実施した。

教員の10年研修に位置付けられた夏季講座を開催

また、平成22年度には博士課程と同じく秋季入

している。

学の入試制度を開始し、平成23年度秋季には、基
礎看護学Ⅰに高度な看護管理実践力と教育・研究

２）高大連携

力とを併せ持つ看護管理者の育成を目指した「看

本学での高大連携事業等については、以下の３

護管理実践」を開設し、これを機として、教育課

校と協定を締結して高大連携事業を行っている。

程と同様に教育研究コースと高度専門職コースに

膳所高校及び虎姫高校とは平成20年、立命館守山

区分した選抜方法で入学試験を実施している。

高校とは平成22年に協定を結んだ。

また、設置当初から看護師等の免許を有し３年

膳所高校とは、毎年、４月から11月までの間、

以上の看護関連業務の実務経験者を社会人として

医学と看護学に関する基礎医学講座として８回の

受け入れてきたが、平成24年度からは看護系の免

授業を行い、その他に、８月下旬に夏休み１日実

許を有さない理学療法士等で医療・保健関連業務

習を行い、９月には、理数科１年生の生徒を対象

の従事実績のある者にも審査により社会人入学を

に１日実習を行っている。

認めることとした。

虎姫高校とは、夏休み期間中の２日間集中で
SSH（Super Science High School）サマーセミナー

４．地域との連携
１）環びわ湖大学・地域コンソーシアム

コースに分かれて、実験実習と体験型授業に取り
組んでいる。

滋賀県内には、13の大学・短期大学があり、約

立命館守山高校とは、５月から11月にかけて８

３万８千人の学生が学んでいる。環びわ湖大学・

回の医療基礎セミナーと、８月には１日かけて講

地域コンソーシアムは、滋賀県内にあるこれらの

義と実習を行い、終了後病院内探検ツアーを実施

大学・短期大学と地方自治体・経済団体が相互に

している。

連携し、存在感のある個性輝く大学づくりを進め

その他には、東大津高校、石山高校、彦根東高

るとともに、地域社会の発展に貢献することを目

校（SSH事業の一環）との間で高大連携事業を実

的として、平成15年度から事業を開始した。本事

施している。

業の目的は、１）学生が地域で学び、地域を学ぶ
取り組み（サービスラーニング）を行うことを通
じて、大学と地域の連携により課題解決を行うこ
とに寄与することを支援する。２）滋賀県内にあ
る大学の共通した課題の解決に向けた共同の取組
を行う。３）滋賀の持つ特性や優位性など滋賀ら
しさを活かした大学と地域の取組を支援する。４）
大学が主導的役割を果たしつつ、大学と地域（行
政）が連携する組織運営を行なうことなどで、主
に「大学地域連携」、
「学生支援」、
「高大連携」、
「就
職支援」
、
「単位互換」という５つの事業を展開し
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を実施している。２日目には医学コースと看護学

滋賀医科大学の

歩み

一方、中学生が本学を訪問して大学を体験する

れている。ミュージアムでは、医学生の教育に使

事業も実施しており例年河瀬中学校から生徒が訪

用される本物の教材に触れながら、３D画像教材

問している。平成25年には、兵庫県西宮市から「仁

やiPad、さらには電子投票機（クリッカー）など

川学院高等学校・中学校」の中学生が本学を訪問

の講義支援機器を使って一方的な講義だけでなく、

した。

双方向で学べるようになっている。また、隣にあ

その他、滋賀県教育委員会からの依頼で「膳所

る顕微鏡実習室では、見学者ごとにパソコンを

高等学校スーパーサイエンスハイスクール・コア

使ってバーチャルスライドを見たり、実際に顕微

SSH事業」を実施しており、平成25年８月上旬に、

鏡を用いてプレパラートの観察などをすることも

膳所、虎姫、守山、石山、安曇川各高校から、生

可能となっている。

徒約30名と引率教員が訪問され、講義と演習の授
業を実施した。

４）大学間連携
⑴浜松医科大学との包括協定

３）開放型基礎医学教育センター（メディカル・
ミュージアム）の設置

昨今、様々な社会経済の構造的な変化の中で、
国立大学がその機能を再構築の上さらに強化し、

平成25年６月には「メディカル・ミュージアム」

社会変革のエンジンという能動的な役割を果たす

がオープンした。SUMSメディカル・ミュージア

こと、国立大学の機能強化の必要性などが求めら

ムは平成22年度から平成24年度の概算要求を行い、

れている。そのような状況下、国立大学法人滋賀

文部科学省から採択されたもので、これまで学内

医科大学と国立大学法人浜松医科大学は、両法人

には人体の模型やヒトの臓器標本、医学関係資料

が設置する大学双方の教育・研究等の機能強化及

など多くの基礎医学教育の資源を保有していたが、

び事業の発展を目指し、連携・協力するために、

各講座等に分散して保管されており、学生の講義

平成24年11月に包括協定が締結された。全国に86

のため限られた期間に利用されるだけで、貴重な

ある国立大学法人の中で、同じ医科系である２つ

資源が有効に活用されていなかった。これについ

の単科大学が、双方の特色、強みを相関し合いな

て本学では、地域の医療水準向上に貢献するため、

がら連携、協定を締結することは、画期的な取り

これらの基礎医学教育資源を基礎とし、地域のコ

組みとなるものである。

メディカル教育機関の教育ニーズを反映させた新

この包括協定に基づき、平成25年度に大磯義一

たなコメディカル向け基礎医学教育プログラムを

郎教授を招いて医学科第１学年を対象とした「医

創出し、開放型基礎医学教育センター（SUMSメ

療法学」の特別講義が行われ、また、本学からは

ディカル・ミュージアム）を核として実践するこ

医療文化学講座（哲学）の室寺義仁教授が浜松医

とにしたものである。ミュージアムは広さ130㎡で、

科大学で講義を行った。

本物のヒトの骨やシリコン処理した病理標本、人
体模型、体の３次元画像など、主に学生が解剖学
や病理学を学ぶ際に用いる教材約300点が展示さ

⑵戦略的大学連携支援事業
平成20〜22年度には、長浜バイオ大学との連携
事業「びわこバイオ医療大学間連携戦略」が採択
された。
これは、本学の医学と長浜バイオ大学のバイオ
テクノロジーというそれぞれの得意分野を活かし、
共同講義、教材の共同開発、FD・SD研修の共同
実施、高大連携の共同取り組みなどの多彩な連携
を行うとともに、大学院において連携指導教員制
度やチームリサーチ制度など、バイオ医療学に関
する人材を共同で育成することを目的とする事業
であった。この補助事業は平成22年度に終了した
が、現在も継続して大学間の共同講義や研究者相
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互派遣事業を実施している。

IF総数は1,163である、本学の教員数が約300名
であることから鑑みると、教員１人当たり、IF

⑶滋賀短期大学の食育のための共催公開講座の開催

が３以上の論文を年１編以上書いていることとな

平成21年度から、滋賀短期大学と共同で、
「食」

る。これは、十分とは言えないまでも、評価に値

に関する教育を一般市民に対し「公開講座」とし
て実施することになった。この公開講座では、本

する業績であろう。
出版年

論文数

2005

225

777.690

2006

231

733.842

2007

352

1,120.521

2008

297

1,049.290

2009

264

957.867

2010

318

1,133.904

2011

335

1,035.401

んを産むために！」、４）【血管年齢を若く保つた

2012

372

1,136.759

めには】
「医学の立場から」
「栄養学の立場から」、

2013

379

1,163.586

５）
【高血圧について】「高血圧はなぜ悪いのか」

表１．本学の英文論文発表数とIF総数

学教員が特定の疾患の医学的な側面を講演し、そ
の後、その疾患の予防方法や、病気の経緯を良く
するための食生活を、実際の調理実習を通して指
導するユニークなプログラムである。平成21年度
から25年度にかけて、１）「機能性の消化管の病
気から消化管がんまで」
「貧血と言われたら」、２）
「糖尿病がひきおこす目の病気」
「心不全とは」、３）
「見直そう、あなたの食生活：将来、元気な赤ちゃ

IF総数

「高血圧を防ぐ食事とは」の５事業を行った。
⑷産学協働支援による学生主体の研究医養成

２．法人化後の科学研究費取得状況

本学では、平成24年度から研究医養成プログラ

表２に過去10年間の科研費取得状況を示す。法

ムを実施している。これは、不足している基礎医

人化初期の平成16年には２億７千万円ほどあった

学研究医を増やす国家的プロジェクトで、平成23

が、その後減少した。法人化２期になって、全学

年度から研究医枠による入学定員の２名増員を申

的に、申請数をふやすことを促したり、申請書類

請し、文科省から認可を受けたものである。

の作成を援助するシステムを導入したり、採択に

本コースでは、学生の主体的な探究活動をサ

至らなかったものの評価の良かった課題について、

ポートしながら、研究活動の場を提供する入門研

当該研究者に財政的な支援をする制度を導入する

究医コースへの参加を５年生まで広く募り、入門

な ど の 対 策 を 講 じ た 結 果、 平 成24年 度 に は

研究医コースにつづく登録研究医コースとして、

２億６千万円ほどに回復することができた。

分子医科学・病理学・法医学・公衆衛生学の４つ

採択件数

受入金額（年度末）
直接経費のみ（円）

平成16年度

98

270,168,000

平成17年度

84

223,300,000

平成18年度

79

183,700,000

平成19年度

88

191,405,000

平成20年度

85

151,257,000

平成21年度

97

169,605,000

平成22年度

125

208,663,000

平成23年度

155

273,888,000

平成24年度

151

255,483,000

平成25年度

153

271,611,000

のキャリアパスの異なる専攻を選択できるように
した。そこに産学協働の奨学金でサポートされる
多様な大学院プランを更に接続させることによっ
て、学部から大学院までシームレスに研究活動を
発展させ、研究医を従来よりも早期に養成するこ
とを目指している。

法人化以降の研究業績について
１．発表論文数
表１に過去10年間の本学における論文発表数と
インパクト・ファクター（IF）を示す。2013年
の英文論文についてみると、発表論文数は379編、
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表２．法人化後の科学研究費取得状況

滋賀医科大学の

歩み

ナノ粒子の表面修飾法を開発し蛍光プローブの応

３．重点５分野研究プロジェクト

用についての研究が実施されている。

本学の特色を活かした５つの研究、１）サルを

「生活習慣病研究」では、生活習慣病の疫学研

用いた研究、２）神経難病研究、３）MRによる

究や、滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業の一環

分子イメージング研究、４）生活習慣病研究、５）

である滋賀脳卒中データセンター事業等が行われ

総合がん治療研究を「重点研究プロジェクト」と

ている。平成25年度には、アジア疫学研究センター

して推進してきた。

を設置され、国際共同研究が推進されようとして

「サルを用いた研究」では、動物生命科学研究

いる。

センターで飼育している700頭のカニクイザルを

「総合がん治療研究」では、肺がんを対象とし

用いて、鳥インフルエンザワクチンの研究、アル

たペプチドワクチン療法の医師主導臨床試験の推

ツハイマー病モデルサルの作成研究、角膜内皮再

進、乳がんと生殖器がんの予後因子の研究が実施

生医療の研究及び京都大学iPS研究所の再生医療

されている。

に関する研究等、多くの研究が実施されている。

表３に過去３年間の５分野の研究業績を示した。

病理学講座（疾患制御病理学）が東京大学医科学
研究所のグループと共同研究したカニクイザルを
用いた感染実験研究の成果が平成21年７月に英科
学誌ネイチャー電子版に発表された。

４．基礎・臨床融合の学内共同研究発表会
重点５分野研究に続く本学独自の新たな研究創

「神経難病研究」では、アルツハイマー病の早

出を図るため、基礎・臨床融合の学内共同研究発

期診断・治療法の開発、鼻汁中のアミロイドβ同

表会を平成22年度から実施し、現在までに、１）

定による診断法の開発、筋萎縮側索硬化症（ALS）

UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子多型による薬

の治療法の研究が実施されている。分子神経科学

剤代謝への影響と副作用発現の予測のための研究、

研究センター西村正樹准教授、遠山育夫教授らの

２）腸内細菌と疾病（生活習慣病等）の関連につ

研究グループは、東京都健康長寿医療センターと

いて、３）イオンチャンネルの遺伝子異常と遺伝

の共同研究により、アルツハイマー病の発症を抑

性不整脈の発症、４）骨・軟骨の再生・分化と代

制する蛋白質を新たに同定し、平成26年６月にネ

謝異常、５）動脈硬化に関する共同研究と今後の

イチャーコミュニケーションズ誌にオンライン掲

展開、６）がんの遺伝子異常と予後因子、７）再

載された。

生医療のための次世代薬物輸送システム、８）カ

「MRによる分子イメージング研究」では、薬

ニクイザルを用いた研究促進に向けて、９）吸入

剤のがんへの集積を蛍光標識で調べること、蛍光

麻酔薬の心臓保護作用研究の最前線、10）幹細胞

重点５分野集計
１）サルを用いた研究
２）神経難病研究
３）MRによる分子イメージング研究
４）生活習慣病研究
５）総合がん治療研究

区分

平成23年度

平成24年度

平成25年度

IF総数

252.8

748.1

612.7

論文数

60

184

150

IF総数

20.9

46.2

34.9

論文数

８

14

９

IF総数

77.1

73.2

66.4

論文数

15

23

19

IF総数

3.2

42.1

14.8

論文数

１

15

７

IF総数

57.5

463.9

366.0

論文数

16

104

76

IF総数

94.1

122.7

130.6

論文数

20

28

39

表３．重点５分野研究実績（論文）
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催されている。基礎医学講座の創造性に富む研究

７．ERATO、戦略的イノベーション創出
推進プログラム、再生医療実現拠点
ネットワークプログラム等、大型プロ
ジェクトの採択

と臨床医学講座の高度先進医療に結びつくような

平成23年度から、本学の地道な研究成果が評価

研究が融合し、世界に羽ばたくような研究成果が

され、文部科学省やJST（独立行政法人科学技術

生まれることを期待して、今後も継続的な開催が

振興機構）の長期間にわたる大型プロジェクトが

望まれるところである。

採択されている。

を利用した新規治療法の開拓等、10回の研究発表
会を実施した。研究発表会は関連する講座の研究
者の他、多数の講座から参加者があり、盛況に開

５．優秀研究者、研究活動推進優秀者表彰

１）
「ERATO（戦略的創造研究推進事業）」プロ
ジェクト

研究者のモチベーション向上のため、平成20年

JSTが行う本学のERATO事業は、平成23年度

度から優秀研究者賞を、平成23年度から研究活動

に採択された。動物生命科学研究センターが参画

推進優秀者賞を設けた。

するプロジェクトで、斎藤通紀京都大学大学院医

優秀研究者賞は、研究面で特に顕著な功績が

学研究科教授を研究総括とし、マウスやカニクイ

あった教員に対して表彰するもので、研究活動推

ザルをモデルとして生殖細胞の発生機構を解明す

進優秀者賞は、研究活動の推進を図る競争的資金

る、また、新たなエピゲノム制御技術を目指す「斎

の獲得等に多大な貢献をした教員に対して功績を

藤全能性エピゲノムプロジェクト」である。

讃え、表彰するものである。表彰状の贈呈と学長
裁量経費から研究費が配分されてきた。

２）「免疫抑制物質を吸着するがん治療用カラム
の研究開発」プロジェクト
SHIGA IDAI NEWS第23号に掲載したように、

６．若手研究者への支援、滋賀医科大学シ
ンポジウム

「免疫抑制物質を吸着するがん治療用カラムの研

准教授・講師会（准講会）の主催で開催される

JSTの戦略的イノベーション創出推進プログラム

「滋賀医科大学シンポジウム」は平成25年度で第

（S-イノベ）に採択され８年間研究開発を行うこ

30回を迎えた。学部学生、大学院生、若手研究者

ととなった。S-イノベは総合大学でも滅多に採択

に自身の研究について発表の機会を提供すること

されない大型プロジェクトであり、他大学から非

を目的に毎年開催されてきたが、30年も続くと滋

常に高い評価を得ている。

究開発」（病理学講座、小笠原一誠教授担当）は、

賀医科大学の重要な恒例行事となっている。
准講会構成員の審査により、若鮎賞、審査員特
別賞、奨励賞が選ばれ、学長裁量経費から研究費

３）サルを用いた研究プロジェクト
平成26年度に実施しているサルを用いた研究の

が配分されており、若手研究者の励みになってい

課題名と研究代表者は次のとおりである。

る。また、SUMSプロジェクトにより来学した国

◦人獣共通感染症克服のための国際共同研究（感

際交流協定締結大学等からの留学生も積極的に発
表者となっていることが最近の特筆事項である。

染症の予防・診断・治療法の開発）
【小笠原一誠】

学長裁量経費による若手研究者への研究助成も

◦カニクイザルを使用したインフルエンザウイル

継続して実施してきた。研究費を配分するだけで

ス感染の病態解明と治療法開発【小笠原一誠】

なく翌年に研究成果発表会を開催し、研究活動推
進室の教員が審査を行い、若手研究者に研究志向
等のアドバイスを行っている。各教員が親身に
なって若い研究者を育てていることは文部科学省
からも高い評価を得ている。

◦カニクイザルMHCホモ接合体個体の作出
【鳥居隆三】
◦アルツハイマー関連遺伝子導入サル（カニクイ
ザル・マーモセット）の作出
【鳥居隆三、遠山育夫】
◦ERATO斎藤全能性エピゲノムプロジェクト
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滋賀医科大学の

【中村紳一朗】
◦Rhoキナーゼ阻害剤を用いた角膜内皮治療薬の
開発【中村紳一朗】
◦「培養ヒト角膜内皮細胞移植による角膜内皮再
生医療の実現化」
（霊長類を用いた培養角膜内
皮移植による前臨床研究）【中村紳一朗】
◦ヒトの病理像に近い担癌サルモデル作製の試み
【小笠原一誠】
◦カニクイザルの移植免疫関連遺伝子（MHC）
の分析【中村紳一朗】
◦移植免疫寛容カニクイザルコロニーの確立と再
生医療への応用【小笠原一誠】
◦カニクイザルにおける子宮同種移植による妊孕
性再建技術の開発【小笠原一誠】
◦霊長類脳動脈瘤モデルを使用した、選択的S１
P１刺激薬等の薬物の脳動脈瘤での炎症抑制効

歩み

８．トピックス
１）精神科今井眞講師が「イグ・ノーベル賞」を
受賞
平成23年９月、精神医学講座の今井眞講師が６
名の共同受賞者とともに2011年のイグ・ノーベル
賞を受賞し、ハーバード大学で授賞式が行われた。
授賞式の様子は多くマスコミにより伝えられた。
イグ・ノーベル賞は人々を「笑わせ、そして考え
させた」研究に送られ、近年注目度が高まってい
る。今井講師らの研究は「わさび」の刺激性臭気
（イソチオシアン酸アリル）を吸入した聴覚障害
者と正常聴力者が睡眠から覚醒すること等から聴
覚障害者向けの警報装置を開発し、企業の協力に
より臭気発生警報装置及び異常事態告知方法とし
て特許を取得したものである。

果、脳動脈瘤増大抑制効果の検証【野崎和彦】
２）免疫抑制物質を吸着するがん治療用カラムの
研究開発
JSTの「戦略的イノベーション創出推進プログ
ラム（S-イノベ）」に「LAP陽性制御性T細胞お
よびTGF-βに対する選択除去材の創製および癌
の革新的治療法への応用」が採択された。単科大
学でS-イノベに採択されることは非常に珍しいこ
とである。
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附属病院の10年間のあゆみと課題
理事（医療等担当） 副学長

兼

病院長

１．はじめに

松末

𠮷隆

らの公募により経営担当の副院長（奥

信副院長）

が就任し、QC活動を展開し保険請求漏れ防止等

滋賀医科大学は、1974年に開学し今年で40周年

病院財政改善の大きなテコ入れがなされた。森田

の節目を迎えるが、附属病院は1978年10月１日に

病院長時代に、「クリニカルパス推進委員会」（委

開院したので36年が経過したところである。人で

員長：谷 徹教授）が2001年発足し、全病棟で強

言えば壮年期でまだこれから飛躍、発展を迎える

力にパスの作成、推進が図られ、その後電子カル

段階である。この間、附属病院は、滋賀医科大学

テの導入が可能になった。このような法人化前夜

の理念である「地域の特徴を生かしつつ、特色あ

の準備期間でのまとめとなったイベントが2003年

る医学・看護学の教育・研究により、信頼される

11月の第１回目の日本病院機能評価機構の受審で

医療人を育成すること、さらに、世界に情報を発

あった。高橋雅士助教授をタスクリーダーとして

信する研究者を養成することにより、人類の健康、

初めての審査という困難を伴う中、教職員が一丸

医療、福祉の向上と発展に貢献する」という考え

となって取り組んだ結果、指摘事項のない一回で

の下、県下唯一の特定機能病院としてまた医育機

の合格を勝ち取ることが出来た。

関として高度で先進的な医療の推進、質の高い医
療の提供、地域に密着した病院としての地域医療
の支援、よき医療人を育成、さらに世界への情報
の発信を行ってきた。
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２．法人化後の病院組織改革
１）病院管理運営機構の改革

この10年間の附属病院の変遷の経過を述べる上

2004年の法人化と歩調を合わせて病院長のリー

で、１）国立大学の法人化、２）病院再開発と病

ダーシップを強化するために、複数の副病院長（総

院機能の再構築、３）卒後臨床研修制度への対応

括・リスクマネージメント担当、研修担当、およ

が特記すべき点として挙げられる。滋賀医科大学

び経営担当）と病院長補佐（患者サービス担当、

の法人化は、𠮷川隆一第５代学長の時期に準備が

看護担当）を置き、それぞれの役割分担を明確に

始まり
「国立大学法人化に関する委員会」
（委員長：

して支援体制を整備した。従来病院の重要事項を

大久保岩男教授）で審議され、附属病院側の対応

審議決定してきた病院運営会議に代えて、病院の

は、森田陸司第５代病院長の指揮の下「附属病院

運営に関する意志決定の最高機関として「病院管

専門分科会」
（委員長：村田喜代史教授）が大胆

理運営会議」が新設され病院長を中心にした少人

な改革を目指して議論を重ね、病院の中期目標・

数での機動性を発揮できる体制を整えた。また、

中期計画を策定し、病院管理機構や診療体制の抜

病院経営に関する情報収集と分析を行い経営につ

本的な改革案が作成された。その背景には、2002

いて企画立案を行う「病院経営戦略企画会議」を

年に国立大学病院長会議から提示された「国立大

設置し、経営担当副病院長を中心に経営面の強化

学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジ

を図った。事務組織の改革は、法人化後には大学

メント改革」
があり、病院長の強力なリーダーシッ

の組織改革と同時に進められ、2005年に事務局制

プを基本として、その実践のための診療体制の抜

が廃止され理事直結型となった。翌年には、組織

本的改革を求めた画期的なものであった。民間か

のスリム化と迅速な対応を図るため部長制を廃止

滋賀医科大学の
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した。附属病院においては、病院関係の事務組織

集約化させた腫瘍センターが2007年設置された。

が病院３階に移された後、病院管理課、医療サー

2004年に生活習慣病の予防を中心に総合的に診

ビス課に再編された。

療・研究する生活習慣病予防センターが学内措置
で設置され、生活習慣病の疫学研究、遺伝子解析

２）病院診療体制と診療支援体制の改革
法人化前の2002年に内科、外科の再編が行われ、
臓器別に内科が循環器内科、呼吸器内科、消化器

を通じたオーダーメイド医療の推進などが行われ
てきたが、2013年アジア疫学研究センター開設に
伴い、そこに併合された。

内科、血液内科、内分泌代謝内科、腎臓内科、神

診療支援体制については、放射線部、検査部な

経内科の７つへ、外科は消化器外科、乳腺・一般

どの中央診療施設等および特殊診療施設があった

外科、心臓血管外科、呼吸器外科の４つに分けら

が、2004年に中央診療部（15部）、医療安全管理部、

れた。患者さんを中心としたチーム医療の推進の

地域医療連携部、医療研修部、卒後臨床研修セン

下、
「機能集約型診療体制」の整備が進められ、

ターおよび治験センターに改組された。中央診療

最初に脳神経外科、精神神経科、神経内科の専門

部は教員も含んだ組織で、各部門の業務量調査や

医師による脳神経センターが立ち上げられた。そ

設備、人員の検討を中央診療部会議で検討を行い、

の後、化学療法部が外来化学療法の集約化を目指

管理運営会議の議を経て医療系技術職員の増員や

して設置され、さらに発展させた形でがん診療を

配置転換を行うようにした。法人化後、病院の経

滋賀医科大学附属病院のあゆみ
（森田陸司病院長時代）

財務状態の改善
病院機能の向上
病院再開発の開始

第５代病院長

森田 陸司（放射線医学）
（H13. 04. 01～H20. 03.31）

滋賀医科大学附属病院のあゆみ
（柏木厚典病院長時代）

病院再開発の完成
電子カルテシステム運用
病院収入の大幅増加

柏木

第６代病院長

厚典（内科学）

（H20. 04. 01～H26. 02.14）

H13.04.01 医療情報部の設置（省令化）
H14.04.01 光学診療部の設置（省令化）
医療安全部、卒後臨床研修センターの設置
H15.04.01 リハビリテーション部の設置（省令化）
病理部の設置（省令化）
H16.02.16 日本病院機能評価認定取得、病院再開発スタート
04.01 中央診療部（15部）の再編
救急・集中治療部の設置
08.01 臨床工学部の設置
H17.04.01 化学療法部の設置
08.01 栄養治療部の設置、NST強化
H18.10.01 母子診療科、女性診療科の創設
H19.04.01 腫瘍センター設置
06.01 ペインクリニック科の設置
08.31 新D病棟新営工事竣工
H20.07.01
10.01
12.26
H21.02.16
04.01
12.01
H22.03.05
07.01
07.10
H23.10.01
H24.03.31
05.26
H25.03.01
04.01

患者支援センターの設立
開院30周年記念事業
滋賀県がん診療高度中核拠点病院の指定
日本病院機能評価認定取得（第２回目）
医師臨床教育センターの設置
看護臨床教育センターの設置
滋賀県災害拠点病院の指定
病床数が６床増床（614床）
電子カルテシステム（Niho）稼働開始
臨床研究開発センターの設置
病院再開発事業完成
病院再開発完成記念式典。記念講演会
ロボット支援手術（da Vinci）機器の導入
総合周産期母子医療センター指定
MFICU（母体胎児集中治療室）の設置
H26.01.31 PET-CTの導入
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営や運営を考慮して大学の判断で職員の増員が可

えるため６床室をなくし４床室として個室を大幅

能になり、新しい診療科のスタッフの増員、治験

に増加させた。また病棟ごとに食堂を設置し患者

管理センター、医療安全部などの部門へ専任のス

さんの快適な入院環境を整備した。手術部機能を

タッフの配置ができた。2012年には中央診療部、

強化するため新手術棟を増設し計14室とし、最新

医療安全部等の各部を改組し、中央診療部門、中

鋭の手術機器、患者モニター機器、無菌手術室な

央手術部門、診療・教育・研究支援部門の３つに

どを整備し、年間6,000件以上の手術が可能な環

再編され現在に至っている。

境を作った。また周産期医療の整備や救急集中治
療体制を強化した。患者さんの快適な受診環境を
整えるため、玄関部分を広く明るくし、患者支援

３．病院再開発

センタースペースを確保した。ローソン、タリー

附属病院は開設30年近くなり建物、施設の老朽

ズ、屋上レストラン、屋上庭園、ライトコート淡

化が進み、さらに病院を巡る環境が大きく変化し

海、院内図書室「かいつぶり」など患者さんのア

てきたため、附属病院の再開発事業の計画の検討

メニティは格段に向上した。

（病院再開発検討委員会）が2003年より始まり、

２）機能集約型病院として、機能集約型外来（脳

2005年度から再開発工事が開始された。病院再開

神経センター、腫瘍センター、光学診療部、細胞

発推進室がその間に設置され、初代安島民夫総務

治療センターなど）や病棟体制（循環器病棟、呼

部長、２代綿貫祝生副院長、３代小林哲郎氏と引

吸器病棟、母子・女性病棟、小児病棟）を整備し、

き継がれ、病院再開発の中心となった。病院再開

診療科横断的な診療連携体制を整えた。医師臨床

発検討委員会は病院再開発委員会と改名し、竹内

研修の強化のため４階に医師臨床教育センターを

義博小児科教授（再開発担当副院長）を委員長と

設置し、スキルズラボを充実させ、研修医、看護

して、2012年３月に病院再開発事業が完成するま

師の卒後教育や学生の臨床実習を強化した。

で計125回開催された。本学の当時の財務状況、

３）医療安全を重視した病院として旧棟は耐震

償還計画、病棟稼働率などを考慮し、新病棟の建

工事を行い新棟は免震構造とした。多くの箇所に

設と既存病棟、外来の改修そして回復期リハビリ

避難路、防犯カメラ、セキュリティ管理の自動扉、

テーション病棟の新設という再開発計画案が提出

消火栓、防火壁、AED等を設け、安全対策を重

され、2004年12月に文部科学省に承認された。本

視した。玄関部分には大規模災害時に重症度のト

開発事業の成功は、竹内委員長を始め大学、病院

リアージと応急処置が出来る医療配管を完備した

担当者が一丸となって取り組んだ結果の賜であり、

スペースを確保した。さらに救急部をICUや手術

関係者の並々ならぬ努力に深く感謝の意を表した

室、放射線部に近い場所に移転し安全な救急体制

い。

が行えるようにした。

病院再開発のコンセプトは、１）地域密着型、２）
機能集約型、３）医療安全重視の３つであった。
１）地域密着型病院として、地域のニーズに応

４．地域医療への貢献
2004年の新臨床研修制度の開始以降、地域にお
ける医師偏在や不足の問題が顕在化し、滋賀県下
でも東近江地域を中心に早急な対策が必要となっ
た。滋賀医科大学医学部地域医療支援学講座（総
合内科、総合外科学講座）より国立滋賀病院に医
師を派遣し支援を開始した。産科、小児科領域で
も同様の問題が生じ、地域医療機関への医師の派
遣と共に本院での周産期医療の充実を行った。本
学医学科卒業生は、2013年度で3,209名となり、
そのうち滋賀県内で診療活動をしているものが入

患者食堂
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局者ベースで1,092名（34%）に達し、経年的に

滋賀医科大学の

歩み

その比率は増加している。
１）周産期医療の充実
小児医療については、NICU、GCUの整備、拡
充 が 重 要 な 課 題 と な っ て い た の で、2009年 に
NICU９床、GCU６床に増床した。その結果2012
年には受け入れ人数は、NICUが3,298名、GCU
が3,294名と大幅に増加した。滋賀県での小児医
療担当医の約60%が本学出身者で、滋賀県におけ
る小児救急医療の中心的存在となっている。

小児病棟の壁画

２）救急・集中治療、災害医療体制の整備
2004年10月に救急集中治療医学講座に江口豊教
授が就任し、救急・集中治療部と一体運営なされ
るようになった。ICUはCCUを加えて2011年から
12床に増床され、院内外からの重症患者の受け入
れ体制を完備した。救急車の搬送件数は、1,200
台から2011年度には2,900台と増加したが、今年
度までではまだ3,000件の目標は達成されていな
い。しかし、国立大学病院中では上位に入ってい
て、三次救急での重症患者を中心に受け入れてい
るので、本院の死亡者の30%程度が他院からの重
症救急患者が占めている。滋賀県災害拠点病院と
してヘリポートを2014年３月に新設し、救命救急
センター（人材育成）の取得を目指している。災
害医療への対策として、DMATチームは現在２
チーム組織され、井戸水、電源増設、備蓄倉庫の
整備などを進めている。

産科医療では、種々の合併症を有するハイリス
ク妊娠の分娩・管理を行うと共に、2006年から産
科オープンシステムを開始し安全な母児管理を
行っている。分娩件数は、経年的に増加し2013年
度には503件（異常分娩310件、正常分娩193件）
で異常分娩が約60%を占めている。2013年４月に

ヘリポート完成記念式典

総合周産期母子医療センターの認可を受け、2014
年６月からMF（Maternal Fetal）ICU（母体胎児
集中治療室）の診療報酬上の特定入院料が取得可
能となった。

３）がん診療の充実
国の政策医療の一つとして2007年がん対策基本
法が施行され、がん診療の充実が進められた。本
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院では2007年腫瘍センターを設置し、キャンサー

新規発症、予後、再発率、社会復帰率などのデー

ボードミーティング、プロトコール委員会、緩和

タ登録、県民への情報公開や啓発活動、脳卒中ネッ

ケアなどの活動を推進した。化学療法部は2005年

トワークの構築を行い、新たな医療政策を提言す

に設置され2011年腫瘍センター内の部門となった

るための基盤整備を行うことを目的としている。

が、外来での化学療法の件数は年ごとに増加して

2013年10月アジア疫学研究センター開設に伴い

いる。2008年滋賀県がん診療高度中核拠点病院に

データセンターはその中に移された。

指定され、臨床腫瘍学講座（醍醐弥太郎教授）を
中心にがん医療の均てん化と先進的がん医療の開
発を行うと共に、がんの集学的医療を進めている。
放射線機器については2013年導入されたPET-CT
を有効活用し、高精度放射線治療システム（リニ
アック）を更新する予定である。また密封小線源
前立腺癌治療、ペプチドワクチン療法など特色あ
るがん治療を進めている。
４）東近江総合医療センターの支援、充実
滋賀県の二次医療圏地域医療再生計画の一環と
して滋賀医科大学医学部地域医療支援学講座（総

地域医療支援将来構想の実践

・東近江総合医療センターの支援・充実
－滋賀県二次医療圏地域医療再生計画事業
・救急医療・災害医療の充実
・周産期医療の充実
・脳卒中データセンターの推進
－滋賀県三次医療圏地域医療再生計画事業
・がん対策
－滋賀県高度中核拠点病院機能の充実
・患者支援センター機能の充実
－病診連携（後方支援病院体制、在院日数の短縮、
稼働率向上、紹介率・逆紹介率向上）
・医師キャリアサポートセンターの充実
・看護臨床教育センターの充実

合内科、総合外科学講座）を中心として国立滋賀
病院（現、東近江総合医療センター）に医師を派
遣し、滋賀医大の第二教育病院として位置づけ、
充実化を図っている。2013年度までに医師34名を

５．医療の質向上への取り組み
１）医療安全体制の強化

派遣し、国立滋賀病院時代を超えるレベルまで同

1999年横浜市大病院での患者取り違え手術事件

センターの実績が上がってきている。今後、蒲生

等医療事故が頻発したため、医療安全に対する議

病院、能登川病院や近隣の診療所と連携し、総合

論が高まり「医療安全推進総合対策」に沿って

診療医の養成に対して独自のプログラムを作成し

2002年医療安全管理部が設置された。翌年から特

ていくことも可能になろう。

定機能病院では専任の安全管理者の設置、患者相
談体制の整備も要件となった。これらを踏まえて
本院では専従の看護師GRMに加えて専任の医師
GRMを2006年から配置し、病院長直轄部門とし
て院内の医療安全推進の中核部門となっている。
2008年からは感染制御部が設置され、専任の医師
と感染管理看護師（ICN）を配置し院内感染対策、
予防、教育啓蒙活動を行っている。医療安全体制
の強化は病院の最重要課題である。
２）チーム医療体制の推進
本院において特に重視して行っているのがチー
ム医療の推進である。法人化前から始められてい

５）滋賀脳卒中データセンターの推進
平成24年度より地域医療再生計画（三次医療圏）
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た栄養サポートチーム（NST; Nutrition Support
Team）、褥瘡対策チーム、緩和ケアチーム、感

の一つである滋賀県脳卒中診療連携体制整備事業

染対策チーム（ICT; Infection Control Team）に

を担い、滋賀脳卒中データセンターを設立し事業

加えて、フットケアチーム、口腔ケアチーム、呼

を推進している。同データセンターは、脳卒中の

吸ケアチームを発足し集学的治療体制を強化、推

滋賀医科大学の
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進した。厚生労働省の「慢性の痛み対策事業」に

要望事項なしで認定された。評価としてチーム医

おいて全国11施設の一つとして、院内に「学際的

療に関する事項（褥瘡ケア、NST、多職種協同）

痛み治療センター」を設置し、麻酔科、ペインク

と禁煙の項目で４つのS評価を得て、臨床倫理・

リニック科医を中心に各診療科の医師、臨床心理

研究に関する事項がB以外はすべてAであった。

士、理学療法士等のメディカルスタッフとの多職

全体評価で病院長のリーダーシップでこれだけの

種連携によりpain-free hospitalとしての取り組み

病院を構築されたことは大変驚きであり大学病院

を積極的に進めている。

らしくない、よい
ところが沢山ある

３）医療の質を測定する指標（Quality Indicator: QI）のよる評価

“良い病院”であっ
たとの評価であっ

2013年度に附属病院における医療の質と医療の

た。この間、病院

活動度に関する実績をとりまとめ、国立大学病院

の職員一同が一致

長会議でとりまとめた病院評価指標40項目および

団結して準備し課

本院独自で各診療科・部で作成した医療の質を表

題を克服する過程

す21項 目 か ら な る 医 療 の 質 に つ い て の 指 標

が大切で、病院の

（Quality Indicator: QI）を附属病院のホームペー

求心力を高める上

ジに掲載した。これらの指標を計測することを通

でも意義が大きい

じて医療の質の向上を図っていく予定である。

と言える。

病院機能評価認定証

６．電子カルテシステムの導入とIT化
電子カルテが2010年７月から導入され、紙カル
テから電子カルテのみによる運用にほぼ変更され
た。電子カルテはNihoの愛称で呼ばれているが、
これは琵琶湖のかいつぶりの古い呼び方である。
各部門システムと連携し統合的なシステムを構成
し、セキュリティの強化と他院からのデータの取
り込み、医療安全上の取り組みなどを行ってきた。
2015年度は、次期電子カルテの更新時期ですでに
業者の選定作業を開始している。
４）臨床倫理指針の整備

附属病院のホームページが2013年度リニューア

臨床倫理委員会において、職業倫理と臨床倫理

ルされた。特徴としては、患者目線での分かりや

にかかる問題点を抽出し、得られた結論に基づい

すいデザインとレイアウト、特色ある治療法や医

て、臨床倫理方針、職業倫理を新たに策定し、輸

療機器の紹介で本院をアピール、医療の質の指標

血や児童虐待対応、遺伝的検査など臨床倫理に関

（QI）の公表、利用者別の３つの入り口を中央

するマニュアルの見直しや策定を2013年度までに

に配置などが挙げられる。

行った。
５）日本医療機能評価機構の受審

７．地域連携・患者サービス機能の充実

2009年に２回目の日本医療機能評価機構の審査

2002年に地域に密着した大学病院を目指して

を皮膚科の田中俊宏教授をタスクフォース委員長

「地域医療連携室」が三ッ浪健一教授を室長とし

として受審し、改善事項なしで認定された。さら

て発足した。紹介受付、患者サービス（医療福祉

に３回目を脳神経外科の野﨑和彦教授をタスク

相談、医療相談）、逆紹介の推進などの業務を開

フォース委員長として2014年１月に受審し、改善

始し、退院時調整を行う継続看護室と連携しなが
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ら実施してきた。2004年の法人化とともに「地域

もに全体では90%以上の高い満足度で、特に医療

医療連携部」に移行され、2008年から患者さんの

スタッフに対する満足度が高かった。

支援と地域の医療機関との連携をさらに強化する
ため「患者支援センター」に改組した。「地域医
療連携」
「予約管理」
「病床管理」
「医療福祉相談」
「継続看護」の機能を統合し、実績を積み上げて
いる。
法人化後、患者本位の医療が基本方針に掲げら

2004年から開始された新臨床研修制度に先立つ
２年前に卒後臨床研修センターが設置され、研修
プログラムの作成・運用、研修医の採用業務を行っ

れ、患者サービスの考え方が変わり「患者サービ

てきたが、専任センター長（太田

ス向上委員会」が設置され、診療や療養環境の点

下に研修医の手当の改善、宿舎の提供、CPCや講

検と改善を重要事項として実施した。患者モニ

演会、心身の過重労働の把握と改善、研修内容の

ター制度を導入し患者目線での意見が委員会に反

充実など研修医支援活動を精力的に行ってきた。

映されるシステムも作られた。ボランティア組織

高度医療人の養成を目指した「がんプロフェッ

が法人化前から作られていたが、その充実が進め

ショナル養成コース」や文部科学省の大学改革推

られ外来受付、院内図書室、小児病棟業務で協力

進事業である「大学間連携型高度医療人養成プロ

をいただいている。院内図書室が2003年設置され

グラム」での“コア生涯学習型高度専門医養成プ

第１回の日本医療機能評価機構から大学附属図書

ログラム”に採択され、2009年から「医師臨床教

館を含めて最高ランクの評価を受けた。再開発後

育センター」と改組され、後期臨床研修部門にお

に図書室の拡充が図られボランティアの協力を得

いて後期レジデントの研修プログラムを運用した。

て患者目線での運用がなされている。

研修医のマッチング率は、漸次向上し2008年には

患者相談窓口や意見箱を通じた患者さんの意見
を聴取しているが、クレームに関する意見は減少
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８．教育・研修体制の整備

茂准教授）の

100%を達成したが、その後低下し2013年度は39
名（77%）であった。

し感謝の意見が増加している。患者満足度調査を

職員教育を効率的に行うため2004年「医療研修

定期的に行っているが、2013年度で入院、外来と

部」が設置され、接遇研修、医療情報管理研修、

滋賀医科大学の

歩み

医療専門職員養成研修、病院経営改善のための医
療事務専門職員研修、国際交流・海外研修、地域
医療研修、公開講座など幅広い領域での職員研修
を進めた。メディカルスタッフの専門化を積極的
に推進し、専門看護師、認定薬剤師、治験コーディ
ネーター認定者、がん化学療法専門薬剤師などの
専門資格取得者を数多く養成した。さらにメディ
カルスタッフ研修生・実習生の受け入れを積極的
に進め、2013年度は計7,434名と５年連続で増加
した。看護臨床教育センターを活用した看護師、
助産師の研修依頼に対応して昨年度145名の研修
を受け入れた。2013年度は、職員の海外研修を推
進し、ベトナムのチョー・ライ病院、ハーバード
大学、シンシナチ子供病院、ミシガン州立病院へ

D病棟

派遣した。またアイオワ大学病院で急性期医療の

da Vinci（ダ・ヴィンチ）サージカルシステムを

研修のためICU、NICUなど周産期関連部署等の

導入した。2013年５月から稼働を開始し、同年度

見学、研修を行った。このように附属病院では国

は前立腺摘出術を45件実施した。

際交流を積極的に推進し、またメディカルスタッ
フの受け入れも行ってきた。

９．先進医療、高度医療の推進
特定機能病院として先進医療や高度医療、臨床

10．臨床研究、治験の推進
治験管理センターが、1999年に医薬品の臨床試
験の実施基準（新GCP）の公布に基づき設立され
た。開設当時はセンター長と４名の治験コーディ

研究の推進は不可欠である。先進医療として、

ネーター（CRC）で治験支援活動を開始したが、

2014年度は、保険収載されたものを除くと５件で

徐々にその役割の重要性と必要性が認識され業務

１）樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがん

量が増えてきた。国際水準（ICH-GCP）での国

ワクチン療法、２）術後のホルモン療法及びS-１

際共同治験の実施や医師主導型治験への参加も

内服投与の併用療法、３）単純疱疹ウイルス感染

行ってきた。滋賀県での治験の活性化のため滋賀

症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断（リア

治験ネットワークを2006年に立ち上げた。さらに

ルタイムPCR法）、４）急性リンパ性白血病細胞

特記すべきなのは、国立大学法人では当院が唯一

の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法によ

の参加機関である「個人の遺伝情報に応じた医療

る骨髄微小残存病変（MRD）量の測定、５）前

実現化プロジェクト」への取り組みである。この

眼部三次元画像解析である。高度医療として心臓

ように業務が拡大するにつれ治験だけでなく、先

血管外科領域ではオフポンプ手術のほか大動脈セ

進医療を含むすべての臨床研究を支援する方針が

ンターを立ち上げて短時間で大動脈瘤手術に対応

定められ、2011年10月１日に治験管理センターか

できる体制を整えている。他に特色あるものとし

ら臨床研究開発センターに改組された。治験およ

て、低侵襲の硝子体手術や網膜変性疾患への眼科

び臨床研究の支援を主たる業務として活動を進め

手術、敗血症に対するサイトカイン除去血漿交換

てきたが、2013年に高血圧治療薬の臨床研究に関

療法、重症不整脈治療などが挙げられる。時代の

して本学でのSMART研究の問題により信頼を損

流れとして低侵襲治療は重要で、内視鏡を用いた

ねる事態となった。このため、特に臨床研究の品

消化器がんや止血治療、腹腔鏡視下または胸腔鏡

質管理と透明性を図るための体制整備として、１）

視下手術、脳血管内治療、関節鏡視下靱帯再建・

倫理委員会の運営と透明性の確保、２）適正なデー

腱板修復術などを行っている。ロボット手術では

タ管理体制（データマネージャーの配置、モニタ

滋賀県下初めてとなる内視鏡手術支援ロボット

リング体制の構築、他大学との連携による相互監
43

視など）
、３）研究の透明性の確保、４）利益相

支援センターを中心とした地域連携機能の推進、

反マネージメントなどを行い、臨床研究に関する

回復期リハビリテーション病棟の活用、手術等治

研究として、１）研究者への教育の徹底、研修の

療技術の進歩によるものと考えられる。一方、病

義務化（年２回）、２）大学全職員への行動規範

棟稼働率は、2004年度は82.9%でその後80%台前

や研修会への参加の徹底などを進めている。臨床

半を推移していたが、再開発終了後の2012年度に

研究開発センターの体制強化として、2014年度に

は91.8%まで上昇した。

データマネージャー及びモニター、QC（品質管理）
について最優先で配置するところである。

手術件数は、長らく3,000件程度で推移してい
たが、1998年頃から急激に増加し2004年度4,520件、
2013年度は8,069件（硝子体注入術等、手術室外

11．病院経営の動向
１）病院経営指標

に出したものを除いた手術室内のみの症例は
6,155件）と大巾に増加した。この要因としては、
手術室が11室から新手術棟の６室を含め14室に増

法人化以降の附属病院の診療報酬請求額を経年

加したことに加えて、外科系診療科や麻酔科、手

的にみると、2004年の法人化初年度は119億7,100

術室スタッフ一同が頑張っていただいたことが大

万円であったが、10年後の2013年度には、195億

きい。今後、手術室数で件数は制約されるが、運

1,200万円
（外来；53億1,600万円、入院；141億9,600

用の工夫により10-15%程度の増加は期待できる。

万円）と75億4,100万円（63%増）の増加となった。
この主要な要因は、診療単価と患者数の増加であ
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２）病院経営分析

り、2004年度は入院51,171円が2013年度は72,175

診療報酬額は、病院再開発の完成、外科手術を

円と41%増加した。一方、外来は9,383円が2013

中心とした手技点数の増加、効率的な病床運営な

年度は16,638円と77%と大きく増加した。延べ入

どで右肩上がりに順調に推移してきた。しかし当

院患者数は昭和60年以降18,000人前後で推移して

面は、次年度にかけて消費税アップに対する対策

いたが、病棟再開発終了後に20,000人前後に増加

が急がれる課題である。回復リハビリテーション

した。また新入院患者数は2004年の9,325人から

病棟の一般病棟化、MFICUでの特定入院料算定

2013年には12,335人と32%増加した。

などで当面はカバーできる見込みであるが、消費

在院日数は、1998年度は29.6日、2004年度は19

税10%対策としてMEの計画的増員によるICUの

日であったが、経年的に減少し2013年度には13.4

上位加算、後発医薬品の一層の推進、時間外・深

日となった。これはクリニカルパスの推進、患者

夜・休日の上位加算取得など目に見えるものから

滋賀医科大学の

歩み

取り組むとともに、手術室の稼働率アップ、ICU、
NICUの特定入院料算定率アップ、在院日数短縮
と稼働率のバランス維持などを継続する必要があ
る。さらに支出削減として、医療費率（医薬品＋
材料費）が38.8%と高く、在庫管理の徹底を含め
特に材料比率を下げる努力が要る。診療科毎の診
療評価を独自の原価計算方式等により評価し、そ
の結果を関係者に周知し、診療コストの意識向上
を図ることやDPC（診断群分類包括評価）分析
システム等を用いて診療科の質を評価し適した方
向にフィードバックすることを進めなければなら
ない。

ライトコート陶板

淡海

従って、治療内容を見直し、大学病院でしかでき

12．課題と今後の取り組み

ない治療や高収益の治療を増やすことで収入増を
図る。一方、支出の削減では、医用材料費（薬剤

附属病院の課題と今後取り組むべきものを以下

費、診療材料費）の見直しが不可欠でそのために

に挙げる。この２～３年で行わなければならない

は抜本的な購入の見直し、後発医薬品の推進やカ

ものもあるが永続的に推進しなければならないも

テーテル、手術材料の規格の統一を図り、値引き

のもある。

交渉を有利にする。診療科毎の原価計算に基づい
た支出管理を通じて問題点をフィードバックする

１）経営の自立化（経営の効率化と業務改善）
今後診療報酬点数の増加がほとんど期待出来な

とともに、スタッフ各自のコスト意識の徹底（貴
重な資源を無駄にしない心構え）が重要である。

いため、収入はほぼプラトーとなる可能性が高い。
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２）医療の質向上の取り組み
臨床指標（QI: Quality Indicator）による評価
を各診療科、部署で行い、再評価を行い内容の充
実を図り、医療の質の向上に努める。
医療安全管理部の機能を強化し、医療の質のコ
ントロールにつなげるシステムを構築する。
３）地域医療支援将来構想の実施
二次医療圏地域医療再生計画としての東近江総

病院玄関待合

合医療センター機能の充実を図るとともに、専門
医認定機構の動向を踏まえて総合診療医養成プラ
ンを作成する。
救急救命・災害センター（人材育成）の獲得を
目指して、救急医療・災害医療の充実を図る。
引き続き、小児、周産期医療の充実（MFICU、
NICU）を行う。

６）先進医療、高度医療の推進
最先端医療の開発が可能にする体制整備として、
必要経費の支援や新技術の審査体制を充実させる。
がん診療の更なる高度化を進める。ダ・ヴィン
チなどロボット医療、内視鏡治療など低侵襲治療
を一層推進する。循環器疾患に関して、ハイブリッ

三次医療圏地域医療再生計画に基づく脳卒中

ド手術、大動脈手術、難治性不整脈治療など高度

データベースセンターの業務を推進すると共に附

医療をさらに進めると共に、多診療間連携による

属病院内に「脳卒中センター」設立を検討する。

診療体制の強化を進める。また、がん診断でのオー
ダーメイド医療を推進する体制を作る。

４）良き医療人の養成
研修医獲得の戦略：附属病院機能や大学の研究

７）情報ネットワーク機能の充実

活動を活性化するためには、研修医を多く獲得す

次期電子カルテシステム（平成27年５月予定）

ることが不可欠である。そのために、研修医の給

を効率的に導入し、医療情報を通じた病院機能の

与の増額、魅力ある研修プログラムの策定、宿舎

強化を図る。本年７月から始まった滋賀県地域医

確保などを進める。専門医認定機構による公的機

療ネットワークの構築を進めて、県内の病病連携、

関による新しい専門医制度が2020年度から開始さ

病診連携を推進する。大学間情報システムと連携

れるので、前期レジデントの確保対策だけでなく、

し、病院経営データベースの構築と情報の共有化

滋賀県や県内研修病院と連携して滋賀県に多くの

を進める。

医師が残り活躍できるように取り組みたい。また
県と協同して医師キャリアサポートセンターの機

８）臨床研究開発センターの機能の強化・充実

能を活性化し地域医療の担い手を育成する。看護

SMART研究で損なわれた信用を回復するため

臨床教育センター活動を充実させ、新人教育や地

には臨床研究に関する部門の立て直し、強化が不

域における指導的看護師の育成を図る。

可欠である。倫理指針や利益相反指針の整備は勿
論のことであるが、データマネージャー、CRC

５）働きやすいやりがいを感じる職場環境の醸成

等人員の充実を図る。臨床研究支援クラウドシス

役割分担推進の中で医師事務補助者などによる

テムや倫理委員会電子申請システムの導入を行い

医師等の業務軽減への取り組みを継続する。
努力し成果をあげた組織（人）へのインセンティ
ブを考慮する。
合同カンファランス、ラウンド等チーム医療を
一層推進する。
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システムの強化を図る。研究者への教育、研修プ
ログラムの充実（外部講師、コンテンツ）を図り、
研修の必修化を強化する。

滋賀医科大学の

歩み

滋賀医科大学医学部看護学科の歩み
看護学科長

桑田

弘美

現在の看護学科教員

振り返るうちに、学生はどうだったのかと思い、

は、基礎看護学講座に

大学案内を10年分読み返しました。掲載されてい

教授３人、准教授・講

る学生は、大学の良さを、思い思いに述べていま

師２人、助教１人、特

した。その内容を後半で紹介して、看護学科の展

任助手１人の計７人

望に繋げたいと思います。

（准教授・講師１人欠
員）
、臨床看護学講座
に教授６人、准教授・

１．看護学科設立当初からの10年

講師５人（学内講師２

1994年に医学部に看護学科が設置されてから20

人含む）
、助教・助手

年経ちました。「滋賀医科大学医学部看護学科設

６人の計17人
（准教授・

置計画に伴う看護学科講座内容の説明について」

講師１人欠員）
、公衆

の中で、看護学科の構成は、基礎看護学講座、臨

衛生看護学講座に教授

床看護学講座、地域生活看護学講座の３つから成

１人、准教授・講師２

ると記述され、以下のように説明されていました。

人、助教２人の計５人、

基礎看護学講座は、看護の専門教育を理解する

合計29人所属していま

ための土台となる「専門基礎」ともよべる領域を

す。それぞれの教員は、

カバーする。看護学は人間を包括的に理解できる

それぞれの専門性に

能力が求められることから、人間の生物学的側面、

沿って、多くの実績を

心理・行動学的側面、社会・文化・環境的側面を

残しています。

基礎的な専門分野としてここに抱合し、更に、健

看護学科が設置され

康の異常を理解するための病態・検査・徴候に関

てから、これまでには

する分野、看護学の基本的な考え方や理論、日常

多くの教員の関わりが

生活支援に関する分野が基軸として据えられる。

ありましたが、それを

臨床看護学講座は、専門教育の中でも健康上に
問題のある人々への看護展開のあり方と実践を中
心的に探索し教授する。発達段階的に対象をとら
え、小児から、成人、老人、母性の専門分野を構
成し、各領域固有の看護の展開の方法を研究する。
また、精神看護学領域を加え、各領域に共通する
健康と精神・心理との関係を探究し、療養生活に
おける患者の心理・行動の理解をより深める。
地域生活看護学とは、地域の中で生活する人々
の健康支援を行うために必要な全般的看護の理

学科会議の様子

論・知識・技術を研究、教授する地域看護学分野
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を基盤として、精神の健康に問題をもつ人々のケ
アのあり方、生活の支援を主軸とする地域精神看
護学分野・地域に生活する老人の健康生活支援を
研究する地域老人看護学分野・地域全体の保健医
療サービスのあり方、及び看護ケアのあり方を中
心に置く保健医療分野、家族を単位として地域の
人々の健康を考える家族看護学分野の５分野から

老人
小児
地域
筒井裕子 教授 藤原千惠子 教授 大矢紀昭 教授

構成される。人々の健康の問題を地域での生活を
中心としてとらえ支援していくための学問及び知
識体系、実践技術を研究、教授する。
※地域生活看護学講座は、2012年から公衆衛生
看護学講座となりました。

２．2004年からの10年
2004年には、看護学科教授会議から看護学科教
授会となり、看護学系大学院委員会が設置されま

設立時当初には、基礎看護学講座基礎看護学領

した。また、看護学科会議もこの年から行われる

域の竹尾恵子教授、臨床看護学講座老人看護学領

ようになりました。2005年には助産師課程が立ち

域の筒井裕子教授が着任され、1995年に基礎看護

上がりました。

学講座解剖生理学領域の今本喜久子教授、生化学

2004年に、野島教授の後任に坂口桃子教授、大

領域の佐伯行一教授、臨床看護学講座小児看護学

町教授の後任に太田節子教授、泊教授の後任に畑

領域の西元勝子教授が着任されました。地域生活

下博世教授が着任されました。2005年には、德川

看護学講座地域看護学領域の大矢紀昭教授は、そ

教授の後任に宮松直美教授が着任され、2008年に

の１年後の1996年に着任されました。1997年に臨

は、田畑教授の後任に遠藤善裕教授が着任されま

床看護学講座クリティカル領域の田畑良宏教授が

した。生化学の佐伯教授がご退官された後は、看

着任され、1998年に竹尾教授の後任に端 章恵教授、

護学科のあり方委員会において、基礎看護学領域

母性看護学領域の岡部恵子教授、家族看護学領域

の充実を図るために生化学も担当できる看護学系

の泊 祐子教授が着任され、2000年に端 章恵教授

の教授として加藤圭子教授が着任され、楢木野教

が精神看護学領域に異動され、端教授の後任に野

授の後任に桑田が着任しました。2009年には、今

島良子教授、成人看護学領域に大町弥生教授、西

本教授の後任に森川茂廣教授、玉里教授の後任に

元教授の後任に藤原千惠子教授が着任されたこと

渡邊浩子教授が着任され、2010年に坂口教授の後

で全領域の教授が揃ったと記録に残っています。

任に足立みゆき教授、2012年に畑下教授の後任に

大町教授はその後2001年に老人看護学領域に異動

川畑摩紀枝教授、太田教授の後任に畑野相子教授、

されたため、大町教授の後任に德川早知子教授、

2014年には渡邊教授の後任に立岡弓子教授が着任

端教授の後任に瀧川 薫教授が着任されました。

され、現在に至っています。

2003年に藤原教授の後任に楢木野裕美教授、岡部

2005年に瀧川教授が看護学科長に就任され、

教授の後任に玉里八重子教授が着任されました。

2008年に玉里教授が１年間看護学科長を務められ

1998年には、医学系研究科看護学専攻修士課程

た以外は2012年まで瀧川教授が看護学科長を計７

が設置され、1999年に筒井裕子教授が初の看護学

年務められました。そして、2013年から桑田が看

科主任になられ、小児看護学領域の藤原千惠子教

護学科長をさせて頂いています。

授、大矢紀昭教授と歴任され、2003年に大矢紀昭
教授が初代看護学科長に就任されました。看護学
科教授会はそれまで、医学科と合同だったそうで
すが、1999年から看護学科教授会議として独立し
ました。
学科設立当初の大変さは想像するしかありませ
んが、看護学科という組織を、こうして多くの先
生方が作り上げてこられたことに敬服致します。
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精神
母性・助産
小児
瀧川 薫 教授 玉里八重子 教授 桑田弘美 教授

滋賀医科大学の

３．大学案内の在学生のメッセージにみる10年

歩み

気にせず勉強できる施設がある」、「勉強に集中で
きる施設が多い」ことは、部活動やアルバイトで

10年前の大学案内（2005年）では看護学科の教

忙しい日々を送りながらも、勉強をしたいときに

育方針として、「人間について幅広く、多面的に

活用できる施設や設備の存在に感謝し、授業で学

学問、教養を授け、その上にたって、健康生活を

ぶ看護学の内容が充実していることを感じている

援助していくための専門知識・技術を教授してい

と思われました。また最近では、「現場の医師や

くことを使命としています」とありました。それ

看護師の方からの講義が受けられる」とあり、附

が10年の間に、「病気や障害があっても生活をよ

属病院看護部との連携の成果が学生にも伝わって、

り良く過ごすための工夫や援助が注目され…（中

2013年のメッセージに現れ、それには大きな意義

略）…こうした社会の要請に答えられる人材を看

があると思いました。

護の専門職として育てます」（2013年）と、発展
的な決意表明としての表現に変わってきています。

【部活動が盛ん】

それは、看護学科の教育方針がこの10年の間に教

これは、毎年、どの学生も挙げていました。想

員がどのように学生を育てていくかという方向性

像以上に「部活動が充実している」ことに驚いた

を明らかにするだけでなく、より具体的にどのよ

という意見もあり、
「浜松医大との交流戦は貴重」

うな看護職を育てるのかという覚悟を表している

だと考えている学生もおり、浜松医大との交流戦

と思います。私は2008年に滋賀医大に異動してき

で他大学の学生とのつながりもでき、その経験は

ましたので、着任する以前のことは想像するしか

貴重であるということ、そして「部活動で仲間を

ありませんが、大学案内に寄稿する学生は、伝え

思いやる気持ちを学んだ」と述べられていました。

たいとする内容に、それぞれの特徴があるように

部活動と同時にアルバイトに勤しんでいる学生も

思いました。ここで少し、そのメッセージの内容

多く、忙しいながらも充実した学生生活を送って

を分析して紹介したいと思います。

いる姿が目に浮かびます。

【アットホームな雰囲気】

【自然環境が最適】

どの学生も大学の規模は大きくはないが、大き

琵琶湖の眺望に癒され、木々などの「自然に囲

くないからこその良さとして、
「温かい雰囲気が

まれ、学ぶ環境として最適」で、「心地よい環境

ある」こと、「医学科の学生や先輩たちや先生と

と周りの人に恵まれている」と実感していました。

の距離が近い」ことを挙げていました。
「先生が

自然環境の良さは、「ゆったりとした流れの中で

親身になって相談にのってくれる」、「学生同士の

大学生活を楽しめる」ことにつながり、「自由で

つながりが濃い」ことで、それは、2005年から現

ゆったりした雰囲気」は「安心して通える大学」

在まで一貫して述べられていました。私も、着任

として、学生の学ぶ環境の良さに影響していると

した次の年に新入生の宿泊研修に同行し、一緒に

思われました。

飯盒炊爨をし、先生方の講義を受け、懇談会で話
し合うことで、教員や学生との会話を楽しみ、ま
た学生同士が仲良くなっていく様子を見守りまし

【感性を育成】
2008年頃から「幅広い教養を身に着けられる」、

た。和気藹々とした雰囲気は、入学した時から培

「興味あることを学んでいると実感できる」、「感

われていると感じました。

性とコミュニケーション能力の大切さを学ぶ」と
出てくるようになりました。看護を実践していく

【看護を学ぶのに適した大学】

うえで重要な資質は、感性の豊かさです。患者様

2005年には、「施設が充実し、勉強をするのに

の気持ちを推し量り、患者様の立場に立って考え

適している」というハード面での表現でしたが、

ることができなければ、良い看護はできません。

2010年には「将来に向けての授業内容が充実して

その感性を磨くために、
「人間と人間の関係」や「人

いる」
「看護の必要性や仕事のやりがいを教わる」
、

間と環境」というカリキュラムの充実を図り、そ

と、ソフト面での表現も出てきました。「時間を

れが「人間の生命活動」、
「専門看護」へとつながっ
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ていきます。

を具体化する。また、滋賀県内の看護師を対象と
した研修を積極的に推進し、県内の看護師の質向

【自分を切磋琢磨】
滋賀医科大学での学生生活は、どの学生も学業、

上に貢献する。
そこで、まず、これらのミッションに沿って、

部活動、アルバイトと毎日忙しく過ごし、充実し

看護学科の現状と目指すものについて、述べたい

た１年間として『あっという間の１年だった』と

と思います。

述べていました。それをメッセージという形で振
り返ることで、
「人として成長できる」、「自分自
身を深める」
、
「自分を磨きつつ楽しめる」、「やる
気になれる」
、
「視野が広がる」学生生活を送って
きたことに気づき、
「夢をかなえられる」ように
成長してきたことを実感していました。

滋賀医科大学の理念に基づき、幅広い教養と倫理
観とともに高い専門知識と技術を有し、病気や障
害を持つ人々だけでなく、一般市民の健康生活を
支援する等、時代や社会の要請に応じて保健医療
分野で活躍できる実践者及び研究者を育成する。

学部教育においては、教養科目における教育内
大学案内なので、どうしても良いことばかり挙

容とその方法を充実させ、学士力と社会人基礎力

げられるのは当然ですが、学生は、それぞれの時

の強化を図り、専門性の高い知識の教授と科学的

期で、滋賀医科大学医学部看護学科の「社会の要

根拠の基づいた技術教育により高い看護実践能力

請に応えられる人材を看護の専門職者として育て

を育成しています。教養科目で感性を磨きながら、

る」という教育方針を在学生のメッセージという

同時に基礎看護学を中心とした看護系科目を１年

形で具体化してくれました。つまり、大学案内で

生の時から学ぶことで、ライフスキルの向上を図

学生は、滋賀医科大学医学部看護学科は、【アッ

りつつ、看護技術を身に着ける過程を大切にして

トホームな雰囲気】があり、
【部活動が盛ん】で【自

います。看護は「実践の科学」とも言われ、実践

然環境が最適】な【看護を学ぶのに適した大学】

なくして看護はあり得ません。私たち看護職者は、

であること、そこで【感性を育成】し、【自分を

生活する全ての人々に「安心と安全」を提供する

切磋琢磨】できることをアピールしていました。

ことが重要な仕事です。そのために看護職者は

私たちは今後も学生のそうした期待を背負ってい

様々な工夫を日々考え、人々の生活に合わせた看

ることを認識しなければならないと思います。

護を提供させて頂いています。看護の知識や技術
が拙劣な看護師では、安全どころか不利益を与え

４．看護学科の現状と今後に目指すもの

てしまう存在になりかねません。私たち教員は、
学部学生が丁寧な看護が提供できるように心掛け、

2013年に行ったミッションの再定義では、滋賀

毎年、地域の実習指導者と本学教員との運営協議

医科大学医学部看護学科の強みや特色などの役割

会を開催し、看護教育を取り巻く課題の情報共有

として、以下の３点を挙げました。

と指導力の維持・向上を目指し、学生への実習環

滋賀医科大学の理念に基づき、幅広い教養と倫
理観とともに高い専門知識と技術を有し、病気や
障害を持つ人々だけでなく、一般市民の健康生活
を支援する等、時代や社会の要請に応じて保健医
療分野で活躍できる実践者及び研究者を育成する。
大学院では看護臨床教育者や看護管理者育成の
取組をはじめ、高い研究能力と科学的思考を有し
た質の高い看護系教育研究者の育成を推進する。
生活習慣病に関する研究や滋賀県の医療行政取
組への協力、企業と連携した疾病予防・療養支援
や健康等、社会的関心の高いテーマの研究実績や
地域連携の強みを活かした医療保健政策での支援
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実習運営協議会

滋賀医科大学の

境を整えています。

歩み

看護職の養成を目的として、2010年から2013年ま

幅広い視野から医療・看護を捉えることを目的

でミシガン州立大学連合との交流協定に基づき、

に医学科との合同講義や臨地実習を実施し、国際

看護実習等を通じた相互交流による教育・研修を

社会での看護活動のための授業科目を設定、地域

行いました。ミシガン州立大学と連携して学生・

基盤型教育に基づく人的資源を活用した講義や演

看護部職員を派遣し、ミシガンからの研修生を受

習なども行っています。また、倫理的感受性を向

け入れて、学部で講義等を行い、看護部では病院

上させるため、事例だけではなく批判的思考を強

見学等の実習を担当されました。それまでは国際

化できるCAI教材等の作成や、第３学年次編入制

交流支援室の担当者と国際看護活動論等の科目を

度により、看護師資格を持つ専門学校・短期大学
卒業者を受け入れ、学士力を備えた医療人及び研
究者の育成を行っています。
附属病院看護臨床教育センターで研修し、認定
された臨床教育看護師が、看護学科の演習におけ
る指導者として毎年教授して頂いています。また、
私たちも看護学科教員として、教員の看護技術の
保持・発展を目的として附属病院での臨床勤務も
導入しています。高い看護実践能力を持った看護
学士を輩出するために、看護基礎教育と臨床現場
との協働により看護教育を充実させています。
国際交流に関しては、国際感覚を持ち合わせた

認定看護師さんによる講義

臨床教育看護師による演習1

臨床教育看護師による演習2

臨床教育看護師による演習3

看護学科教員の臨床勤務
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楽しさを知り、教育への興味が湧くと大学教員を
目指そうとする大学院生も少なくありません。看
護系大学が増加する現状で、看護教員の質の低下
が懸念されているために、大学院修了後は看護教
員として活躍できるよう、修了後も学会や論文な
どの公表活動、博士課程に進学、研究協力など個々
に支援しています。複数指導体制によるプログレ
スミーティングでは、多様な視点に基づく助言を
ミシガンからの研修生への講義

受ける機会を継続し、発表会などでプレゼンテー
ション能力の育成を図っています。
看護学科が設置された1994年の看護系大学数は
30校でしたが、2014年には226校となり、７倍強
と激増しています。看護系大学の教員養成のため
にも優れた人材を研究者・教育者として輩出する
ことは必須です。私たちは、入学してくる大学院
生の多様なバックグラウンドに合わせて、大学院
生活や将来へのビジョンを含めたキャリアパスを
計画し、院生自身の個性や資質、価値観を把握し、
看護系大学の教員を目指す院生が目標を実現する
ために、継続的に支援しています。看護学科教員

ミシガン研修生フェアウェルパーティ

大学院充足率も高く、大学院教育は看護系大学教

担当していた教員が主に研修生の対応をしていま

員と高度専門職をめざしたキャリアデザイン支援

したが、2012年から看護学科国際交流検討ワーキ

となっています。

ンググループを立ち上げ（川畑摩紀枝委員長）、

今年度からは、大学院博士課程のアジア非感染

今後さらに看護学科全体として充実した国際交流

性疾患（NCD）超克プロジェクトの科目を宮松

となるよう準備をしています。

教授と川畑教授が担当されています。看護学科の

大学院では看護臨床教育者や看護管理者育成の取
組をはじめ、高い研究能力と科学的思考を有した
質の高い看護系教育研究者の育成を推進する。

大学院教育においては、高い研究能力と科学的
思考力を有した質の高い看護系研究者・教育者の
基盤を作り、将来の看護系大学での研究と教育を
リードできる人材を育てることと、高度専門職
コースでは、各専門看護領域で臨床をリードする
人材を育てることを目標としています。特に「看
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のきめ細やかな研究指導に定評があることから、

大学院教育のさらなるレベルアップを目指して行
きたいと思います。
生活習慣病に関する研究や滋賀県の医療行政取組
への協力、企業と連携した疾病予防・療養支援や
健康等、社会的関心の高いテーマの研究実績や地
域連携の強みを活かした医療保健政策での支援を
具体化する。また、滋賀県内の看護師を対象とし
た研修を積極的に推進し、県内の看護師の質向上
に貢献する。

護管理実践」では、附属病院と大学院の協働によ

看護学科教員の研究への意識は高く、科研費の

る大学院教育を展開し、豊かな知識と高い実践能

採択率は年々上昇しています。平成25年度科研費

力を兼ね備えた看護管理者の養成を目指していま

の応募率は100％で、採択率は72.2％でした。本

す。2012年度に「看護管理実践」で初めての修了

学が重点研究として位置付けている「生活習慣病

生が誕生しました。

予防」について、「禁煙外来、禁煙相談」、「女性

また、大学院入学者のほとんどが社会人という

の健康に関する職域研究」、「脳卒中市民啓発に関

現状ですが、研究活動を進めていくうちに研究の

する介入研究」等が行われ、「社会的関心の高い

滋賀医科大学の

歩み

コースの実現を目指しています。
こうして、看護学科は設立当初から、人を包括
的に理解すること、看護学の基礎理論や技術を身
に着けること、健康上の問題のある人々への看護
展開のあり方を教育・研究すること、地域の中で
生活する人々への健康支援を行うことを、切れ目
なく継続してきたんだなあと実感しています。

５．おわりに
修論発表会

私は、滋賀医科大学に来た時に、医師の方々が
看護師や看護学科教員の研究に、ごく自然に協力

テーマ」
についても、
「高齢者の嚥下食の食事援助」、

をされているのを見て、とても感動したことを覚

「採血教材の開発」、
「腹圧性尿失禁の改善」、
「マッ

えています。また、事務職員の方々の勤勉さと教

トレスの固さによる脊柱への影響」、「希少難病の

員に対する心配りにも感銘を受けました。授業や

ある子どもへの包括的支援」等、臨床研究や疫学

実習のサポート、会議やイベントでのサポートに

研究を実施しています。企業との共同研究により、

は、本当に感謝しています。

疾病予防・療養支援等も活発に行われています。

滋賀医科大学の良さは、それぞれの仕事に謙虚

滋賀県の生活習慣病対策等に関連する運営委員

な姿勢で専門性を発揮しながら、大学と病院、医

の任命を受け、県内外や海外の状況に関する資料

学科と看護学科、看護学科と看護部と連携できる

収集や情報提供、学術的助言を行い、研究成果を

良さだと思います。それは、学生に実習中に何ら

反映させた健康政策の展開を支援しています。ま

かのトラブルが発生しても、すぐに共有して対応

た、県内の看護の質的・量的地域格差を解消する

できていることにも象徴されています。学生の素

ため、多くの研修会を企画・運営・支援していま

養は「今どきの若者」と表現されるように、時代

す。

とともに変化していきますが、例えば、看護学科

看護臨床教育センターの設置により、附属病院

と看護部が密な情報交換で常に共通認識を持ち、

看護部と看護学科のユニフィケーションによる看

柔軟な姿勢を持って、その学生らしさを大切にし

護教育プログラムが展開されていますが、滋賀県

た実習指導等を行っていることもその一つです。

では県行政および看護協会による在宅看護の体制

今後もこの仕事への姿勢と連携を大切にして、

強化が促進されており、平成26年度からは新卒の

【アットホームな雰囲気】があり、
【部活動が盛ん】

訪問看護師を養成するプログラムが運用されてい

で【自然環境が最適】な【看護を学ぶのに適した

ます。今後は、療養者および家族の多様な生活歴

大学】であること、そこで【感性を育成】し、
【自

や価値観の理解に基づく看護実践能力を高め、在

分を切磋琢磨】できる、常により良い教育・研究

宅療養を支える在宅看護の専門家として基礎的実

を目指す看護学科として、精進していきたいと思

践能力を持った在宅看護活動が展開できる人材を

います。

育成するために、看護部と看護学科による教育
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写真で綴るこの十年
● 平成16年／2004
４. １

・国立大学法人滋賀医科大学設立
・学外有識者会議の設置（運営諮問会議の廃止）
・医療人育成教育研究センターの設置
・睡眠学講座（寄附講座）を開設
・情報収集分析室、監査室の設置
・中央診療施設等及び特殊診療施設を改組し、中央診療部
（15部）
、医療安全管理部、地域医療連携部、医療研修部、
卒後臨床研修センター及び治験管理センターに再編
・救急・集中治療部の設置
（救急部及び集中治療部の廃止）

６. ３

・スキルズラボの設置

８. １

・臨床工学部の設置

10. ２

・開学30周年記念式典を開催

スキルズラボ

● 平成17年／2005
４. １

・基礎医学講座の再編（28講座となる）
・解剖学第一講座、解剖学第二講座を解剖学講座に、生理学第一講座、生理学第二講座を生理学講座
に、生化学第一講座、生化学第二講座、放射線基礎医学講座を生化学・分子生物学講座に、病理学
第一講座、病理学第二講座、微生物学講座を病理学講座に、予防医学講座、福祉保健医学講座、法
医学講座を社会医学講座に統合
・実験実習支援センターの設置（医学部附属実験実習機器センター、放射性同位元素研究センターの
廃止）
・化学療法部の設置

８. １

・栄養治療部の設置

● 平成18年／2006
４.20

・附属病院玄関にバス乗り入れ

６.29

・バイオメディカル・イノベーションセンターの設置

10. １

・産科婦人科を母子診療科、女性診療科の２つに分離

● 平成19年／2007
２. １

・滋賀医科大学保育所の設置

４. １

・腫瘍センターの設置

６. １

・ペインクリニック科の設置

７.10

・ベトナムから看護師の研修受入

８.31

・Ｄ病棟竣工

９. １

・地域医療システム学講座（寄附講座）の開設

附属病院玄関にバス乗り入れ

ベトナムから看護師の研修受入
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滋賀医科大学の

歩み

● 平成20年／2008
１. ９

・家庭医療学講座の開設

３.31

・大 津赤十字病院との本学関連教育病院に関する協定を
解消

４. １

・リハビリテーション科の設置

６. １

・感染制御部の設置

７. １

・患者支援センターの設置
・膳所高等学校と高大連携事業協定を締結

９.24

・長浜バイオ大学と戦略的大学連携協定

９.25

・産学連携推進機構の設置

10. 5

・病院開院30周年式典を開催

● 平成21年／2009
４. １

膳所高校と高大連携協定

病院開院30周年式典

・医師臨床教育センター設置（卒後臨床教育センター廃止）
・分子神経科学研究センターの改組（研究分野）神経難病
研究推進機構の設置

４. ６

・クリエイティブ モチベーション センターの設置

４. ７

・総合がん治療学講座（寄附講座）の開設

10. １

・業務改善ポスター発表会を開催

10.20

・腫瘍内科の設置

12. １

・看護臨床教育センターの設置

業務改善ポスター発表会

● 平成22年／2010
２.16

・オタワ大学と協定

３. １

・院内助産所の設置

４. １

・地域周産期医療学講座（寄附講座）の開設

６. ８

・看護スキルズラボ開所

６.18

・地域医療再生計画にかかる寄附講座の設置協定締結

６.19

・総合内科学講座、総合外科学講座の開設

７. １

・医学部附属病院の病床が６床増床（計614床）

８. ８

・中国東北大、長浜バイオ大との３大学協定

10. １

・地域精神医療学講座（寄附講座）の開設

11.29

・基礎・臨床融合研究発表会（第１回）

看護スキルズラボ

地域医療再生計画

オタワ大学と協定

基礎・臨床融合研究発表会
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● 平成23年／2011
3.12

・東日本大震災へ本学DMATチーム（災害派遣医療チーム）を派遣

5.26

・京都橘学園と協定

7. 1

・男女共同参画推進室の設置

8. 1

・化学療法部を廃止（腫瘍センターの部門とする）

10. 1

・臨床研究開発センターの設置
（治験管理センターの廃止）

11.10

・マレーシア国民大学と学術交流協定締結

DMATチーム派遣

マレーシア国民大学と協定

● 平成24年／2012
3.14

・スチューデントドクター認定式（第1回）

3.31

・総合がん治療学講座（寄附講座）の廃止

4. 1

・地域生活看護学講座を公衆衛生看護学講座に名称変更
・精神科神経科を精神科に名称変更
・臨床遺伝相談科の設置
・中央診療部、医療安全管理部等の各部を改組し、中央診療部門、中央手術部門、
診療・教育・研究支援部門に再編

5.26

・病院再開発記念式典

9. 1

・滋賀県医師キャリアサポートセンターの設置

10. 1

・臨床腫瘍学講座の開設

11. 7

・ナイロビ大学、ケニア中央医学研究所と協定締結

11.21

・浜松医科大学と協定締結

スチューデントドクター認定式

病院再開発記念式典

ナイロビ大学、ケニア中央医学研究所と協定締結
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滋賀県医師キャリアサポートセンター設置

浜松医科大学と協定締結

滋賀医科大学の

歩み

● 平成25年／2013
4. 1

・アジア疫学研究センターの設置（生活習慣病予防センターの廃止）

5. 2

・手術支援ロボットdaVinciサージカルシステムを導入

6.28

・メディカルミュージアム開所

10. 1

・滋賀医科大学女性研究者賞授与（第1回）
・アジア疫学研究センター開所

11.18

・国際交流協定締結大学等との国際シンポジウムを開催

da Vinci導入

メディカルミュージアム

女性研究者賞授与

アジア疫学研究センター開所

国際シンポジウム開催

● 平成26年／2014
1. 1

・小児発達支援学講座（寄附講座）の開設

4. 1

・MR医学総合研究センターを分子神経科学研究センターに統合
・総合内科学講座、
総合外科学講座を開設（総合内科学講座（寄附講座）、総合外科学講座（寄附講座）
の廃止）
・病理診断科の設置
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法人化後の施設整備の状況について
施設課

はじめに
平成16年４月に「国立大学滋賀医科大学」から
施設設備を受け継ぎ、
「国立大学法人滋賀医科大
学」として法人化しました。 法人化当初、施設
設備の整備･活用等に関する目標として、「大学施
設を社会資本整備の観点に立って重点的かつ計画
的に整備する。
」
「また、キャンパスは「びわこ文
化公園都市構想区域」の静かな丘陵地帯に広がっ
ており、施設整備は周辺の景観との調和に配慮し
て行う。
」を掲げて施設整備を推進しました。
法人化から10年を経た現在、「教育・研究・診

臨床研究棟耐震改修状況

療等の体制に対応し、環境に配慮した安全で人に
優しいキャンパス環境創造を目指す。
」を第二期
の中期目標に掲げて、施設設備の整備や環境保全
等の推進に向け、大学構成員が一体になり、前進
することを目指しています。

耐震化事業の実施
本学の施設の多くは、昭和50年代前半に建設さ
れ、
建築基準法の大きな改正（新耐震基準）があっ
た昭和56年以前の建物であるため、大地震の際に
建物の倒壊の危険がありました。附属病院につい
ては、平成17年からスタートした病院再開発事業
において耐震化の推進を行い、平成23年度に再開

基礎研究棟耐震改修状況

アスベスト除去の実施

発を完了しました。校舎等の病院以外の建物につ

施設環境における建築資材の負の遺産として、

いては平成19年に臨床研究棟、平成21年に基礎研

PCB、アスベスト、ダイオキシンなどの問題があ

究棟及び一般教養棟、平成25年に福利棟、中央機

ります。アスベストについては、平成18年に石綿

械棟の煙突の更新、そして平成26年度、図書館と

を0.1%以上含む製品が規制対象へと改定された

管理棟の耐震改修事業を実施予定であり、キャン

ことにより、同年、本学においても、除去工事や

パス内の教育・研究・診療施設の耐震化を完了す

封じ込め工事を実施しました。またPCBについて、

る予定です。

本学の設立はPCBの製造が禁止された後でしたが
低濃度のものについては学内で見つかっており、
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滋賀医科大学の

歩み

順次、適法処分を進めています。

医学科の学生定員増に対応した施設の整備
平成16年の法人化の時の医学科の入学定員は第
２年次後期編入学を加え95名でしたが、その後、
地域医療を担う医師の育成等の要請により、117
名に増加しました。医学部定員増の対応として、
平成24年度基礎実習棟の増築と内部機能改修、平
成25年臨床講義棟改修を実施しました。また、平
成26年度、スキルズラボ棟を建設中です。

アジア疫学研究センター外観

安全安心な施設設備へ
平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、
東北・関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被
害をもたらしました。本学においても、震災を教
訓として、インフラ設備の地震時の安全対策の強
化、電源や水の供給の二重化などの対策の重要性
を見直し、平成24年度には、非常用の自家発電設
備の更新と増設、平成25年に、受水槽の耐震化、
中水設備の更新を実施しました。
臨床講義棟講義室３（改修前）

自家発電設備（中央機械棟）更新後
（改修後）

大学の特性や強みを支援する施設整備
我が国が直面する課題に対して、国立大学法人
が「知の拠点」として、大学改革において果たす
べき役割は大きく、本学においてもミッションの
達成のため、本学の理念や強み・特色を活かした
教育・研究を支援する施設の整備を実施していま
す。平成25年度には、アジア疫学研究センター棟
を新営しました。

受水槽の耐震化完了
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新たな整備手法による整備
法人化後、国立大学法人の施設整備に係る経費

団法人省エネルギーセンター主催「平成19年度省
エネルギー優秀事例全国大会」において「省エネ
ルギーセンター会長賞」を受賞しました。

については、施設整備費補助金を国から措置する
ことになりました。しかしながら、施設設備の老
朽化、実験研究の変化や新たなニーズに対応する

施設マネジメントをトップマネジメントへ

整備については、追いついていません。本学では

「既存施設の点検評価を行い、教育・研究・診

施設整備費補助金ではなく目的積立金や寄付金等

療スペースの有効利用を図るとともに大学として

を活用した新たな整備手法として、平成18年バイ

の施設設備の整備に係る基本方針及び長期的な構

オメディカル・イノベーションセンター、平成21

想を明確化し、重点的かつ計画的な施設・設備の

年クリエイティブモチベーションセンター、平成

更新及び整備を実施することにより、国際的水準

25年D病棟ピロティ増築工事を実施しました。

を満たす教育研究診療環境の効果的かつ効率的な
整備に努める。」このことを、学長、理事、教職
員などすべての構成員の認識を高め、トップマネ
ジメントとして、キャンパス環境の向上を目指し
ていきます。

バイオメディカル・イノベーションセンター新営

環境マネジメントの取組について
平成17年度より環境
報告書の作成および公

D病棟ピロティ増築外観
（増築前）

表を行い、環境対策へ
の取組や省エネ活動を
推進しています。また、
平成18年度～平成21年
度にかけて蒸気配管の
放熱対策や、ボイラ燃
料の都市ガス化等の学
内ECSOを 実 施 し、 財

（増築後）
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第２章

トピック

TOP I CS
総合がん医療推進研究について

臨床腫瘍学講座 教授

醍醐 弥太郎

総合がん医療推進研究は、滋賀医科大学の５つ

行い、それらに基づき（１）低分子化合物、核酸

の重点研究プロジェクトの一つとして、がん先進

薬、モノクローナル抗体、がんペプチドワクチン

医療や個別化（オーダーメイド）医療開発を中心

の開発に有用な新規分子標的候補の同定と機能解

に研究活動が推進され、長期的に本学のがん研究

析、（２）抗がん剤感受性予測法の確立、（３）が

の中心テーマとなることが期待されている。2008

んのリスク診断、早期診断、分子病期診断に有用

年の滋賀県がん診療高度中核拠点病院指定、2009

なバイオマーカーを複数同定して、生命予後の延

年滋賀県寄附講座・総合がん治療学講座の設置、

長に寄与しうる統合的ながん病態診断システムの

2012年大学院医学系研究科・総合がん治療学分野

構築を行い、研究成果がNature Genetics誌２報、

の設置等の附属病院および大学内の体制整備と並

Nature Communications誌２報を含む多数のイン

行して研究実績が積み重ねられてきた。現在は、

パクトのある国際学術雑誌や新聞等に掲載され高

医学部臨床腫瘍学講座をコーディネーターとし

い評価を得ている。

て、がん研究に関わる基礎医学、臨床医学系講座
の担当教員が本プロジェクトに参加し、連携をと
りながら個性的ながん研究を推進している。これ
までの主な研究活動は以下のとおりである。

３．先進医療開発研究
がんの先進医療開発において、がんペプチドワ
クチン療法の臨床開発研究の臨床試験を滋賀医科

１．バイオマーカー探索研究

大学附属病院で実施しており、厚生労働科学研究
費補助金「難病・がん等の疾患分野の医療の実現

ゲノム・プロテオーム解析技術を多数の臨床試

化研究事業」の代表研究者、医師主導治験調整施

料の解析に応用することにより、難治性がんの発

設として、総合がん医療推進研究担当教員を複数

生・悪性化の機構を分子病態の面から解明してが

含む肺がんペプチドワクチン治験の統括・実施体

んの新規分子標的薬やがん免疫療法およびがんの

制を構築して、滋賀医大が初めて治験中心施設と

予防と早期診断法の開発、ならびに、がんの分子

なる治験届が医薬品・医療機器総合機構（PMDA）

病態診断に基づいて発がんリスクを予測する、も

で受理され試験実施中である。本研究では、臨床・

しくは薬物療法開始前にその効果を予測し、最適

基礎医学研究、トランスレーショナルリサーチか

な治療を選択するオーダーメイド医療の開発研究

ら創薬開発研究と医師主導治験をはじめとする臨

に取り組んでいる。これまでに肺がん、乳がん、

床試験まで一貫して進められており、実務を通し

頭頚部がん、
大腸がん、乳がん等の診断バイオマー

た本学内における先進医療開発に関わる医療人の

カーが同定され、その成果が国際学術雑誌や新聞

育成にも貢献している。

等に掲載され高い評価を得ている。

２．創薬シーズ探索研究と個別化（オー
ダーメイド）医療開発研究
文部科学省科学研究費補助金・新学術領域研究
「がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動」の

４．国際交流
SUMSプロジェクト等より積極的に留学生を受
け入れ、大学院に入学させている。また、国際共
同研究を積極的に推進し、国際学会にも毎年演題
発表を行っている。

臨床診断研究支援活動・班長施設として、独自に
構築したヒト遺伝子の90%以上を網羅するcDNA
マイクロアレイと正確な臨床情報を備えた５大が
ん等約5,000症例の組織マイクロアレイシステム、
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５．学内連携の強化
第８回基礎・臨床融合の学内共同研究発表会

ハイスループット血清ELISA等の解析技術を独

（2012年７月17日）の開催に取り組み、学内で初

自に構築してがん組織と血清試料の体系的解析を

めてのがん研究に特化した基礎医学講座と臨床医

学講座が融合した共同研究プロジェクトを引き続
き連携を深めながら推進している。

TP63遺伝子上の肺癌関連SNPsの同定
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TOP I CS
アジア疫学研究センター

アジア疫学研究センター

我が国唯一の疫学研究拠点

センター長

三浦

克之

疫学研究センターは、アジアにおける疫学研究の
拠点として、循環器疾患や糖尿病を中心とした各

疫学研究では大規模な集団に対する長期間の調

種疾患に関する最先端の疫学研究、国際共同疫学

査が必要となるため、欧米では膨大な時間と人

研究の推進を図り、アジアを中心とする国際共同

員、研究費が投入されてきました。これら欧米諸

疫学研究と、滋賀を基盤とする最先端地域疫学研

国と比較すると、日本やアジアでの疫学研究は遅

究という二つの研究分野と、生活習慣病疫学の専

れを取っており、研究基盤を強固なものとするた

門家育成のための大学院・社会人教育の推進を目

め、個人情報や生体試料管理のための専門施設の

標としています。

設置、研究調査に用いるリサーチクリニックの

平成25年10月１日に開所記念式典を挙行し、翌

整備、および専門スタッフの育成などが課題と

10月２日にはピアザ淡海・滋賀県立県民交流セン

なっていました。これらの課題に対応すべく、滋

ター（滋賀県大津市）において「開所記念国際シ

賀医科大学アジア疫学研究センター（Center for

ンポジウム」を開催しました。本シンポジウムで

Epidemiologic Research in Asia: CERA）は、平

はその開所を記念し、Imperial College London

成24年度文部科学省施設整備予算（最先端研究施

のPaul Elliott教授の他、アジアの提携校から当該

設）により、我が国初の総合研究棟「疫学研究拠

分野の研究者を招待し、「アジアのための国際共

点」として整備されました（センター長：社会医

同疫学研究の展開」をテーマとしました。当日は

学講座公衆衛生学部門教授三浦克之）。

100名以上の参加者が集まり、Paul Elliott教授、

アジア疫学研究センター内には、マイナス80度

Robert D. Abbottアジア疫学研究センター特任教

で生体試料を保存する保管室、データ解析室、地

授の基調講演に聞き入るとともに、国際シンポジ

域住民の協力を得て問診や検査などを行うための

ウムでは、活発な討論、意見交換が行われ、盛会

リサーチクリニック、食事と疾病との関連を調べ

裏に終了しました。今後の国際共同疫学研究推進

る摂食試験用食堂などを備えています。また、膨

が期待されるところです。

大な個人情報を扱うため、侵入者や情報漏洩を防
ぐ厳しいセキュリティー対策が導入されており、
「滋賀脳卒中データセンター」の事務局も併設さ
れています。

生活習慣病予防に資する研究成果の創出、
人材育成を目標に掲げて
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博士課程教育リーディングプログラム「ア
ジア非感染性疾患（NCD）超克プロジェ
クト」：アジアのトップリーダーとして活
躍するNCD対策の専門家養成を目指して
さて、本センター開所と時を同じくして、滋賀
医科大学では、「アジア非感染性疾患（NCD）超

心臓病・脳卒中などの循環器疾患、およびその

克プロジェクト」
（プログラムコーディネーター：

危険因子である糖尿病・高血圧・脂質異常症など

三浦克之）と題して、アジアのトップリーダーと

の生活習慣病の増加は、我が国のみならずアジア

して活躍するNCD対策の専門家の育成を目的と

諸国においても深刻な健康問題になっています。

した、文部科学省・博士課程教育リーディングプ

しかしながら、これらアジア諸国では、循環器疾

ログラム（オンリーワン型）が採択されました。

患や糖尿病の有病率・罹患率、その原因となる生

本プログラムでは、日本およびアジア諸国から

活習慣や遺伝的要因等について十分に解明されて

医療従事者、行政官、健康・医療関連企業のスタッ

いません。これまで我が国で培われた疫学研究の

フなど博士課程で学ぶ人材を集め、滋賀医科大学

経験と技術がアジア諸国での疾病予防や健康寿命

における充実した生活習慣病疫学研究の基盤を最

の延伸のために必要とされており、アジアのリー

大限に活用した教育を通じ、NCDに関する医学

ダーとして我が国の果たすべき役割はますます大

的知識、疫学方法論をはじめとした高度な科学技

きくなっています。以上の背景を踏まえ、アジア

術、アジアの公衆衛生改善に対する構想力を兼ね

備えた、産学官を横断する人的ネットワークをも

る「武者修行」、単科医科大学のもつ機動性を生

つ、バランスのとれたリーダーを養成することを

かした学内の教育資源・研究資源を重点的に投入

目的としています。これにより、国内外の産学官

した全学的な教育体制、奨励金制度など経済面も

の広い分野においてアジア太平洋州のトップリー

含め修学に集中できる環境などが挙げられます。

ダーとして活躍するNCD対策の専門家を育成し
アジア疫学研究センターは、日本で唯一の疫学

ます。
本プログラムの特徴としては、教育・研究指導

研究拠点として、生活習慣病予防に資する疫学的

の国際化を図り論理的議論を英語でできるグロー

エビデンスの創出、およびトップリーダーとして

バルリーダーの養成、本学が有する多彩なグロー

グローバルに活躍できる専門家育成に取り組み、

バルネットワークを活用した欧米・アジア等の提

21世紀の健康問題の核心的課題であるNCDの解

携校・研究機関・行政機関・健康関連企業におけ

決と、健康寿命の延伸に寄与していきます。

アジア疫学研究センター
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TOP I CS
「里親」学生支援事業

里親学生支援室長

１．
「里親」学生支援事業のはじまり

垰田

和史

稿執筆時点では、新入生は未登録のため）70人を
超える登録数となっている。また、里親の登録数

入学時には「滋賀県で将来活動しても良い」
「滋

も70人を超え、プチ里親も20人近い。クラブの先

賀県に関心がある」と考えている学生が約４割い

輩でもある里親の先生と一緒にテニスをして楽し

る。しかし、学年が上がるに従って「漠然とした

かった事を学生が報告してくれたり、学生と交流

将来への不安」や「地方都市に対する根拠のない

していると自分も学生時代の新鮮な気持ちに立ち

否定的なイメージ」によって、
「初心」が揺らい

返れると、里親の先生からも評価を得ている。

で行く。学生の「初心」を育み、根拠のない不安

2008年の夏の湖北・長浜地域をかわきりに、夏冬

を打ち消すためには、実際に地域で活躍しておら

の年２回実施してきた地域理解のための宿泊研修

れる医師や看護師の方々と交流して滋賀での働き

は、６年間で延べ12回となり、県下医療圏を二巡

がいを学ぶことが有効なのではないか。また、県

した。県内でも豪雪地域を診療圏にもつ湖北地域

下各地の豊かな自然や文化に触れ地域の魅力を知

の病院を訪問した第一回目の研修では、公民館で

ることが、医師・看護師としての将来の進路選択

実施されている僻地診療に同行させていただき、

時の有効な情報になるはずとの考えに基づき、文

診療の終わった患者の方々と学生が交流し、僻地

部科学省の平成19年の学生支援GPに応募した。

の巡回診療の大切さや医師と患者の絆の深さを学

これが現在の
「里親」
学生支援事業の始まりである。

生たちは学んだ。教職員も、この宿泊研修を通じ
て、学内の教育では提供できない確かな学びがあ

２．
「里親」学生支援事業の骨格
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ることに確信を持つことができた。また、東近江
地域の宿泊研修で、医師・看護師不足のために閉

本事業の中心企画は、入学時に「将来、滋賀県

鎖されている病棟を見学した際には、学生たちは

で活動するかもしれない」と思っている学生を対

言葉を失っていたが、研修後には「滋賀の医療の

象に、地域で医師や看護師として活躍しておられ

現状がわかった。そして、危機的状況を回避する

る方々が「里親」となり、また、住民や患者の方々

力を持っているのが、僕たちであるということも

が「プチ里親」となって、学生と交流することで

はっきりとわかった。」と、自覚ある感想文が提

ある。また、学生が地域を訪問し、地域の医療の

出された。里親やプチ里親との交流や、地域の魅

現状を知ったり、住民の方々と交流したり、自然

力や厳しい現実を知る宿泊研修を柱とする本事業

や文化に触れる事で地域理解を深める事も企画の

は、新聞やラジオ・テレビでもたびたび紹介され

柱となっている。こうした企画は、全国的に見て、

ている。また、本事業では広く県民に対して、ホー

人口あたりの医療機関数や医師、看護師数が乏し

ムページや１万部を超える広報誌を通じて情報を

い滋賀県の現状に対して、県内唯一の医育機関の

発信している（写真参考）。2014年３月には、本

役割や責任について学内的な議論を重ねる中で立

事業の支援を受けた医学科学生が初めて卒業した

案された。

が、県内研修機関の選択率は有意に高かった。

３．
「里親」学生支援事業の活動と成果

４．NPO法人「滋賀医療人育成協力機構」の誕生

2007年の10月から2011年の３月までは、文部科

文部科学省から支援を受けた学生支援GP『地

学省から支援を受けた学生支援GP『地域「里親」

域「里親」による医学生支援プログラム』が2011

による医学生支援プログラム』として、2011年４

年の３月に終了することを前提に、本学は2010年

月からは本学の独自事業として取り組んでいる。

９月に「滋賀の医療と医師・看護師養成を考える」

2008年の４月時点では、「里親」による支援を受

シンポジウムを開催した。シンポジウムでは『地

けたいと申し出た学生は１年生160人の中で18人

域「里親」による医学生支援プログラム』の成果

だったが、2014年４月には２年から６年まで（本

を踏まえて、大学だけでなく、滋賀県全体が持っ

ている社会的、人的、財政的資源を活用して医療
人の育成・支援を行なう組織の必要性を提起した。

５. おわりに

この提起は、シンポジウムに参加した滋賀県、県

ここまで、「里親」学生支援事業の歴史と活動

医師会、県看護師協会、県病院協会など幅広い県

の概要を記してきた。滋賀県の医療の担い手を育

民・組織の賛同を得て、2011年３月にNPO法人「滋

成することは本学の使命ではあるが、本学だけで

賀医療人育成協力機構」が設立された。NPO法

成し得ることではない。地域の人たちやNPO法

人「滋賀医療人育成協力機構」は、「滋賀県民の

人「滋賀医療人育成協力機構」とともに、６年先、

生活や文化・自然を理解し『滋賀県が好き』な医

10年先を見据えた
「里親」
学生支援事業に努めたい。

療人を、県民や県下の関係機関が協力して育成支
援すること」を目的としており、現在、「里親」
学生支援事業の力強いパートナーとして活動を展
開している。

めでる

滋賀医大『里親GP』学生支援ニュース
医学生・看護学生と地域住民をむすぶコミュニケーションマガジン
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TOP I CS
地域医療再生モデル事業

総合外科学講座

教授

来見

良誠

人口の地域偏在や高齢化による疾病構造の変

内科学講座と総合外科学講座が設置されました。

化、新臨床研修システムの導入による医師の偏

寄附講座の拠点を国立病院機構 東近江総合医療

在、診療科の細分化による機能的医師不足、医療

センターに設け、医師を派遣するという取り組み

機関の地域偏在など、いくつかの要因が複雑に絡

は全国的にもめずらしい画期的な試みで、“地域

み合って引き起こされる地域医療の衰退に対する

医療再生モデル事業”として現在進行しています。

地域医療再生は容易ではありません。このような

中核病院としての東近江総合医療センターは、

難問に積極的に取り組み、効果を上げている東近

急性期医療を中心に提供し、東近江市で不足して

江における“地域医療再生モデル事業”について、

いる救急の分野を充実させるとともに、小児科、

ご紹介いたします。

産婦人科、整形外科などをはじめ幅広い疾患に対
応が可能な体制となりました。能登川病院および

地域医療再生計画

蒲生病院（現・蒲生医療センター）は、急性期医
療機関を後方支援・前方支援する医療機関として

東近江地域における医療問題を関係機関別に解

整備し、病院再編成を契機としてそれぞれの医療

析すると、①国・県は地域医療の再生、②東近江

機関の長所を最大限に生かした医療連携体制を構

市は地域医療の再生と同時に、市町合併で保有す

築中であります。

ることになった公的3病院（能登川病院・蒲生病院・
国立滋賀病院）の経営安定化、③国立病院機構で
は医師の引き上げにより斜陽化した滋賀病院の再

寄附講座の開設

建、④大学では地域医療教育施設の充実のための

平成23年1月、総合内科学講座（初代教授：辻

第二教育病院の確保、など様々なニーズがあり、

川知之）
・総合外科学講座（初代教授：来見良誠）

これらを地域医療再生モデル事業の中に組み込む

が開講いたしました。平成23年4月には在籍出向

方策が考案されました。公的資金を投入し、公的

の形をとり、国立病院機構滋賀病院での診療を開

3病院の集約化と再編および320床の中核病院を中

始いたしました。平成23年4月には総合内科学講

心に地域完結型医療システムの構築を推進し、大

座に准教授3名（杉本俊郎／大西正人／五月女隆

学では医師の派遣と学生・研修医の教育機関とし

男）
・助教3名（前野恭宏／松山千穂／仲川宏昭）、

ての充実をめざし、滋賀県地域医療再生計画がス

総合外科学講座に講師1名（菊地克久）・助教1名

タートいたしました。

（佐藤浩一郎）が就任し、体制を整備してきまし
た。両講座とも、滋賀医科大学との強固な協力体

地域医療再生モデル事業
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制のもと、組織的な地域医療の再生及び確立のた
め、国立病院機構東近江総合医療センターを滋賀

平成22年1月に策定された「滋賀県地域医療再

医科大学の「第二教育病院」として教育研究の活

生計画」に基づき、東近江市の国公立3病院（国

動拠点とし、臨床研修医の臨床能力向上を図ると

立病院機構滋賀病院、東近江市立能登川病院、東

ともに、総合診療の研修指導や地域医療を担う医

近江市立蒲生病院）の集約化、再編が行われ、国

師の養成と確保に努めています。平成25年4月か

立滋賀病院はH23年には180床、H24年には220床、

らは、総合内科学講座（教授1名・准教授3名・講

H25年には320床に増床し、地上7階建ての新病棟

師1名・助教1名・客員准教授1名・非常勤講師7名・

の完成とともに地域の中核病院となり「国立病院

客員助手2名：計16名）、総合外科学講座（教授1名・

機構東近江総合医療センター」と名称変更いたし

講師2名・助教1名・臨床教授1名・客員准教授1名・

ました。同時に、平成22年6月に締結した「寄附

非常勤講師10名・客員助手4名：計20名）の大き

講座の設置に関する協定書」に基づき、滋賀県、

な講座となりました。そして、滋賀県からの寄附

独立行政法人国立病院機構及び東近江市の要請を

が終了した平成26年4月以降は、両講座は滋賀医

受け、滋賀県の寄附により滋賀医科大学内に総合

科大学の講座となっています。

滋賀医科大学の役割

与しています。
地域医療再生モデル事業の一環として東近江保

近年、臓器別・機能別に診療科が専門分化され

健医療圏において、①地域医師会との連携、②救

ていることは珍しくはありません。確かに、この

急医療の充実、③地域住民への健康に対する自己

ような診療は、専門性の追求においては有意義で

管理の啓発、④病診連携パスの運営、⑤災害医療

すが、地域医療の現場で求められる全人的医療を

への取り組み、⑥産科診療の充実、⑦小児診療の

行う医師を養成する教育現場においては、十分と

充実などに取り組んでまいりました。具体的には、

は言えません。総合的な知識と技術を兼ね備えた

①産科診療の再開、②臨床談話会開催（2回／年）、

医師を育成し、内科系・外科系領域の診療の更な

③市民公開講座開催（2回／年）、④大規模災害訓

る充実を図るため、総合内科学講座・総合外科学

練、⑤がん診療研修会開催（1回／年）、⑥糖尿病

講座が設立されました。臨床教育・診療の拠点を

教室開催、⑦滋賀医大との合同CPC、⑧滋賀医大

国立病院機構東近江総合医療センターに構え、併

とのテレビ会議開催（3回）などをおこなってま

存疾患や背景の異なる個々の患者を全人的に診療

いりました。平成26年度からは、スキルスラボの

し、最善の医療を提供するため、高い専門性のみ

整備により大学とほぼ同程度の設備を導入し技術

ならず、各科の垣根を越えた機能的なチーム医療

の向上を図っています。

を実践できるようスタッフ一同、日夜研鑽してお
ります。

地域の中核病院として地域医療の充実を目指す
とともに、滋賀医科大学の第二教育病院として総

滋賀医科大学の役割 としては、①東近江地域

合診療のできる医師を育成し、国立病院機構とし

の医療を支えるため、安定的に多数の医師を派遣

ての政策医療を推進できる医療機関となる事に

し、良質な診療を行うとともに、24時間体制で時

よって、地域医療再生モデル事業を達成したいと

間外・救急診療への対応を行い、さらに通信回線

思っています。

を使った遠隔での病理診断や画像診断をおこなっ
ています。②東近江総合医療センターを本学の
「第二教育病院」と位置づけ、医学部学生の臨床
教育、初期研修医の指導、卒後医師の実施研修等
を行い、医師の総合診療能力の向上に努めていま
す。③テレビ会議システムの導入で、滋賀医大と
双方向の通信を行い、リアルタイムにカンファレ
ンスを行っています。④教育・研修体制のさらな
る充実に向け、本学では東近江総合医療センター
の全医師に非常勤講師または客員助手の称号を付
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TOP I CS
国際交流

十年間の実績

国際交流支援室長

相浦

国際交流事業は、残念ながら財源を生み出すこ

し、海外自主研修先として学部学生の受け入れを

とがないどころか、かなりの資金を必要とする事

依頼するとともに、本学では、オタワ大学からの

業である。短期的にみると道楽にさえ思えるかも

大学院生を受け入れ、現在、1名が在籍している。

しれない。しかし、いにしえのギリシャ人が言っ

また、マレーシア国民大学との交流を2011年に開

たように、シンポジウムとは「ともに飲（食）す

始しており、歴史の浅いなかで、分子神経科学研

ること」であり、それによって、単なる議論より

究センターを中心に共同研究や大学院生の受け入

も遥かに多くのものを引き出すことができる。

れを盛んに行っている。また、2013年からは本学

開学30周年記念式典は、多くの内外の参加者を

学生の海外自主研修先として現地を訪問するよう

得て盛大に開催された。その後の十年間はさらに

にもなった。さらにこの十年の間には、初めてア

海外への拠点を拡げた十年と言えよう。協定校の

フリカとの協定にこぎつけており、ナイロビ大学、

中には、交流が途絶えがちになっているところも

ケニア中央医学研究所の両機関と協定を締結した

出始めているが、両機関のトップが双方向で訪問

（2012年11月）。海外自主研修先として希望者が

をして、幾つかの部署にわたって交流を進めてい

多いこともあり、政情が安定して交流を再開する

るところは、交流がますます盛んになる傾向にあ

ことが強く待たれている。

る。哈爾濱医科大学や北華大学とは長年の友好関

これからさらなる交流が期待される大学には、

係を維持し、双方向の交流があり、常に多くの大

既に協定を締結したモンゴル国立医科大学（2013

学院生が本学に在籍している。

年6月）とインドネシア大学（2014年2月）があり、

また、例えば、ベトナムのチョー・ライ病院と

前者からは、国を代表する病院の院長クラス10名

は、放射線部が開設以来、草の根の交流を続けて

の研修が本学に委託され、既に実施している。後

おり、交流は外科学、内科学、病理学、看護部・

者は、既に脳神経外科との密な交流がなされてい

看護学科などに拡がり、今日では学部学生や大学

てさらなる発展が予見されている。

院生の交流に及んでいる。2012～2013年度の間に

この十年間で協定校が飛躍的に増えているが、

本学において、3名の博士課程修了者及び1名の修

今後は、これらの協定校との関係を丁寧に深めて

士課程修了者を輩出している。

行くことが重要であろう。

カナダのオタワ大学と協定を締結（2010年2月）

［教職員の海外渡航者数（単位：名）
］
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玲子

［学生海外派遣状況（単位：名）］

締結大学等

名称

国名

締結年月日

北華大学（旧 吉林医学院）
Beihua University

中国

2001. 3. 6
（1984.11.24）

長春市中心医院
Changchun Municipal Hospital

中国

1984.11.24

カナダ

1990. 7.26

アメリカ

1990.11.29

中国

1993. 9.28

ローマ大学
Rome University "La Sapienza"

イタリア

1994.10.28

ピカルディー・ジュール・ベルヌ大学
The University of Picardie Jules Verne

フランス

1995. 5.16

中国

2001.11.21

アミアン・ピカルディー大学病院
University Hospital of Amiens-Picardie

フランス

2004.10. 4

チョー・ライ病院
Cho Ray Hospital

ベトナム

2006.12.25

ホーチミン医科薬科大学
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

ベトナム

2008. 6.23

中国

2009. 5. 1

カナダ

2010. 2.16

マレーシア

2011.11.10

ジョージア大学
University of Georgia

アメリカ

2012.10. 3

ナイロビ大学
University of Nairobi

ケニア

2012.11. 7

ケニア中央医学研究所
Kenya Medical Research Institute

ケニア

2012.11. 7

モンゴル

2013. 7. 1

インドネシア

2014. 2.13

ブリティッシュコロンビア大学
The University of British Columbia
ミシガン大学
University of Michigan
中国医科大学
China Medical University

哈爾濱医科大学
Harbin Medical University

東北大学
Northeastern University
オタワ大学
University of Ottawa
マレーシア国民大学
National University of Malaysia

モンゴル国立医科大学（旧 モンゴル健康科学大学）
Mongolian National University of Medical Sciences
インドネシア大学
University of Indonesia
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北華大学

北華大学（中国）
北華大学より滋賀医科大学開学40周年のお祝いを申し上げます。
尊敬する塩田浩平学長先生
貴学が間もなく開学40周年を迎えられますことを拝聴し、大変喜ばしく思います。北華大学を代表しま
して私から貴学に対し心よりお祝い申し上げます。
北華大学と滋賀医科大学は、1984年に国際交流協定を締結して以来、両校間の協力事業および交流事業
において大きな成果を収めており、友好関係は日に日に深められております。私は貴殿とともに、より広
範な交流事業および協力事業を更に推進し、国際化の発展に寄与していきたいと願っております。我々が
ともに協力することで、国際教育交流事業および協力事業の素晴らしい未来を思い描くことができると私
は深く信じております。
この手紙に託し、私は滋賀医科大学学長先生へ心よりお祝い申し上げるとともに、職員と学生の皆様へ
ご挨拶申し上げます。滋賀医科大学が“前人の業を継ぎ、前途を開拓”され、さらに大きな成果をあげられ
ることをお祈り申し上げます。
それでは御機嫌よう、くれぐれもお体をご自愛ください。
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北華大学



学長

劉

和忠



2014年５月23日

国際交流協定締結大学等からの祝辞

長春市中心医院

長春市中心医院（中国）
『積賢為道』は、中国の漢（紀元前206年～紀元後220年。劉邦の建てた国）の董仲舒という哲学者が書
いた文章に出てくる言葉です。その意味は、『国王が有能な士を蓄えることは、国を治める上での正しい
道である』ということです。本医院の陳明強院長が『積賢為道』という言葉を選んだのは、『滋賀医科大
学が有能な人材を集め、人類の健康に貢献することを心から願います』という趣旨からです。

73

The University of British Columbia

ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）


2014年６月３日

滋賀医科大学・学長
塩田浩平殿
滋賀医科大学が創立40周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
貴学との協力関係は、本学の国際化への取り組みにおいて誠に重要かつ中心的な価値をもっております。
貴学のますますのご発展を祈念しまして祝辞の言葉といたします。
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スティーブン・J・トゥープ



学長・副総長

国際交流協定締結大学等からの祝辞

中国医科大学

中国医科大学（中国）


2014年７月３日

滋賀医科大学学長
塩田浩平殿
中国医科大学一同を代表して、滋賀医科大学の創立40周年を心よりお祝い申し上げます。
貴学はこの40年間に数々の偉大な業績を残されました。永年にわたる盟友として中国医科大学は、貴学
が今後一層のご発展をされるものと確信しております。
貴学と私どもは、これまで緊密な協力関係を築き上げて参りました。この関係は今後さらに大きな成果
として展開していくでありましょう。相互の可能性を探求するなかで、貴学との友好関係が一層深まるも
のと期待いたします。
今後の40年、50年に向けて、滋賀医科大学の全ての皆様がますますご活躍されますことを心より祈念い
たします。


中国医科大学



学長

趙

群
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哈爾濱医科大学

哈爾濱医科大学（中国）


2014年８月２日
滋賀医科大学 学長 塩田浩平 殿
滋賀医科大学が創立40周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げます。
10年前の創立30周年の折に、貴学を訪問したことを懐かしく思い出します。残念なことにこのたびは皆様とお
会いすることができませんでしたが、私の心は塩田浩平学長をはじめ教職員の皆様とともにあり、この記念すべ
き時において喜びを分かち合っております。
貴学と私どもは、これまで、教員及び学生の交流を推進し、教育研究の連携に努め、親密な協力関係を育んで
まいりました。とりわけ、貴学が私どもの学生に優れた学習と研修の機会をお与えくださいましたことを、貴殿
をはじめ教員の皆様に感謝いたします。
この10年間、貴学は、医学の教育研究と医療保険サービスにおいて多大なる成果をあげてこられました。社会
的責任を担い、医学を志す学生に最良の教育を施し、数多くの患者に最高の医療サービスを提供してこられました。
その間、本学もまた長足の進歩を遂げ、中国の医科大学としては初めて医学教育のグローバルスタンダードの認
定を受け、各国の医科大学と協力関係を結んで更なる国際化に努めてまいりました。塩田学長をはじめとする貴
学の皆様が私どもをご訪問くださり、お互いの経験について語り合える日がくることを楽しみにしております。
両校が、学術研究や教育研修はもちろんのこと、さらに数多くの面で協力関係と交流事業を拡充し、中国と日
本の医療教育に大いに貢献することを期待しております。
結びに、この栄えある創立40周年を契機として、滋賀医科大学が今後さらなる飛躍を遂げられますとともに、
塩田学長、馬場前学長、滋賀医科大学の教職員と学生の皆様がますますご活躍されることを祈念いたしまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。

楊 宝峰 中国工程院 医学衛生工学部 学部長

哈爾濱医科大学 学長
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国際交流協定締結大学等からの祝辞

Cho Ray Hospital

チョー・ライ病院（ベトナム）


2014年７月９日

滋賀医科大学学長

塩田学長殿

チョー・ライ病院よりご挨拶を申し上げます。
このたび滋賀医科大学が創立40周年を迎えられましたことを、チョー・ライ病院一同を代表して心より
お祝い申し上げます。
貴学は、40年の永きにわたり、揺るぎない使命をもって、生涯学習者のニーズに応える質の高い教育を
提供してこられました。さらには、柔軟な学習モデルと海外研修システムを打ち立て、医療研修の分野で
私どもと有意義な協力関係を築いてまいりました。
私たち両校は、親密な協力関係のもとに様々な経験を共有するだけでなく、貴学の助成による博士課程
プログラムを初めとして様々な学術研修制度を行ってまいりました。両校の国際的な友好関係は、本医院
の医療教育にとって大きな支えとなっております。
私どもは、貴学の支援に心より感謝いたします。
最後に、滋賀医科大学が創立40周年を迎えられましたことを改めてお祝い申し上げますとともに、貴学
が今後ますますご発展なされますことを心よりお祈り申し上げます。



敬具
チョー・ライ病院長

Nguyen Truong Son
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University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

ホーチミン医科薬科大学（ベトナム）


2014年６月３日

滋賀医科大学
学長

塩田浩平殿

ベトナム・ホーチミン医科薬科大学一同を代表して、滋賀医科大学の創立40周年を心よりお慶び申し上
げます。この慶事にあたり、記念の小冊子に寄稿させていただきますことを光栄に思います。
貴学と私どもは、永年に渡って親密な協力関係を培ってまいりました。私どもは、本学を訪れた貴学の
学生や教職員の皆様につねに深い感銘を受けてまいりました。貴学の教育水準の高さは誠に称賛に値いた
します。両校の絆が今後ますます強まりますことを心から希望いたします。
両校の友好関係が末永く続き、ますます発展することと併せて、滋賀医科大学のさらなるご発展とご成
功を祈念申し上げます。創立40周年、おめでとうございます。
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Prof. VO TAN SON



学長

国際交流協定締結大学等からの祝辞

University of Ottawa

オタワ大学（カナダ）
塩田学長殿
オタワ大学を代表して、滋賀医科大学の創立40周年に際し、心よりご祝辞を申し上げます。
滋賀医科大学は、過去40年に渡って教育と研修の面で優れた実績をあげられ、医学と看護学の分野で専
門的な知識と技術を身につけた学生と若手研究者を輩出し、国際舞台でリーダーとなるべき人材を育んで
こられました。
オタワ大学はカナダ有数の研究集約的な大学として、豊かな学習と研究の機会を学生に提供することを
使命としております。そうであればこそ、私どもは貴学とのパートナーシップを大いに誇らしく感じてお
ります。これからも共に、学術と科学の両面で有意義な協力関係を築き、国際志向をもった医学のプロ
フェッショナルを育て、新たな知見と技術の進歩に貢献してまいりたいと存じます。
貴学と私どもは、教育・学習・研究のいずれにおいても、卓越した成果をあげるべく全力を尽くすとい
う姿勢を共有しております。このような姿勢は、脳科学、精神科学、循環器科学、医学教育学、看護実習
などの分野で、学術情報や専門技術の交換を行うためになくてはならない資質であると確信いたします。
私どもは、滋賀医科大学とオタワ大学のパートナーシップが今後ますます発展し、ともに臨床や研究の能
力を強化し、有能な専門家を育成することを心より期待しております。
結びに、この記念すべき節目のときを契機に、滋賀医科大学が今後ますますご発展なされますことを祈
念いたしまして、お祝いの言葉といたします。



学長兼副総長

敬具
アラン・ロック
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National University of Malaysia

マレーシア国民大学（マレーシア）


2014年５月22日
滋賀医科大学の創立40周年を心からお慶び申し上げますとともに、記念誌の発刊をお祝い申し上げます。
滋賀医科大学が、これほど短い期間に世界的な認知と称賛を得られましたことは、実に驚くべきことと

申せましょう。私どもは常に、貴学の学生や教職員、運営や施設に深い感銘を受けてまいりました。控え
めに申しましても、貴学は世界最高水準の大学に比肩するものと確信いたします。
私たちの友好関係と協力関係が、この40周年を期して新たな決意とともに、これからも末永く続くこと
を切に希望いたします。滋賀医科大学の今後ますますのご発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせ
ていただきます。創立40周年、誠におめでとうございます。
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Prof. Dato Dr Raymond Azman Ali



マレーシア国民大学学長



UKMメディカルセンター長

国際交流協定締結大学等からの祝辞

University of Nairobi

ナイロビ大学（ケニア）


2014年７月７日



滋賀医科大学

学長

塩田浩平殿

このたび、滋賀医科大学が創立40周年の節目を迎えられましたことを、衷心よりお祝い申し上げます。
とりわけ、塩田学長をはじめ滋賀医科大学関係者すべての皆様に、心からお慶びを申し上げます。
この記念すべき日を迎えられました貴学が、これまでと同様に、建学の理念に則って教育研究を極め、
人類全体に比類なき貢献を果たしますことを大いに期待いたします。
2012年11月７日に覚書を締結して以来、両校は教育と研究において親密な協力関係を結び、すでに多く
の学生がその恩恵に浴してまいりました。貴学と私どもの大学が協力関係にあることは、私どもの誇りで
あります。
この協力関係に基づき、教職員、研究者、学生の交流が行われ、教材、出版物、情報の交換が図られて
まいりました。また、両校の間では、共同研究やシンポジウムの開催についても合意が交わされておりま
す。医学界をリードする両校の協力関係を通じて、さまざまな健康問題が解決されるであろうことを信じ
ております。
滋賀医科大学の今後ますますのご発展を祈念いたしまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。


ジョージ・A. O. マゴハ

副総長・外科教授

81

Kenya Medical Research Institute

ケニア中央医学研究所（ケニア）
ケニア中央医学研究所の理事長、理事会メンバー、所長をはじめスタッフ一同は、滋賀医科大学の創立
40周年記念という慶事に際し、滋賀医科大学の学長をはじめスタッフ、学生の皆様に心よりお祝い申し上
げます。
人類の健康増進を推し進める両機関は、研究、研修、交換派遣、情報交換の分野で、双方に有益な協調
関係を結んでいます。このような素晴らしい友好関係について、ケニア中央医学研究所は滋賀医科大学に
対し深く感謝しております。

ケニア中央医学研究所と滋賀医科大学のパートナーシップ、万歳！
祝、創立40周年！
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ケニア中央医学研究所



所長



ソロモン・ポケ博士

国際交流協定締結大学等からの祝辞

Mongolian National University of Medical Sciences

モンゴル国立医科大学（モンゴル）
このたび滋賀医科大学が創立40周年を迎えられましたことを、モンゴル国立医科大学一同を代表して心
からお祝い申し上げます。とりわけ、塩田浩平学長をはじめ滋賀医科大学すべての皆様に、心よりお慶び
を申し上げますとともに、40年の誇るべき実績と評価を築いてこられたことに、深い敬意を表する次第で
あります。
去る2013年７月、滋賀医科大学とモンゴル国立医科大学の両校が、学術交流の促進を期して覚書に調印
した日のことが、今もありありと思い出されます。爾来、両校は親密な協力関係を育み、学術的な結びつ
きを強めてまいりました。アジアの同胞たる貴学から今後ますます多くのことが学べるものと期待し、ま
た、この節目となる機会に心より感謝の意を表します。
私は、滋賀医科大学がこれからも教育に励み、医学研究の発展に努め、国際化を推進し、社会の繁栄に
貢献されるものと確信しております。この記念すべき40周年を契機に、滋賀医科大学が今後ますますご発
展なされますことを祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。



モンゴル国立医科大学
学長

Batbaatar Gunchin
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University of Indonesia

インドネシア大学（インドネシア）


2014年７月３日

塩田学長殿
インドネシア大学からご挨拶申し上げます。
ご丁寧なお手紙ありがとうございました。滋賀医科大学との協調関係が2014年より始まりましたことを
本学はうれしく思っております。本年貴学が創立40周年を迎えられましたこと、本学を代表して心よりお
祝い申し上げます。私どもは、貴学が国際教育界で一層素晴らしい大学に発展されると信じております。
また、相互にとって有益な相互協力を両機関がさらに進めて行くことを切望しております。
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敬具



学長代行



ムハマド・アニス・M・メット

第３章

講座・診療科・附属施設等

基礎 医 学 講 座

後は上記に加え、固体表面物理やナノ物理の分野
での研究を行っている。具体的なテーマとしては、
物体の表面を原子が見える分解能で観察可能なプ
ローブ顕微鏡という装置を用いた、ナノ物質や固
体表面の研究、及び新しい機能を持つプローブ顕

生命科学講座
■物理学

微鏡の開発が進行中である。また、プローブ顕微
鏡やナノ物質の生体物質への応用を通じて、医学
系の教員、研究者との共同研究を進めていきたい
と考えている。

基礎学課程の物理学教室は、昭和50年４月の開
設当初、教授・今村 昭（昭和61年３月定年退官）、
助教授・小林隆幸（平成20年定年退官）、教務職員・
福村和子（昭和61年助手、平成19年助教）の３名

基礎学課程で化学の教育を担う生命科学講座

が在籍し、昭和61年４月から平成２年１月まで牧

（化学）は、およそ開学20周年（1994年）から30

田知子が、平成２年４月から中西章夫が教務職員

周 年 に か け て は、 教 授・ 安 藤 喬 志（1983.4～

として加わった（平成19年助手）。平成３年７月

2002.3）、助教授・木村隆英（1983.8助手、1990.2

には吉田不空雄が教授として着任し、平成25年３

助教授、2003.1教授）、助手・宗宮 創（1990.4助

月に定年退官するまで在籍した。さらに平成25年

手）、教務職員・香田（藤田）光恵（1976.4教務

９月に目良 裕が教授として着任した。平成14年

職員）が在籍し、30周年から40周年の現在にかけ

には生命科学講座（物理学）として再編され、現

ては、教授・木村隆英、准教授・小松直樹（2003.11）、

在、目良、福村、中西の三人で教育・研究に携わっ

助教（学内講師）・宗宮 創、助手・藤田光恵の布

ている。

陣で化学の教育・研究に携わっている。なお、

近年、MRIなど先端物理を使った高度医療機器

2004年の大学法人化の前、2002年４月に、学科目

の導入や、コンピュータの発達が進み、基礎医学

が２つの大講座（生命科学講座と医療文化学講座）

研究や臨床研究において物理的な知識がますます

に統合され、化学教室は医学科生命科学講座の１

必要とされてきている。本教室の物理学教育につ

部門に再編された。この間、多数の研究者・特任

いては、物理学の基本的な考え方をしっかり理解

助教が在籍し、研究を遂行した。氏名を列挙する。

してもらうことに重点をおき、医学科での講義と

M.D. Milton（インド、外国人客員研究員2004.10

して入学後１年半の間に物理学基礎、物理学概論、

～2005.3）、X.Peng（中国、博士研究員2005.5～

医系物理学の各講義を行っている。物理学基礎で

2008.12）、S.Bhattacharya（ インド、JSPS外国人

は力学・熱学・流体力学を、物理学概論では振動・

特別研究員2005.11～2006.12）、A.F.M.M.Rahman

波動、光学、電磁気学を取扱い、医系物理学では

（バングラデシュ、外国人客員研究員2006.5～

量子力学入門および分光学とMRIの基礎を取り

2006.11、JSPS 外 国 人 特 別 研 究 員 2008.11 ～

扱っている。物理実験の実習は１年の後期に行い、

2010.11）、 瀧 本 竜 哉（ 教 務 補 佐 員、 特 任 助 教

学生一人一人が自分で手を動かし、具体的な現象

2006.5～2010.3）、A.Bauri（インド、外国人客員

の考察を通して物理的概念が理解できるように２

研究員2007.4～2008.3）、F.Wang（中国、特任助

人１組で実習に臨むこととしている。また、実験

教2008.8～2011.4）、J-M. Leveque（フランス、

課題は医学者養成を考慮してテーマを選択するよ

外国人客員研究員2009.3～2009.7、客員准教授

う工夫している。看護学科では、身近な現象を通

2010.4～2012.3）、L.Zhao（中国、特任助教2009.8

じて基礎的な物理概念の理解を目指した、生命活

～）、G.Liu（中国、特任助教2011.7～2013.8、JSPS

動の物理学という講義を行っている。

外国人特別研究員2013.9～）、H.Qin（中国、特任

研究については、生物物理学や放射線同位元素
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■化学

助教2013.8～）。

を用いた核物性物理学、また、凝縮系物理学の分

教育については、医学がますます分子レベルで

野で、吉田が凝縮系における動的構造や不規則現

の解明に向かいつつある現在、生体の示す巨視的

象の数理を、小林・福村・中西がメスバウアー分

および微視的現象を原子・分子レベルで理解する

光法による固体物性を研究してきた。目良の着任

生命科学の基礎としての化学を意識しつつ、医学

●基 礎 医 学 講 座
科では、自然科学入門、分子化学序論、基礎物理
化学、基礎有機化学、生物有機化学の講義を行っ

●●●●●●

■生物学

ている。化学実習、および少人数能動実習と位置

生物学教室の平成６年から25年までの人事異動

づけられる基礎科学研究はいずれも、グループで

と平成13年から25年に行われた研究は下記のよう

の実習ではなく各個人ごとに自ら考え、手を動か

であった。なおこの間、平成14年４月に基礎学課

すことによって化学を体得できるように配慮して

程生物学から、大講座制に改組され生命科学講座

いる。また、看護学科では、生命活動の化学、お

（生物学）となった。

よび３年次編入学生の自然科学総論の一部を担当

平成７年４月に生物学の教務職員の小原明人が

し、医看合同講義「現代社会と科学」をコーディ

基礎生物学の助教授に昇任した。この異動により

ネートしてきた。

生物学教室は土井田幸郎教授、佐藤 浩助教授、

研究面においては、超音波有機化学およびナノ

渕側祐一助手、今泉眞知子教務職員の４名となっ

マテリアルの分野において多くの業績を上げてき

た。平成10年３月に教授の土井田幸郎が定年によ

た。超音波を特異的な化学反応のエネルギー源と

り退職した。土井田教授在任中の研究・教育活動

して用いる「ソノケミストリー」分野において、

については開学20周年記念誌に記録されている。

反応機構に基づく超音波有機化学の研究が高い評

平成11年２月に佐藤 浩が生物学の教授に昇任し、

価を受け、木村は日本ソノケミストリー学会から、

教室は教授、助手、教務職員の３名となった。平

2003年度の「学術賞」に続き、2012年度には最高

成13年11月に助手の渕側祐一が亡くなった。教室

賞である「学会賞」を授与された。また、2007年

は教授、教務職員の２名となり、発生学講義およ

に京都で開催されたソノケミストリー国際会議の

び生物学実習の一部を基礎生物学助教授小原明人

大会実行委員長を務めた。ナノマテリアルの分野

と非常勤講師樋上正美にお願いした。平成19年４

では、小松が中心となり、カーボンナノチューブ、

月に教員組織の改正に伴い教務職員の今泉眞知子

ナノダイヤモンド、グラフェンなどナノカーボン

が助手に移行した。平成24年３月に生命科学講座

を材料とする機能性分子構築の研究を進めている。

（生物学）教授の佐藤 浩が定年退職し、後任と

カーボンナノチューブの研究では、分子ピンセッ

して同年６月に平田多佳子が京都大学医学研究科

トの概念を応用し、チューブのサイズ分けやキラ

より教授に着任した。平成25年９月に助手の今泉

リティの分割に成功した。また、有機合成化学で

眞知子が退職し、同年10月に長久保大輔が准教授

培った物質創成の知識と技法を医学生命科学に活

に着任した。なお、平成26年４月に吉田智志が助

かすべく、学内外の多くのグループと共同研究を

教に、山田麻衣子が技術補佐員に着任し、現在教

行っている。その一つが、ナノダイヤモンドの表

室員は４名である。

面化学修飾による物性の制御と医療応用である。

佐藤在任中に生物学の実験室で以下の研究が行

水溶液中へのナノダイヤモンド可溶化の手法を確

われた。整形外科学講座の谷 仁孝による強直性

立し、生体内において標的を認識し、標的をMR

脊椎炎患者のコラーゲンに対する自己抗体の研究。

あるいは蛍光により可視化する。また、標的に薬

内科学第二講座の山本和雄、伊藤誠紀、塩谷明子

物や遺伝子を輸送する。これらの研究課題は滋賀

と明治鍼灸大学の添田（林）陽子によるグルクロ

医大の中心五大プロジェクト（SUMS Project）

ン酸転移酵素による体質性黄疸と薬物代謝に関す

の一つになっている。

る遺伝子研究。小児科学講座の丸尾良浩、岩井 勝、
森 麻美、高橋浩子、松井克之、太田（森岡）依子、
三村由卯によるグルクロン酸転移酵素による新生
児黄疸と薬物代謝に関する遺伝子研究。学長小澤
和恵、研究助手尾野雅子、外科学講座勝山和彦に
よる生体肝移植患者の免疫応答に関する研究。す
ぎうら皮ふ科医院院長の杉浦久嗣、皮膚科学講座
のBingxue Bai、研究助手田付 操、研究助手國松
三保によるアトピー性皮膚炎とその原因遺伝子に
関する研究。助手今泉眞知子によるミカズキモの
生殖に関する研究。平田着任後は、免疫細胞の生
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体内移動の分子機構に関する研究、リンパ球の皮
膚浸潤機構に関する研究、細胞骨格関連タンパク
質による免疫応答制御に関する研究を行っている。

■生命情報学
生命情報学は、本学で一般教養にあたる基礎学

「医学・生命科学入門」などの講義では、滋賀

課程の自然科学系講座としては最も新しく平成14

県立大学学長日高敏隆、神戸市立医療センター中

年に設置されました。教室構成は１名のみで、開

央市民病院院長北 徹、京都大学副学長（当時）

設以来、小森１ が教授として担当させて頂いてお

塩田浩平、名古屋大学理学部教授近藤孝夫、名古

ります。教育面では、医学教育を念頭に置いた初

屋大学理学部教授黒岩 厚、胎児生命科学センター

学年情報リテラシー教育の情報科学２ 、基礎科学

副社長孫田信一、北里大学理学部花岡和則の各先

研究３ 、自主研修、大学院講義などを受け持って

生と、学内の多数の先生にお世話になった。

います。また、担当
分野の性質上、マル
チメディアセンター
とは密接な関係にあ
り、副センター長を
務めさせて頂き、そ
の運営にも深く関与
しています。これま
で、学内情報インフ
ラの整備やセキュリ
ティ対策などを手掛

■数学

けてきました。
研究面では、主に

生命科学講座（数学）は本学創立当時から数学

画 像 技 術、VR（ 仮

教育を担当しています。創立時から平成19年３月

想現実）技術の医療

31日まで寺田俊明名誉教授が在職されておりまし

応用をめざしてきま

た。平成19年９月１日に川北素子が准教授として

した。近年は総合外

赴任致しました。現在、医学科１回生の線形代数、

科学講座４ 、立命館

解析Ⅰ、解析Ⅱ、確率、医学科２回生の統計学、

大学情報理工学部と

基礎科学研究、看護学科１回生のランダム現象の

の共同研究で、新し

数理を中心に基礎学課程の教員方と連携して教育

いタイプの腹腔鏡手

を行っております。医師、看護師を目指している

術シミュレータ５ 開

学生諸氏が、教養としての数学的な考え方、そし

発を続けています。

て将来医療関係のデータ解析ができる基礎が身に

現在の生命情報学教

付けられることを目指しています。

室はその英名である

次に主な研究活動を紹介致します。平成21年10

Computational Biomedicineに掲げているとおり、

月～平成25年３月に川北が科学技術振興機構のさ

情報技術を医学医療に適用し、現実に役立つもの

きがけ研究員として数学領域の研究者と交流を深

を産み出したいと考えています。

めながら、符号・暗号のための代数曲線論の研究
を行いました。情報
化社会において抽象
的な数学にも新しい
成果が求められてお
り、現在もそのよう

医療文化学講座
■哲学
本学開学のとき爾来「哲学」の授業が開講され、

な方向で研究を続け

大学40年の歩みとともに「哲学」専任教員はその

ております。

轍を刻んで来た。当初の大橋良介助教授が転出後、
昭和61年度から、東北大学印度哲学の碩学・金倉
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圓照の薫陶を受けた神館義朗が初代教授の任を

その他、運営面では、社会学教授は、本学が理系

担った。その退職後、４年間は非常勤講師で繋ぐ

の大学であるため治験委員会などに非専門家委員

時期があったが、平成12年度（2000年）に、京都

として参加する機会も多かった。平成26年３月、

大学仏教学の碩学・長尾雅人の薫陶を受けた早島

平教授が京都看護大学に転出したことにより、社

理が、第二代教授として、長崎大学医学部から転

会学の専任教員は不在となっている。

任・着任する。
このときから、「哲学」の授業（医学科の哲学
入門や哲学特論など）に加えて、医学科第３年次

■英語

後期から第４年次前期後期の専門教育課程におけ

英語は、教授一名、外国人教師一名の二名で学

る「医の倫理」授業（並びに、大学院での生命倫

内の英語教育を担っている。「グローバル化」が

理・医の倫理についての授業）の充実が図られた。

叫ばれる一方でその定義は定かでないが、その内

この流れを、平成24年度（2012年）の秋学期から、

容の一つがコミュニケーションの手段・道具とし

高野山大学から転任して、第三代教授となった現

ての英語であることは否めまい。専門教育の時間

教授・室寺義仁は引継ぐこととなった。京都大学

が逼迫する中、教養科目に当てる時間も少なくな

仏教学の梶山雄一やハンブルク大学インド学の

り、また、この十年間で取り巻く状況は変化して

シュミットハウゼン教授の許で、古典文献学の学

いるが、英語という科目に当てられている授業時

的手法を基盤とした、所謂「仏教哲学」の薫風を

間は変化していない。

受けた後学の者として、琵琶湖の風に揺られ包ま

学生の中に海外生活者が微増する一方で、無関

れつつ、アジア文化の複合的で多様でありつつす

心層もまた増えているが、英語教室が目指してい

べてを包摂するような流れに相い合致した「医の

るのは、単なる会話の上達ではなく、意味や意義

倫理」の有り様を模索中である。

のあることを理解し伝達できること、そしてサバ
イバルという言語理解のレベルから、できるだけ

■社会学
昭和50年に基礎学課程の学科目として「社会学」
が設置され、中野正大助教授が着任した。中野助

教養のある表現を理解し使えるようにすることを
目指している。そのためには語彙を増やさなけれ
ば出発点に立てないし、文化の背景を知らなけれ
ばならない。
少しでも自己の現在の英語力を知ってもらい、

教授は社会調査論を専門とし、再評価され始めて
いたシカゴ学派を先駆的に紹介していた。しかし、

今後の勉強に役立ててもらおうと、法人化後、医

昭和56年３月末で中野助教授が京都工芸繊維大学

学科と看護学科の一年生と三年生にTOEFLの団

へ転任し、社会学専任教官は15年間不在となる。

体受験を課している。

平成６年の看護学科開設に伴う教員増の一環とし

医学科三年生に設置されている「医学英語」で

て社会学専任教授の設置が決まり、平成８年４月

は、基本的に英語で専門分野のペーパーが読める

に平 英美教授が大阪教育大学より着任した。平

ようになるにはどのような勉強をしたらよいかな

教授の専門は、ガーフィンケルらの現象学的社会

どについて学ぶ。四年生の「海外自主研修」にも

学であったが、赴任後は医療をフィールドに多数

結びつけて、先進的な医学知識に触れる一方、医

の量的あるいは質的社会調査を実施し、平成17年

療の援助を必要としている途上国の地域などにつ

と平成22年に実施された本学の「県民アンケート

いても学ぶ機会となっている。

調査」にも参画している。その後、平成14年から

近年問題になっている引き写しや剽窃の問題に

は、学科目制が廃止され、社会学は医療文化学講

ついて、英語の科目においても、そのモラルを世

座に所属することとなった。授業科目名も同年よ

界基準で教育することが大きな課題である。

り、
「社会学入門」（医学科）、「現代社会論」（医



（相浦玲子）

学科）
、
「社会学」（看護学科）「医療社会学」（看
護学科）と変わり、それ以外には「人間科学研究」、
「人間科学総論」、「家族社会学」などの科目を担
当してきた。また、平成10年より看護学科修士課
程が設置され、
「看護政策」を担当することとなる。

■独語
佐野利勝教授（開学時副学長）、林 昭教授の後、
1991年に森田一平が本学に着任した。以来ドイツ
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語を担当する専任教員は森田一人であるが、現在
非常勤講師１名と共に２名で医学科、看護学科の
学生の教育を担当している。
学術研究言語としての英語の地位はもはやゆら
ぎなく学術研究でのドイツ語の出番は減少する一

■文化人類学
文化人類学研究室（現員准教授１名）は平成16
年４月１日付けで兼重 努が助教授（当時）とし
て赴任してきたことにより開設された。

方である。一方でヨーロッパ内はもちろんその外
でも国際的コミュニケーション言語としてのドイ
ツ語の地位は決して低くない。本学でのドイツ語

文化人類学とは何なのか
多くの医療人にとって、文化人類学はきっとな

教育は文法学習や訳読練習に偏ることなく、読み、

じみの薄い学問分野であろう。大雑把にいうとそ

書き、聴き、話すの四技能をバランスよく習熟し

れは異文化を研究する学問である。個別の文化の

ドイツ語でのコミュニケーション能力を習得する

詳細な研究を通して、ゆくゆくは人類の文化の多

ことに目標をおいている。

様性と普遍性について明らかにすることにより、

ヨーロッパでは外国語能力育成のための到達指
標としてのCEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を

人間とは何かという問いを文化の側面から究明す
ることを目指している。

活用し学習目標の設定、教材、試験の作成、授業
デザインを行なっている。その結果、滋賀医科大

異文化は身近にある

学医学科の学生は一回生終了時にCEFRのA2レ

異文化は決して遠く離れた異郷だけにあるわけ

ベルに達し、ドイツ語を履修する学生のほぼ全員

ではない。実は我々の身近なところにも存在する。

が受験、多くの学生が合格して証明書を手にして

ある文化の大枠の中に属しながらも他からはっき

いる
（最近の合格率、2012年100%、2013年61.3%、

り区別された特徴をもった「小さな異文化」のこ

2014年97.4%）
。また、数は少ないながら２回生

とを文化人類学では「サブ・カルチャー」と呼ぶ。

以降でB１の資格を手にする者もいる。

地域、年齢層、性別、職業・職能、宗教などの違

さらに大学の公式行事ではないが学年末には毎

いが、様々なサブ・カルチャーを生み出している。

年学生の有志とドイツ、オーストリアを中心に

医療人は「医療文化」というサブ・カルチャーに

ヨーロッパに研修旅行を行なっている。参加者は

属しており、医療の素人（患者）とは異なる、専

この旅行を通じてドイツ語によるコミュニケー

門家集団特有の疾病観、身体観や生命観を共有し

ションの実地訓練を行なうと同時にドイツ語圏の

ていることが指摘されている。

文化、歴史、生活習慣などについて知識を深めて
いる。

医学部における文化人類学教育の重要性

一般教養に与えられたドイツ語学習のための時

一般に理系の学生は自然科学を信奉し、事物を

間は限られたものであるが、その中で将来いろい

普遍的な法則性に結びつけて捉えようとする志向

ろな場面や必要、目的に対応できる能力の基礎を

性が強いように思われる。しかし、人間は各々の

養い、自律学習の基礎をつくること、大学生ある

地域文化、民族文化やサブ・カルチャーを背景に

いは大学教育を受けた社会人、職業人にふさわし

多様な思考様式を持っている。いくら自然科学が

い知識と態度を身につけ、それらに見合う言語行

世界を席巻しようとも、世界中の人々の思考が自

動を取ることができることを目標に教授法研究と

然科学的な思考に統一されることはあり得ない。

教材研究、開発を行なっている。

自然科学的な思考の過度な信奉は人間の思考の多
様性を軽視、捨象するという危険性を孕んでいる
ことに目を向けるべきである。
そこで出番となるのが、異文化の多様な思考様
式・価値観や行動様式の尊重を旗印に、異文化理
解の方法論を培ってきた文化人類学である。生命
科学の知識を基盤に、近い将来医療人として、生
身の人間である患者さんと日々接することになる
医療系の学生にとってその重要度はとりわけ高い

（2014年３月）ドイツ研修旅行・ベルリン
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はずだ。
「患者さんの立場に立った医療人になる」

●基 礎 医 学 講 座

●●●●●●

－よく耳にする言葉である。言うは易しいが行う

礎（必修）、行動科学（選択）、医学科２回生向け

のは難しいこの問題を文化人類学はサブ・カル

科目として人間科学研究（選択：分担）、臨床心

チャーの観点から捉える。同じく日本で生まれ

理学（必修）、看護学科１回生向け科目として心

育っていても、患者と医療人の両者は互いに「異

理学（選択）、生涯発達論（必修）、看護学科編入

なる文化」に属している。その事実を互いに理解

生向け科目として人間科学総論（必修：分担）を

していないことこそが、両者の間にコミュニケー

担当している。

ションの齟齬や不信感を生みだす主要因であるの
だ。このような文化人類学的知見は医療において
も役立ちうると言えよう。文化人類学には医療を
主対象とした医療人類学という下位分野もある。
異文化の多様な思考・行動様式を尊重・理解し
ようとする姿勢と異文化理解のスキルや方法論を
習得することは、
医療人にとって非常に重要である。
良き医療人になるために役立つ文化人類学の素養
を一人でも多くの学生に身につけてもらいたい－
このように強く願いつつ毎回講義に臨んでいる。


（兼重

努）

■心理学

解剖学講座
■生体機能形態学部門

本学心理学研究室は、本学における教養部門で

解剖学講座生体機能形態学部門（旧解剖学第一

ある旧基礎学創立時（1975年）に実験系心理学を

講座）は、初代教授の前田敏博先生の下、1975年

専門とする金光義弘を専任講師として開設された。

に開講した。2000年７月には二代目教授として本

金光は1976年に本学助教授に昇任し、1980年に岡

学二期生の新井良八先生が就任し、2011年６月に

山大学文学部に助教授として転出するが、その際

は後任として宇田川 潤が島根大学から赴任した。

に後任の教員が着任することはなかった。本学で

開学二十周年（1994年）以降を中心に研究室の

は1980年以降永らく心理学研究室は開設されない

歩みをまとめる。1994年に赴任した柏原市朗は、

ままであったが、2008年には旧基礎学から改組し

技術専門職員として解剖体の防腐処置などの献体

た医療文化学講座に、医療・健康コミュニケーショ

業務に加え、解剖学実習をとおして学生教育を支

ンを専門とする石川ひろのが准教授として着任し、

援している。藤宮峯子助教授（本学一期生）は

心理学系科目を担当する専任教員が28年ぶりに着

1995年に着任の後、2008年に札幌医科大学の教授

任することとなった。しかし、着任時の研究室名

として栄転した。後任には安原 治准教授が着任し、

称は心理学ではなく、行動科学であった。その後

2010年に滋賀県立大学教授となった。その後、

石川は2011年に東京大学大学院医学系研究科医療

2012年に岡野純子が准教授として米国国立衛生研

コミュニケーション学分野准教授として転出する。

究所（NIH）より赴任した。岡野准教授は形成外

石川の後任として、2011年に実験系心理学を専門

科医としての経験を生かし、皮膚ホメオスタシス

とする小島隆次が准教授として着任し、現在に

破綻の病態機序の解明およびその改善を目指した

至っている。小島の着任の際には医療文化学講座

治療の開発に日々取り組んでいる。開講以来、本

内での研究室名称として心理学が31年ぶりに復活

研究室には助教（助手）が21名在籍し、解剖学教

した。

育および研究に尽力してきた。2006年に赴任した

現在、本学心理学研究室は実験的手法を中心と

松田和郎助教は脳内でのドーパミン作動性神経の

した認知心理学研究を中心に研究活動を行ってい

投射様式や脳血管の変異に関する研究において成

るが、本学学生有志との共同研究を実施すること

果を上げ、2013年に京都大学講師となった。2013

で、課外での学生に対する教養教育の機会拡大も

年９月には木村智子助手が赴任し、胎生期の環境

図っている。また、授業を中心とした教育活動に

変化によるエピジェネティクスの変化と下肢骨発

ついては、医学科１回生向け科目として心理学基

生・成長との関連について研究を進めている。大
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学院生は玉川俊広、井上勝也、日野広大の３名で

相見良成は本学５期生で第二外科、分子神経科

あり、霊長類の手の機能の力学的解析や、網膜お

学研究センター、解剖学講座・生体機能形態学部

よび水晶体の形成機構の解明に取り組んでいる。

門を経て2007年に本講座の准教授となった。医学

また、本研究室では医学部学生も自らテーマを

生に対する解剖学教育だけでなく、地域の看護学、

持って研究を進めており、発達障害の原因の一つ

歯学、薬学、理学療法学、栄養学など広い医療分

として初期胚発生におけるエピジェネティクスの

野の医学教育に熱心に取り組んでいる。開放型基

変化に注目し、母体環境と発達障害との関連を調

礎医学教育センター（メディカルミュージアム）

べている。以上の研究や教育業務の支援は、開講

を立ち上げ、医育機関のみならず小中高の理科・

当初より実験助手の山口明美が担っている。

保健教育に中心的な役割を演じている。

四十年の歩みの中、2008年には新井良八前教授

瀧 公介は1998年京都大学医学部を卒業、大学

がご病気のため53歳という若さで志半ばにして他

院の４年間は高次脳形態学講座（水野 昇教授お

界されるという大きな悲しみにも直面した。また、

よび金子武嗣教授）で形態学的手法を学び、2002

前田敏博名誉教授は2010年に惜しまれつつ75年の

年に本講座の助教となった。神経回路の解析を小

生涯を閉じられた。しかしながら、開学当初より

胞性グルタミン酸輸送体の発現やシンドビウスウ

人間教育の一環として位置づけてきた解剖学教育

イルスを用いたニューロンのゴルジ染色様標識研

の精神は、今なお解剖学講座と本学学生に受け継

究を精力的に行っている。工藤の専門である聴覚

がれている。

中枢の形態学的解析を進めている。豊富な知識で
解剖実習や脳実習で学生の信頼を得ている。
1999年以降、本講座に助手（助教）として在籍
したのは櫻井弘徳（現 京樹会四条烏丸耳鼻咽喉
科クリニック院長）と中村高秋（現 近江八幡市
立総合医療センター内科部長）である。
本間 智は2010年に本学に助教として赴任し、
2013年６月に金沢医科大学の解剖学講座教授と
なった。新潟大学医学部を1994年卒業し臨床研修
を終えた後、1996年に岩手医科大学解剖学講座、
1998年に熊本大学解剖学講座で一貫してマクロ解
剖学を究め続けた。この17年間に約500体のご遺

■神経形態学部門
1998年４月に越智淳三教授の後任として金沢大

神経、臓器と多岐にわたる。本学での２年半の在
任中に３本の臨床解剖に関する論文を出している。

学から工藤 基が赴任した。当時のスタッフは山

教育面では、解剖学講座・生体機能形態学部門

田久夫助教授と黒川 清助手の３人であった。中

と連携して、教育方法を全面的に見直した。最も

国人留学生の劉 影が在籍していた。1999年に学

大きな改革は解剖実習試問である。従来は教員が

位を取得した後に東京大学の加藤進昌教授のもと

個々の学生に口頭で行っていたが次のような課題

に赴いた。山田久夫は酵素組織化学や免疫組織化

があった。１）広い領域を網羅することができな

学法を用いて多くの成果をあげ2000年７月に関西

い。２）教員の主観が入りやすい。３）学生の待

医科大学解剖学第一講座の教授に就任した。黒川

ち時間が長い。そこで実習試問は120問のフラッ

清は本学７期生で2000年に助教授となり学内の研

グおよび筆答関門で客観的かつ実践的なものを課

究者と活発に共同研究をおこなった。2007年４月

し膨大な知識を学生が楽しんで学べるようにした。

環太平洋大学体育学部体育学科教授、2009年４月

さらに毎回の実習に先立ってビデオカメラで前回

には大阪国際大学教授に就任した。

の実習内容をプレゼンテーションさせ学生同士で

木村隆宏は2005年４月に京都大学から赴任した。
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体を解剖してきた。研究対象は、脈管、筋、末梢

論議する時間を設けた。これらの改革は「滋賀医

本講座所属の技術専門職員として解剖体の引き取

大方式」ともいえるもので全国的に注目されてい

りや防腐処置等の献体業務の中心的役割を担って

る。学生には発見することの楽しさを体験できる

いる。

と好評を得ている。

●基 礎 医 学 講 座

●●●●●●

現在、
看護師や理学療法士等、メディカルスタッ

が目に入ったりすると自分の意志とは無関係にそ

フ職の養成にも解剖見学実習を通して熱心に取り

れを取り上げてしまうといったような症状の病態

組んでいる。その結果、メディカルスタッフ養成

生理を明らかにする上で、上記の系が寄与する可

校教員や看護学科修士課程修了者がこの４年間で

能性が示唆された。これらの研究には助手の谷渕

８人本講座の大学院博士課程に入学した。今後の

育夫、伊地知義親をはじめとして、宮本義久、北

基礎医学教員養成に資するものと期待される。木

野浩之、木築裕彦（脳外科学講座）、葛川顕子（麻

村智子は本講座院生であるが2013年９月より生体

酔科学講座）が参画した。

機能形態学部門の助手に就いた。

生理学研究所から等 誠司教授が着任してから、
本講座は電気生理の研究室から分子生物学・生化

生理学講座
■統合臓器生理学部門
この20年の間に本講座の名称は「生理学第一講

学・行動科学を取り入れた神経生理学の研究室に
変身した。三人の新進気鋭の若手分子生物学者で
ある福家 聡助教、林 義剛特任助教、渕上孝裕特
任助教、技術補助員の友枝万里子、中国からの留
学生の賈 暁静、それに学部学生が加わり、教室

座」から「生理学講座統合生理学部門」
、そして

が若返った。等教授指揮の下、教室一丸となって、

現在の「生理学講座統合臓器生理学部門」に変更

神経幹細胞－神経細胞新生システムの研究を精力

となり、教授のバトンも初代教授の橫田敏勝から、

的に展開している。自己複製能と多分化能を併せ

二代目教授陣内皓之祐（平成９年就任）
、そして

持つ神経幹細胞は胎生期だけではなく、成体の脳

現教授の等 誠司（平成23年着任）に受けつがれた。

においても神経細胞やグリアを供給し、動物の情

橫田敏勝教授は開学以来、電気生理学的手法を

動にも関与している。マウスとカニクイザルの幹

用いた痛みと鎮痛の研究を行ってきた。その集大

細胞の研究を通じて、障害を受けた脳の再生医療

成として、視床被殻説と上行性疼痛抑制系を検証

や精神疾患の病態解明を目指した研究に着手して

した。視床腹側基底核群尾側部の被殻領域に侵害

いる。

受容ニューロンが体部位再現性を示して局在し、
皮膚と内臓からの入力が収束することを発見した。
さらに視床レベルに対する内因性疼痛抑制系の詳
細を確認し、中枢痛の治療の可能性が示唆された。

■細胞機能生理学部門
1994年当時の生理学第二講座（現 細胞機能生

これらの成果は、助手の小山なつ、大学院生の陳

理学部門）は、北里 宏教授（現 名誉教授）、村

軍をはじめとして、麻酔学（藤野能久、長田 昭、

山公一助教授、尾松万里子助手（現 准教授）、林

平田和彦）
、第一外科（木築 野百合、松下美季子）、

（丁）維光助手（現 学内講師）の４名の教室員

名古屋市大（花井文彦）、大阪歯科大（西川泰央、

から構成されており、膵β細胞の電気活動、筋・

長谷川彰則）などとの共同研究でなされたもので

脂肪細胞におけるグルコース輸送および関節嚢滑

ある。小山は引き続き、麻酔学の岩下成人ととも

膜細胞のK+チャネルに関する研究を行っていた。

に、痛みの研究をサーモグラフィーを用いた神経

1994年７月に米国NIH（Dr. S. W. Cushman）に２

性炎症の研究に展開した。

年間留学していた尾松助手が帰国し、1995年10月

陣内皓之祐教授は助教授時代から引き続き、大

から林（丁）助手がデンマークのNovo Nordisk

脳基底核の神経回路の解析を行ってきた。go/

（Dr. P. Rorsman）に１年間留学した。1996年３

no-go課題を用いたニホンザルの電気生理学実験

月に村山助教授が辞任した後、1998年３月まで何

により、視床背側内側核・前腹側核ニューロンは

莉萍助手が採用された。1997年３月に北里教授が

黒質網様部から単シナプス性に抑制性入力を受け、

定年退職し、生理学研究所（岡崎市）において退

前頭前野主溝腹側部へ投射することを単一細胞レ

官記念国際シンポジウムが行われた。

ベルで実証した。黒質網様部尾側外側部－視床背

1998年 ４ 月 に 松 浦 博 教 授 が 就 任 し、 心 筋 細

側内側核吻側外側部－前頭前野主溝腹側部投射は

胞における電気生理学的研究を開始した。2000

視覚刺激の行動上の意味をコードする信号の伝達

年６月に豊田 太助手（現 学内講師）が採用さ

に関与することを確認した。前頭眼窩野に損傷を

れ、2011年６月からフランスのCNRS（Dr. M. E.

受けた患者でみられる「利用行動」
、つまり何か

Mangoni）に半年間留学した。
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教室の主要な研究は、心筋細胞のイオンチャネ

に留学継続のため本学を辞職した。平成25年（2013

ル、輸送体の制御機構および心筋幹細胞の分化・

年）３月に堀池喜八郎教授が定年退職し、その後

分裂のメカニズム解明であるが、細胞機能生理学

任として７月に縣 保年教授が着任した。我妻慶

という教室名のとおり、種々の細胞における機能

祐助教が同年10月に着任し、平成26年（2014年）

解析を幅広くテーマとしている。研究方法として

４月に石田哲夫准教授が琉球大学（理学部 解析

は、電気生理学的手法に加え、細胞・分子生物学

化学講座）に教授として栄転し、現在教室員は３

的手法、イメージング等、研究の遂行に必要な手

名である。その間、臨床系の大学院生や学外から

技を随時取り入れている。また、全心臓を用いて

の研究生を多数、さらに中国からの研究生も受け

の機能解析も行っている。現在までに研究対象と

入れてきた。

なった細胞は、心筋細胞、脂肪細胞、褐色脂肪細

生命に固有な現象の基礎は、タンパク質の物性

胞、後根神経節細胞、視細胞、軟骨細胞、ES細

とそれに基づく物質との相互作用にあると捉える

胞および種々の株細胞等であり、学内の様々な

ことができる。我々は酸素分子の分子生理化学・

臨床医学講座からの大学院生を受け入れてきた。

分子生化学領域において、マクロな（熱力学的な）

2013年度までに、当講座で研究を行い、学位を取

レベルからの研究、および、その発現を支えてい

得した大学院生の所属は、神経内科学、消化器内

る電子・原子のミクロな実体の研究を行い、これ

科学、循環器内科学、小児科学、眼科学、整形外

らの実験的・理論的解析を通じて、生命を支えて

科学、麻酔学の各講座・診療科であり、それぞれ

いる「ナノ・マシン」であるタンパク質の機能発

大きな成果を挙げている。

現の原理と本質の解明をめざしてきた。用いた酵
素やタンパク質は酸素添加酵素、アルブミン、フ
ラビン酵素、ピリドキサルリン酸酵素などである。
酸素添加酵素のひとつである、カテコール2,3ジオキシゲナーゼ（Mpc）は、カテコール（1,2ジヒドロキシベンゼン）の芳香環にO2の２個の
酸素原子を挿入しC2－C3炭素間で開裂する。我々
は、Mpcによるカテコール開裂反応が、酸素濃度
が低くても非常に速く、１対１の化学量論で不可
逆に100％進行することに着目した。生成物の２ヒドロキシムコン酸セミアルデヒドは、可視部に

生化学・分子生物学講座
■分子生理化学部門
生化学第一講座は、平成５年（1993年）６月に

らの特徴を利用し、溶液中のO2の数を生成物の
量から直接測定する方法を開発し、環境中のマイ
クロモーラー以下の溶存酸素濃度を簡単に絶対測
定する技術を実用化した。

野崎光洋教授が副学長に昇任し、その後任として

透析平衡法に代わる分子間相互作用の直接測定

平成７年（1995年）８月に堀池喜八郎助教授が教

法として、フロンタルゲルろ過法の微量化と自動

授に昇任した。堀池喜八郎教授、石田哲夫助教授、

化を進めており、その臨床診断や薬剤候補化合物

中井智恵子助手の３名であった平成９年（1997年）

のスクリーニングへの応用をめざしてきた。ウシ

３月に田中裕之が助手に着任した。平成14年（2002

血清アルブミン（BSA）と高感度アミノ酸分析

年）に中井智恵子助手が辞職、その後、平成16年

に汎用されるすぐれたラベル試薬であるダブシル

（2004年）に山本 篤が助手に着任した。

クロリドを用いて、ダブシルアミノ酸とBSAと

法人化に伴って講座名が新たに生化学・分子生
物学講座分子生理化学部門となり、平成19年（2007
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強い吸収を示すため、高感度で検出できる。これ

の相互作用がミクロフロンタルゲル濾過法で精密
に測定できることに成功している。

年）４月石田哲夫助教授が准教授に、田中裕之助

フラビン酵素に関しては、嫌気下での分光滴定

手、山本 篤助手がそれぞれ助教に配置換となっ

やストップトフロー装置での測定により、D-ア

た。山本 篤助教は平成23年（2011年）にオック

スパラギン酸酸化酵素の基質活性化が還元型酵素

スフォード大学に留学（休職渡航）し、平成25年

－基質複合体と酸素との反応速度が速いことによ

●基 礎 医 学 講 座

●●●●●●

ることを示し、フラビン依存性オキシダーゼの反

講から平成６年までのことについては、開学二十

応動力学を取り扱う統一的な理論を示した。

周年記念誌に記載されているので、平成７年より

また、脊椎動物中枢神経において神経伝達物質

現在までを中心に述べたい。

として働くD-セリンとその代謝酵素についても

大久保岩男の着任後は、プロテアーゼとそのイ

研究してきた。D-セリンは、哺乳動物の大脳皮

ンヒビターを中心に研究が進められた。特に、血

質に極めて高濃度存在し（L-セリンとほぼ同じ

漿や精漿などの体液に存在するタンパク質を主な

量）
、L-グルタミン酸を伝達物質とする興奮性情

ターゲットとし、それらを精製・同定して機能解

報伝達（N-メチル-D-アスパラギン酸型グルタミ

析を行うと共に、遺伝子の構造や発現調節機構を

ン酸受容体、NMDAR、を介する）を促進的に調

解明した。一方、これらの研究と並行して、准教

節する。その代謝分解酵素であるD-セリン脱水

授（助教授）の上山久雄らは色覚異常の遺伝子解

酵素（DSD）をニワトリ腎臓から精製し、cDNA

析も行った。トピックスとしては、平成18年５月

クローニングを行った。その結果、本酵素がピリ

に本学を会場とし、日本生化学会近畿支部例会を

ドキサール ５’-リン酸（PLP）と亜鉛イオンの両

大久保岩男が例会長となって主催した。当研究室

方を必須とすることを明らかにした。さらに、ニ

の研究スタッフ、大学院生だけでは手が足りず、

ワトリDSDのX-線結晶構造解析と生化学的解析

分子生理化学部門や分子遺伝医学部門（現、再生・

を行い、亜鉛イオンが活性中心に存在し、PLPに

修復医学部門）、社会医学講座法医学部門の先生

結合したD-セリン（external aldimine中間体）

方のご協力も得て、盛会裡に終えることができた。

の水酸基と直接相互作用できることを示した。こ

平成７年以降の研究スタッフは、准教授（助教授）

の 相 互 作 用 に よ り、D-セ リ ン のCα－H結 合 が

は上山久雄（昭和59年～現在）が、助教（助手）

PLPのピリジン環平面に対して垂直に配向する仕

は落合由紀子（平成４～７年）、高垣 勝（平成５

組みを明らかにした。

～８年）、木村言彦（平成８～９年）、前田利長（平

成果は英文論文にまとめ、また、国際学会にも

成９～26年）、高橋良斉（平成10～11年）、山本茂

発表した。平成24年（2012年）にはD-アミノ酸

人（平成11～12年）、荒木久澄（平成14～17年）、

研究会・学術講演会を本学で主催した。

竹内圭介（平成19～26年）らが務めた（カッコ内
は在任期間）。
扇田久和が当研究室に赴任してからは、細胞表
面分子（受容体や接着分子など）とそのシグナル
伝達機構、特に、低分子量Gタンパク質の制御機
構を中心に、循環器疾患やがんの病態解明および
それらの疾患に対する新規診断法・治療法の開発
に向けた基礎研究を展開している。解析手法とし
ては、遺伝子、細胞およびモデル動物を用いた従

（2014年３月） 左から４番目：堀池喜八郎現副学長、
５番目：石田哲夫現琉球大学教授、６番目：野崎光
洋元教授・元副学長

来型のものだけでなく、次世代シーケンサーや

■分子病態生化学部門
当研究室は本学の開学から４年半遅れ、昭和54
年４月に生化学第二講座として開講した。その後、
平成17年４月に基礎医学系講座再編により、生化
学・分子生物学講座 分子病態生化学部門と名称
変更した。この間、教授として初代 上田 潔（昭
和54年～平成２年）、第２代 大久保岩男（平成２
～22年）
、第３代 扇田久和（平成23年～現在）が
着任し、研究室を引き継いでいる。当研究室の開

（2014年４月） 前列左より、上山久雄（准教授）
、扇
田久和（教授）、栗田宗一（助教）、Pang Xiaoling（大
学院生）、Dimitar P. Zankov（特任助教）、松原
一樹（医学部生）
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TALEN技術など近年の新たな手法も積極的に取

ステムを構築しなくてはならない。突き進むバイ

り入れつつ研究を推進している。基礎研究で見出

オ技術と膨大な医療情報を如何にしてわかりやす

した成果は、出来る限りトランスレーショナル研

くベッドサイドへと届けるのか。開学40年目の節

究へつなげていきたいと考えている。新たな研究

目にあたって、今まさに本学の医学教育のあり方

スタッフも着任し、現在のスタッフメンバーは、

が問われており、明日への確実な一歩を踏み出し

扇田久和（教授）、上山久雄（准教授）、栗田宗一

てゆきたい。

（小島秀人）

（助教）
、Dimitar P. Zankov（特任助教）となり、
また、数名の大学院生・医学部生も在籍して研究
を行っている。

（扇田久和、上山久雄）

■再生・修復医学部門

■分子診断病理学部門
当部門（旧病理学第一講座）は、この20年間、

再生・修復医学部門は次世代医療の要であるト

研究に軸足をおきながら、堅実な診断もできる、

ランスレーショナル・リサーチを推進させること

バランスのとれた病理医の育成をめざし、自由な

を目的に昨年（平成25年）10月に設立された。開

雰囲気のもとで、主として上部消化管腫瘍の発生・

設の責務は開学以来40年にわたる滋賀医科大学発

進展機構に関する研究を行ってきた。ほぼ常に（海

の基礎研究の成果を踏まえ、これまでに蓄積され

外や臨床からも含め）若い大学院生がいてくれた

た叡智を、革新的な手法を用意して医療の最前線

ことで、教室の研究のactivityが維持されてきた。

へと橋渡しすることで、臨床医学の要望に的確に

今後も学生の出入りの絶えない教室でありたいと

寄与することである。

考えている。

現在、生化学・分子生物学講座にあって基礎医

研究活動としては、服部隆則教授の下で、「胃

学分野に属するが、同時に、研究により得られた

型腺癌」の概念が確立され、また、ヒトの残胃癌

最先端の知識をベッドサイドへと供給できる臨床

やBarrett食道の発生における胆汁を含む十二指

分野としての特徴も併せ持つ。したがって、研究

腸液逆流の重要性、Barrett腺癌やcolitic cancer

対象は、がん、臓器不全、遺伝性疾患、生活習慣

等の慢性炎症に伴う消化器癌の発生が粘膜修復時

病など、あらゆる難治性疾患が該当する。幹細胞

の化生に関連していること等が、ラット十二指腸

利用と遺伝子輸送技術を駆使して、臓器別や内科

液逆流モデルや人体材料によって明らかにされ

系・外科系による違いを超越した新たな診断なら

た。これらの研究は、ドイツ、英国、米国の研究

びに治療法の開発をめざす。

室との共同研究も含んでいる。平成19年、服部教

教育においては、これまで放射線影響学ならび

授が日本ヘリコバクター学会を主催、ノーベル賞

に分子遺伝学が担当してきた分野で、医学教育に

受賞者Barry Marshall博士を招き、学生との交流

欠くことのできない内容も含め、再生医学ならび

の機会も設けた（写真）。また、杉原准教授（後

に先端医科学として２分野を開設する。特に、放

に教授に昇任）の下で、未分化型胃癌の細胞間結

射線影響学では医師として必要な放射線を用いた

合、間質との相互作用の研究、胃癌や食道癌など

診断治療に関わる基礎知識、分子遺伝学では遺伝

のゲノムDNAの変化を使った系譜解析が進めら

子診断や個別化医療など、ゲノム解析で得られた

れた。現在は、この系譜解析による早期胃癌の進

先端知見を余すところなく活用する。また、再生

展リスク評価の実用化に向けた研究を進めながら、

医学分野では、分子イメージング、幹細胞の臨床

そのアプローチを膵癌、腎癌、乳癌にも適用すべ

応用、遺伝子ならびに新規薬物の分子標的輸送な

く、学内外の研究室と共同研究を進めるとともに、

どについての成果を思考ツールとして、自ら未来

逆流モデルの研究はメタボローム解析へと展開し

医療を創造できる意欲的な医師の育成を目的とす

つつある。

る。

96

病理学講座

教育活動としては、学部教育では、病態発生

高度化、複雑化する医療に対応すべく、様々な

学、腫瘍学、系統別臨床講義の一部、看護学科の

専門医制度が確立されつつある。それに呼応して、

授業の一部を担当している。平成21年の新教授就

基礎医学の教育研究分野も統合再編の必要性に迫

任前後から、学生の協力で教室のwebsiteが充実し、

られており、次世代医療に対応できる確固たるシ

websiteを活用した学生教育にも力を入れている。

●基 礎 医 学 講 座
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大学院教育では、ほぼ切れ目なく（海外や臨床か

平成11年３月に小笠原一誠教授の就任に伴い、

らも含め）大学院生を受け入れてきた。中国、モ

免疫学研究、特にT細胞の抗原認識を中心とした

ンゴル、セルビア、ベラルーシなど７カ国から多

研究に大きく方向転換しました。

くの研究者を受け入れ、外国人大学院修了者は10
名に及ぶ。

平成12年３月に伊藤 靖准教授が着任され、T細
胞受容体からのシグナル伝達の強さとTh1、Th2

病理医の育成については、講座のスタッフ以外

といったヘルパーT細胞の分化との関連について

にも７名の学位を持つ病理専門医を滋賀県内外の

研究を行いました。また、教室としては、T細胞

医療の第一線に送り出した。また、この20年間、

へ抗原を提示する側の細胞として樹状細胞にも注

受託研究として年間２～３万件の病理組織診断を

目し、これらに対する研究も行いました。T細胞

行い、病理診断部門を持たない病院や開業医から

受容体と抗原提示細胞の研究は、やがて癌免疫研

の検体の診断に貢献するとともに、若手病理医の

究やインフルエンザワクチンの研究に発展してい

卒後教育、安定した研究費の確保につなげ、マ

きました。

イクロアレイ解析等も可能にしてきた。最近で

平成17年度に、これまでの病理学第二講座とい

は当部門および関連病院で診断した症例をバー

う名称が、『病理学講座 疾患制御病理学部門』に

チャルスライド化して蓄積し、診断の精度管理、

変更になりました。

Medical Museumや病理医の卒後教育に役立てて

平成18年に石垣宏仁助教が着任、平成19年に東

いる。昨年からは、受託研究として、滋賀県遠隔

レ株式会社を退職された寺本和雄先生が研究生

病理診断ICTネットワーク（さざなみ病理ネット）

（平成25年に特任講師）として教室に参加されま

に参加し、病理医のいない医療機関での術中迅速

した。また、平成20年には仲山美沙子助教が着任

診断のニーズにも応えている。

となりました。
癌免疫研究では、石垣助教が中心となり、担癌状
態での癌局所環境に注目して研究が行われました。
インフルエンザワクチンの研究は、伊藤准教授、
仲山助教が中心となり、当初はマウスモデルを用
いたワクチンの研究が行われておりましたが、平
成20年頃を境に、これまでのマウスを用いた研究
から、よりヒトに近い動物であるカニクイザルを
用いた研究が主流になっていきました。
インフルエンザ感染カニクイザルモデルを確立
し、北海道大学喜田研究室との共同研究で、様々
な高病原性鳥インフルエンザに対するホルマリン

■疾患制御病理学部門

不活化全粒子ワクチンの有効性を示しました。平
成21年のH1N1パンデミックウイルスの流行の際

当教室は『病理学第二講座』として、挟間章忠

には、東京大学河岡研究室との共同研究で、世界

教授の指導のもと、血管病理と脳神経病理の研究

の何処よりも早く、カニクイザルを用いてパンデ

が行われていました。

ミックウイルスの病原性を明らかにしました。こ

平成９年６月に挟間教授が副学長に就任し、教
授職を退かれました。
その後、挟間先生の薫陶を受けた先生方のうち、
笹原正清先生は平成11年に富山医科薬科大学 第
二病理学講座（現 富山大学 医学部 病態病理学講
座）の教授に、天野 殖先生は平成13年に京都大
学 国立大学併設短期大学部（現 京都大学 大学院・
医学研究科）の教授に、福岡順也先生は平成24年
に長崎大学大学院医歯薬総合研究科 生命医科学
講座 病理学の教授に、それぞれ就任されました。
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の研究成果はNature誌に掲載されました。

～）らとともに、パラミクソウイルス（RSウイルス、

平成24年度より、寺本和雄特任講師を中心とし

ヒトメタニューモウイルスなどの呼吸器ウイル

て、免疫抑制物質除去カラムの実用化をめざした

ス、致死性脳炎を起こすニパウイルスなど）の病

研究がスタートしています（JST S-イノベーショ

原性の分子生物学的研究を開始した。宿主免疫応

ン採択）
。がん患者等の治療の一助となる事が期

答に対するウイルスの回避機構の研究を進め、パ

待されています。また、平成25年度より、MHC

ラミクソウイルスには、インターフェロン（IFN）

の判明したカニクイザルを使用して、iPS細胞ス

産生を制御する機構の他、抗ウイルスタンパク質

トックの有効性を検証するプロジェクトがJSTの

を誘導するIFNシグナル伝達を阻害する機構が備

再生医療実現拠点ネットワークプログラム技術開

わっていることを明らかにした。2006年以降の研

発個別課題に採択され、６年間継続される事にな

究では、本学看護学科学部生２人の他、長浜バイ

りました。

オ大学に所属する学部生・修士学生６人が研究生

（石垣宏仁）

として参加した。このうち長浜バイオ大学出身の

■微生物感染症学部門

周 敏（2014年３月博士号取得）と山口まゆ（2015
年３月博士修了予定）は本学博士課程に進学した。

本部門は、1975年４月に設置された旧微生物学

現在、後藤、井上、旦部、北川、４人の常勤教官

講座に始まる。初代の尾崎良克教授（1975.4～

の他、牛尾明代（2008.4～）・田畑直美（2006.11

1988.3）の後、これまでに瀬戸 昭教授（1989.4

～）が技術補佐員として本部門の教育・研究活動

～2005.3）
、後藤 敏教授（2006.4～）が就任した。

を支えている。

1995年 当 時 は、 瀬 戸 教 授 と 牛 嶋 彊 助 教 授
（1975.4～2000.3） の も と で 研 究 が 進 め ら れ
た。当時のスタッフは、礒野高敬助手（1985.4～
1995.8）
（現 実験実習支援センター准教授）、永
野幸生助手（1994.4～1997.2）（現 佐賀大学准教
授）
、岩田幸子事務官（1976.4～1998.3）（現 医
療サービス課主幹）であった。礒野助手と永野助
手の異動後は、それぞれ旦部幸博助手（1996.3
～）
、原口清輝助手（2000.4～2004.10）が着任し
た。交配飼育により独自に作製したB/Jas近郊系
家兎を感染モデルとして利用し、HTLV-１感染
による致死的な白血病や、HSV-１感染によるヘ

薬理学講座

ルペス脳炎の発症メカニズムの研究が進められた。

最近20年間（1994年４月～2014年３月）の講座

一方、牛嶋准教授らは、各種腸内起因菌に対する
大腸内常在菌の拮抗作用の機序の解明に取り組ん

当初は戸田 昇（教授）、岡村富夫（助教授）、

だ。牛嶋助教授退官後に着任した井上寛一准教授

安屋敷和秀（学内講師）、吉田一秀（助手）のス

（2000.4～）は、旦部助教らとともに、細胞癌化

タッフ四名で教育、研究、学会活動などを担った。

機構の研究を開始した。v-Srcによる癌化を抑制

1997年に吉田に替わり藤岡秀行が助手になった。

する遺伝子としてクローニングした癌抑制遺伝子

1999年３月に戸田教授が定年退職され、同11月に

Drsの他、PeriostinやCyclin D１の発癌における

岡村が教授に就任した。2000年には安屋敷が助教

役割などを分子レベルで明らかにした。2005年ま

授に昇進し、篠崎一哉を助手に迎えた。大学の方

での10年間に金 哲将（1995.3）、湯浅 健（1999.3）

針で基礎医学講座助手職の流動性が低下し、2003

（以上泌尿器科）
、張 卓彬（2004.9）
、石田憲正

年より岡村、安屋敷、篠崎のスタッフ三名で講座

（2005.3）
（歯科口腔外科）の４人が瀬戸教授の

の活動を担うことになった。2008年には篠崎の辞

指導のもとで、また旦部助教（2004.3）が井上准

職に伴い、田和正志が助教になった。2009年には

教授の指導のもとで博士号を取得した。

これまで20年以上にわたり講座の活動を支えてき

瀬戸教授退官後に着任した後藤教授（2006.4～）
は、
原口助教の後に着任した北川善紀助教（2006.8
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の活動をまとめた。

た安屋敷が兵庫医療大学の教授に栄転し、後任に
今村武史を准教授に迎えた。ここ20年間当講座に
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在籍し、教育、研究、学会活動に尽力したのは、

その後の研究の糧とした。また、戸田教授は1994

上述した戸田、岡村、吉田、安屋敷、藤岡、篠

年に第17回日本高血圧学会、1997年に上述した国

崎、田和、今村の諸氏のほか、木村俊雄、榎堀み

際NO学会、1998年に第71回日本薬理学会年会お

き子、田野邊裕二、北村善彦、張 建新、佐井義和、

よび第18回日本眼薬理学会を主催した。岡村教授

安 君、 林 田 英 資、 内 山 賢 美、 中 西 恵 美、 白 石

は2002年に第12回日本循環薬理学会、2007年に第

享、田中敏樹、尾崎誠重、Hamdy Gohneim、須

７回日本NO学会、2009年に第116回日本薬理学会

山嘉雄、山水康平、玉山卓己、王 春梅、Ayman

近畿部会、2012年に第32回日本眼薬理学会を主催

Geddawy、下里 貴、岩﨑広高たちであり、事務

した。

的には、大西教代、熊谷悦子、岡本喜代美、園田
郁子、野瀬裕子たちのサポートがあった。
１．教育
当初は医学科３回生に薬理学講義を、４回生に
薬理学実習を提供していたが、2002年から大学と
して少人数能動学習を取り入れたため、３回生前
期に両科目を提供することになった。薬理学講義
にはこれまで同様「薬理学シラバス」を基にした
講義を行っているが、2010年からは講義の際に使
用するスライドをe-learning でも閲覧できるよう
にした。薬理学実習はスタッフの減少に伴い５種
類から４種類になると共に、学生を被験者とする
実習が困難となった。看護学科２回生にも診断と
治療Ⅰという科目名で薬理学を講義している。

社会医学講座
■衛生学部門
＜人の動き＞

２．研究

1994年（当時、予防医学講座）のスタッフは、

内皮由来血管弛緩因子（EDRF）および血管拡

教授・渡部眞也、助教授・西山勝夫、助手・垰田

張神経の神経伝達物質に関する一連の研究を通

和史、同・山下尋美、事務官・大橋加代、大学院

じて、内因性一酸化窒素（NO）の研究を行った。

生・北原照代、研究生・佐藤修二であった。1996

その関連で、1997年には本邦で初の国際NO学会

年に渡部が定年退官。2008年に後任の西山教授が

を京都で開催することができ、翌年ノーベル賞

定年を迎え、当部門の現在の体制は、准教授・垰

を受賞する Furchgott, Murad, Ignarro 博士らも

田、学内講師・北原、助教・辻村、研究補助員・

Board member として参加した。血管と同様に

加藤正人、秘書・片倉美千子となった。2014年度

消化管や陰茎海綿体に分布する平滑筋拡張神経も

は、大学院生・保田淳子、鈴木ひとみ、研究生・

NO 作動性であることを明らかにした。これら内

西田直子、白星伸一、冨田川智志とともに研究を

皮および支配神経由来の内因性NOのはたらきに

進めている。1994年以降、当部門での研究により、

ついて、薬理学関連ではIFが最も高い総説誌であ

北原、辻村、佐藤、舟越光彦、毛利一平、冨岡公

る Pharmacological Review 誌（2003, 2005, 2007,

子、中村賢治が学位（医学博士）を得ている。また、

2009）に報告した。その後、生活習慣病の血管に

この間に、スイス連邦工科大学、スウェーデン王

おいて共通に観察される内皮機能異常と酸化スト

立労働生活研究所との人的交流を行なった。2012

レスの亢進の原因を、インスリン抵抗性モデル動

年４月から１年間、韓国の労働医学研究所所長・

物を用い、内皮型NO合成酵素のアンカップリン

任 祥赫を客員研究員として迎えた。

グが主因であることを国際誌に報告した。

＜研究＞
当部門では、創設以来、労働衛生・環境衛生・

３．学会活動など
国内外での薬理、高血圧、循環における関連学
会で発表し、得られた批判をフィードバックして

地域医療を中心に調査研究を行ってきた。近年の
主な研究テーマには以下のものがある。
１）ヒューマンサービス労働者の作業関連運動器
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障害予防に関する研究
対象は、手話通訳者、盲ろう手話通訳介助者、

■公衆衛生学部門

介護労働者、障害児学校教員、看護師等。特に介

昭和51年に「保健管理学講座」として始まっ

護・看護労働者の腰痛予防については、国の「職

た当部門は、「福祉保健医学講座」（平成５～21

場における腰痛予防対策指針」の改訂や「リスク

年）、「社会医学講座公衆衛生学部門」（平成21年

アセスメントマニュアル作成」に垰田、北原が参

～）に名称変更し現在に至っています。平成21年

加し、研究成果を予防策に反映させた。

12月より第３代教授として三浦克之が着任してい

２）農村医学

ます。先代の上島弘嗣先生（現名誉教授、特任教

農水省の委託を受け、日本農村医学研究所と共

授）着任以来、一貫して循環器疾患・生活習慣病

同して、農家の災害・事故例の検証と、予防策の

の疫学と予防を主要研究テーマとして取り組んで

検討を進めている。

います。平成６年には1980年、1990年の循環器

３）全身振動の曝露評価と低減に関する研究

疾患基礎調査対象者約２万人を追跡するNIPPON

産業車両における全身振動曝露測定を継続・発

DATA80/90が旧厚生省研究班として開始され、

展させ、近年は、農作業をフィールドに、トラク

現在では日本を代表する循環器コホート研究の一

ターなどの農業車輛による全身振動曝露を評価し

つとなっております。平成22年（2010年）からは

ている。また、民間企業と共同して運転手の曝露

三浦が厚生労働省指定研究の代表者として新た

振動を低減させる座席の開発を行っている。

なコホート研究NIPPON DATA2010も開始しま

４）障害者の予防医学

した。滋賀県高島市における脳卒中・心筋梗塞の

肢体不自由者の二次障害予防に関する研究、聴

発症登録研究（高島研究）も発展し地域ベースの

覚障害者の受療権保障に関する研究を、佛教大

循環器疾患登録データとして貴重な知見を提供し

学や京都工芸繊維大学と共同してすすめている。

ています。滋賀医科大学に平成24年に設置された

2011年からは、微小体動検知システムによる脊髄

滋賀脳卒中データセンターではこの経験を生かし、

損傷者の自律神経機能評価と社会生活支援に関す

当部門が重要な役割を果たしています。

る研究を開始した。
＜教育＞

その他にも、栄養と血圧に関する国際共同研
究INTERMAP、潜在性動脈硬化に関する国際共

教育では医学科４回生の公衆衛生学・社会医学

同研究（ERA JUMP 平成14年～）や滋賀動脈硬

フィールド実習および１回生の医学概論Ⅰ・早期

化疫学研究（平成17年～）、全国の14コホート計

体験学習を担当している。医学概論Ⅰ・早期体験

20万人のデータを統合したプロジェクトEPOCH-

学習は、1992年に担当を開始した渡部元教授が退

JAPANの事務局（平成17～22年）およびデータ

任後も、垰田が引継いでいる。2012年からは医学

センター（平成23年～）を当部門が務める、など

科・看護学科共通の履修となった。また、垰田が

それぞれに特徴ある研究が実を結び、今後一層の

1993年より障害学生支援室員として、2007年より

発展が期待されています。

里親学生支援室長として、学生の修学支援に取り
組んでいる。

以上のような本学の疫学研究の実績により、平
成25年には文部科学省施設整備予算（最先端研究
施設）による総合研究棟（疫学研究拠点）が新築
され、「アジア疫学研究センター」としてオープ
ンし、当部門の研究の場も広がりました。さらに
博士課程教育リーディングプログラムに本学の
「アジア非感染性疾患超克プロジェクト」が採択
され、三浦がプログラムコーディネーターとなり、
当部門が重要な役割を果たしています。
このように、過去20年間に多くの研究がなされ
大学内の他部門との協力はもとより国内外の多く
の研究者とも交流してきました。これら「人と人
とのつながり」が当部門のもっとも大事な財産と
言えます。これからもこの「つながり」を大事に
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していきたいと考えています。詳しくは当部門の

ター、臨床研究開発センターとの連携が望まれる。

ウェブサイト（http://hs-web.shiga-med.ac.jp/）

現在定員１人の小さな研究室ではあるが、大学院・

をご覧ください。

大学教育および臨床研究のサポートにおいても重
要であり、さらなる部門の発展が望まれる。


（三浦克之）

■法医学部門
沿革：昭和52年４月に古村節男先生が初代教授と
して赴任し、法医学講座が開設された。平成４年
から第３代教授として勤めていた西 克治先生が
定年を迎え、平成26年４月から一杉正仁が第４代
教授として着任、現在に至る。

■医療統計学部門
社会医学講座医療統計学部門は平成20年に社会

業務：死因や死に至るメカニズムを解明し、故人
の尊厳を守ることはもちろんのこと、事件、事故、

医学講座内に新設された部門であり、福祉保健医

突然死の予防を通して社会安全や公衆衛生の向上

学部門（当時）の特任講師であった村上義孝（現

に寄与している。

東邦大学医学部医療統計学部門教授）が初代の部
門長（准教授）に就任した。近年のEBM（根拠
に 基 づ く 医 学、evidence-based medicine） の 潮

１．法医解剖
滋賀県の法医解剖を担当する唯一の機関であり、

流を受け、医学研究・教育における医療統計学の

平成６年から24年は83体から91体（平均85体）の

重要性が高まってきたことが本部門の大きな設置

法医解剖を実施し、平成25年は141体（司法解剖

理由である。

130体、承諾解剖１体、新法解剖10体）の法医解

当部門は、医学部教育においては公衆衛生学の

剖が実施された。

講義（主に疫学方法論、保健統計）および社会医
学フィールド実習を担当し、また、博士課程教育

２．司法当局との連携

においては疫学・公衆衛生学のみならず、臨床医

滋賀県警察、滋賀地方検察庁と連携し、事件や

学各講座の臨床研究の論文指導を、統計面からサ

事故例について相談事案に応需している。また、

ポートしてきた。研究面では、公衆衛生学部門と

裁判員制度にも積極的に協力している。

共同で、厚生労働省研究班による大規模コホート
統合プロジェクトにおいて中心的な役割を果たし、

３．地域との連携

国内14コホート、計20万人のデータ解析等を行っ

滋賀県医師会と連携し、異状死に対する死体

た。また、部門独自の研究として厚生労働統計の

検案の支援や大規模災害発生時の体制づくりを

高次利用に取り組み、その範囲は大震災の統計へ

行っている（県医師会警察協力医検討委員）。また、

の影響、感染症発生動向調査による流行予測、国

滋賀県健康医療福祉部、近江八幡市福祉総合相談

民生活基礎調査の二次利用など多岐にわたる。そ

課と連携し、児童虐待や老人虐待の早期発見や防

の他コンサルテーション業務として学内外の多く

止に取り組んでいる。

の疫学研究、臨床研究の研究デザイン立案と統計
解析にも参加している。村上准教授は本学附属病

研 究・ 学 会 活 動： 外 傷 や 突 然 死 の 診 断 精 度 向

院臨床研究開発センター副センター長、アジア疫

上、予防医学の推進を柱とし、多岐にわたる研

学研究センター副センター長などを併任し、大学

究に従事している。特にMuenster University、

内では部門を超えた任務に従事した。

Universitat Munchen、名古屋大学大学院、交通

当部門は本学の特徴的な研究分野である生活習
慣病疫学研究において、今後も引き続き重要な役

安全環境研究所、東京都市大学、本田技研研究所
等との医工連携・産学共同研究を行っている。

割を担うことが期待され、アジア疫学研究セン
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教育活動：生命倫理、外傷、内因性急死、中毒等

認定医）、技術専門職員 中川季子（日本医学写真

に関する内容を教育し、その他医学英語や学外研

学会理事）、技術職員 高谷亜加里（臨床検査技師）、

修などにも積極的に取り組んでいる。また、滋賀

非常勤講師 兼 正晃（滋賀県警察科学捜査研究所

県警察本部や検察庁で専門的内容の講義も担当す

次長）、山本好男（三重大学社会連携研究センター

る。

教授）、非常勤教務職員 坂口生夫で構成されてい
る。

スタッフ：解剖に従事する医師はいずれも臨床経

また、当講座の同門２人が、他大学の教授に就

験を有し、また、医学部学生も実習・研究活動に

任しており、その他の同門医師は臨床現場で活躍

積極的に参加している。研究医枠学生１名（奥長

している。

隼）
。研究生３名及び大学院１名が博士を取得し
ている。
教授 一杉正仁（東京慈恵会医科大学卒、日本法
医学会認定医・医学英語検定１級・International
Traffic Medicine東アジア地区理事・日本バイオ
レオロジー学会理事ほか）、准教授 古川智之（滋
賀医科大学卒、内科認定医・ICLSインストラク
ター・老年科専門医・救急科専門医）、助教 森田
沙斗武（滋賀医科大学卒、内科認定医・死体検案
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て、外科医が身近で一緒に働いており何でも相談
できるのは素晴らしい環境です。また、若い研修
中の医師や入院されている患者さんにとっても大
きなメリットがあります。
昨今、医学教育や医科大学のあり方に多くの議

内科学講座
■循環器・呼吸器

論がなされています。いろいろと批判はありまし
たが、大学医局は、いわゆる「診療・教育・研究」
の３本柱のすべてをバランス良く円滑に進めるの
に好都合なシステムであったと思います。マッチ

滋賀医大のなかで最初の臨床講座であり、大学

ングが始まって、先人の知識や知恵なくして、医

の創立と同時に開設された内科学第一講座（現在

学部卒業前の学生がこのようなシステムの構築さ

の呼吸器・循環器内科）は、創設に尽力された河

れていない研修先を選ぶのに、先輩としてハラハ

北成一教授、また、大きな発展に貢献された木之

ラしてしまうのは私だけでしょうか。人生、長い

下正彦教授のお二人が大切に育てられた後、平成

ようで短く、短いようで長いものです。自分の活

14年に現在の主任教授である堀江が引き継がせて

躍する20年後さらにその先を考えて、将来を決め

頂きました。既に講座は成熟し完成した開設28年

て欲しいものです。若い医師がより良き臨床医あ

目のことです。そして、今年40年目を迎えます。

るいは研究医として、人々から尊敬され充実した

同門会も湖筍会（こじゅんかい）と呼称され、会員

人生を歩まれるよう、常にサポート出来るような

も250名を越えました。ちなみにこの命名は、呼

教室作りを今後も目指して行きたいと考えており

吸器内科の長尾先生によるもので、琵琶湖の湖畔

ます。

（堀江

稔）

で真っ直ぐにすくすくと伸びるタケノコをイメー
ジしています。従って教室のイメージカラーも水
色とライトグリーンであります。堀江の赴任直後
に、丁度、始まった新臨床研修制度のため、滋賀
医大卒業生が大学に残らないという流れがあり大
変苦戦しておりますが、ここ10年間の入局者はお
よそ50名、彼らが教室の将来を担って、さらに発
展させてくれるものと期待しております。
現在、平成６年当時の教室のスタッフは、全員
が大学外で活躍しているため、詳しく記載するこ
とができませんが、木之下教授の時代は、講座の

■消化器・血液

定員や人材不足の問題などがあり、もうひとつの

昭和51年（1976年）に細田四郎教授が初代教授

診療の柱である呼吸器内科診療はされていなかっ

として内科学第二講座を開講され40年を迎えよう

たと聞いております。そこで平成15年には、呼吸

としています。その間、第２代馬場忠雄教授（平

器専門医である中野先生、さらに続いて３名の優

成６年～平成14年、前滋賀医科大学学長）、第３

秀なスタッフを京都大学から派遣していただき、

代藤山佳秀教授（平成14年～平成26年、現滋賀医

滋賀医大で初期研修されたメンバーも加わり、現

科大学理事）の下、平成26年３月31日現在222名

在では大学内で10名以上が在籍し、関連病院に２

の同門が在籍するまでに発展してきました。2004

名が出向中という大きな診療科になりました。

年に導入された国立大学の法人化や新医師初期臨

また、循環器内科は、現在、30名弱の大学内メ

床研修制度により大学を取り巻く環境が大きく変

ンバーですが、虚血・不整脈・心不全とバラン

貌するなか、2002年に内科学講座は大講座化され

スのとれた患者さん本位の診療を展開していま

旧内科学第二講座は内科学講座（消化器・血液）

す。さらに多くの関連病院で同門会員が活躍中で

に改組されました。また、新しく設置された大学

す。呼吸器内科と同じく、病院再開発のとき、お

院教授として安藤 朗（平成21年～平成26年）が、

のおの心臓血管外科および呼吸器外科とペアーを

東近江地区の地域医療活性化を目指す総合内科学

組んで同じ病棟で診療しています。内科医にとっ

講座教授として辻川知之（平成23年～）が就任し
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ました。
附属病院では、輸血部（1996年）、無菌治療部

■糖尿病内分泌・腎臓・神経

（1997年）
、光学医療診療部（2002年）、栄養治療

滋賀医科大学内科学講座（現 糖尿病内分泌・

部（2005年）が設置され新しい部署で同門の先生

腎臓・神経）は、繁田幸男教授により昭和53年４

方が活躍しています。さらに、病院再開発の一環

月に開講され、昭和53年10月附属病院の開院に伴

として2008年に消化器・血液内科病棟は５階C病

い第三内科として診療を開始した。平成７年４月

棟から４階C病棟へと移動し、さらに光学診療部

から吉川隆一教授（第５代滋賀医科大学学長）に、

が２階の検査部門から４階B病棟に移設されまし

平成13年12月から柏木厚典教授（第６代滋賀医科

た。消化器外科病棟も４階D病棟に移動したこと

大学附属病院長）、平成22年１月から前川に引き

から、附属病院４階部分が消化器疾患診療の集学

継がれた。平成14年の内科学講座の大講座化によ

的診療部門として効率的に機能する環境となって

る診療科再編後も旧内科学第三講座グループとし

います。同様に、消化器・血液内科と消化器外科

て、糖尿病内分泌内科、腎臓内科、神経内科の３

の外来部門も同一ブロックに配置され機能的な運

診療科の緊密な連携のもとに１つの内科チームと

用が可能となっています。

して、臨床・教育・研究を担当している。

専門医の育成は大学病院の重要な使命の一つで

臨床は、糖尿病を中心として内分泌代謝疾患、

すが、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、

腎臓疾患および神経疾患の診療を担当し、各科の

日本血液学会、日本感染症学会の指導施設として

専門医の養成をめざしている。各診療分野の診療

各学会から認定を受け、さらに日本肝臓学会、日

体制を整備し、内分泌代謝疾患、腎臓疾患、神経

本臨床腫瘍学会（がん薬物療法専門医）
、日本感

疾患の機能診断、組織診断および治療体制を構築

染症学会（感染症専門医、指導医）、日本化学療

した。

法学会（抗菌化学療法指導医）
、日本臨床栄養学

研究は、”Bedside to Bench”を基本とし、２型

会の専門医が育っています。また、炎症性腸疾患

糖尿病の病態診断のためのケトン体簡易測定法の

の基礎、臨床研究の推進をめざして、平成17年

開発、インスリンおよびインスリン受容体異常症

（2005年）に栄養治療部・消化器外科等関連診療

の解析から分子生物学的手法を用いたメタボリッ

科・部と連携して「炎症性腸疾患（IBD）センター」

クシンドロームや糖尿病発症遺伝子研究ヘと進展

を創設し、滋賀県のIBD診療の拠点としての役割

した。これらの研究と並行して、糖尿病性腎症、

を果たすとともにその体制のさらなる充実を図っ

糖尿病性神経障害、動脈硬化症などの血管合併症

ています。滋賀県HIV/エイズ診療中核拠点病院、

の発症機構、診断法、治療薬の開発も精力的に進

滋賀県肝疾患診療連携拠点病院、滋賀県がん診療

め、わが国における糖尿病性腎症、糖尿病性神経

連携拠点病院・滋賀県がん診療高度中核拠点病院

障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の診断基準

としての機能を担うとともに、平成25年度より感

やガイドライン作りに大きく貢献した。

染症内科を院内標榜しています。

平成４年以降当教室が主催した学術集会は、吉

最後に、平成26年４月に内科学講座（消化器・

川隆一教授が日本糖尿病学会近畿地方会（平成11

血液）
第４代教授として安藤 朗が就任し、消化器・

年）、第43回日本腎臓学会学術総会（平成12年）、

血液内科・感染症内科の教育・診療・研究のさら

糖尿病性腎症に関する国際シンポジウム（平成15

なる充実をめざしています。

年、平成20年）を主宰、柏木厚典教授が日本糖尿
病学会近畿地方会（平成19年）、第８回動脈硬化
学会教育フォーラム（平成20年）、第52回日本糖
尿病学会年次学術集会（平成21年）、第25回日本
糖尿病合併症学会（平成22年）、第11回日本内分
泌学会近畿地方会（平成22年）を主宰した。
開講以来、本学出身の古家大祐（金沢医科大学、
平成19年）、笹岡利安（富山大学、平成19年）、田
中 逸（聖マリアンナ医科大学、平成19年）、西尾
善彦（鹿児島大学、平成23年）、小島秀人（滋賀
医科大学、平成25年）、前田士郎（琉球大学、平
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成26年就任予定）教授をはじめ、現在までに当教

よび発達障害学は当講座開講以来の中心的な研究

室出身者で14名の教授を輩出した。

テーマでもあり、海外からの発表者10名を含む特

このように本内科学講座は、これまで糖尿病・

別講演、400題を越える一般演題をはじめ、７つ

肥満症及びその血管合併症の病態、診断、管理基

のシンポジウムが企画され多くの成果を挙げるこ

準に関する研究や人材育成でわが国の同内科学分

とができた。

野において重要な役割を果たしてきた。今後も、

平成14年９月、第28回重症心身障害学会が口分

これまでの教室の歩みを更に発展するために、基

田政夫会長（第一びわこ学園施設長）のもと大

礎研究の推進と大学病院での質の高い医療の確立、

津市で開催された。「ともに生きる関係のなかで、

さらに有能な臨床医・研究者・教育者を育てられ

お互いの希望をつくりだそう」をテーマとして

る魅力ある講座を目指していきたい。

500名を越える参加者がえられ、重症心身障害者



（前川

聡）

への医療福祉の進展に強いメッセージが発信され
た。
平成20年４月、第11回乳幼児けいれん研究会国
際シンポジウムが竹内義博教授を会長として大津
市で開催された。小児のけいれん性疾患のなかで
は最も頻度の高い「熱性けいれん」をテーマとして、
海外から15名、国内から５名の専門家を招き活発
な討論が展開された。海外からの参加者は120名

小児科学講座
【沿革と現状】
滋賀医科大学小児科学講座は昭和50年４月１日、

を超え、学術性と国際性のみならず、hospitality
の高い学会運営に高い評価を得ることができた。
平成23年11月、第38回日本小児臨床薬理学会が
中川雅生病院教授を会長として大津市で開催され

中村恒男副学長兼教授、島田司巳助教授、山野恒

た。「育てよう！こどものくすりと未来の命」を

一助手の３名で開講した。開講20年目を迎える平

テーマに、海外からの招聘講演やシンポジウムを

成６年度には、島田司巳教授、山野恒一助教授、

含め、小児の薬物療法の発展や医薬品開発の推進

太田 茂および中川雅生の両講師、および６名の

についての重要性が活発に討論された。

助手がスタッフを構成した。平成８年度には大矢
紀昭先生が宇治保健所長より滋賀医科大学看護学

【研究活動】

科教授に就任、平成11年度には山野恒一助教授が

小児科学講座では神経・発達、循環器、代謝内

大阪市立大学小児科学講座教授に就任された。平

分泌、血液・悪性腫瘍、および腎疾患に関する各

成13年度には22年間教授を努められた島田教授が

研究グループを擁している。現在進行中の主な研

退官され、京都府立医科大学より竹内義博教授が

究テーマは（１）神経・発達：慢性疾患児の認知

当講座の第３代教授に就任された。また、平成16

機能評価、胎内環境の変化と発達障害、（２）循

年度には大野雅樹講師が京都女子大学の児童学科

環器：マウス心筋に発現するイオンチャネルの発

教授に、平成20年度には神谷保彦先生が長崎大学

達的電気生理学的変化、心房中隔欠損における右

国際健康開発研究科教授に就任している。小児科

室容量負荷と心電図の解析、（３）代謝内分泌：

学講座は毎年平均７名程の入局者があり、平成26

先天性代謝疾患の分子遺伝学的診断法の開発、分

年４月現在の教室員は32名である。また、開講以

子遺伝学的基礎に基づく小児内分泌疾患の診療、

来当小児科所属の同門医師は184名に達し、文字

（４）血液・悪性腫瘍：小児固形腫瘍の発生起源

通り滋賀県内の小児科学の診療、教育、研究活動

に関する研究、小児造血器腫瘍・固形腫瘍に対す

のリーダーシップを担っている。

る多施設共同臨床試験、（５）腎疾患：補体制御
異常と腎疾患、小児特発性ネフローゼ症候群に対

【学会活動】

する治療法開発の多施設共同臨床研究などである。

平成７年５月、第37回日本小児神経学会および

平成６年度からの過去20年間における小児科学

第７回国際発達障害シンポジウムが島田司巳教授

講座からの学位論文は41編、文部省または文部科

を会長として大津市で開催された。小児神経学お

学省科学研究費の採択課題数は延べ55題を数える。
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現在、教室内の大学院生５名を中心として活発な

時間生物学、精神生理学の分野において、画期的

研究活動が展開されている。

な研究プロジェクトを進めております。
教育においては、「患者を治す精神医療」を遂
行するためにエビデンスに基づく精神医学教育を
行うとともに自ら考える教育を目指してきました。
また、精神保健指定医、精神神経学会認定医の資
格取得にも力をいれ、若い医師に対して最短期間
で取得できるように指導を行ってきました。当科
は日本睡眠学会A型認定施設であり、全国から睡
眠医療の研修を受け入れてきました。これまで山
形県より相良雄一郎医師が、群馬県より平岡敏明
医師が当科で研修を受け、睡眠学会認定医を取得

精神医学講座

しております。また、児童思春期精神医学を学ぶ

昭和53年４月に滋賀医科大学精神医学講座が開

短期研修に参加させ、既に３名の研修医が参加し

設され、初代教授として、高橋三郎先生（現滋賀

ために、研修医にイギリス・モーズレイ病院での
ています。

医科大学名誉教授）が着任されました。以降、２

今後の課題としてはさらに入局者を増やし、臨

代目教授加藤進昌、３代目大川匡子へと受け継が

床・教育・研究を活性化させる必要があると思わ

れ、2007年３月に山田尚登が４代目教授として着

れます。ちなみに2011年度の入局者は１名（藤井

任しました。当講座の方針は各自の発想を尊重す

勇佑）、2012年度は３名（眞田 陸、増田 史、泉尾 護）、

る自由な気風であり、これまで優れた人材を多数

2013年度は４名（鷹見将規、中林孝夫、鈴木朋久、

輩出してきました。現在も当講座出身の多くの教

佐橋浩一）、2014年度は３名（山本 彬、山路 力、

授が多方面で活躍しています。

田村礼華）と着実に入局はしていますが、まだマ

現教授が着任当時は新研修医制度などの影響
で今井 眞助教（現講師）、森田幸代助教（現講師、

ンパワーが不足しており、勧誘活動にも力をいれ
ていく方針です。

腫瘍センター）、金井裕彦講師に医員３名を加え
たわずか６名の医局員でありましたが、様々な方
面から協力を得て、次第に医局員数を増やすこと
ができ、2014年現在は総勢22名の医局員で臨床・
研究・教育と力を入れております。
研究においては精神薬理学、睡眠学、時間生物
学、児童思春期精神医学、てんかん学などの領域
において神経科学の進歩を取り入れ活発に研究を
行っています。当講座では海外の専門誌への原著
論文投稿にも力を入れ、2008～2013年度までの間
で原著論文として49編が掲載されました。睡眠研
究においては2011年に今井 眞講師がわさび臭を
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用いた報知器の開発でイグノーベル賞を受賞しま

皮膚科学講座

した。また、2013年には京都大学より角谷 寛特

皮膚科学講座の開講は昭和53年であり、開学40

任教授（日本睡眠学会理事）を迎えて、様々な新

周年は教室開講から36年目にあたる。教室開講時

しい知見を報告しております。また、薬理学研究

の初代教授は渡邊昌平教授（～平成３年）であり、

においては森田幸代講師、高橋正洋講師が中心と

助教授は上原正巳先生、その後講師として廣永正

なり、クロザピンをはじめとした向精神薬の血中

紀先生が加わり、講座の草創期を担った。研究面

濃度を測定し、臨床評価、脳波あるいは認知機能

では渡邊教授の皮膚真菌症と上原助教授のアト

との関連を研究してきました。さらに2013年４月

ピー性皮膚炎が二本柱となり、特に真菌症に関し

には米国留学中であった松尾雅博が助教に着任し、

ては廣永正紀講師、田中壮一講師、望月 隆助手（現

●

金沢医科大学皮膚科学教授）らと共に病原真菌の
交配試験に基づく白癬菌の再分類について精力的
な研究がなされた。
平成３年に上原正巳先生が第二代教授に就任

●臨 床 医 学 講 座

●●●●●

外科学講座
■消化器・乳腺一般

（～平成15年）されてからはアトピー性皮膚炎が

【沿革】 1975年４月に外科学第一講座が開設さ

教室の中心テーマとなり、杉浦久嗣講師・佐々木

れ、食道癌を専門とする大同禮次郎教授が初代教

一夫助手・植西敏浩助手（平成17年より講師）

授として着任されました。さらに1978年10月に開

らと共に臨床的研究および基礎的研究が行われ、

院した附属病院では一般外科・消化器外科を担当

数々の悪化要因を実際の症例を綿密に検証するこ

する第一外科として診療に当たることになりまし

とにより明らかにするなど、多くの優れた業績を

た。しかし、講座の礎を築かれた大同教授が肝細

あげた。平成４年に段野貴一郎助教授を迎えてか

胞癌に倒れられるという不幸に見舞われることに

らは、光免疫学の研究と尋常性乾癬の病態に関す

なりました。1980年９月に小玉正智教授が第２代

る研究も行われた。

教授として着任され、消化器外科を中心として乳

平成16年に第三代皮膚科教授として田中俊宏教

腺内分泌外科、小児外科、移植外科、救急と多岐

授が就任（～現在）してからは、田中教授の専門

に渡り診療、研究、教育活動を行いました。そし

分野である水疱症の研究に加え、時代のニーズに

て、2001年４月に谷

応じた幅広い診療分野に関して多種多様の研究を

就任され、2002年４月には消化器・乳腺一般外科、

行っている。平成20年に中西 元講師（平成23年

心臓血管・呼吸器外科よりなる大講座制へと移行

より准教授）を迎えてからは臨床研究として遺伝

した外科学講座の主任教授に就任されました。診

子診断を行っており、先天性表皮水疱症などの遺

療科としても消化器外科、乳腺一般外科を担当し、

伝性疾患の診断や、悪性腫瘍の１つである隆起性

外科侵襲についての研究と臨床、癌に対する治療

皮膚線維肉腫のCOL1A１-PDGFB融合遺伝子の

成績の向上と低侵襲外科の実現に向けて積極的に

発現を検索して皮膚線維腫との鑑別診断や切除

取り組んで来ました。また、2005年４月に江口 豊

マージンの評価に活用している。田中教授が就任

教授が救急集中治療医学講座、2008年４月に遠藤

してから10年となる現在は中西健史准教授の創傷

善裕教授が臨床看護学講座、2011年１月に来見良

ケア、藤井紀和講師の皮膚外科、藤本徳毅講師の

誠教授が総合外科学講座の教授に就任されました。

徹教授が第３代教授として

皮膚免疫など多彩な分野における臨床・基礎研究
が行われている。

【研究】 外科侵襲、腫瘍、低侵襲外科治療に関し

また、近年では学会の運営を積極的に行ってい

て「オンリーワン、ナンバーワンを目指す」のも

る。平成21年に第102回近畿皮膚科集談会を教室

とに積極的に研究活動を行っています。なかでも

関連病院である草津総合病院

古田未征医長を会

当講座により開発された敗血症治療器「トレミキ

頭として開催し、平成22年には第32回水疱症研究

シン」は世界中で臨床応用され、重症敗血症の治

会を、平成24年には第９回日本褥瘡学会近畿地方

療に貢献しています。肥満症に対する外科治療で

会学術集会、平成25年には第28回日本皮膚外科学

は消化管ホルモンの役割など様々な角度から研究

会総会・学術集会を開催し、研究・教育活動にお

を行っています。また、抗癌剤感受性試験、術中

いて重要な一翼を担っている。

温熱化学療法の開発による治療成績の向上を目指
しています。外部資金の導入による大型プロジェ
クトとしてマイクロ波手術器具の開発、MR画像
下低侵襲内視鏡手術システムなどの次世代低侵襲
手術システムの研究開発を進めています。大学発
ベンチャーを設立し、産学官連携事業を積極的に
進めています。さらに、MR画像下低侵襲内視鏡
手術システムの開発プロジェクトでは文部科学省
特別経費が認められ、特任教員３名の雇用やMRI
装置などの整備が行われています。その他、抗癒
着剤、酸化チタンによる医療廃棄物処理システム
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の開発等もすすめています。

弁膜症においては人工弁を使用しない僧帽弁形成
術を積極的に導入し、現在では弁の三次元形態を

【教育】 学部学生、大学院生に対する講義、実習

リモデリングする理想的な新術式（バタフライ法）

の他、ランチミーティングやハンズオンセミナー

を世界に先駆けて発明し、多くの患者を救ってき

を行い、知識だけでは無く、医療や研究に取り組

ました。大動脈瘤治療においては、全国有名施設

む姿勢や心構え、外科手技について直接指導して

と比較しても圧倒的な短時間手術でこれまで困難

います。さらに、「次代を担うがん研究者・医療

と考えられていた弓部置換など大手術を超高齢者

人養成プラン」
では、谷教授がコースディレクター

にいたるまでお断り無く治療して参りました。こ

として高度ながん医療、がん研究等を実践できる

れらを含めて重症の緊急救命手術といたしまして

優れたがん専門医療人の養成を目指しています。

は、No refusal policyを文字通り実践すべく、手
術室、麻酔科、集中治療室との緊密な連携を得て

【診療】 2002年４月より第一外科から消化器外

数々の奇跡的な救命につなげてまいりました。ま

科・乳腺一般外科と改組されましたが、さらに専

た、近年注目を浴びてきた血管内治療の分野でも

門性を高めるために、2004年より上部消化管外科、

腹部大動脈瘤や胸部大動脈瘤にたいしてのステン

下部消化管外科、肝胆膵外科、乳腺一般外科のグ

トグラフト治療も県下１の実績を誇ります。心臓

ループで診療にあたっています。治療成績の向上

胸部大血管手術の領域ではここ数年国公立大学病

はもとより、地域医療も重視し、年２回の「病診

院ではトップの実績を残しており近隣地域はもち

連携フォーラム」を開催し県内の診療所との連携

ろん全国から患者が集まってきております。一方、

を深めています。診療についての詳細は、病院診

国際支援の分野では、ベトナム、ホーチミン市

療科の項をご覧下さい。

チョー・ライ病院にて2010年以降５年間連続で毎
年一週間の滞在で心臓血管外科技術支援を馬場学
長（当時）の要請を受け心臓血管外科の技術指導
を中心に行なってきました。１日４～５例の手術、
カンファレンスでの意見交換をとおして手術術式
を現在も伝授しています。ベトナムからは逆に留
学生支援制度によって２名の心臓血管外科医を教
室で研究生として受け入れており、われわれの先
進的臨床研究に力を注いでいます。滋賀医科大学
が輝くための必要条件として地域において圧倒的
に高い診療成績を提示しながら全国や世界に発信

■心臓血管・呼吸器

していく力がありますが、開学40周年でさらに充
実してゆくさなかに外科学講座は位置すると考え

外科学第二講座は現在、呼吸器外科と心臓血管

ております。原点に返って我々のミッションを考

外科の二つの診療科に分かれて活動しております。

えながら更なる進歩を目指して行きたいと思いま

呼吸器外科は、滋賀県トップの肺がん手術実績を

す。

有し着実に地域を支える胸部疾患の治療を提供し
てきました。また、より良い治療成績を究めるた
め癌免疫治療の全国から注目される拠点となって

整形外科学講座

います。心臓血管外科は平成14年１月に浅井 徹

平成６年（1994年）度から平成25年（2013年）

教授が就任して以来、主に成人心臓血管外科の領
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度までの整形外科学講座の歩みをまとめます。

域を大いに強化してきました。重症冠動脈病変を

平成６年度当時は、福田眞輔第二代教授が教室

有する患者に対する、心拍動下冠動脈バイパス手

を主宰され、教室の研究テーマは脊椎およびリウ

術を極めて高い成功率で施行し、全国屈指の実績

マチ性疾患を対象としていました。平成７年度に

を上げ近隣地域はもちろん全国から手術の依頼を

は第84回中部日本整形外科災害外科学会を、平成

受けるようになり、滋賀医科大学附属病院で最も

10年度には第26回日本リウマチ・関節外科学会を

注目を浴びる診療科となりました。さらに、心臓

ともに大津市で成功裏に主催されました。平成11

●

●臨 床 医 学 講 座

●●●●●

年度には第８回日本AS研究会（現・日本脊椎関

ニュースでした。整形外科領域で初めて承認され

節炎学会）を主催された後、平成12年３月に福田

た全く新しい治療法ですので、現在のところは認

眞輔第二代教授は退官されました。

可された施設でしか実施できません。平成25年滋

平成13年３月、京都大学より松末𠮷隆先生が第
三代整形外科教授として赴任されました。
教育・研究面につきましては、松末教授は骨軟

賀医科大学整形外科では県下で第一例目となる自
家培養軟骨細胞移植術を実施し、この分野のリー
ダー的存在として地域医療に貢献しています。

骨柱移植術を世界で初めて報告された軟骨移植の
大家であり、当教室の研究はそれまでの脊椎・リ
ウマチ疾患の研究テーマを温存しつつも、骨・軟

脳神経外科学講座

骨再生および自家軟骨細胞移植に大きくシフトし

1979年４月１日計６名で開講し、20周年を迎え

ていきました。松末教授が赴任されてから19名が

た1994年のスタッフは、半田譲二教授（現 名誉

大学院に進学し、16名の医学博士が輩出されまし

教授）、松田昌之助教授（現 名誉教授）、中洲 敏

たが、そのほとんどが骨・軟骨再生および自家軟

講師（現 草津総合病院脳腫瘍診療科部長）
、中洲

骨細胞移植をテーマにした研究で博士号を取得し

庸子講師（現 静岡県立静岡がんセンター脳腫瘍

ています。

センター長・脳神経外科部長）、鈴木文夫助手（現

臨床面では骨軟骨移植（モザイク形成）症例を

湖東記念病院副院長）、中澤拓也助手（現 准教授）、

はじめ、関節鏡手術、人工関節の手術数が大きく

椎野顯彦助手（現 分子神経科学研究センター准

増加しました。学会活動面でも平成17年には第31

教授）、松村憲一助手（現 草津総合病院副院長・

回日本関節鏡学会、平成20年には第110回中部日

脳神経センター長）、市川正春（現 高島市民病院

本整形外科災害外科学会、平成25年には第43回日

脳神経外科科長）、新阜宏文助手（現 草津総合病

本人工関節学会を成功裏に主催されました。人工

院脳神経外科部長）、椎野 恵事務官の計11名でし

関節置換術や関節鏡手術を専門にする医局員も多

た。その後1997年４月より半田教授が本学副学

く輩出され、これらの学会や国際学会で多くの教

長・附属病院長に就任。1999年１月１日より松田

室員の活躍が見られました。

昌之教授が就任し、中洲 敏助教授、鈴木文夫講師、

研究では松末教授が赴任されてから多くの大学

椎野顯彦講師が就任しました。2001年３月31日半

院生が骨・軟骨再生および自家軟骨細胞移植を

田病院長が退官、2007年３月31日松田昌之教授が

テーマにした研究を行ってきました。それはあく

退官し、2008年２月１日野崎和彦教授が就任しま

まで本邦では未だ認可されていなかった自家培養

した。講座のスタッフは2014年４月１日現在、野

軟骨細胞移植術を現実化させる為の基礎研究であ

崎和彦教授、中澤拓也准教授、辻 篤司講師、深

りました。一方、日本整形外科学会では、自家培

見忠輝講師、地藤純哉、新田直樹、横井俊浩、高

養軟骨を治療に使用する際の基準を策定するワー

木健治の各助教、齋藤 実、吉村弥生、北村智章

キンググループを組織しました。

の各医員の計11名です。

松末教授はこのワーキンググループの委員長と

研究では、脳動脈瘤の動物モデルを用いた研究、

して自家培養軟骨細胞移植術の現実化に積極的に

脳腫瘍の培養細胞を用いた研究、脳腫瘍の分子生

取り組んできました。自家培養軟骨「ジャック」

物学、マウスの側頭葉てんかんモデルを用いた研

が平成25年に保険適応になったことは、画期的

究、MRIでの脳発達・加齢の研究などの基礎研究
に加え、脳動脈瘤、慢性硬膜下血腫、抗てんかん
薬の臨床研究なども行っており、現在までに34名
の博士を輩出しています。
学会活動では、第18回脳腫瘍の外科学会を主催、
また、悪性神経膠腫カンファレンス、手術ビデオ
カンファレンスなどを開き、他施設の専門家に講
演していただき、他大学との活動では、滋賀・岐
阜脳神経外科ウインターカンファレンス、滋賀・
福井脳神経外科ウインターカンファレンス、滋賀
奈良脳神経外科合同ハンズオンセミナーなどを通
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じて交流を図っています。また、インドネシア大

できる講座となりました。開講以来、滋賀医科大

学と提携を結び、インターネット（スカイプ）を

学卒業生を中心に毎年２～３名の入局者があり、

介してのテレカンファを月に１回行っています。

この頃には当講座で修練した医局員が滋賀県下の

啓発活動として、脳卒中市民公開講座などを行っ

多くの病院に赴任し活躍するようになりました。

ており、医師、看護師の教育としては京滋脳神経

また、平成12年と平成13年に耳鼻咽喉科の全国学

外科ハンズオンセミナーや、滋賀ISLSコースを

会である第45回日本音声言語医学会と第13回日本

開催しています。

喉頭科学会を担当し滋賀医科大学を広く全国へア

充実した学生教育のため非常勤講師を、木戸岡
実先生、齊藤 晃先生、渡邊一良先生、中洲 敏先生、

ピールすることができました。
そして再び大学の節目となる開学30周年の平成

寶子丸 稔先生、金子隆昭先生、高橋 潤先生、松

16年より清水猛史教授が３代目教授に就任しまし

村憲一先生、鈴木文夫先生、山添直博先生、日野

た。初代、２代目教授が築いた講座に新たに清水

明彦先生の諸先生にお願いしています。

教授の専門である免疫・アレルギーの研究・臨床

脳神経外科学講座では「明るく、前向きに、外

が加わり、さらに多様性を持った医師の育成が可

向きに」をモットーに、日々積極的に臨床活動を

能となり現在に至っています。清水教授就任10年

行い、先進的な医療、研究に取り組みつつ、その

目となりますが、上気道の免疫アレルギーに関わ

成果を対外的に発信し、また、市民への脳神経外

る研究が教室にしっかり根付き、米国留学も活発

科疾患の啓発活動も行っています。今後も脳神経

で大学院進学者も多く、開学50周年に向けてこう

外科の地位を築きながら、さらに発展するべく努

した研究活動がさらに発展していくものと考えて

力を続けていく所存です。

います。平成24年には第30回日本耳鼻咽喉科免疫
アレルギー学会を主催し日頃の研究成果を存分に
発揮することができました。

（2013年４月） 名誉教授 半田讓二先生 瑞宝中綬章
受章記念祝賀会

耳鼻咽喉科学講座

20周年記念誌掲載以降の1995年から2014年まで

昭和49年に滋賀医科大学が開学し、第一期生の

の入局医師数は総勢58名（うち女性は29名）を数

臨床講義や実習が始まる昭和53年に各臨床講座と

え、このほかに外国人留学生４名（呉 利嘉、王

同じく、耳鼻咽喉科学講座も誕生しました。初代

華芹、鄭 璐藝、吴 迪）、胚培養士９名（増田善

北原正章教授のもとメニエール病をはじめとする

行、濱田由香里、児玉和久、伊津野美香、鹿苑摩耶、

神経耳科の研究・臨床を中心に講座が形成されて

段 亜儒、岸田和美、金子由貴、矢田咲子）に加え、

いきました。

医局秘書として宮尾技美子、加藤まさ子、藤井香

大学の節目にあたる開学20周年の平成６年に北
原教授から引き継ぎ、２代目として北嶋和智教授
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産科学婦人科学講座

都子、家邉真由美、山本明美らの面々が順次在籍
した。

が就任しました。北原教授が築き上げた神経耳科

この20年の前段は生殖生物学を専門とする野

部門を発展させながら、さらに北嶋教授の専門で

田洋一･第２代教授の時代であり、胚および子宮

ある音声外科と頭頸部腫瘍の研究と臨床が加わっ

内膜に関する研究を主体として、1997年に後藤

て、より幅広い知識を持った耳鼻咽喉科医を育成

栄、石川弘伸、林 嘉彦、98年には廣瀬雅哉、石

●

紅、99年秋山 稔、2000年喜多伸幸、01年笠原恭子、
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呉 利嘉、02年木村文則、04年王 華芹、06年清水

泌尿器科学講座

良彦、08年山本依志子、辻 俊一郎、09年小林 昌

当講座ではこの20年間に３代の教授がその職責

らが学位を修得した。これらの研究のいくつかは

を担ってきた。初代の友吉唯夫（現 財団法人豊

「産婦人科の進歩」誌に発表され、近畿産科婦人

郷病院名誉院長、1997年退官）が開学以来まさに

科学会学術奨励賞を、1997年から４年連続で受賞

「ゼロからの出発」として当講座の基盤整備を

し（順に廣瀬雅哉、後藤 栄、石 紅、笠原恭子）、

行った。第２代岡田裕作（現 御上会野洲病院院長、

また、2000年には木村俊雄講師（当時）が第21回

2013年退官）は卓越した手術手技を学内外問わず

日本中毒症学会学術奨励賞（基礎部門）を受賞した。

若手医師に教育するとともに、基礎研究分野でも

野田教授は2004年に第45回日本哺乳動物卵子学会

指導・支援を惜しまず、若い講座の成熟に尽力し

の学術集会長を務められたほか、退任後の2009年

た。そして現職の河内明宏（2013年８月着任）は

３月には、滋賀県産科婦人科医会会長・野洲病院

腹腔鏡下/ロボット支援下手術の新術式に次々と

顧問として第７回日本予防医学リスクマネージメ

着手するなど、さらなる飛躍を見せている。

ント学会を主宰され、現在も第一東和会病院で婦

基礎研究においては特筆すべき成果が積み重ね

人科部長としてご活躍中である。また、2004年に

られてきた。岡本圭生、川上亨弘、牛田 博によ

島根大学から着任した髙橋健太郎准教授は、07年

る精巣腫瘍のエピジェネティクス研究では国際的

９月に寄附講座の地域医療システム学講座（09年

に高い評価を受け、一連の成果がLancet等のトッ

より地域周産期医療学講座）の特任教授に就任し、

プジャーナルに発表され、日本泌尿器科学会賞を

13年からは滋賀県産科婦人科医会会長の重責も担

受賞した（2004年）。吉貴達寛（現 京都薬科大学

われている。

教授）、湯浅 健、田中 努、影山 進、岩城秀出洙、

さて、2008年12月に東北大学から村上 節･第３

花田英紀は実験実習支援センター礒野高敬准教授

代教授が着任して以降、直近の５年の間に、教育

らとの共同研究により前立腺特異抗原（PSA）の

においてはとくに若手医師の育成を念頭に、『三

分子多様性、尿路上皮特異蛋白質ウロプラキンの

学会』という若手の会が発足し、新入局者に対す

臨床応用、および尿路上皮癌のプロテオーム解析

る実技指南書「基本手技マニュアル」が作成され、

においてそれぞれ重要な成果を挙げてきた。また、

シミュレーター・ドライボックスを用いたトレー

若林賢彦らによる排尿神経解剖、金 哲將らによ

ニングに基づく吊上げ式･気腹式腹腔鏡下手術か

る発癌メカニズム研究など多岐にわたり成果が残

らロボット支援手術の修練プログラムが示された。

されてきた。現在もこれらのテーマに加え、精子

また、研究においては、2010年10月に米国留学か

形成（富田圭司）、腎細胞癌遺伝子解析（吉田哲也）、

ら帰国した木村文則講師を核として、現在中国か

排尿生理学（水流輝彦）、尿路上皮癌免疫療法（村

らの留学生２名を含む５名の大学院生を中心に、

井亮介）など新しいテーマにも鋭意研究を継続し

主として子宮内膜症、卵巣凍結の研究が臨床応用

ている。

も含めて展開されつつある。

臨床講座として重要なもう一つの柱である卒後

なお、教室の礎を築かれた吉田吉信･初代教授

教育と地域医療への貢献についても地道な努力を

は2007年にご逝去され、1995年に創刊、2007年か

積み重ねてきた。成田充弘が中心となり腹腔鏡手

らは年刊となった産科学婦人科学講座同門会（湖

術教育を行い、審査が非常に厳しい腹腔鏡手術技

翔会）会誌第11号が追悼号として編纂されている。

術認定医を多数輩出した。上仁数義、小林憲市は
希少な小児泌尿器専門医として多くの患者さんの
治療に尽力し続けている。開講時はわずか３名の
スタッフであったが、現在は教授１名、講師２名、
学内講師２名、助教４名、医員７名の16名を擁し
ている。同門会員は約70名に上り、これらの多く
が県内の泌尿器科診療に従事していることを考え
ると、地域への一定の役割は果たしてきたと思わ
れる。しかしながら、これまで近隣府県大学の関
連施設であった県内の複数の大規模基幹病院から
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派遣要請をいただき、さらに需要が増え続けてい

平成６年以降に主催した主な学会は、平成11年

るのが現状である。高いレベルの泌尿器科医の育

11月に可児一孝が会長として合同眼科学会（第65

成に今後もさらに邁進していく所存である。

回日本中部眼科学会、第35回日本眼光学学会、第
14回眼科ME学会）（国立京都国際会館にて）、平
成22年８月に大路正人が会長として第23回日本
レーザー医学会関西地方会（京都リサーチパーク
にて）、平成23年７月に西田保裕が会長として第
67回日本弱視斜視学会（国立京都国際会館）であ
る。また、教室主催のさざなみ眼科研究会を年２
回、滋賀眼科症例検討会を年２回、滋賀医大内科
と共催で滋賀糖尿病眼合併症カンファレンスを年
１回行っている。
卒前教育において、学生講義では専門領域に偏
ることなくすべての眼科領域を網羅し、また、全

眼科学講座

身疾患との関連について強調し学生の理解を深め

平成６年度から平成25年度までの眼科学講座の

診療、手術を体験させ、また、患者とのコミュニ

構成およびその推移を述べる。平成３年１月から

るように努めている。臨床実習では、実際の眼科
ケーションについても教育している。

教授に就任した可児一孝が平成16年３月に退官し

今後は、網膜硝子体、神経眼科、斜視弱視、緑

た後、平成17年４月から大路正人が教授に就任し

内障などの幅広い分野において、研究面、臨床面

現在に至っている。准教授は山出新一（平成６年

をさらに充実させ、また、医学教育、卒後医師臨

～平成16年）
、西田保裕（平成18年～平成26年）

床教育における人材の育成にも力を入れていきた

が歴任した。講師は永田 啓（平成９年～平成14年）、

い。

西田保裕（平成６年～平成18年）、目加田 篤（平
成18年～平成20年）の後、現在、川村 肇（平成
19年～）
、村木早苗（平成21年～）、西信良嗣（平
成26年～）の３名であり、学内講師は澤田智子（平
成26年～）
、澤田 修（平成26年～）の２名である。
大学院は11名が修了し、現在４名が在籍している。
本学の学位を取得したものは課程博士、論文博士
合わせて21名である。
可児教授のもと、神経眼科、電気生理、弱視斜
視分野の研究を中心に、白内障、緑内障など広い
分野の研究を進めてきた。大路教授が就任して
からは、新たに網膜硝子体分野が研究面、臨床
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面ともに充実することになった。硝子体手術器

麻酔学講座

具の開発、サルを用いた抗VEGF薬の薬物動態の

麻酔学講座の開講は滋賀医科大学開学２年後の

研究、網膜疾患に対する抗VEGF薬の臨床研究な

1977年４月１日で1994年に開学20周年誌が出版さ

どが挙げられる。また、弱視斜視分野では、MRI

れているので、今回はそれ以後の20年間の状況に

を用いた甲状腺眼症の研究、fMRIを用いた両眼

ついて記載する。初代天方義邦教授の退官に伴い、

視機能の研究、外転神経麻痺や回旋斜視に対する

1995年４月に野坂修一助教授が教授に昇任した。

新しい術式の開発、斜視の長期予後の研究、緑内

当時のメンバーとしては佐井義和講師、西川昭彦

障分野では、眼圧下降剤の効果に対する臨床研究、

助手、森河内 豊助手、薦田恭男助手、平田温美

OCTを用いた神経線維層厚と視野障害の相関の

助手、菅野浩子助手、松井寿美助手のスタッフ計

研究、色覚では先天赤緑色覚異常者および保因者

８名と手術部奥 史郎助教授（副部長）、田居公子

の遺伝子研究などが行われている。

事務官でスタートした。1996年には藤野能久助手、

●
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1997年には葛川顕子助手、牧浦弥恵子助手、1998

裕美特任助教、河野道彦特任助教、ペインクリニッ

年には重盛紫乃助手、勝山りさ助手、1999年に福

ク科講師

井 聖講師、松波 薫助手と緒方基美事務官、2000

田一仁助教の総勢16名で運営している。

福井 聖病院教授、岩下成人助教、新

年に竹之下 眞助教授が加わり、佐井義和講師が
手術部助教授に異動昇任した。事務官に石角倫子
事務官が加わった。2001年に小島 修助手、2002

放射線医学講座

年に瀬戸倫義講師、北川裕利助手、2005年には川

森田陸司教授のもと、骨・核医学、呼吸器、腹

人道夫助手、
大橋祥文助手、2006年に平方秀男助手、

部・IVR、神経、および治療の５グループにおい

福島 豊助手、岩下成人助手が加わり、藤野能久

て放射線医学領域の研究を精力的に行ってきたが、

助手と北川裕利助手が学内講師に昇任した。2007

平成11年９月に後任として村田喜代史教授が就任

年に今宿康彦助手、新田一仁助手、小嶋亜希子助手、

した。村田教授は、それまでの研究の流れを発展

高木宏幸助手が加わり、2007年６月にはペインク

させ国際的な研究を行うために、海外留学を経験

リニック科が設立され、福井 聖講師が病院教授

したグループリーダーを選任した。高橋雅士助教

（診療科長）に昇任し、岩下成人助手、新田一仁

授が中心となる呼吸器グループでは、それまでの

助手、高木宏幸助手の４名でスタートすることと

CT画像と病理像との対比研究に加えて、超高速

なった。また、同年７月には平方秀男助教が手術

CTを用いた新しい肺癌診断法やCTを用いた機能

部講師に異動昇任した。2008には麻酔科に垂井

診断法の開発を行った。これらの先進的な研究は、

薫助教が加わった。2009年には麻酔科に青井良太

引き続くMDCTの時代に応用されることになっ

助教、ペインクリニック科に冨江 久助教、安澤

た。さらに、平成21年に導入された320列MDCT

則之助教が、2010年に麻酔科に竹林紀子特任助教、

を用いて種々の呼吸器疾患の三次元画像診断法

湯浅真由美特任助教、尾崎将之特任助教、手術部

の開発や吸呼気CTによる局所肺機能診断法の研

に千原助教、2011年には今井秀一特任助教、本間

究、肺癌検診のための超低線量CTの研究など新

恵子特任助教が加わり、北川裕利学内講師が講師

たな展開を遂げつつある。また、高速CTは冠動

に昇任した。2012年に上林昭景特任助教、石川ゆ

脈を始め循環器疾患にも高い診断能を有すること

うこ特任助教が加わり、手術部佐井義和准教授の

から、循環器疾患に対するCT診断の応用研究も

定年退職に伴い、本間恵子助教が手術部に異動し

永谷幸裕助教を中心に進めている。古川 顕講師

副部長に着任した。また、同年には野坂修一教授

が主導した腹部・IVRグループでは、ダイナミッ

が第31回日本蘇生学会を主催した。2013年に曽我

クCTを用いた肝腫瘍や膵疾患の診断、あるいは

真弓特任助教が加わった。同年５月に北川裕利講

ダイナミックMRIを用いた腎機能評価や乳癌診断、

師が准教授に昇任した。2014年３月には野坂修一

MDCTを用いた腹部救急疾患の診断、シネMRI

教授の退官に伴い、北川裕利准教授が第３代教授

を用いた腸管運動評価など腹部画像診断領域で多

に昇任した。2014年現在、麻酔学講座として北川

くの研究を行った。また、IVR領域では、動注化

裕利教授、葛川顕子助教、今宿康彦助教、麻酔科

学療法や胆道ステントに関する臨床研究ととも

として瀬戸倫義講師、石川ゆうこ助教、今井秀一

に、新田哲久講師らが中心となって、動物実験を

助教、湯浅真由美助教、垂井 薫助教、竹林紀子

基礎とした新たな血管塞栓物質の開発研究を進め

助教、小嶋亜希子助教、平岡 進特任助教、上野

た。さらに平成24年に昇任した大田信一講師らは、
EOB造影MRIの基礎的検討や大腸癌のMRI診断
の臨床研究を進めている。一方、井藤隆太講師ら
はMRIを用いた基礎的ならびに臨床的研究を進め、
脊椎疾患の新たな評価法の開発やFLAIRや拡散
強調画像を応用した種々の脳疾患の評価法などの
基礎的ならびに臨床研究を行ってきた。また、高
田政彦講師が中心となった骨・核医学グループで
は、骨塩定量や骨代謝マーカーに関する基礎・臨
床研究を行い、多くの研究発表を行った。放射線
治療分野は邵 啓全講師（学内）が指導し、子宮
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頸癌に対するRALS-CTを用いた治療プロトコー

医療機関となっています。また、2006年より、
「地

ルの最適化や温熱療法併用放射線治療法の臨床研

域連携インプラントシステム」、「地域連携顎矯正

究を推進した。さらに前立腺癌に対するI-125密

システム」を開始し、各専門の歯科医師が各治療

封小線源治療装置が導入されたことを受け、泌尿

ステップにおいて密に連携するシステムを構築し、

器科学講座と共同して、河野直明助教を中心に臨

より高度な治療を患者に提供できるようになりま

床研究を進めている。

した。
さらに院内では、2008年より「デンタルサポー
トシステム」を立ち上げ、周術期の患者や外来へ
の移動が困難な患者、糖尿病教育入院患者などに
対しての口腔ケア、さらに病棟看護師への口腔ケ
ア方法の指導を行っています。このシステムの立
ち上げによって、医科歯科が強く連携し、院内患
者のQOL向上に大きく寄与できるようになりま
した。
県内唯一の国立大学法人医学部歯科口腔外科学
講座であるため、患者側に立った安全でかつ、最

歯科口腔外科学講座

高の医療を提供すること、そして、高度先進医療

歯科口腔外科は1979年（S.54）に診療科として

医療を担う人材を養成することを使命として、さ

設立され、佐藤 匠教授のもと1985年（S.60）に

を開発すると同時に将来の滋賀県の歯科口腔外科
らなる努力をしていく所存です。

講座として開講されました。その後、1990年（H.２）
に吉武一貞教授、2003年（H.15）３月より山本
学へ引き継がれ、現在14名の医局員で口腔外科を
中心に臨床、研究、教育に取り組んでいます。
当講座の同門会員数は155名で、関連病院とし
て滋賀県下では大津市民病院、地域医療機能推進
機構滋賀病院、草津総合病院、滋賀県立成人病セ
ンター、びわこ学園医療福祉センター草津、口腔
衛生センター、紫香楽病院、豊郷病院、東近江総
合医療センター、日野記念病院、長浜赤十字病院、
長浜市立湖北病院、凸版印刷滋賀診療所、また、
京都の京都第二赤十字病院といった中核病院の歯
科・口腔外科を同門会員が担っています。
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臨床検査医学講座
大学附属病院開設時の昭和53年に検査部（安永

また、1983年（S.58）より「滋賀歯学会」とい

幸二郎教授）が創設され、昭和57年より越智幸男

う学術集会を年１回、滋賀県歯科医師会と共催し

が教授（部長）に就任した。平成４年に臨床検査

ており、歯科医師だけでなく、歯科衛生士や歯科

医学講座が認可され、教員４名体制（越智、岡部、

技工士、看護師が発表を行う機会を設け、各分野

安藤、乾）でスタートした。

の情報発信・意見交換を行っています。さらに同

臨床検査医学講座は学生教育としては臨床検査

学会時には、一般の方にも参加していただける市

医学全般（一般検査、血液学的検査、生化学・免

民公開講座を開催し、歯科疾患、特に口腔がんや

疫学検査、微生物学検査、病理検査・診断、輸血

歯科インプラントについて講演を行っています。

検査、遺伝子検査、緊急検査）について講義と臨

また、日本口腔外科学会認定研修施設であり、

床実習を担当している。また、岡部英俊教授（平

日本口腔外科学会指導医１名、専門医１名、認定

成９年～平成26年）、九嶋亮治教授（平成26年～）

医４名が在籍しています。臨床では口腔外科を主

は他講座の講義・実習の一部も依頼されている。

体として診療を行っており、歯科医院のみならず、

茶野徳宏准教授（平成15年～）は遺伝子検査・診

近隣の医院、病院からの紹介患者を主とした二次

断の講義・実習を行っている。

●

●臨 床 医 学 講 座

●●●●●

当講座の教授は附属病院検査部、病理部と輸血

医師６名、看護師７名、ロジ２名でDMAT２チー

部の部長を併任、茶野准教授は検査部副部長を

ムを有している。また、局所災害時に傷病者の迅

併任している。病理部は石田光明講師（副部長）、

速な救命を図ることを目的に、DMATチームを

輸血部には２名の程原佳子講師（診療科長・副部

現場に派遣する「救急事故等現場への職員派遣に

長）
、
南口仁志学内講師が配置されている。検査部、

関する協定」を平成20年９月に湖南消防局と、平

病理部と輸血部を合わせて32名臨床検査技師（常

成26年７月に大津消防局と締結した。江口教授は

勤23名、任期付常勤４名、非常勤５名）と事務・

本院救急・集中治療部長としての医療活動に加え、

実験補佐等（５名）を擁し、臨床検査技師は代々

滋賀県消防学校の非常勤講師を務めるなど救急医

の技師長（杉山繁雄、立脇憲一、吉田 孝）と臨

療体制の整備・充実に貢献したとして平成25年９

床検査医学講座が共同で管理運営している。臨床

月「滋賀県救急医療功労者知事表彰」を受賞し

検査医学の内容は多岐にわたるため、専任教員に

た。平成26年２月には近畿12国立大学と大規模災

加えて、他の診療科の協力を仰ぎ、専門性の高い

害発生時における協定を締結し、さらに滋賀県広

臨床検査技師にも学生実習・講義の一部を担当し

域災害時の航空搬送拠点臨時医療施設に指定され

ていただいている。

た。平成26年６月には常設のヘリポートが完成し、

初代安永教授は血小板機能、第二代越智教授は
甲状腺機能、第三代岡部教授は神経病理学が専門

救急医療に加え災害医療にも積極的に体制整備を
行っている。

分野であり、優れた成果を報告されてきた。特筆
すべきは茶野徳宏准教授のグループによるがん抑
制遺伝子、腫瘍のバイオマーカーやナノ・バイオ
サイエンスに関する研究であり、先進的な成果を
トップジャーナルに次々と報告している。九嶋は
消化管病理学のリーダーであり、胃癌・大腸癌の
取り扱い規約委員などを務めている。


（九嶋亮治）

救急集中治療医学講座

研究では、重症敗血症などの過大侵襲時の病態

救急集中治療医学講座は、国立大学法人では数

解明と治療法の確立、藤野和典講師(学内)を中心

少ない救急医学と集中治療医学を一体とした特徴

とした全膵機能再生や臓器障害/高血糖時の多臓

のある講座として平成15年４月に開設され、平成

器不全発症機序と骨髄由来細胞の役割など急性期

15年５月長谷貴將助教授が救急部より異動となっ

疾患の重篤な病態を解明し救命率の向上に応用し

て発足し、平成16年10月初代教授として江口 豊

ていきたいと考えている。

が着任した。講座のスタッフは、平成20年６月よ

学会では、平成24年７月第57回日本集中治療医

り五月女隆男講師(平成23年３月まで。現 総合内

学会近畿地方会、平成25年３月第107回近畿救急

科学講座准教授)と松村一弘講師(平成23年４月よ

医学研究会(日本救急医学会近畿地方会)、平成26

り同講座准教授)、平成22年４月より藤野和典講

年２月第32回日本アフェレシス学会関西地方会を

師(学内)、平成23年４月より田畑貴久講師の４名

大会長として開催した。また、滋賀救急医療研究

である。臨床では救急・集中治療部(現スタッフ

会、京滋救命救急セミナー、京滋ER-ICUフォー

９名)と連携してER型救急外来、救急一般病棟と

ラム、急性血液浄化・集中治療フォーラム、滋賀

集中治療室を一元管理・運営している。

集中治療懇話会、TTMフォーラム、琵琶湖カン

1995年の阪神・淡路大震災を受けて「災害医療

ファレンスin大阪、日本アフェレシス学会関西地

支援拠点病院」の設置が提言され、本学は平成22

方会、滋賀急性血液浄化セミナーなどの代表世話

年３月に災害拠点病院(地域災害医療センター)の

人、あるいは事務局を担当し、救急・集中治療医

指定を受けた。東日本大震災時には災害派遣医療

学の向上に貢献している。

(DMAT)チームを派遣し、広域搬送拠点である花

地域医療への貢献は若い講座であることから今

巻空港での広域医療搬送業務に活躍した。現在、

後の課題である。現在、常勤救急医１名を県内二
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次救急告知/災害拠点病院に、非常勤で県内の救

平成19年度に認定された日本プライマリ・ケア

命救急センターと二次救急告知/災害拠点病院の

連合学会認定家庭医療後期研修プログラムである

各々一病院に応援体制を整備している。今後さら

「滋賀医科大学総合診療部家庭医療後期研修プロ

に充実させ、救急・集中治療の質の向上に貢献し

グラム」によって、平成23年度には家庭医療専門

ていく所存である。

医１名が認定された。

家庭医療学講座
家庭医療学講座は平成20年１月の学則改正によ
り、正規の医学部医学科臨床医学講座の一つとし
て新設された。これは、それまでに総合診療部
が実施してきた平成16年度文部科学省採択の現
代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代Good
Practice：現代GP）である「産学連携によるプラ
イマリケア医学教育」や、平成17年度文部科学省
採択の「地域医療等社会的ニーズに対応した医療
人教育支援プログラム（医療人GP：医療人Good
Practice）
」である「一般市民参加型全人的医療
教育プログラム」による教育実績が評価されたこ
とによるものである。
本学の家庭医療学講座の理念は次のとおりであ

臨床腫瘍学講座は2012年10月に医学部臨床医学

る：家庭医療学講座は、地域全体の広がりの中で、

系の正規講座として設置され、附属病院において

疾病臓器・患者の性別・年齢・その他医学的技能

は腫瘍内科および腫瘍センターを管理・運営して

の専門性にとらわれず、患者の抱える問題の大部

いる。当講座の目的は、臨床腫瘍学に基づき最新

分に責任を持って対応し、保健・医療・福祉・介

のがん薬物療法や緩和ケアをはじめとする集学的

護の各分野と連携・協調し、個人のみならずその

がんチーム医療を実施するとともに、がんの予防、

家族および生活する地域を視野に入れた全人的医

診断、治療の面から高度先進がん医療の教育・研

療がくまなく提供されることを目指し、そのため

究・臨床展開を行い、がん専門医療人の育成と新

に必要な良質の医療人育成と質の高い研究を行う。

規医薬品の開発を推進して社会に貢献することに

本学の家庭医療学講座の使命としては次の10項

ある。教育においては、現在、医学部における講

目を挙げた：

義、臨床実習および大学院教育を担当しており、

１）全人的医療に堪能な良質の家庭医を育成する。

分野横断的かつ総合的ながんの臨床医学教育・研

２）人間性豊かで生涯学習する医療人を育て、支

修体制を構築している。学部教育では、最新の臨

援する。

床腫瘍学教育を通じた次世代のがん医療を担う人

３）地域立脚型医学教育を推進する。

材の育成を進めており、がん専門医療人を目指す

４）地域包括プライマリケアの充実を図る。

大学院生および医療従事者の教育においては、が

５）保健・医療・福祉が連携した統合的なチーム

んの専門分野に精通したチーム医療を担うスタッ

ケアを推進する。
６）保健・医療・福祉各職種の育成段階から共通
の価値観を育てる。

フ（医師、薬剤師、看護師等の医療技術者）であ
るとともに、がんの新たな診断・治療法開発研究
（創薬基礎研究、探索医療、臨床試験、治験）に

７）一般市民の医療リテラシーの向上を促進する。

従事できる高度かつ学際的な研究能力を備えた人

８）地域医療支援研究を推進する。

材の育成を進めている。また、がんプロフェッ

９）地域に最適な保健・医療・福祉・介護体系を

ショナル養成基盤推進プランおよび滋賀県地域医

提案する。
10）健康で豊かな地域社会のための健康管理・教
育体制の実践的な研究拠点となる。
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臨床腫瘍学講座

療再生計画（三次医療圏）「がん診療に関する人
材育成・支援体制の構築事業」等と連携して学内
外より医療従事者・大学院生を受け入れて臨床腫

●

●臨 床 医 学 講 座

●●●●●

瘍学教育・研修を行うことで、臨床・研究におい

点の構築を目指している。診療においては、腫瘍

て県下のがん医療に長期にわたり貢献できる人材

内科および腫瘍センターを運営しており、がん治

の育成に取り組んでいる。研究においては、従来

療に関わる専門診療科と連携したがんの標準薬物

の治療では効果のない悪性腫瘍に対する新規創薬

治療、高度医療から適切な緩和ケアの導入による

による先端的治療や、新規の分子診断法に基づい

QOLの維持・向上を含めた希望の切れ目のない

たがんの個性診断により、治療開始前にその効果

総合的がん医療を実施、支援する診療体制を構築

を予測し、最適ながん医療を患者に提供する個別

している。また、滋賀県がん診療高度中核拠点病

化（オーダーメイド）医療の開発研究を推進して

院として、最新のがん標準治療、緩和医療そして

いる。さらに、学内講座・診療科およびがん拠点

高度先進がん医療の情報を県内のがん医療施設に

病院や国内大学と連携したトランスレーショナル

提供して診療連携を行い、教育における県下の人

リサーチと臨床試験・医師主導型治験を推進する

材育成とあわせて地域がん医療の均てん化に取り

ことにより、新規がん医薬品開発における研究拠

組んでいる。

（醍醐弥太郎）
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郎副会長）を開催
・CPAP ワークショップ主催
・田中俊彦 非常勤講師 着任
・大川匡子 特任教授 着任
［2007年］

睡眠学講座
睡眠学講座は2004年４月、日本学術会議から提

・文部科学省「早寝・早起き・朝ごはん」全国フォー
ラムin 滋賀 共催
［2008年］

言された「睡眠学」の国家的プロジェクトに賛同

・イノベーションジャパン2008 出展

した個人や企業の皆様からのご寄付により、日本

・５th Sleep Respiration Forum in Otaru 主催

で初めて本学に開設された。
この10年間、本講座は良質な睡眠医療、臨床研
究、教育活動、産学連携研究に加え、「睡眠知識

［2009年］
・６th Sleep Respiration Forum in Daebue
Island主催

の普及と応用」を活動方針に掲げ、市民講座や医

・「新しい睡眠教育システムの開発」
プロジェクト開始

師会、研究会、全国医学会で睡眠の重要性につい

・角谷 寛 非常勤講師 着任

て広く啓発し、社会に貢献してきた。

・Asian Sleep Research Society Congress in

2009年度からは、医学科、看護学科、環びわ湖
大学・地域コンソーシアム単位互換制度の学生を
対象に、２単位の「睡眠学概論」の講義を開始し、
睡眠学概論、
睡眠学各論に使用する教科書を監修・
発刊した。

Osaka
開催（大川匡子会長、宮崎総一郎副会長）
・Sleep Network in Asia-Oceania Hokuzan Sleep
Forum 共催
・医学科、看護学科で「睡眠学概論」講義開始
［2010年］

［2004年］
・睡眠医療と関連領域の研究・教育を目的とした
日本初の睡眠学講座として開設

・Ngalih Anak Tingi 技師（インドネシア）研修受入
［2011年］
・Sarah Moral 医師（フィリピン）研修受入

・宮崎総一郎 特任教授（講座主任）着任

・北村拓朗 助手 着任

・Henrik Pallos 研究員 受入

・７th Sleep Respiration Forum in Kyoto 主催

・
「びわ湖フォーラム」主催

［2012年］

・向井淳子 助手 着任

・近畿地区 秋の「すいみんの日」市民公開講座共催

・睡眠学講座開設記念 市民公開講座 開催

・８th Sleep Respiration Forum in Wulai 主催

・デジタル脳波実験・記録室、脳波解析室の整備
・滋賀県健康福祉ビジネスクリエーションフォー
ラム2004参加
［2005年］
・第１サテライト睡眠外来開設（近江草津病院内）
・睡眠学講座開設１周年記念 睡眠学公開講座 開催
・Viktor Gergery 研究員 受入
・内山 真 客員教授 着任

［2013年］
・びわ湖文化公園都市 知の連携プロジェクト共催
・大川匡子 客員教授 着任
・睡眠学講座10周年記念シンポジウム 開催
・９th Sleep Respiration Forum in Jeju 主催
［2014年］
・小児睡眠呼吸障害問診票作成ワークショップ
開催

・電源地域活性化先導モデル「眠りの森」事業開始
・第２サテライト睡眠外来開設（たなか睡眠クリニック）
［2006年］
・経済産業省 元気フォーラム 市民公開講座 開催
・間島國博 非常勤講師 着任
・李 嵐 研究員 受入
・日暮尚樹 客員助教 着任
・第31回日本睡眠学会（大川匡子会長、宮崎総一
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地域周産期医療学講座
【沿革】
当講座は従来の医療の枠をこえて、地域におい
て周産期医療に従事する医師の育成や医療体制の
提供にかかわる諸問題を研究することを目的とし、
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●●●●

ムを立案した。過去６年間で17名の初期研修医師
が本プログラムを活用しNICU研修を受けた。そ
の多くの医師が後期研修以降も周産期医療に関連
した分野で活躍している。
【今後の方針】
当講座設立後６年余りが経過し、本講座の活動

滋賀県の地域住民に満足のいく周産期医療を提供

を通して滋賀県周産期医療が内包する問題が少し

するために2007年９月１日に滋賀県からの寄附講

ずつ明らかになってきた。滋賀県の周産期死亡率

座（地域医療システム学講座）として開設され、

や新生児死亡率はやや改善傾向にあることから、

2010年４月１日から地域周産期医療学講座と改名

滋賀県周産期医療体制は良い方向へと向かいつつ

した。本講座はその設立の趣旨に則り、本学産科

あると考えている。今後はこれらの周産期指標の

より出向の髙橋健太郎特任教授と小児科より出向

改善のみならず、地域住民が満足した周産期医療

の越田繁樹特任講師より構成されている。

を享受できる環境を整備していくことも同時に

当講座開設前、滋賀県の周産期医療指標（新生

行っていく必要がある。当講座の研究活動が滋賀

児死亡率や周産期死亡率等）は低迷を続けていた。

県における周産期医療のさらなる充実につながる

特に2005年および2006年の新生児死亡率はそれぞ

ことを願い、微力ながら尽力していく所存である。

れ全国ワースト１およびワースト３であり、周産
期医療体制改善の必要性が高まっていた。
【活動状況】
当講座の研究は、滋賀県周産期医療体制におけ
る問題点を明らかにし、その改善へ向け具体的な
対策を立案し、行政および医療機関に研究成果を
提示することに主眼を置き、主として次の３つを
重点的に研究し活動を行っている。
１．周産期死亡症例の検討：厚生労働省に申請
し死産票および死亡小票閲覧の許可を得て、県内
外を問わず各書類提出施設に対して調査を依頼し、
後期死産および新生児死亡症例を解析し死産およ
び新生児死亡回避の可能性を検討した。現在2007

地域精神医療学講座

年から2011年までの対象症例までの解析を終了し、

平成18年の統計では滋賀県には人口10万人あた

後期死産および新生児死亡回避へ向けた提言をま

り7.54人の精神科医しかおらず全国ワースト５位

とめ各医療機関のみならず、妊産婦を含む一般社

であった。平成20年には更に減少し、滋賀県内の

会に対しても啓発活動を行っている。

精神科医確保が急務となった。平成22年に開設さ

２．県内周産期医療の連携体制：医療体制の整

れた弊講座は、この目的を達成すべく滋賀県から

備には行政との連携は不可欠であることから、滋

の寄付にて開設された寄附講座である。弊講座開

賀県健康医療福祉部と協力し滋賀県における周産

設前の３年間で大学での精神科後期研修医は３名

期医療圏の策定、医療機関の連携システムの構築、

の受け入れにとどまっていたが、開設されて以来

母体・新生児搬送受け入れシステム整備等に取り

の５年間で12名の受け入れに増加し、今年度は６

組んでいる。

人の精神科医を県内の精神科病院に派遣すること

３．周産期医療従事者の養成：県内の医療従事

ができている。

者を対象に新生児蘇生技術の向上を目的として、

臨床部門では思春期青年期精神医療に力を入れ

新生児蘇生講習会を定期的に開催し、新生児蘇生

ている。滋賀県内には日本児童青年精神医学会認

技術の知識・技術の普及に大きく貢献している。

定医が一人もおらず、この分野における医療体制

また、滋賀医科大学附属病院の初期研修医師を対

は非常に脆弱である。平成23年度に精神科に開設

象とし、周産期医療選択への動機付けを目的とし、

された思春期青年期専門外来は、平成23年度は年

鹿児島市立総合病院NICUへの短期研修プログラ

間93名の新患の受け入れであったが、平成25年度
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は192名の新患を受け入れている。精神医療セン

年４月に和田 広先生、和田先生に代わって平成

ターや小児科との連携を深めながら、この領域で

26年４月から小熊哲也先生、新たに伊藤明彦先生

の医療の拡充を狙う。また、認知行動療法にも力

を迎え、総合内科学講座スタッフは７名となって

を入れている。厚生労働省や滋賀県と連携しなが

いる。また総合内科学講座以外の内科常勤医は、

ら、種々の研修事業を受託し実施してきた。認知

すでに勤務しておられた神経内科の前田憲吾先生、

行動療法は有効性について様々なエビデンスがあ

出原 亮先生を筆頭に、循環器内科の田中妥典先生、

り、世界的には一般的な治療法となっているが、

消化器内科の藤井 誠先生、酒井滋企先生、水田

残念ながら日本ではまだほとんど普及していない

寛郎先生、そして呼吸器内科の重森 度先生も加

のが現状であり、これに一石を投じる役割を目指

わり、数名の入れ替わりを経て平成26年６月現在

す。

の内科医は13名となっている。

開学40周年に立ち会うことができたのは非常に

総合内科は医師一人ずつが総合医の集団という

光栄であり、弊講座の活動が本学の発展に更に寄

イメージを持つが、我々の元々の所属は消化器内

与できるよう、今後も邁進する所存である。

科や循環器内科など全員が専門医であった。また、



東近江総合医療センターのような中規模病院では、

（稲垣貴彦）

総合内科と他の専門診療科が個別に運営すること
は困難で、かつ効率も悪くなると考えられた。こ
のため、各先生には従来通り専門医としての診療
は行うこと、ただし３割程度は専門以外、特に
common diseaseは各自がなるべく診ていくこと
をお願いした。さらに総合内科所属医とそれ以外
の内科医をなるべく区別せず、院内での総合内科
は杉本先生にお願いして、他の医師は専門の診療
科を標榜することとした。
東近江医療圏の医療充実を図るためには、医療
左から 西川公平（大学院生） 田中恒彦（特任助
教） 山田尚登（教授） 稲垣貴彦（特任助教）

圏内で発症し来院、あるいは紹介された内科系患
者すべてを診断し、治療を完結するシステムを
我々が先導して構築することが課題であった。こ

総合内科学講座

のため、昼間の内科系新患患者は新患担当医が、

旧八日市市を中心とした東近江医療圏には、以

らに夜間当直は休日も含め13名の内科医が交代で

前より国立病院機構滋賀病院（現 東近江総合医

担当することとした。ただし、当直医の判断のみ

療センター）が存在した。しかし、平成16年新医

では専門以外の分野で医療の質の低下や医師によ

師臨床研修制度の開始に伴い医師数の減少が顕著

るばらつきが懸念されたため、毎朝８時20分から

となり、平成21年には常勤医は35名から15名まで

内科全員カンファレンスを行い、前日入院と前夜

減少、それに伴い入院患者数も200名以上から平

当直帯で対応した患者レビューを行うこととした。

均77名に減少した。この危機的な東近江医療圏を

以上より、地域医療支援のための総合内科学講座

再生すべく、滋賀県、独立行政法人国立病院機構

としてのポリシーは、各自が総合医を目指す方向

と東近江市の要請をうけて平成22年より地域医療

だけでなく、専門医も継続することが可能であり、

支援のため総合内科学講座・総合外科学講座が設

むしろカンファレンスによって医療の幅を広げる

置された。

ことを目標とし、内科系医師が密に連携すること

総合内科学講座からの出向として、平成22年10
月より前野恭弘先生と松山千穂先生、平成23年４

120

また救急搬送は五月女先生が中心として担当、さ

で統合され、全体としてみれば総合内科としての
役割を果たせると考えた。

月より辻川知之以下、杉本俊郎先生、五月女隆男

その後３年２ヶ月で4,700例を越える症例をレ

先生、仲川宏昭先生、同年９月より大西正人先生

ビューしてきたが、このカンファレンスを通し

が加わり、ようやく内科系診療科の大枠が整うよ

て夜間の尿管結石、急性虫垂炎などを初めとす

うになった。その後、仲川先生に代わって平成25

る、いわゆるcommon diseaseはどの医師も適切

●●
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に診断と治療を行えるようになった。また、専門

麻酔科（１名）の計13名でスタートし、10月には

的な知識や治療が必要な症例が当直帯に来院した

総合外科学講座医師が１名増員されました。平成

場合では、翌日のカンファレンスを通じて専門医

24年４月からは、滋賀病院勤務の外科系医師はす

のアドバイスをタイムリーに受けることができた

べて総合外科学講座の所属となり、教授１名・講

り、あるいは翌日から担当医を交代したりするこ

師２名・助教１名のほか、客員准教授１名・非常

とで、ほぼ全ての疾患に対応できるようになった。

勤講師10名・客員助手２名となりました。学生実

さらに、消化器内科医が遭遇した原因不明の高ア

習を開始し、５回生全員が２週間ずつローテー

ンモニア血症による意識障害症例においても、カ

ションすることになり、院内は一気に明るくなっ

ンファレンスで神経内科医の意見をきっかけに高

てきました。平成25年４月には待望の新病棟が完

シトルリン血症と速やかに診断に至ることができ

成し、320床の急性期病院となり、名称を東近江

た事例など、多くの専門医が集うカンファレンス

総合医療センターと改称し、東近江市の中核病院

の重要性を実感している。

となりました。平成26年４月には、教授１名・講

現在、朝カンファレンスでは研修医やポリクリ

師２名・助教２名・臨床教授１名・客員准教授１

学生も交え、時間のゆるす限りクイズ形式の症例

名・非常勤講師11名・客員助手５名の計23名体制

検討やミニレクチャーを加え、医療に関する知識

となりました。

の共有や教育にも役立てている。今後は地域医療

地域医療の充実には、総合医の育成が必要不可

支援の更なる充実は図るため、東近江総合医療セ

欠です。しかしながら一時的に総合医を派遣して

ンター内での診療だけでなくすでに三方よしとし

対応するだけでは、継続できません。育成型・循

て積極的に活動している地元医師会や介護施設と

環型あるいは自己完結型のシステムの構築が必要

の連携を強化し、在宅を中心とした癌患者診療や

です。総合外科学講座では、外科・呼吸器外科・

認知症への介護支援、そして終末期医療へも関

整形外科・泌尿器科は、外科系の救急診療を担当

わっていきたいと考えている。

しています。年間のべ40名の研修医と100名の学

（辻川知之）

生がローテーションしており、教育体制も充実し
てきました。多数の専門医によって新たに総合医
を育成する現在の体制は、地域医療再生のモデル
ケースとなると思います。
総合外科学講座では、地域医療には最先端の情
報技術が必要と考えています。総合医を育成する
とともに最先端の医療に遅れることなく医療技術
を獲得できる環境を整備したいと思っています。
研究では、①地域医療の再生に関する研究、②
（2014年６月） 朝カンファレンスのメンバー

外科手術手技の画像解析・触覚転送に関する研究、
③医療情報ネットワークシステムの構築、などを

総合外科学講座

行っています。

総合外科学講座は、地域医療の再生・総合医の

しました。今後新たな気持ちで臨床系講座の一つ

平成26年４月には、寄附講座から正講座に移行

育成を目的として、平成22年６月19日に開設され、
平成23年１月１日に開講（初代教授：来見良誠）
しました。本講座では、外科系診療科の総合化と
地域医療の再生の方法論を研究のテーマとして取
り組んでいます。
平成23年４月より、独立行政法人国立病院機構
滋賀病院（病床数：120床）で診療を開始しました。
外科系医師は、総合外科学講座（２名）と国立病
院機構の外科（３名）、呼吸器外科（４名）、婦人
科（１名）
、眼科（１名）、歯科口腔外科（１名）、
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として、教育・研究・診療に取り組んでいきたい

専任医師３名、臨床心理士３名が確保され、小児

と思います。

の家族背景や学校生活も含めた課題に関して、養
育支援や他機関との連携が可能となりました。現

小児発達支援学講座

在は医療機関、相談・教育機関、療育センターな

滋賀医科大学小児発達支援学講座は、平成26年

診患者数は120名前後、のべ患者数は1,700名を上

１月に開設された新しい講座です。発達途上の小

回り、発達検査実績も200例を超え、県内発達障

児の心と身体において、発達障害や慢性疾患、情

害医療の拠点として重要な役割を果たしています。

緒障害などによってもたらされる多様な症状を検

これらの発達障害および発達支援に関する医療

討し、小児科学の立場から治療や予防を行う発達

体制を維持するために、滋賀県をはじめとする関

支援に携わっています。

係者の皆様のご尽力を得て、小児発達支援学講座

滋賀県における年少児の人口比率は沖縄県に次

が開設されました。本講座は、竹内義博教授（小

いで全国２位であり、今後も増加が予想される数

児科学講座兼任）、澤井ちひろ特任講師、阪上由

少ない県です。滋賀県では障害をもつ小児への福

子特任助教、西倉紀子特任助教、および岡田眞

祉事業や特別支援教育に関して、我が国でも先駆

子、木虎隆志、小池由香里臨床心理士、秘書三島

的な役割を果たしてきましたが、発達支援に携わ

和緒、中野尚美、細川由美子で構成されています。

る医療資源は著しく不足していました。また小児

本講座では、誕生から社会生活参加までのライフ

虐待は、心身の発達に深刻な影響を及ぼしますが、

ステージを意識した丁寧な診断とアセスメントを

県内の平成24年度相談件数は4,270件と年少人口

行い、薬物療法の可否も慎重に検討します。研究

の1.6%を超え、二つの子ども家庭相談センター

テーマは「慢性疾患児の認知機能評価」「胎内環

や市町子ども家庭相談室においても、医療のニー

境の変化と発達障害」を挙げ、神経科学に基づい

ズは高まっています。

た発達障害研究を重視します。小児の発達障害と

本学小児科学講座では、平成14年に独自に発達

発達支援に必要な知識と実践力を身につけた小児

外来を開設し、以降一貫して発達障害を主体とす

科医師の育成を目的とし、滋賀県の子どもたちの

る診療を継続してきました。医学部附属病院小児

健やかな育ちのために取り組んでまいります。

科に設置されたのは近畿地区では初めてで、全国
的にも新しい試みでした。発達障害は、共通の特
性を持ちつつも年齢や環境に応じて現れる症状は
異なるため、支援には医療と福祉や教育、行政機
関との役割分担が必須です。発達外来は小児科医
師１名、臨床心理士１名から始まった小規模な体
制でしたが、徐々にスタッフおよび診療実績は増
加し、10年が経過した平成24年度には、滋賀県地
域医療再生計画事業「子どもの心の診療ができる
医師養成プログラム開発事業」に選定されました。
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置されているシミュレーターを取り入れ、最新の
機器やコンピュータを活用した教育に取り組んで
いる。

基礎看護学講座
■形態・生理
平成６年の看護学科開設により、本学開設時よ
り医学科解剖学第一講座の助教授であった今本喜
久子が解剖生理学の担当教員として、平成７年に
基礎看護学（解剖）の初代教授に着任した。今本
は、医学部の４年制の看護学科であるという特色

初期の顕微鏡実習の様子

を出したいという思いで、国が定めたカリキュラ
ムの指定規則では、解剖生理学として60時間の講
義が定められていたところであったが、
「人体機

■栄養看護

構論Ⅰ」の講義60時間に、生理機能を観察する

看護学科開設以来、前任の佐伯名誉教授が担当

「生体観察技法Ⅰ」の実習60時間を加えて、開設

されていたが、ご退官により、加藤が教授として

当初から１年生の後期の授業を開始した。この実

着任し、今日に至っている。

習を行うために看護学科棟の新築にあたっては、

加藤の専門は基礎看護学および基礎保健学であ

生体機能実習室を設置し、看護学科開設７年目に

るが、長年、EBNを求める看護実践の実験研究

は、学生１名に１台の双眼顕微鏡と多くの組織標

を行っており、生化学や栄養学の知見を用いた実

本が揃った標本箱を整備するとともに、人体骨格

験も行ってきたため、学部では「看護の生化学・

標本10体分を医学科から半永久的に貸与されるな

栄養学」等を担当している。

ど、教材の充実のために努力し、サイエンスに基

本学では実験環境に恵まれ、毎年、科学研究費

づいて正しく身体情報を判断し、的確で最良の支

やJSTに採択されていることを心より感謝してい

援を行える看護師の育成を目指した。

る。

今本の定年退職に伴い、平成19年から本学の

詳しくは加藤研究室のホームページ http://

MR医学総合研究センター准教授であった森川茂

www.shiga-med.ac.jp/~hqkisok3/kangoweb をご

廣が後継の教授として着任した。森川は外科医と

参照ください。研究業績もわかるようになってお

して臨床に従事した後、平成元年から本学におい

ります。

てMRを用いた生体の内部構造、生理情報、代謝

写真は大学院ゼミ風景で、現在４名の修士課程

情報の非侵襲的計測の研究に従事し、本学に導入

の院生の指導に当たっている。スタッフは、教務

されたオープンMR装置を用いた画像ガイド手術

補佐員、技術補佐員、事務補佐員である。

にも携わっていた。研究の対象は生体であり、附



（加藤圭子）

属病院の患者さんの手術にも係わっていたため、
領域名を「解剖」から現在の「形態・生理」に変
更した。学生の教育は、今本の基本方針を継承し
つつ、
「人体の構造と生理機能」の講義には、臨
床の医用画像を積極的に組み込み、大型の３Dテ
レビを利用して人体の構造を立体表示させる教材
を開発するなどの試みを行っている。また、「生
体観察技法Ⅰ」に相当する「フィジカルアセスメ
ントⅠ」の実習では、知識だけでなく患者さんに
接する態度の重要性を強調しつつ、附属病院に設
123

■基礎看護
基礎看護学講座基礎看護学領域は、看護に関す
る基礎的知識・技術を教育する領域です。現在は、

臨床看護学講座
■老年看護学

中西京子先生（講師）、曽我浩美先生（助教）、松

1990年の看護教育のカリキュラム改正により老

井晴香先生（助手）と足立（教授）の４名で教育・

年看護学は成人看護学から独立して１つの科目に

研究活動に取り組んでいます。

なった。本年、看護学科は20周年を迎えるのでそ

ソーシャル・ネットワーキング・システム（SNS）

の老年看護学が科目だてになった４年後に滋賀医

では雄弁でも、実際の人間関係形成能力や社会性

科大学医学部看護学科が開設されたことになる。

が未熟で価値観も多様化する「今時の学生」を人

老年看護学領域は今日まで３人の教授を経て、平

間としての成長を促すとともに、看護者に求めら

成23年からは、蓑原助教と畑野の２人で領域運営

れる高い倫理観、看護実践能力が育成できるよう

をしている。

教育を行っています。平成24～25年にかけては実

開設当時の教育について筒井教授（現聖泉大学

習室の改修を行い、学習環境も大きく整備しまし

学長）にお聞きした。大事にしていたことは、
「人

た。

間は動かなければ動けなくなる、動けなくなって

また、修士課程においては、平成24年度から高

からでは遅いので予防が大切、したがって入院し

度専門職コース（看護管理実践）が開講しエビデ

ても寝かせきりにさせないということを大事にし、

ンスに基づいた高度な看護管理者の育成が可能と

札幌の麻布病院の取り組みをモデルにした」と

なりました。このコースでは、現任の滋賀医科大

語ってくださった。今も、その精神を引き継ぐべ

学医学部附属病院の藤野みつ子看護部長が大学院

く努力しているが、社会状況も変化し様々な困難

教授を兼任し、看護管理実習等の科目を担当して

もある。

いることが大きな特徴だと言えます。現在、１名

学生を取り巻く社会環境は、核家族化の増加に

の修了者が医療の場で高い管理能力を発揮してい

より高齢者と接する頻度が少なく、話したことが

ます。

ないという学生も珍しくない。そのような背景で

そして、研究活動に関しては、基礎看護学教育

育った学生は、白髪や皺、円背などの外見に目を

に基軸をおきながら、看護師の倫理観や倫理的感

奪われ弱者として捉えがちになる。尊厳ある人と

受性を向上させるためのCAI教材の開発（基盤研

して高齢者を理解してもらうために次のことに大

究C：研究代表者・足立）
、女性の尿失禁予防・

事にしている。

改善を目的としたサポート下着の社会実装（JST

第１は、現時点だけを見るのではなく人生の延

「研究開発成果実践支援プログラム」
：研究分担者・

長線上の結果として現在をとらえることである。

中西）
、日本における看護職の労働環境の変遷と

その方法の１つとして高齢者と直接出会って、楽

今後の課題（中西）、肢体不自由児の性教育レディ

しかったことや頑張ってきたことなどの生活史を

ネスの育成－ライフスキルの習得へのアクション

把握する課題をだし、それをもとにディスカッ

リサーチ－（若手研究B：研究代表者・曽我）と

ションしている。学生は、生き生きと話をしてく

広い視野で看護を捉えた活動を行っています。

ださる様子や生活体験の内容に感動している。第

今後もこうした教育・研究活動を充実させなが
ら頑張っていきたいと思います。

２は高齢者の強みを活かした看護を展開すること
である。そのためには物事を多面的に考える力と
想像力と創造力が不可欠である。その力をつける
には多くの人に出会い、感動する体験を豊かにす
ることが必要である。実習はその力をつけてくれ
る貴重な学習である。現在は、滋賀医科大学附属
病院の病棟と外来、介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、デイサービスセンターで実習をさせて
いただいており、実に多くのことを学ばせても
らっている。第３は、患者を中心に関係者が同等
の立場で考えるパーソンセンタードケアを大事に
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することである。第４は、退院後の生活を見据え

にあたっては、複数教官による研究論文指導の観

た生活支援を思考することである。入院と同時に

点から、宮松直美教授の教室と合同ゼミを毎月開

退院計画が始まっていることを意識して看護を展

催し、互いの院生の研究に関して助言・指導に努

開してほしいと願っている。第５は、認知症高齢

めています。

者の気持ちの理解をしてほしいと願っている。現

平 成 24 年 ４ 月 ベ ト ナ ム Cho Ray 病 院 よ り

場で対応されている人から話を聴く時間を設けて

NGUYEN THI HIENさんが本学大学院に留学さ

いる。これを機会に自己研鑽してほしい。

れ、当教室に所属されました。ベトナムと日本

何より、学ぶ楽しさ身につけてほしいと願って

のストマ患者のQOLに関して研究され、平成26
年３月大学院修士号を取得されました。この間、

いる。
看護学科開設20周年記念として、現在の老年看
護学領域の教育内容を記した。

（畑野相子）

HIENさんは、藤野みつ子部長をはじめとする附
属病院看護部の応援を得ながら、附属病院で看護
助手としても働き、大学院での研究を続けながら、
日本の看護師国家試験にも挑戦され、見事合格さ
れました。海外からの留学生で、日本の看護師国
家試験に合格し看護師資格と大学院修士を同時に
取得されたのは、大変稀で、貴重な事例と思われ
ます。
附属病院を有する大学の特長を生かし、附属病
院看護臨床教育センターが主催されている看護師
の卒後教育にも協力しています。
今後も、看護学科と附属病院が一体となった教

（後継者ができました）

育を重視し、グローバルな視点を持った研究なら
びに人材育成に努めたいと考えています。

■クリティカル領域



（遠藤善裕）

滋賀医科大学医学部看護学科は、1994年に設立
され、今年度20周年を迎えます。また、大学院は、
1998年に設置されました。臨床看護学講座クリ
ティカル領域は、看護学科開設時より、田畑良宏
教授（現名誉教授）が主催され、退官される2008
年まで、医学部看護学科教育と大学院看護学修士
号の取得を指導されてきました。田畑前教授の退
官後、2008年に私が、２代目の教授を拝命し、現

合同ゼミ風景

在に至っています。
私は、外科学講座にて消化管、特に下部消化管
の悪性腫瘍の治療に関わり、また、附属病院の緩

■成人看護学

和ケアチームにも所属している関係で、看護学科

成人看護学領域は、看護学科開設当初は成人・

と大学院修士課程におけるがん看護に関する講義

老年看護学領域として教授（老年看護学担当）１名、

も担当しています。

講師（成人看護学担当）２名、助手（成人看護学

看護学科教育では、医学科の先生方、附属病院

担当）３名、助手（老年看護学担当）１名の計７

の先生方、ならびに附属病院看護部と密な関係を

名体制でスタートしました。その後平成11年に２

保ちつつ、最新の医学知識が学生に提供されるよ

領域に分かれ、平成12年に德川早知子先生が成人

う心がけています。

看護学領域の教授として就任されました。平成26

大学院教育では、院生自身が経験した臨床的疑

年６月現在は教授１名、准教授/講師１名、助教/

問を解決する事を心がけ、今までに、６名が大学

助手３名の５名体制で、学部教育（講義・演習６

院修士号を取得しました。なお、院生の研究指導

科目12単位と看護学実習６単位）および大学院教
125

育を中心に成人看護学全般の教育と研究を担って

が設置されたのが平成６年であるから、全国的に

います。

みてもほぼ同時期だったことになる。しかし、当

私自身は德川早知子前教授時代の平成16年に助

初は精神科での勤務経験を踏まえた専門の教員が

教授として着任し、德川先生ご退職の後約10年間、

不在で、他領域との兼任や非常勤講師により適宜

延べ２名の講師と15名の助教/助手の先生方、３

対応していたようである。その後、平成13年度よ

名の事務補佐員の方々に支えられて教室を運営し

り専任の教授１名と助教（助手）１名という現体

て参りました。この間、本学医学部医学科や滋賀

制が持続している訳だが、以下に教育・研究・社

県庁の先生方、他大学や研究班の先生方、並びに

会貢献の順でその動きを述べる。

附属病院看護部の皆さまから多くのご指導とご協

教育については、毎年４～８名の学部生に対し

力を賜り、脳卒中や糖尿病、がんなど生活習慣病

て卒業論文の指導を行い、既に滋賀県下を主とし

の予防と管理に関するテーマを中心に、14主担研

た精神科領域の施設で活躍する多くの臨床家を養

究、９分担/協力研究、６滋賀県事業等を進めて

成してきた。附属病院では、副看護師長として指

きました。その成果は、大学院生や学部学生を含

導的立場になった卒業生もいる。修士課程の大学

む教室員の努力により、73本の論文、51本の国際

院生については、これまでに約20名の修了生を輩

学会発表、96本の国内学会発表として社会に還元

出し、現時点でも８名を指導している最中である。

されています。またこうした研究活動と同時に、

いずれの修了生も、臨床家あるいは研究者・教員

教員が一丸となって11名の修士論文と82名の卒業

として精神看護の質の向上に関わり、リーダーと

論文について研究指導を行い、その結果、修士課

して活躍しているところである。これまで教材や

程修了生のうち３名が後に博士号（保健学、看護

授業方法を適宜見直し、単に知識やスキルの教授

学）を取得、５名が研究職に就任と、国立大学に

にとどまらず、精神障害への偏見や差別の視点を

課せられた「次代をリードする人材の輩出」とい

少しでも払拭してもらうよう心掛け、教科書の執

う教育の成果を実現しています。なかでも、当教

筆・発刊に至ることができた。また、実習機関と

室で卒業論文と修士論文を執筆した森本明子先生

の連携・協力を怠らず、教員の臨床勤務や研修を

が看護学科で初めての自大学学部卒の単位認定者

積極的に採用することで実践的な授業や指導が行

として平成25年４月に着任されたことは、大学教

えるよう努めた。

育に携わるものとしての大きな喜びでした。
今後も活発な研究活動とそれに基づいた教育を

研究については、精神障害者ケアに限定せず、
がん患者や透析患者、移植患者のメンタルヘルス

進めながら、優れた人材を数多く輩出することに

に関わるテーマで調査や介入研究を実施してきた。

努めたいと考えております。関係各位におかれま

しかし、常に専門領域である精神看護学の立場を

しては、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願

忘れずに、県内外の精神病院との共同研究や研究

い申し上げます。

指導を通して研究フィールドの確保と同時に実習

（宮松直美）

先や就職先の開拓も行ってきた。そのような地道
な活動が社会貢献の一環として認められ、長年に
わたり滋賀県精神保健福祉審議会の委員を担う機
会を得たり、精神保健福祉士（PSW）の教育に
携わったりすることで、結果的に多少なりとも滋
賀県の精神障害者保健福祉に寄与できたのではな
いかと自負している。また、病院単位での看護記
録方法の指導やカンファレンスの充実、再々にわ
（2014年５月） 德川早知子前教授を囲んで

たる勉強会や研究会の開催、滋賀県看護協会への
協力なども草の根活動のように徐々にではあるが

■精神看護学
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精神看護の質向上へと影響をもたらしたように思
われる。日本看護研究学会の近畿・北陸地方会の

精神看護学領域が看護教育の中であらためて注

学術集会の開催や、日本精神保健看護学会の研修

目され、単独のカリキュラムとして位置づけられ

会を数回にわたり本学で実施することができたの

てから約20年が経過した。本学に医学部看護学科

も、そのような活動を評価して下さったことの証

●●●

●看 護 学 科

●●●

左と考えている。今後とも、教育・研究・社会貢

向がある子どもの退院調整と在宅支援体制のプロ

献をバランスよく展開していく所存である。

モートを目的に、滋賀県下の支援施設の調査（基



盤研究C：研究代表者・白坂）をしています。そ

（瀧川

薫）

して、障がいや難病のある子どもたちを支えるた
めの自助サークルや患者会にもボランティアとし
て、学生とともに参加し、実際に家庭や地域で生
活している子どもたちや親御さんに関わらせて頂
いています。
こうした研究等の成果は教育にも生かし、学生
には子どもたちが入院している時だけの看護では
（2013年３月） 日本精神保健看護学会主催 「重複
診断
（重ね着症候群：layered-cloths syndrome）
患者のCUREとCARE」

なく、退院した後の自宅での生活への支援を視野
に入れたケアを心がけるよう、講義や演習、実習
にも取り入れています。昨年度から、小児病棟で
の遊びの支援「瀬田の森☆こどもくらぶ」をはじめ、

■小児看護学

プレイルームをお借りして保育士さんのご協力の
もと、小児ゼミの学生と一緒に主にクラフトを

小児看護学領域は、白坂先生（学内講師）と桑

行っています。これまでに、写真立てやクレイアー

田（教授）の小さな領域です。私たちは、「子ど

ト等を行いましたが、親御さんもお子さんと一緒

もたちの健康を守る」ための教育、研究、臨床勤

に作品作りをしてくださり、毎回とても盛況です。

務、ボランティア等を行っています。

今後も、他の領域の先生方や病院や病棟のス

研究活動では、私たちは子どもの在宅ケアへの

タッフの方々に助けて頂きながら、「子どもたち

支援をコンセプトとして、難病や障がいがある子

の健康を守る」ための小児看護学領域の教育・研

どもと家族の在宅療養や子育てに関すること、特

究活動が継続できるよう頑張っていきたいと思い

に希少難病のある子どもと家族へのケア、NICU

ます。

を退院した子どもと家族へのケアをライフワーク
としています。
FOP（Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
進行性骨化性線維異形成症）は、全身の筋組織で
骨化が進行（異所性骨化）する病気で、小児期に
発症し、発症頻度は200万人に１人という希少難
病です。1973年に漫画家故手塚治虫が医学生だっ
た頃に授業で学んだことを、
「ブラックジャック」
の「からだが石に…」という表題で週刊少年チャ
ンピオンに上梓した疾患としても知られています。
ペンシルバニア大学整形外科医のカプラン教授に
よって遺伝子変異が発見されました。実態調査を
させて頂きましたが、看護系の研究として取り上

■母性看護学・助産学
助産師教育について

げられたことは、国際的にも全くありませんでし

平成17年度より大学の統合カリキュラムにおけ

たので、カプラン教授もとても喜んでくださいま

る助産師教育を行っています。２回生の修了時に

した。現在私たちは、在宅療養で患者様はもちろ

助産師課程の選抜試験を実施し、３～４回生で助

ん家族の方の負担が軽減されるように、これまで

産診断・技術学や助産学実習等の専門科目を履修

実践してきた看護技術をさらに工夫するアクショ

するという教育グランドデザインです。助産学課

ンリサーチ（基盤研究B：研究代表者・桑田）を

程の履修学生は、看護師と保健師の国家試験の受

しています。

験資格に加え、助産師という３つの国家試験を受

また、NICUを退院した子どもと家族への包括

験していました。しかし、平成24年度からは新カ

的支援をめざして、現在は、NICUに長期入院傾

リキュラム体制により、保健師と助産師の選択制
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となり卒業要件の125単位に加えて助産師課程の

れ、私はその歴史の上に立ち講座を引き継がせて

21単位を履修しています。助産師課程の１学年の

頂いたことを大変光栄に存じます。着任後２年の

定員数は８名ですが、助産師養成数の増員要望が

経験で講座の歴史的総括をすることは所詮無理で

あり、助産課程４～６期生に限っては10～12名を

すが、
私なりに感じた歴史的成果と課題はあります。

養成していました。平成25年までの８年間74名が

まず、教育では講座と県の保健医療行政との連

助産師課程を修了し、助産師国家資格を取得して

携が構築されていることは非常にすばらしいと思

います。このうち42名（56.8％）が滋賀県内に助

います。地方と言えども国立大学ともなると地方

産師として就職し、33名（44.6％）が現在も滋賀

自治体立の大学とは異なり、保健医療行政とのつ

県で助産師として活躍しています。担当教員数は、

ながりを形成することが案外難しく、地元への貢

平成17年度には３名（教授１名、准教授１名、助

献の道筋がみつけれらないこともあります。しか

教１名）でしたが、カリキュラムの変更や講義・

し、滋賀県の保健行政と講座とのつながりが深く、

演習・実習の充実を背景に、現在は教員が５名体

教育研究における協働がスムーズに行えており、

制（教授１名、准教授２名、助教２名）で教育に

これは行政と大学の双方の努力の歴史的成果であ

取り組んでいます。

ろうと考えられます。

教育内容の特色

一方で、在宅医療や看護に対する教育研究体制

母性看護学・助産学の演習科目において臨床実

にはいささか課題があるように感じています。現

践にむけた知的好奇心やイメージ作りのために、

在多くの大学では在宅看護の分野は公衆衛生看護

教材開発に取り組んでいます。産後出血の観察や

の分野とは独立しております。本学では従来の体

分娩介助モデル、腹部触診法といった技術演習の

勢のまま、公衆衛生看護学の中に在宅看護を包含

なかで、ちょっとした手間をかけた工夫とアレン

しております。在宅医療・看護の多種多様なニー

ジで、“よくある症例”の媒体を作成しています。

ズに対する看護は、公衆衛生看護とは異なった専

学生の学習意欲と母性看護学への学習意欲を高

門性も必要とされ、将来看護職の育成のためには

められるように、難しい周産期病態学や助産診断

講座の再編が必要になる時が訪れるのであろうか

学でも、事例を用いて学問的根拠からの思考過程

と思案する日々です。

を大切に教授できるよう教員一同日々努力をして

研究では、数多くの修士課程の修了生を輩出し

います。

その中でも大学の教員として活躍をする方も多く、

研究

平成10年の課程創設以来の講座の諸先生方の尽力

領域内の科学研究費補助金の採択率は、毎年ほ

に敬意を表します。公衆衛生看護学の分野の研究

ぼ100%であり、助産学研究にとどまらず、女性

はテーマは幅広く、現在は講座員それぞれ個々の

のライフサイクルに添った健康障害への看護介入

研究テーマに基づき研究を行っております。講座

に関する研究にも精力的に取り組んでいます。

全体で取り組める研究テーマで競争的資金の獲得
に努め、より貢献度の高い研究体制の整備が課題
です。

公衆衛生看護学講座
平成６年の看護学科創立後20年を経過し、創設
期以来多くの先生方が講座の発展のために尽力さ
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（川畑摩紀枝）

●●●●

●大 学 院 医 学 系 研 究 科

●●

育・研究体制に編成し、他分野との学際的な人材

大学 院 医 学 系
研究 科

育成にも対応できるように、専攻を１つ（医学専
攻）に改組し、３つのコースを設けた。「先端医
学研究者コース」では、先端的で特色ある研究を
推進している一流の研究者や、新たな研究領域を

博士課程

創成しつつある魅力的な研究者に接する機会を設

昭和56年４月に設置された大学院博士課程は医

にカリキュラムを設定した。
「高度医療人コース」

学の領域において、研究者として自立して創造的

では、臨床研究に重点を置くとともに、医療倫理

研究活動を行うのに必要な高度な研究能力とその

学・法制学を学び、医療の現場でリーダーとして

基盤となる豊かな学識及び人間性を備えた優れた

活躍できる人材を育成する。「学際的医療人コー

研究者を育成することを目的としている。平成15

ス」では、医学に加え、工学や理学等、他分野か

年に本学の特色ある分野を活かしつつ、時代に

らの人材を受け入れ、学際的知識と研究能力を兼

あった名称に変更し、教員を新しい５専攻（①生

ね備え、産学連携の場で活躍できる人材を育成す

体情報解析系、②高次調節系、③再生・腫瘍解析系、

る。これらのコースに加え、文部科学省「がんプ

④臓器制御系、⑤環境応答因子解析系）に配置した。

ロフェッショナル養成基盤推進プラン」を実施し、

国立大学法人化以降の本学大学院においては、当

高度な能力を持ったがん専門医療人を養成してい

初は大学院進学希望者も多く順調であったが、平

る。さらに、平成25年度に、「アジア非感染性疾

成19年頃から大学院受験希望者が減少し始め、平

患（NCD）超克プロジェクト」が文部科学省の「博

成20年には二次募集を行ったにも関わらずに定員

士課程教育リーディングプログラム」に採択され、

割れをきたした（資料１）。その大きな原因として、

平成26年度秋季から学生の受け入れを開始する予

平成16年度から始まった臨床研修必修化の影響が

定である。

けるとともに最先端の研究技法を習得できるよう

考えられた。本学としても、こうした時代の動き
に対応した医学系大学院教育のあり方について検
討を重ね、平成21年度に「専門分野における高い
知識と技能を有し、最先端の医学を臨床の場に生
かす能力を有する人材」を育成する目的で、学位
取得とともに専門医の資格を取得できる「高度専
門医養成部門」を各専攻に開設した。また、立命
館大学、長浜バイオ大学などとの大学間連携の取
り組みをすすめ、医師以外の大学院入学者の確保
に努めた。こうした改革の成果により、本学は毎
年、
定員以上の大学院生を確保している（資料１）。
こうした実績を基に大学院博士課程では、平成
26年４月から各研究領域を横断した総合的な教
年
定

度

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

員
（名）

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

入 学 者
（名）

30

36

33

30

27

30

37

35

33

34

充 足 率
（%）

100

120

110

100

90

100

123

116

110

113

本学出身者

20

26

24

19

18

16

24

12

16

22

他大学出身者

10

10

9

11

9

14

13

23

17

12

資料１．大学院医学系研究科博士課程の充足率
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修士課程

した。

本学に修士課程が設置された平成10年以降は、

月１回、FDの機会を年数回程度行うことで、大

４年制看護系大学の増加に伴い教育者・研究者お

学院教育の実質化に対する教員の共通理解や意識

よび高度専門職者の養成目的で多くの大学院が設

は着実に向上してきたと考える。しかし、教員が

置され、入学定員も急速に増加した。本学は、修

学部等と兼務しているため大学院教育に携わる十

士課程の設置について他の大学より一歩先行して

分な時間の確保に苦慮していること、教員間で教

いた。医療系の中では社会人大学院的な性格が看

育に対する熱意等に温度差があることなどが課題

護系で最も強く、学部卒業後に直接修士課程に進

であった。既に保健医療機関の実務経験者を多く

学する者が少ないため、修士課程自体が多様な背

受け入れ、これらの機関へ人材を多く輩出してき

景や学歴を持った者を受け入れざるを得ない状況

たことから、保健職業人養成の性格がどうしても

であった。一方、現役看護師や大学教員等、職務

強くなるため、常に附属病院と有機的に連携し、

を抱える大学院生にとって教育研究機会の確保は

臨床教授を活用することで多様なニーズに対応し

難しく、標準修業年限内での学位授与率は次第に

た臨床教育や高度専門的な臨床技能の修得を図っ

低くなり、本学も様々な取り組みを試みた。修士

てきた。また、社会人学生の割合が高いことから、

課程は、看護学の基礎を修めた者がさらに広い視

夜間や土曜開講を実施し、長期履修制度や夏季集

野に立ち専門分野の学識を深め、科学的思考能力

中講義を活用した取り組みなど、社会人学生の学

や問題解決能力、基礎的な研究能力および看護実

修機会の確保に努めた。これらは学生からの評価

践・看護教育・看護管理・看護行政等における指

は高いが、夜間開講等は学生・教員双方の疲労を

導能力の養成を目的とする。看護系大学が急増す

惹起させ、長期履修制度はモチベーションの持続

る中、教員数の絶対的不足により大学院修了後す

を懸念するといった問題も現れた。

ぐに看護系大学教員になるといった状況を鑑み、

当初からあった「基礎看護学」「臨床看護学」

教員養成に関わる教育内容や方法、教育体制の充

「地域看護学」の領域名称を、医学系教員を含め

実が不可欠であることも真剣に議論してきた。

た各教員の専門性を詳細・明確に提示する意図か

これらのことを踏まえ、本学では教育・研究者

ら平成15年から５年間にわたり「包括的人間看護

と高度専門職者の両方の養成を国立大学法人の使

科学研究領域」「機能的健康解析研究領域」「上

命と自覚しながら教育に携わってきた。具体的に

級看護介入システム研究領域」「生活の場研究領

は、専攻の大綱化やコースの新設、大学院教育を

域」とした。しかし、社会人学生の受験に際して

担う専任組織の構築などといった組織改革を適宜

は、やはり現場に馴染み深い名称による専攻の選

実施してきた。また、個々の専門分野を超えた幅

択の方が評判は良く、平成20年以降は「家族・地

広い履修や分野の異なる複数教員による指導体制

域看護学研究領域」「公衆衛生看護学領域」と一

の構築、医療・研究倫理や研究方法、統計、語学

部の領域で名称変更は適宜なされたが、当初の呼

など研究の遂行に必要な能力等の修得のための共

称に戻るような形となった。また、従来の教育研

通科目の設定など、体系的な教育課程の提供に取

究コース（修士論文コース）と高度専門職コース

り組み、大学院教育を担う専任組織が体系的なカ

（修士論文および実習コース）も臨床家や大学教

リキュラムを立案し、基礎と臨床が融合された教

員といった社会人が多数を占めるため前者に学生

育を実践した。体系的な教育課程の提供は、専門

が偏ってしまい、平成24年度からは受験生確保の

分野に偏らない幅広い学修、他領域への理解と連

目的も合わせて高度専門職コースに新たに「看護

携の深まり等が評価される一方で、日常業務を担

管理実践」を設置した。これにより、臨床で活躍

う教員や学生を中心に些か負担が大きい状況とな

する多くの管理者の関心を得ることとなり、本学

り、専門分野の研究時間の確保が難しいことや、

科大学院教育の特徴となっている。

相当の実務経験を有する者の中には専門以外の学



修に魅力を感じない者もいるなどの問題も表面化
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そこで、大学院教育に関する意見交換の機会を

（瀧川

薫）

●●●●●

センター・施設など

●センター・施設など

●

でも手続きをすれば図書館の閲覧・複写利用がで
きる。
組織：国立大学法人化に際して附属図書館委員
会を廃止（H16.3）し、附属図書館長の権限と責
任で運営することとなり、重要事項は教授会で報

附属図書館

告している。

学術情報の電子化に伴い、附属図書館のあり方

田讓二（Ｈ８．４～Ｈ９．３）、挾間章忠（Ｈ．９．４～Ｈ

も変化している。外国雑誌の電子ジャーナルへの

９．５）、前田敏博（Ｈ９．６～Ｈ１１．３）、小玉正智（Ｈ

移行、MEDLINE・医学中央雑誌といった参考資

１１．４～Ｈ１２．３）、木之下正彦（Ｈ１２．４～Ｈ１４．３）、

料のウェブ版への移行、タブレット端末の普及な

可児一孝（Ｈ１４．４～Ｈ１６．３）、瀬戸 昭（Ｈ１６．４～

ど電子資料や情報ツールを活用していくことが不

Ｈ１７．３）、松田昌之（Ｈ１７．４～Ｈ１９．３）、上島弘

可欠になる一方で、日本語の図書・雑誌に関して

嗣（Ｈ１９．４～Ｈ２１．３）、大久保岩男（Ｈ２１．４～Ｈ

は依然として冊子の利用も多い。また、電子ジャー

２２．３）、堀池喜八郎（Ｈ２２．４～Ｈ２５．３）、松末𠮷隆

ナルは便利だが、購読価格が右肩上がりで上昇を

（Ｈ２５．４～Ｈ２６．３）、村田喜代史（Ｈ２６．４～）

歴代図書館長：高橋三郎（Ｈ６．４～Ｈ８．３）、半

続けていること、図書館予算が漸減していること
から本学で利用できる学術情報に制約が生じてお
り、何らかの対応が必要である。
大学において学習支援・研究支援・研究情報の
発信等を担う附属図書館は、これら多様な資料の
有効活用を進めるため様々な講習会をおこなうな
どしている。
以下、この二十年間の主な動きを示す。
施設整備：入退館管理の機械化（H6.4）
、防犯
カメラ設置（H7.3）、特別利用（24時間利用）
開始（H7.4）
、コラボレーションセンター竣工
（H11.9）
、図書自動貸出返却装置導入（H14.3）、
玄関の自動ドア化と入退館装置更新（H15.4）、
カラーコピー機導入（H17.12）
資料整備：国試対策コーナー設置（H18.9）、

保健管理センター

購読誌（外国雑誌・電子ジャーナル・和雑誌）の

大学の保健管理センターは、学生の保健管理に

定期的見直し、学生購入希望図書の受付、不要資

関する専門的業務を行う厚生補導のための施設と

料の無償頒布（H24.10～）

して、国立学校設置法施行規則に基づき設置され

電 子 情 報： 学 内LANに よ るMEDLINE提 供

たものであるが、学生のみならず、教職員を含め

（H7.4）
、附属図書館ウェブサイト公開（H8.12）、

ての健康管理をおこなってきた。2004年の法人化

Web版 蔵 書 目 録 検 索 シ ス テ ム（OPAC） 導 入

に伴い専任教員（講師）が産業医として任命され、

（H10.3）
、 電 子 ジ ャ ー ナ ル 導 入（H14.2）、 機

教職員についてはこれまでの人事院規則から労働

関リポジトリ構築開始（H18.4）
、リンクリゾル

安全衛生法に基づいての健康管理を行うことと

バ導入（H19.3）
、科研費採択による河村文庫の

なった。

電子化と画像データベース公開（H19.4）、VPN

センター開設当初から専任教員（講師）が精神

サービスによる電子ジャーナル等の提供開始

科医であったことから、長年にわたり特にメンタ

（H19.12）
、電子ブック導入（H23.5）、滋賀医科

ルヘルスに力をいれ、「何かあれば、いつでもど

大学雑誌の編集・発行

うぞ」と敷居の低い保健管理センターを目指して

地域公開：附属病院入院患者さんを対象とした

運営してきた。

閲覧利用開始（H12.1）
、関連病院職員への利用

この20年間を振り返ると、1994年以降は感染症

サービス開始（H12.4）
、滋賀県立図書館で古書

関連の出来事が数多くあった。結核患者数の増加

籍の展示会（H19.3, H20.10）。なお、学外者は誰

を受け、学生には入学時にツベルクリン反応を２
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段階方式で実施し、腸管出血性大腸菌O-157の流

村下 淳（2000.6～2010.3）、小川惠美子（2010.4～）

行では、看護学科学生の保育所実習前に検便検査
を追加した。麻疹の大流行の際には全学部学生の

看護師：佐々木月美（1990.10～1995. ８）、山下

抗体価検査を実施、入学時の流行性ウイルス疾患

幸香（1995.9～）

（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）罹患歴・ワクチ
ン接種歴の調査を開始した。新型インフルエンザ
の流行時には、大学及び附属病院の教職員、学生

分子神経科学研究センター

と全学での検温、発熱チェックが行われた。

分子神経科学研究センターの前身である分子神

20年前の学生・教職員の健康診断は、医科大学

経生物学研究センターは、「先端技術を用いた分

ということで、レントゲン撮影以外は全て自前で

子神経生物学の研究を通して基本的生命現象の解

行われた。臨床研究棟１階に器材を運び、附属病

明と難治性疾患の治療・予防等に資する研究を行

院の医師、看護師に多数応援頂くという、全学を

う」ことを目的に、10年の時限付きで平成元年に

挙げての一大イベントであった。その後、健診項

設立された。当初、分子神経形態学部門、分子神

目の見直し等々で現在の業者委託の形に変化して

経化学部門、分子生命動態学部門の３部門であっ

いった。

たが、国内外の組織との共同研究に積極的に取り

現在、保健管理センターが管理しているのは、

組み、本学初の寄附講座を開設するなど産学官連

学生約1,140名、
教職員（非常勤職員含む）約1,800

携研究にも力を注ぎ、少しずつ規模を拡大してき

名で、研究生、研修生、外国人研究員等々を含め

た。平成７年には滋賀医科大学ではじめての外部

ると約3,000名、当時の1.5倍に増加した。

評価（外国人評価委員を含む）を実施した。

昨今の感染症対策により2011年度からワクチン

これらの成果を受け、平成11年に分子神経科学

プログラムの運用が開始され、流行性ウイルス疾

研究センターに改組し、定員６名から10名に増員、

患（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）の抗体価およ

平成16年に、代謝情報制御分野がMR医学総合研

びワクチン接種状況の管理が加わった。また、こ

究センターとして独立した。この年から、センター

れまで健康管理上の懸案事項であった学生と教職

主催の国際シンポジウムを開始、これまでに17回

員の異動状況を一元管理ができるシステムの構築

開催、カナダ、米国、ドイツなどから、外国人33

を目指して動き始めている。その他、昨年より、

名、日本人25名を招聘している。

保健管理センター利用者には、学生証・職員証に
よる受付管理システムを導入した。

平成21年に神経難病研究推進機構・分子神経科
学研究センターとして２回目の改組を行い、「神

時代の流れと共に保健管理センターの業務内容

経難病研究を全面に打ち出し、サルを用いた研究

も変化してきたが、変えるべきものと、大切に残

など滋賀医大の特色を活かした組織」として新た

していくべきものを見極めた運営をこれからも目

にスタートした。現在、センターは神経難病病因

指したいと考えている。そのためには附属病院を

学分野、神経難病診断学分野、神経難病治療学分

含めて全教職員の協力は欠かせないものであり、

野、認知症研究分野、神経難病モデルサル開発分

より一層の連携を深めたいと考えている。今後と

野の５分野で構成されている。

も皆様方のご支援ご協力をお願いします。

神経難病病因学分野（西村正樹准教授）では、
アルツハイマー病の原因物質であると考えられる

保健管理センター所長：佐野晴洋（1990.6）、細

アミロイドβペプチドの生成に関連する、細胞内

田四郎（1990.7～1994.3）、繁田幸男（1994.4～

γセレクターゼ活性の制御メカニズムの解明に取

1995.3）
、 木 之 下 正 彦（1995.4～1999.3）、 馬 場

り組んでいる（Nature Communications 2014ほ

忠 雄（1999.4 ～ 2001.3）、 大 矢 紀 昭（2001.4 ～

か）。

2005.3）
、 大 川 匡 子（2005.4 ～ 2006.11）、 田 畑

神経難病診断学分野（遠山育夫教授）では、ア

良 宏（2006.12～2008.3）、 藤 山 佳 秀（2008.4～

ルツハイマー病MR画像診断薬の開発に取り組

2014.3）
、竹内義博（2014.4～）

んでいる。開発したShiga-Y5は、先行薬の10倍
以上の強いフッ素NMR信号を出し、アルツハイ
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講 師： 佐 藤 洋 子（1991.1～1993.2）、 染 矢 俊 幸

マー病モデルマウスで老人斑の画像化に成功し

（1993.4～1998.1）、石田展弥（1998.4～2000.3）、

た（第10回バイオビジネスコンペJAPAN奨励賞、

●●●●●

●センター・施設など

●

いる。平成20年からスタートした山中iPSプロジェ

Biomaterials 2010ほか）。
神経難病治療学分野では、漆谷 真准教授（現

クトでは、世界各国のカニクイザルのMHC遺伝

京都大学准教授）のもとで、筋萎縮性側索硬化症

子のハプロタイプ分析を行い、多数のMHCホモ

（ALS）の病原タンパク質を標的とした病態解明

個体を見出すことに寄与した。当センターのカニ

と治療の開発に向け、他の研究機関と共同研究を

クイザルを用いて、iPS拠点事業などの大型プロ

行ってきた（FASEB J 2008ほか）。

ジェクトが推進され、主要組織適合遺伝子複合体

神経難病モデルサル開発分野（守村敏史助教）

（MHC）抗原をホモに有するカニクイザルコロ

では、滋賀医大の特色の一つであるカニクイザル

ニーを確立し、iPS細胞技術を用いた再生医療及

を使ってヒトに近い神経難病のモデル動物を開発

び疾患研究に役立てるような研究をスタートさせ

し、病態解明や治療法の確立に役立てていく事を

ている。また、動物実験に対する支援だけでなく、

目指している。

動物実験に対する倫理教育も本センターの使命で

平成26年度から、再びMR医学総合研究セン

あることは言うまでもない。

ター（MR医学研究分野に改称）と合併した。世
界的に認知症をはじめとする神経難病患者数が増
加の一途をたどっている今日、これからも活発な
研究を行い、神経難病の解決に向けて邁進してい
きたいと考えている。

（遠山育夫）

実験実習支援センター
平成17年４月に、実験実習支援センターは、実
験実習機器センターと放射線同位元素研究セン
ターを統合して発足した。学内教育研究施設とし
て、医学の教育、研究に必要な設備、機器を総合
的に管理することにより、共同研究の効率化を図

動物生命科学研究センター

り、もって本学における医学の教育及び研究の向

昭和53年に設置、第二期（昭和56年）、第三期

れのセンターを継承し、機器部門、RI部門として、

上、発展に資することを目的としている。それぞ

（昭和59年）の動物実験施設竣工により、学内外

日常の業務を行っている。人員の配置、予算、利

からの動物を用いた医学生物学研究に対する支援

用者会議、広報等の運営に関する事項は、統合さ

を行ってきた。平成14年には動物生命科学研究セ

れたセンターとして活動を行っている。

ンターに改組され、平成15年には第四期の新棟
が完成した。マウス（遺伝子改変マウスを含む）、

１．統合前の実験実習機器センター

ラットなどのげっ歯類、ウサギ、ブタ、イヌなど

（平成６年４月～平成17年３月）

の飼育施設を有している。そして最大800頭のカ

平成６年９月に特別講習会（後に医学総合研究

ニクイザルを飼育できるという国内の大学では最

特論大学院特別講義集中講義・実験実習支援セン

大規模の非ヒト霊長類の実験施設である。当セン

ター特別講習会に発展する）、平成７年４月に実

ターには最大12頭のカニクイザルを用いて実施

験センターセミナー、平成12年６月に実験セン

できるABSL-３の感染実験施設が設置されてい

ターテクニカルセミナーを開始した。また、平

る。これら動物飼育エリアから排出される排泄物

成８年２月に実験センターホームページの開設、

等は滅菌処理の後専用プラントにて分解処理され

平成９年５月にCD-ROM版実験センターガイド

センター外へ有機廃棄物を一切排出しないシステ

ブックの上梓などを行った。このように、単なる

ムを構築している。当センターでは、国内初、世

機器の保守管理のみならず、機器の有効利用を図

界で２例目の顕微授精を用いたカニクイザルの人

る取組みを行なってきた。

工繁殖に成功しており、計画的に繁殖が行われて
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２．統合前の放射線同位元素研究センター
（平成６年４月～平成17年３月）

解剖センター

平成７年１月阪神淡路大震災直後の安全点検で

本センターは、昭和54年に学内措置により発足

異常のないことを確認し、平成８年３月震災後初

して以来、本学の特徴である系統解剖による倫理

めての施設検査を受け合格した。平成９年11月実

教育を支え、地域の法医解剖のニーズ、附属病院

験室の講座への部屋貸しを廃止し、実験台貸出し

や関連病院の病理解剖のニーズに応えてきた。最

の効率化を進めた。また、平成13年度から新規講

近の10年余りは、労働、教育環境の改善という時

習会を医学部安全委員会主催とし、従来のRIセ

代の流れを受けて、更に医学部定員増に伴い、解

ンター主催のものと区別し、以後実情に沿った教

剖関連設備の改善を行うことができたが、これは

育と安全管理を進めた。

様々な工夫をして予算獲得に努めてきた結果でも
ある。

３．統合後の実験実習支援センター
（平成17年４月～平成26年３月）
利用者会議の仕組みや予算要求、決算等の事務
処理の統一化などを行った。更に、新規採用の技

この20年間の解剖数の推移は図の通りである。
系統解剖ではコンスタントに献体数が確保されて
いるが、近年の法医解剖の増加、病理解剖の減少
が明らかである。

術職員を両部門の担当者として配置し、統合メ

労働安全、環境改善については、平成13年度に

リットを生かした運営を行なっている。設置機器

病理剖検室、法医剖検室等の改修、バイオハザー

が両部門にまたがる「放射性同位元素を含む微量

ド排水処理施設、換気設備を整備して、感染症に

生体成分検出解析システム」
（平成25年の概算要

対応できる解剖室への改修を行った。

求特別設備費）の導入も、この統合メリットが生

教育の基盤整備については、平成16年度に系統

かされて円滑に進めることができた。また、平成

解剖実習室の排気設備が増設された。平成19年度

17年９月には実験実習支援センターホームページ

に大型モニター、デモ用顕微鏡を含む、組織学・

の公開（平成25年７月にリニューアル）、さらに、

組織病理学実習用顕微鏡所見投影システムが顕微

平成19年にはCRL NEWSの発行などの広報活動

鏡実習室に整備された。平成20年度補正予算にて

を開始した。旧機器センター時代に始まる３つの

医学部定員増に伴う教育環境整備事業として、平

セミナーも支援センターの名前を冠して引続き開

成21年度に解剖実習室改修（空調システム取替え

催している。このように、利用者の便を図り、機

等）、解剖実習台、遺体保存ロッカー、実習用顕

器の有効利用を図る取組みを行っている。

微鏡等の整備が行われた。特筆すべきことは、平
成22年度に概算要求で認められた「地域の開放型

平成26年４月現在、センター長（併任）１名、

基礎医学教育センター構築」である。この予算に

専任准教授１名、学内講師（助教）１名、助手１名、

より、バーチャルスライドスキャナー、学生３人

技術職員７名、事務補佐員１名で構成されている。

に１台ずつのパソコンとその収納ワゴンが整備さ
れ、顕微鏡の収納できる机も更新され、バーチャ
ルスライドと顕微鏡を併用した実習が可能になっ
た。また、museum構築のための標本の収集が本
格的に始まった。
このmuseumを核とした基礎実習棟の改修案が
概算要求で認められ、平成23年度に基礎実習棟改
修工事を終える予定であったが、東日本大震災の
影響で予算の執行ができない状態が続いた。補正
予算の成立で平成24年度に工事が開始され、一年
遅れで完成した。解剖実習室が大きくなり、解剖
台を含め、ホルマリンの排気に配慮した解剖室と
なり、シャワー室も整備された。病理解剖室の更
衣室は、男女別のワンウェー方式の感染対策型と
なった。法医解剖室でも、更衣室等が改修され、
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●●●●●

労働環境が大きく改善された。また、常設展示ス
ペースとしてMedical Museumが増築され、平成
25年６月にはその開所式が行われた（写真）。現在、

●センター・施設など

●

マルチメディアセンター
マルチメディアセンターは1997年の発足以来、

シリコン包埋マクロ臓器標本、バーチャルスライ

本学における研究教育に対する情報環境の提供を

ド化した組織標本、各種人体模型等、多くの標本

主な業務としている。その前身から現在までの経

を展示し、高大連携事業、地域の理科教育のレベ

緯に沿って、センターの役割の変遷を述べる。

ルアップに利用されている。新設された開放型切

1994年学内にネットワークが敷設されたことを

出し室では、学生とともに保管臓器をレビューし、

足掛かりに、翌年に学内LAN準備室、学内LAN

シリコン包埋用の標本を切り出している。

推進室が発足する。1995年には京都大学との間に

今後、解剖センターは、地域に開かれた施設と

1.5Mbpsの回線が敷設され、インターネットの利

して、社会貢献の場としても発展していくことが

用が本格化する。1999年に図書館を拡張したコラ

望まれる。

ボレーションセンターが完成し、マルチメディア
センターが発足する。
1998年には教育・研究用計算機システム（一連
のサーバとパソコン）が導入され、他大学でいう
計算機センターに相当する施設となった。通信回
線の高速化（5Mbps）や学内LANの整備を経て、
学内の過半の場所でインターネットの利用が可能
となる。当初から図書館同様にセンターの24時間
開放を行っており、学生職員に自由に使える情報
環境を提供している。
2002年の計算機システム更新をきっかけに学内
での情報システム化が進み始める。このシステム
更新時に図書館システムと一本化され、教務シス
テムの稼働やCBTもセンターの中で始められる。
一方では、ポスター作製を始めとする研究支援機
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器の共同利用が始まる。

めてとなる試みであった。本研究センターでは

2004年には滋賀県のびわ湖情報ハイウェイを活

MR計測システムやパルス系列・画像処理プログ

用して学外への通信が100Mbpsに高速化される。

ラムなどで独自の工夫をこらし、ユーザーが希望

インターネット利用の加速に伴って、情報セキュ

するほとんどのMR計測に対応するとともに、学

リティポリシーの策定（2002）やウィルス駆除ソ

内のみならず他大学や企業からも多くの研究者を

フトの配布、迷惑メール対策（2004）が始まる。

受け入れてきた。また、ioMRIでもマイクロ波を

2007年に再び計算機システムが更新されると、

使ったがんの治療では世界をリードしてきた。し

e-Learningの導入や学外からの利用を可能にする

かし、2013年に動物実験用装置のメーカーがMRI

VPNサービスが始められる。無線LANの学内設

事業から撤退したのを機に2014年、本研究セン

置を広げ、ほぼすべての本学建屋内でのネット

ターは役目を終え廃止となった。なお、ioMRIの

ワーク接続が可能となる。ストリーミングサービ

臨床研究は外科学講座の谷 徹教授が現在も推進

スやタブレットの会議利用を導入する（2010）な

しておられる。

（犬伏俊郎）

どのサービスを拡大する。2012年のシステム更新
ではサーバの仮想化などの現代的技術を取り入れ
る一方で、全国学術情報ネットワークSINETの
高速化に伴って対外通信回線が１Gbpsと更に高
速化される。
細部を述べるときりがないが、このように学内
情報インフラの増強整備とサービスの拡大を続け
てきた20年間といえる。

MR医学総合研究センター
基礎研究用の動物用７テスラMR装置と臨床用
で外科手術をガイドする0.5テスラioMRIが滋賀
医科大学に整備されたのを機に2004年に当該研究

医療福祉教育研究センター

センターが設立された。前者は40cmの開口径で

文部科学省は平成14年度に、国立大学の地域貢

アクティブ・シールドを有する巨大な磁石を持

献に際して特に優れた取り組みを重点的に支援す

つ超高磁場MR装置で当時わが国では初めての設

る「地域貢献特別支援事業」を予算措置した。こ

置であり、後者はアジア地域では初めての導入

れは、①自治体と国立大学との将来にわたる真の

となった特殊なMRIで、附属病院に新しく手術棟

パートナーシップの確立や、②大学全体としての

を増築して導入された。これら最先端のMRI装置

地域貢献の組織的・総合的な取組みの推進を目的

を使った基礎から臨床にいたる多様なMR研究を

に、予算面で特別な支援を行うことを通じて、国

推進することが本センターの目的であり、MRを

立大学の地域貢献への組織的・総合的な取組み等

使って研究を行っていた犬伏と森川が運用を担当

を推進しようとするものである。

した。この動物実験用MR装置を収容するために
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この「地域貢献特別支援事業」の公募に際し、

独立の建屋が建設され、磁石と機械室の完全分離、

総合診療部が中心となって、保健・医療・福祉の

動物処置室と電気工作室を隣接させるなどMR用

連携によるそれらの充実を目指して、滋賀医科大

の研究棟として、超電導磁石の維持に用いる冷媒

学医学部、龍谷大学社会学部および滋賀県健康福

の監視システム構築とともに、多くの新機軸を盛

祉部による４つの事業（障害者理解促進事業、痴

り込んだ研究施設であった。一方、ioMRIの設置

呆性高齢者介護向上促進事業、虐待家庭内暴力対

室にも、MR画像を乱す電灯線から入り込む外部

策ネットワーク事業、医療福祉教育研究センター

からの雑音を遮蔽するために、光ファイバーによ

事業）を提案したところ、これが採択された。

る手術室の照明設備を考案した。この光ファイ

この事業を推進する中心となるだけでなく、関

バーによる照明システムは手術室用としてのみな

連する異職種人材間の連携の要となり、多職種の

らず、室内照明としても当時としては世界でも初

関連分野に明るい総合的で学際的な人材を育てる

●●●●●

●センター・施設など

●

医療福祉教育研究センター概念図

ことを目的とする医療福祉教育研究センターが平

専門科目の位置づけで高学年に配置し（逆くさび

成14年11月、
滋賀医科大学に創設された。センター

形）、逆に専門科目の一部を低学年に配置した（く

は、地域における保健、医療、看護、福祉、教育

さび形）。教養と専門の教員が連携して担当する

の各機関（以下「各機関」という。）の連携と総

科目も新たに開講した。総合教養教育機構は、平

合的研究及び人材育成を行うことにより、地域の

成13年度の基礎学課程の学科目制から大講座制

抱える課題解決や地域の再生・活性化等の社会貢

（生命科学講座と医療文化学講座）への改組にも

献に寄与することを目的としており、次のような

大きく貢献した。

業務を行っている。
⑴ 各機関の連携、
協力及び情報共有に関すること
⑵

各機関の枠を越えた総合的研究に関すること

⑶

各機関の人材育成及び再教育に関すること

⑷

その他前条の目的を達成するために必要な業務

医療人育成教育研究センター
本学の教育目標である「豊かな教養を身につけ、
医療人としての高い倫理観を養う」ことを実現す
るため、平成９年に全学的な組織として「総合教
養教育機構」を設立し、それまでの教育を見直し、
医学科は平成12年度に、看護学科は平成15年度に
カリキュラムを改正した。いくつかの教養科目を
137

平成16年の法人化の際、教育に関する組織運営
を見直し、総合教養教育機構と教育に関する大半

の研究者が集まり、情報交換できることが目的と
されました。

の委員会を廃止し、教育等担当理事（副学長）に

初代センター長として谷 徹教授が就任して以

直結した「医療人育成教育研究センター」を新た

来、規約では部屋の貸し出し業務以外は実際にス

に立ち上げた。本センターは信頼される良質な医

タッフも場所もなくスタートいたしましたが、初

療人を養成するために、入学前ならびに卒前･卒

年度から現在にいたるまで、建物の貸し出しはほ

後教育の全般にわたる事項について審議決定する。

ぼ全て常に100％であり、この収入は大学に納め

組織構成は当初、入試方法検討部門、学部教育

られております。平成22年４月に平野氏が初めて

部門、大学院教育部門、調査分析部門、教育方法

バイオメディカル・イノベーションセンター所属

改善部門の５部門と、学生生活支援室、障害学生

の特任教授に採用されました。平野氏は大学と学

支援室の２室とした。現在は学生生活支援室は部

外との連携に奔走され、ベンチャーに新しい経営

門とし、そのもとに障害学生支援室と里親学生支

者を紹介する等、多大な貢献をして頂き、大学、

援室を設置、さらに独立した室として生涯学習支

企業や公的施設との契約について新しい考え方と

援室を設置している。

契約書の適正化に尽力頂きました。この後平成25

各部門や室は、センター長のもとで緊密に連携

年７月に二代目の松浦特任教授が就任され、知財

し、従来各種委員会で協議していた事項について

の専門家として就任以来、学内職員に知的財産の

審議決定し、実施の責任を持つ。多くの決定事項

考えを植え付けるべく30数回、一緒にグループを

は教授会には報告の形であげられる。また、各部

訪問しました。普段、知財についてはあまり語る

門は、
必要に応じて、特定事項を審議実行するワー

ことのない学内の先生方は、初めて聞く先生もお

キンググループを組織し、迅速かつ効率的に活動

られる一方で、知財について情報を求めている方

している。事項によっては学生の意見を直接聞く

もおられ、実際知財でうまくいかない事例が複数

ために彼らを参加させることもある。

あることもわかりました。今後これらの先生方と
協力して、本学の知財の推進または有効活用を進

バイオメディカル・イノベーションセンター

められることに強い確信を得ることができました。

バイオメディカル・イノベーションセンターは

まった産学連携の波が大きく前進しそうな本年、

設置（平成18年度）されて９年しか経っておりま

センターの10周年をかねて成果を挙げることが期

せん。この設立のきっかけとなったのは、平成15

待される年となりそうです。

年に私達が「科学技術振興調整費」で３年間のプ

今後このセンターはセンターの場所としての機

ロジェクトとして２億３千万円を頂いたことが始

能だけでなく、実際のスタッフを抱え、産学連携

まりとなりました。ほぼ同時期に滋賀県と立命館

を推進する必要があると考えられます。

大学との共同で申請した「都市エリア産学官連携



促進事業」プロジェクトと、３年後に「平成18年
度独創的シーズ展開事業 大学発ベンチャー創出
推進」プロジェクト、この３つをほぼ続けて得る
ことができました。産学連携が声高に言われてい
る時勢ですが、具体的な動きは本学にはありませ
んでした。この頂いた経費の３割を運営経費とし
て大学と使うことになっていたのを、年度を越え
て集め、産学連携に資する開発研究室を造るとい
うことになり、
「バイオメディカル・イノベーショ
ンセンター」の建屋が建つこととなりました。設
計は犬伏教授がなされ、ドーム状の窓ガラスが特
徴です。二階建てで会議室２部屋を持ち、オフィ
ス２部屋と研究室６部屋の全８室を、学外を主と
した企業や研究室に貸し出し、建屋の中で産学官
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本学の開学40周年に際し、30周年の頃から始

（谷

徹）

●●●●●

アジア疫学研究センター
我が国唯一の疫学研究拠点

●センター・施設など

●

経験と技術がアジア諸国での疾病予防や健康寿命
の延伸のために必要とされており、アジアのリー
ダーとして我が国の果たすべき役割はますます大

疫学研究では大規模な集団に対する長期間の調

きくなっています。以上の背景を踏まえ、アジア

査が必要となるため、欧米では膨大な時間と人

疫学研究センターは、アジアにおける疫学研究の

員、研究費が投入されてきました。これら欧米諸

拠点として、循環器疾患や糖尿病を中心とした各

国と比較すると、日本やアジアでの疫学研究は遅

種疾患に関する最先端の疫学研究、国際共同疫学

れを取っており、研究基盤を強固なものとするた

研究の推進を図り、アジアを中心とする国際共同

め、個人情報や生体試料管理のための専門施設の

疫学研究と、滋賀を基盤とする最先端地域疫学研

設置、研究調査に用いるリサーチクリニックの

究という二つの研究分野と、生活習慣病疫学の専

整備、および専門スタッフの育成などが課題と

門家育成のための大学院・社会人教育の推進を目

なっていました。これらの課題に対応すべく、滋

標としています。

賀医科大学アジア疫学研究センター（Center for

また、アジア疫学研究センター開所と時を同じ

Epidemiologic Research in Asia: CERA）は、平

くして、滋賀医科大学では「アジア非感染性疾患

成24年度文部科学省施設整備予算（最先端研究施

（NCD）超克プロジェクト」が、文部科学省・

設）により、我が国初の総合研究棟「疫学研究拠

博士課程教育リーディングプログラムに採択され

点」として整備されました（センター長：社会医

ました。これまでの疫学研究で蓄積されたデータ、

学講座公衆衛生学部門三浦克之教授）。

人的資源、およびアジア疫学研究センターのハー

アジア疫学研究センター内には、マイナス80度

ドウェアを最大限に活用して、疫学研究、予防医

で生体試料を保存する保管室、データ解析室、地

学、公衆衛生分野におけるNCD対策を牽引する

域住民の協力を得て問診や検査などを行うための

グローバルリーダーを育成しようというものです。

リサーチクリニック、食事と疾病との関連を調べ

アジア疫学研究センターは、日本で唯一の疫学

る摂食試験用食堂などを備えています。また、膨

研究拠点として、疫学的エビデンスの創出、およ

大な個人情報を扱うため、侵入者や情報漏洩を防

びトップリーダーとしてグローバルに活躍できる

ぐ厳しいセキュリティー対策が導入されており、

専門家育成に取り組み、21世紀の健康問題の核心

「滋賀脳卒中データセンター」の事務局も併設さ

的課題である生活習慣病の予防と健康寿命の延伸

れています。

に寄与していきます。

（久松隆史）

生活習慣病予防に資する研究成果の創出、人材育
成を目標に掲げて
心臓病・脳卒中などの循環器疾患、およびその
危険因子である糖尿病・高血圧・脂質異常症など
の生活習慣病の増加は、我が国のみならずアジア
諸国においても深刻な健康問題になっています。
しかしながら、これらアジア諸国では、循環器疾
患や糖尿病の有病率・罹患率、その原因となる生
活習慣や遺伝的要因等について充分に解明されて
いません。これまで我が国で培われた疫学研究の
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れていた患者さんの足を救うことができるように
なりました。
このように、最近の20年間は当科が最先端の医
療技術をいち早く実際の現場に導入し、現在ある
強い臨床力の基盤を培った期間となりました。今

診療科
■循環器内科

後も継続的に高度な医療技術を開発・導入し、循
環器医療にますます貢献できるよう日々精進して
いく所存です。

（山本

孝）

滋賀医科大学循環器内科は、河北成一初代教授
の下、旧第一内科（循環器・呼吸器）として産声
をあげました。現在は３代目となる堀江 稔教授
の下、講師１名、学内講師２名、助教５名、特任
助教３名、医員７名の医局員が在籍する学内最大
規模の診療科として、救急医療も含めた循環器診
療に365日・24時間体制であたっております。
過去20年間で医療は目覚ましい進歩をとげてお
りますが、中でも循環器診療は革新的な医療技術
が次々と開発されている分野です。不整脈治療の
分野では、局所麻酔下にカテーテルを用いて不整
脈の起源を焼灼するカテーテルアブレーションが

2002年４月、それまでの第一内科が循環器内科

開発され、これまで薬物による対症療法しか治療

と呼吸器内科に分離し、呼吸器内科がはじまっ

法がなかった疾患が根治できるようになりました。

た。当初は、呼吸器内科専門医が不在であったが、

当科では1994年よりこの医療技術を導入し、初年

2002年10月に呼吸循環器内科教授に堀江 稔が就

度は４例からのスタートでしたが、2013年では

任。2003年２月には中野恭幸が呼吸器内科に着任

242例まで増加し、国内有数の治療施設となりま

し、現在の呼吸器内科がはじまった。当初はスタッ

した。また、不整脈突然死を予防する技術として

フ１名であった呼吸器内科であるが、2003年７月

植え込み型除細動器（指定施設のみ使用可能）が

には羽白 高が加入し、スタッフ２名で外来･入院

開発され、当院はいち早く臨床導入し、これら疾

の診療を行っていた。その後、坂口 才や和田 広

患の治療に貢献しております。一方、虚血性心疾

が滋賀医科大学の研修医から、はじめて呼吸器内

患治療の分野では、局所麻酔下に胸を切らずにカ

科に合流。2005年４月には長尾大志が着任した。

テーテルを用いて冠動脈を治療するカテーテルイ

10月には中野恭幸が呼吸器内科長となり、伊藤

ンターベンションが開発され、国内導入初期から

まさみが着任した。2008年４月には大澤 真が着

当科でも積極的に行われました。以後、冠動脈内

任した。一方、当初よりのスタッフであった羽白

の石灰化を削ることができるロータブレーター

高が天理よろづ相談所病院に異動した。2009年４

（指定施設のみ使用可能）を県内で最初に臨床導

月には呼吸器内科の大学院生としてはじめて博士

入し、2004年には再狭窄を強力に予防する薬剤溶

号を授与された山田英人が着任した。2010年４月

出性ステントが使用可能となったことでカテーテ

には小熊哲也、小川惠美子（保健管理センター）

ル治療の対象は飛躍的に拡大し、これまで外科的

が、同年９月には山口将史が着任した。現在に至

バイパス治療しか方法がなかった重症患者さんも

るまで、ここに記載した以外にも多くの医師の出

カテーテル治療で完治できるようになってきまし

入りがあった。2014年５月現在、スタッフ４名（中

た。当科における狭心症や心筋梗塞に対するカ

野、長尾、山口、和田）、特任助教･医員７名、後

テーテル治療数は、10年前の約３倍、５年前の約

期研修医２名、その他スタッフ（保健管理センター、

２倍に増加しております。また、下肢や腎臓など

感染制御部）２名、非常勤医師１名の計16名で診

全身の血管に対するカテーテル治療数も５年前よ

療を行っている。

り急激に増加し、これまで下肢切断を余儀なくさ
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■呼吸器内科

現在、外来診療は毎日行い、2014年４月からは、
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慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支喘息、間質

として2008年に消化器・血液内科病棟は５階C病

性肺疾患に対する専門外来も開設している。外

棟から４階C病棟へと移動し、さらに光学診療部

来患者数は、2002年には1,391名であったものが、

が２階の検査部門から４階B病棟に移設されまし

2003年2,938名、2004年5,373名、2005年6,383名、

た。消化器外科病棟も４階D病棟に移動したこと

2006年7,390名、2007年7,947名と順調に増加し、

から、附属病院４階部分が消化器疾患診療の集学

2013年には9,704名となっている。入院延べ患者

的診療部門として効率的に機能する環境となって

数も2013年8,198名であり、１日平均22.5人となっ

います。同様に、消化器・血液内科と消化器外科

ている。呼吸器内科の定床数は21床であり、ほぼ

の外来部門も同一ブロックに配置され機能的な運

常に満床状態である。

用が可能となっています。

入院患者では、肺癌、肺炎、気管支喘息、慢性

専門医の育成は大学病院の重要な使命の一つで

閉塞性肺疾患（COPD）、間質性肺疾患などの疾

すが、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、

患が多い。外来患者では、気管支喘息、慢性閉塞

日本血液学会、日本感染症学会の指導施設として

性肺疾患（COPD）
、肺癌、間質性肺疾患などの

各学会から認定を受け、さらに日本肝臓学会、日

疾患が多い。

本臨床腫瘍学会（がん薬物療法専門医）、日本感
染症学会（感染症専門医、指導医）、日本化学療
法学会（抗菌化学療法指導医）、日本臨床栄養学
会の専門医が育っています。また、炎症性腸疾患
の基礎、臨床研究の推進をめざして、平成17年
（2005年）に栄養治療部・消化器外科等関連診療
科・部と連携して「炎症性腸疾患（IBD）センター」
を創設し、滋賀県のIBD診療の拠点としての役割
を果たすとともにその体制のさらなる充実を図っ
ています。滋賀県HIV/エイズ診療中核拠点病院、
滋賀県肝疾患診療連携拠点病院、滋賀県がん診療

■消化器内科
昭和51年（1976年）に細田四郎教授が初代教授

連携拠点病院・滋賀県がん診療高度中核拠点病院
としての機能を担うとともに、平成25年度より感
染症内科を院内標榜しています。

として内科学第二講座を開講され40年を迎えよう

最後に、平成26年４月に内科学講座（消化器）

としています。その間、第２代馬場忠雄教授（平

第４代教授として安藤 朗が就任し、消化器・血

成６年～平成14年、前 滋賀医科大学学長）、第

液内科・感染症内科の教育・診療・研究のさらな

３代藤山佳秀教授（平成14年～平成26年、現 滋

る充実をめざしています。

賀医科大学理事）の下、平成26年３月31日現在
222名の同門が在籍するまでに発展してきました。
2004年に導入された国立大学の法人化や新医師初
期臨床研修制度により大学を取り巻く環境が大き
く変貌するなか、2002年に内科学講座は大講座化
され旧内科学第二講座は内科学講座（消化器・血
液）に改組されました。また、新しく設置された
大学院教授として安藤 朗（平成21年～平成26年）
が、東近江地区の地域医療活性化を目指す総合内
科学講座教授として辻川知之（平成23年～）が就
任しました。

■血液内科

附属病院では、輸血部（1996年）、無菌治療部

血液内科は滋賀医科大学開学時、細田四郎名誉

（1997年）
、光学医療診療部（2002年）、栄養治療

教授の下、旧内科学第二講座としてスタートしま

部（2005年）が設置され新しい部署で同門の先生

した。T字型教育を実践すべくあえて臓器別の専

方が活躍しています。さらに、病院再開発の一環

門を作らず、消化器疾患および血液疾患、免疫異
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常などを中心に全人的に内科全般を診療する医師

患者数は15,373名、2013年は16,981名であり、こ

の育成に努める一方、専門性を深く極め、最新の

の10年で1,600名増加した。病診連携により紹介

医療を提供することを目指してきました。平成９

患者の逆紹介に努めている。外来では、糖尿病合

年臓器別外来の開始とともに血液内科を標榜、現

併症の発症・進展の予防法の確立を目指した経過

在医師20名（うち大学院生４名、２名は海外留学

観察外来を1996年から行っているが、2011年から

中）で附属病院での診療や教育、研究、地域病院

ベッドサイド頚動脈エコー装置と内臓脂肪測定装

での血液疾患の診療にあたっています。日本血液

置を導入し、より詳細な全身の血管合併症の評価

学会専門医は９名で同指導医３名、日本輸血細胞

を行っている。また、チーム医療の充実に力をい

治療学会認定医２名で、1989年には京滋で初めて

れており、2008年からフットケア外来（昨年受診

骨髄移植を開始、主に造血器悪性腫瘍の治療に従

者300名）、2012年からは透析予防指導（今年度92

事してきました。2000年以降の患者数は急性白血

名）を行っている。

病150症例、悪性リンパ腫300症例、多発性骨髄腫

入院患者数は200～245名であり、平均在院日

と骨髄異形成症候群が各々100症例、造血幹細胞

数は2003年度の19.09日から2013年度は13.69日

移植学会に登録した移植数（1991年から2012年）

に5.4日短縮した。近年、糖尿病患者の増加に伴

は330症例（自家移植132例、同種移植198例）に

い、他科入院患者の糖尿病合併例が増加している。

なります。平成21年、病院再開発で住み慣れた５

我々は、他科入院中の糖尿病患者の血糖管理を積

C病棟から４C病棟に移り、血液内科として14床

極的に行っている（昨年度実績 455名）。

（後に16床に増床、移植ユニット２床、無菌室３床）
で診療に当たっています。済生会滋賀県病院、公

新規医療技術の臨床応用

立甲賀病院、彦根市立病院、長浜赤十字病院に血

糖尿病臨床において新規医療機器の臨床応用が

液専門医を常勤医として派遣、その他、地域医療

行われ、その１つに持続血糖モニター（CGM）

機能推進機構滋賀病院や東近江総合医療センター

がある。皮下にセンサーを留置し24時間連続して

でも血液疾患の外来診療に当たっています。

血糖を測定、点でしかわからなかった血糖変動を

初代教授の教え通り、決して血液の病気だけを

連続した線でとらえることが可能となった。我々

診るのではなく全人的医療を実践しており、患者

は、先駆けてこの装置を導入し、現在まで約300

さんやそのご家族との強い絆で病気と闘う姿勢は

名において24時間血糖変動を解析、血糖管理に役

今も変わっていません。

立てている。今後、外来患者への応用を計画して

重篤な患者さんが多いこと、またその特殊性か

いる。また、持続皮下インスリン注入療法（CSII）

ら臨床が忙しく、研究体制の確立が遅れてきまし

に用いるインスリンポンプが開発された。皮下に

た。しかし、ようやく若手大学院生を世界のトッ

注入針を留置して24時間持続してインスリンを注

プクラスの研究施設に送り出すことができ、名実

入する血糖管理方法であり、血糖管理困難な１型

ともに研究元年を迎えたところです。

糖尿病患者に適応がある。しかし、基礎インスリ
ンの必要量は日内変動するため、CSIIでも血糖管
理が困難な症例が存在した。新しいポンプは注入
量を刻々と自在に変化させることができ、血糖管
理向上に大きく寄与している。我々は、このイン

（2014年６月） 同門会にて

スリンポンプを積極的に導入し、現在22名に使用
している。このように、血糖管理不良の糖尿病患

■糖尿病内分泌内科
当科はBedside to benchを基本理念に、専門性

2010年にスリーブ状胃切除術（LSG）がわが国
において先進医療として認可され、当院では消化

の高い医療を実践するとともに、Bedsideで生じ

器外科を中心として肥満外科治療チームを結成し、

る臨床的疑問に答えるべく、基礎・臨床の両面か

2008年に第１例の手術を行い、2011年１月に先進

らの研究に力を注いでいる。本稿では主に臨床に

医療施設として認可、現在までに31例の手術を行

ついて記載する。

い、良好な成績を得ている。糖尿病患者17例のう

外来診療に関しては、2003年度の年間外来延べ
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者の治療方法の確立をめざした診療を行っている。

ち薬物療法が不要で糖尿病治癒と考えられる症例
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は11例あり、治癒率 65%と高率である。我々は、

に、CKDの早期発見・進展抑制に努めることが

内科として、症例選択、適応決定、術前術後管理、

我々の重要な使命との考えに至り、腎臓専門医育

長期フォローなど、肥満外科治療に大きく携わっ

成と地域かかりつけ医との交流推進に一層力を注

ている。2014年４月LSGが保険収載された。今後、

ぐようになりました。2014年５月現在、滋賀県下

この分野が発展していくものと思われる。

32名の腎専門医のうち当科出身者は26名に、2013
年度の紹介率は94%、逆紹介率が111%と高水準

糖尿病診療の関する臨床エビデンスの構築

を保っています。また、2010年からは、一般市民

日本人２型糖尿病患者を対象とする治療と合

にもCKDを知ってもらうため、滋賀県、滋賀県

併症の実態把握とその治療に関するデータベー

看護協会、滋賀県医師会、滋賀県社会福祉協議会

ス構築などの大規模臨床研究、Japan Diabetes

とともに、市民啓発活動を行っています（写真）。

Complications Study（JDCS）、Japan Diabetes

腎臓内科は最先端医療機器や再生医療とは離れ

Complication and its Prevention prospective

た所にいますので、劇的な診療内容の変化はあり

Study（JDCP）、合併症を抑制するための介入試験、

ません。残念ながら現在の医療レベルでは、失っ

Japan Diabetes Optimal Integrated Treatment

た腎機能を回復させることはできません。重要な

study for 3 major risk factors of cardiovascular

ことはリスク評価と早期対応で腎臓を悪くしない

diseases（J-DOIT3） や Japan Diabetes Clinical

ことです。院内において腎障害の発症予防・早期

Data Management Study Group（JDDM）、など

対応を行うため、2009年に私が部長になってから

の全国調査や介入試験に積極的に参画している。

血液浄化部で腎疾患・電解質コンサルトを積極的
に受け入れてきました。本年度からは、より早く

■腎臓内科
1978年に着任された繁田幸男初代第三内科教授

適切な対応を行うためにコンサルトチームを構成
しましたので、気軽にご相談いただければ幸いで
す。

の下、大阪大学第一内科腎研究室から助教授とし

これからの高齢化社会では、病気を治すのみで

て移動された折田義正先生以下３名の先生方が腎

はなく、病気を防ぐことが重要になります。病院

疾患の臨床を始められました。その後、吉川隆一

内で患者さんを診るのみではなく、基礎研究・臨

先生に引き継がれ第三内科腎臓グループとして腎

床研究・社会活動を通じて患者さんを減らす活動

疾患全般にわたる臨床と糖尿病性腎症を主とした

を益々推進したいと考えています。

研究活動を行う中、2000年には日本腎臓学会学術



（宇津

貴）

総会を主催するなど、日本のみならず世界的にも
認知されるようになりました。腎臓内科が診療科
としてスタートしたのは、内科学講座が７診療科
に再編成された2002年４月です。しかし再編成と
言っても、運営上の大きな変化はなく、現在に至
るまで旧第三内科としての体制で研究・研修医教
育を行っています。研究面では、毎年のように学
会賞を受けるなど高い評価をうけています。その
他、旧第三内科全般に関する経緯は、他稿に譲り
ます。
腎臓内科の大きな変化としては、社会活動に力
を入れるようになったことがあげられます。軽
度の腎機能低下が将来の心血管合併症を引き起
こすとの考えは、2002年に慢性腎臓病（chronic

■神経内科

kidney disease）として発表され、広く世界中に

今年度、滋賀医科大学が40周年を迎える記念す

受けいれられるようになりました。わが国ではか

べき年に我が神経内科も大きな節目を迎えました。

かりつけ医を対象とした「CKD診療ガイド」が

附属病院の開設以来35年間神経内科の長としてお

2007年に作成されています。このような事を契機

勤めになった安田 斎先生が今春、退官されたの
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です。当初は第三内科の糖尿病性末梢神経障害の

科を志してくれる若い先生方の数は充分とは言え

研究グループの色彩が強かった我が科も、専門で

ず、県内の主要な基幹病院に安定して医師を派遣

ある末梢神経障害から次第にその守備範囲を拡げ、

出来る状態とは言えません。新臨床研修医制度が

今では超急性期の脳血管障害から神経変性疾患ま

始まって京都からの医師派遣が減り、医療崩壊が

で幅広い神経内科領域の疾患を扱う科に変貌を遂

起こりそうになった東近江地区で、見事に復活し

げました。

た東近江総合医療センターには前神経内科診療科

ざっと神経内科の歴史を追ってみますと、1978

長の前田憲吾先生がまず率先して赴任されました。

年滋賀医科大学附属病院の開設とともに安田 斎

今では地域の基幹病院としての役割をしっかり果

先生が赴任され、1982年には旧第三内科にて神経

たして頂いています。湖北地区や湖西地区にはま

内科外来開設。1987年には吉川隆一元学長をヘッ

だまだ神経内科の絶対数自体が足りない状況が続

ドとした神経･腎臓グループが独立しています。

いていますが、東近江地区に続いて県下の基幹病

1998年にはそれまで第三内科の外来の一角で行っ

院の神経内科医は自力でまかなえるだけの神経内

ていた外来診療を、新設された脳神経センターで

科を今後築き上げていきたいと願っています。

独立して行うようになりました。そして2002年、

勿論、安田先生と糖尿病性末梢神経障害という

附属病院での診療科再編成を受け、安田 斎先生

大きな柱を失った今、独立した新しい神経内科と

が神経内科診療科長に就任され、今に至っていま

してどのような独自の色を出していくかも我々の

す。2001年、2002年の入院台帳を繰ってみますと、

今後の大きな課題です。幸いにも今年我々は３人

年間の総入院人数も50人に満たず、重症筋無力症

の新しい研修医を仲間として迎える事ができまし

や多発性硬化症の患者さんは数えるほどと、現在

た。2014年という滋賀医科大学創設40周年にあた

からすると隔世の感があります。2005年頃から年

るこの年が新しい神経内科としての始まりの年で

間の入院患者数が100人を超えるようになり患者

もあったなあ、と神経内科の医局員の一人一人が

さんもバラエティに富んできます。その後、代々

振り返れる年になればと願ってやみません。

うけつがれたこの入院台帳は今ではPCに姿を変
えていますが、その間、年間ののべ入院患者もほ
ぼコンスタントに200人を超えるようになり、京
滋の単一施設としては重症筋無力症の難病申請が
１、 ２を争うまでになった事は一重に諸先輩方の
努力の賜物かと思います。
今後高齢化社会が急速に進行していくわが国に
おいて神経内科の需要がどんどん高まっていくこ
とは間違いありません。前述の脳血管障害は言う
に及ばず、これから爆発的に増えていくと考えら

安田 斎先生退官記念

れている認知症までが神経内科の守備範囲と考え
るとそれだけで神経内科医が診る患者数は莫大な
ものになります。今後これらの疾患の治療、ケア
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■腫瘍内科

が急激に在宅へ移行していくであろうことを考え

腫瘍内科は、2009年10月に附属病院の正規診療

ると、家庭医や総合内科医とうまく連携を取りな

科（近畿厚生局届出）として設置された。附属病

がら神経内科の専門的な知識も診療にいかせる内

院内規上、内科診療科群を構成する８診療科のひ

科的素養を基盤に持った神経内科医がこれからの

とつであり、医学部臨床腫瘍学講座の診療科とし

医療では是非必要となってくるものと思われます。

て腫瘍内科医による、がんに対する最新の標準薬

幸い我々の神経内科は元々第三内科から独立した

物療法と緩和ケアを基本に、新しい分子療法を展

科ですので、今でも研修医の諸君にはまず糖尿病

開している。例えば、新規の分子診断法に基づい

などのcommon diseaseをはじめとして広く内科

たがんの個性診断により、薬物療法開始前にその

疾患の研修をつんでもらい、その後に神経内科領

効果を予測し、最適ながん治療を提供する個別化

域の研鑽を更に積んでもらうような研修システム

（オーダーメイド）医療の開発を推進している。

が出来上がっています。しかし、まだまだ神経内

また、厚生労働省承認の先進医療「樹状細胞及び

●●●●●●

●医 学 部 附 属 病 院

腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法」や

る。血液腫瘍部門は、常時10名以上の入院患者を

「がん治療用ペプチドワクチン療法」の医師主導

有し、白血病、脳腫瘍、固形腫瘍を中心に全国レ

治験等を通じた滋賀医大の特色あるがん医療を提

ベルの臨床試験に参加するなど集学的治療を行っ

供しており、全国の難治がん患者や病院からの先

ている。内分泌代謝部門は、低身長、甲状腺機

進的がん医療に関する相談・診療依頼を受け入れ

能低下症、糖尿病、先天性代謝疾患など、CGM、

ている。教育面では、日本臨床腫瘍学会と日本が

インスリンポンプや遺伝子検査を自施設でも行い

ん治療認定医機構の認定研修施設として、また医

ながら診療を行っている。循環器部門は、先天性

学部教育（講義、臨床実習）と文部科学省がんプ

心疾患を中心に心エコー、心臓カテーテル検査を

ロフェッショナル養成基盤推進プランでの大学院

中心とした診療を継続しているが、NICUの充実

教育を通じて、高度がん医療の推進において指導

による胎児診断症例も増加している。新生児部門

的立場で活躍する専門医療人の育成を進めている。

は、先に述べたNICU，GCUの充実とともに発展し、

また、厚生労働省地域がん診療連携拠点病院なら

新生児専門のスタッフが24時間、365日常勤して

びに滋賀県がん診療高度中核拠点病院として、地

診療にあたっている。腎臓部門はスタッフ数とと

域がん医療の均てん化と先進的がん医療の開発の

もにここ数年急速に症例が増えており、難治性ネ

役割を担っている。以上、腫瘍内科は、設置以来、

フローゼや血液浄化療法を必要とする疾患など県

がん治療に関わる専門診療科と連携して、がんの

内外からの難治性腎疾患診療を行っている。

標準治療、高度医療からQOLの維持を含めた希

月曜と木曜の午後４時から入退院カンファレン

望の切れ目のない総合的がん医療の推進と人材育

スが行われ、全入院患者の診断、治療方針が討論

成に取り組んでいる。

されている。木曜の午後５時半からは抄読会、症

（醍醐弥太郎）

例検討会、医局会が行われている。このほか、各

■小児科

専門グループのカンファレンスも行われている。
2001年２月に着任された現診療科長の竹内教授

現在の小児科スタッフは、小児神経を専門とさ

は小児科診療の根幹である「臓器にとらわれず小

れる竹内義博教授以下、准教授１、講師３、特任

児科のすべての分野を診る姿勢」を大事にされ、

講師２、助教６、特任助教７、医員６および後期

大学病院に望まれる専門性の高い小児疾患を中心

研修医４名である。

としつつも、特定の疾患に偏らない幅広い診療を

外来は、午前診に総合外来が１枠ある以外はす

することをモットーとされている。

べて予約制の専門外来である。病院開設以来４室

地域医療への貢献として、滋賀県下17施設を含

であった診察室は病院再開発で６室に増えた。午

む19施設の病院・施設に医局員を派遣しており、

後診察が積極的に行われるようになったこともあ

県内病院小児科医の70%が本学関係者である。ま

り、一日平均患者数が平成21年度54人、23年度63

た、当大学病院が滋賀県唯一の中核病院となって

人、25年度72人と年々増加している。

いるほか、４つの地域小児科センターのうち３つ

病棟は、病院再開発で小規模な移転を繰り返し

は本学関係者で診療が行われている。

た後、2009年５月にNICU、GCUが、同年11月に

また、毎年夏には小児アレルギーゼミナール、

一般小児科病棟が５Ａにリニューアルした。外科

血液腫瘍サマーキャンプ、糖尿病サマーキャンプ

系小児病室と合わせ、天井、床、壁面などに動物

など市民や患者さん向けへのイベントも主催して

などの絵が描かれた、にぎやかで楽しい小児病棟

いる。

となった。現在はNICU９、GCU12、一般小児31
床（外科系８床を含む）で運用されている。
診療は大きく小児神経、血液腫瘍、内分泌代

■精神科

謝、循環器、新生児、腎臓の６つのセクションに

滋賀県における基幹施設として、先進的医療を

わけられている。島田前教授の時代から当科の主

行う唯一の大学附属病院であり、また滋賀県南部

幹をなす小児神経部門は連日専門外来があり、難

における唯一の有床総合病院精神科として、身体

治性てんかんなどのけいれん性疾患を中心に診療

合併症を伴う精神疾患患者の入院治療、精神科リ

を行っている。また2002年から発達外来を開設

エゾン医療、緩和医療などに積極的に取り組んで

し、発達障害を持つこどもたちの診療も行ってい

います。
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精神科外来には一般外来、専門外来を設けてお
り、平成25年度の外来新患患者は821名、外来患
者延数は19,118名です。

■皮膚科
滋賀医科大学附属病院は昭和53年10月１日に開

精神科病棟は開放病棟24床、閉鎖病棟19床（個

院しており、診療科としての皮膚科は今年で36年

室９床）の計43床であり、平成25年度の入院は

目を迎えることになる。この36年間で社会の情勢

332名、平均在院日数は30日前後で看護基準は10

の移り変わりと共に皮膚科の診療も大きく変化し

対１となっています。

た。

以下に当診療科の特色を疾患別にあげます。

初代教授渡邊昌平教授の時代は、現在の専門医

気分障害：外来では標準的な薬物療法が行われ

制度が確立される前後の時期であり、大学は医師

ていて、入院では主に難治性気分障害患者の受け

というより研究者の自覚が強い時代であった。皮

入れをしています。修正型電気けいれん療法は

膚真菌症が研究テーマだったため、一般診療とし

年間500件を超えており(対象は気分障害圏が98%)、

て行われる培養検査のみでは確定診断が困難であ

大うつ病性障害の寛解維持率は96%、復職率は

る特殊な皮膚真菌症が疑われた症例は当科に紹介

93%となっております。他の治療として高照度光

されてくることが多かった。そのような症例は入

療法、そして今年度より反復性経頭蓋刺激法、光

院の上、病理検査と病原真菌の詳細な培養検査、

トポグラフィーを導入する予定です。

同定によって診断を確定し、適確な治療を行った。

思春期青年期：不登校や非行といった思春期に

平成３年に就任された第二代教授上原正巳教授

出現する行動異常に対する早期介入を行っていて、

の時代には、専門医制度が確立しサブスペシャリ

薬物療法だけではなく認知行動療法にも力を入れ

ティが喧伝された時代であった。研究テーマであ

ています。平成24年度の思春期青年期外来の不登

るアトピー性皮膚炎は外来診療が中心であったこ

校の患者数は38名で、受診後４ヶ月で約半数が、

ともあり、非常に多くの患者が全国から来院した。

受診後半年で82.1％が登校出来ています。

重症例に関しては入院加療を行い、症状を改善さ

統合失調症：一般的な非定型抗精神病薬を用い

せると共に増悪因子を検索し、短期間で寛解に導

た治療だけでなく、治療抵抗性統合失調症に対し

いた。また、マスコミによるステロイドバッシン

てクロザピンを行っております。また各種新薬の

グ等によりアトピー性皮膚炎に関する情報が混乱

治験や、薬物血中濃度測定、遺伝子多型、薬物代

する中で、治療や生活指導に関して正しい情報を

謝認知機能・画像検査、睡眠ポリグラフなどを用

記したパンフレットを作成し、多くの患者を啓発

いて病状を多角的に評価した治療を行っています。

し且つ不適切な治療により重症化したアトピー性

睡眠障害：日本睡眠学会A型認定施設で、終夜

皮膚炎の患者を軽快に導いた。段野貴一郎助教授

睡眠ポリグラフ検査や睡眠潜時反復検査などを

の専門分野である尋常性乾癬についても、重症例

行っています。また、不眠症に対する認知行動療

は光線治療など特殊治療を行うことができる当院

法、概日リズム睡眠障害や季節性感情障害への高

に紹介され、十分な入院加療により全身の大半が

照度光療法を行っています。

鱗屑に覆われるような重症例をも改善に導いてき

認知行動療法（CBT）
：パニック障害に対する

た。診療収支が現在ほど窮屈ではなかったことも

CBTと、原発性不眠症に対するCBTを行ってい

あり、アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など診療報

ます。また、研修医に向けたCBT研修プログラ

酬の低い疾患においても、サブスペシャリティ分

ムがあり、スーパーバイザーの指導のもと病棟入

野として十分な時間をかけて治療を行うことがで

院患者さんに対してCBTの実践的トレーニング

きた時代であった。

を積める環境を整えています。

第三代教授田中俊宏教授が平成16年に赴任され

精神腫瘍学：精神科リエゾンチームや緩和ケア

た頃は、大学の法人化に併せて採算性が求められ

チームによる精神科的治療介入やがん患者さんへ

るようになり、また地域貢献が求められる時代で

の精神的サポートのための緩和ケア外来を開設し

あった。そのため高齢化社会を迎え増えつつある

ています。

皮膚悪性腫瘍を含めた外科的治療を拡充し、滋賀
県の皮膚悪性腫瘍診療の中心的存在として診療を
行っている。また、皮疹の見極めが重要な役割を
果たす膠原病や、中毒性表皮壊死症などの重症疾
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患、そのほか稀少疾患を含め幅広い診療を行い、

を含むメタボリック症候群を劇的かつ長期的に改

滋賀県の皮膚科診療をよりレベルアップさせてい

善する手段です。当科では2008年より腹腔鏡下袖

る。更に、美容皮膚科としての診療も拡充してお

状胃切除術を導入し、内分泌代謝内科との連携の

り、一般のエステサロンとは一線を画した科学的

もとに良好な成績をあげています。

根拠・エビデンスに基づく美容診療を行っている。
新臨床研修医制度が導入されて以降、各大学と

【下部消化管外科】

も人材の確保が困難になったことから滋賀県全体

担当：清水智治学内講師、園田寛道助教、太田裕

の地域医療が皮膚科医の不足をきたす状態となっ

之助教、北村直美助教、遠藤善裕教授（臨床看護

ているため、悪性腫瘍を含めた重症を中心に様々

学講座）、目片英治講師（腫瘍センター）。

な疾患が当科に集中しているが、それらを一手に

診療内容：大腸癌、炎症性腸疾患、腸閉塞、肛門

引き受けて滋賀県の地域医療の要として社会に貢

疾患を対象としています。大腸癌手術件数（再発

献している。

症例を含む）は2000年より2013年末までに1,277
例でした。腹腔鏡下手術は2008年より進行癌、
2013年からは直腸癌に対する側方郭清も腹腔鏡下
手術にて施行するようになり、初発大腸癌症例の
約80%を腹腔鏡下手術にて施行するようになって
います。炎症性腸疾患のうち潰瘍性大腸炎の手術
症例は2013年までに74例を経験しています。直腸
癌での永久人工肛門を回避するために1997年より
腹仙骨式直腸切除術を導入し、括約筋温存症例が
増えました。また、2004年より内括約筋切除術＋
結腸肛門吻合術を導入し、ここ数年の直腸癌に対
する括約筋温存手術は約70%です。

■消化器外科
消化器外科は谷 徹教授、仲 成幸准教授を診療

【肝胆膵外科】
担当：仲 成幸准教授、塩見尚礼学内講師、赤堀
浩也助教、前平博充医員、生田大二医員、来見良

科長として上部消化管外科、下部消化管外科、肝

誠教授（総合外科学講座）。

胆膵外科の３つのグループに分かれています。

診療内容：肝臓癌、胆道癌、胆石症、膵癌を対象
としています。年間の手術症例数は肝切除術30例、

【上部消化管外科】

胆道癌手術15例、胆嚢摘出術60例（腹腔鏡下50

担当：山本 寛講師、村田 聡講師、山口 剛助教、

例）、膵臓癌25例（膵頭十二指腸切除術15例）、そ

貝田佐知子特任助教。

の他（外傷等）５例となっています。日本肝胆膵

診療内容：食道癌、胃癌、病的肥満症に対する減

外科学会高度技能医修練施設に認定されています。

量手術などを対象としています。食道癌手術では

原発性肝癌および転移性肝癌に対しては、画像シ

栄養管理に重点を置き、低栄養症例に対し術前

ミュレーション下に行う肝切除の他、MRIを用い

TPN、immuno-nutritionを併用しています。胃癌

た画像誘導手術であるMRガイド下マイクロ波凝

では、現在約半数の症例に対して腹腔鏡下幽門側

固療法を低侵襲手術として行っています。消化器

胃切除術および胃全摘術を施行しています。また、

癌の中でも特に悪性度の高い胆道癌、膵癌は腫瘍

特に進行胃癌においてはその再発形式の約半数を

ですが、治癒切除が見込まれる症例に対し、血管

占める腹膜播種再発を制御することを目的に術中

合併切除（門脈、腹腔動脈など）を含む積極的な

腹腔内温熱化学療法（HIPEC）を2000年から導

切除を行っています。胆嚢摘出術を含め、肝癌お

入しています。さらに術後にはS１製剤の内服を

よび膵癌に対する腹腔鏡下手術も積極的に進めて

基本とした術後補助化学療法を追加し、画期的な

います。

生存率の向上をもたらしています。その他、肥満
症に対する減量手術は、病的肥満症および糖尿病
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■乳腺・一般外科
乳腺一般外科は、平成13年に谷 徹教授が旧第
一外科学講座教授に就任された際、附属病院の診
療科として診療を開始しました。初代診療科長は
花澤一芳助教授で、副診療科長は阿部 元講師が
担当しました。平成17年、花澤一芳助教授が日野
記念病院に院長として転出されたため、診療科長
は来見良誠助教授となり、副診療科長は阿部 元
講師が担当しました。平成23年、来見良誠准教授
が総合外科学講座教授に就任されたため、診療科
長は阿部 元講師が、副診療科長は久保田良浩講
師が担当しました。平成25年、阿部 元講師がベ
ルランド総合病院に乳腺センター長として赴任さ
れたため、久保田良浩講師が診療科長を、森 毅

旧第二外科は現在、呼吸器外科と心臓血管外科

助教が副診療科長を担当し、現在に至っています。

の二つの診療科に分かれて活動しております。心

乳腺一般外科では現在、乳腺内分泌外科、小児外科、

臓血管外科としての動きは、平成11年１月に森

形成外科、一般外科の診療を担当しています。乳

渥視教授が退官され、その後、渡田正二先生が

腺内分泌外科としては、森 毅助教を中心に、梅

診療科長として臨床を進めておりました。そし

田朋子特任講師、河合由紀医員が主に診療を担当

て、平成14年１月より浅井 徹教授が就任し現在

し、年間約90件の乳腺手術、約10件の甲状腺手術

に至ります。浅井教授就任後は、まず全国に通用

を行っています。特に乳癌の手術では早くからセ

する強い臨床チームを作り上げることに尽力して

ンチネルリンパ節生検を導入し、できるだけ乳房

まいりました。心臓血管手術症例数は劇的に増加

を温存する術式を取り入れ、低侵襲手術を行って

し、現在では年間450～500例を行えるまでになり

きました。また、平成16年より乳癌患者の会であ

ました。先進手術として、心拍動下冠動脈バイパ

る「はなみずき会」を乳腺一般外科でバックアッ

ス術、僧帽弁形成術、弓部大動脈瘤手術を三本の

プしており、定期的に患者さんと交流をはかって

柱に、文字通り日本をリードする臨床を展開して

います。小児外科は、平成20年に京都府立医科大

おります。

学小児外科から久保田良浩講師が赴任し、本格的

診療における大きな流れとして病院再開発によ

に診療を開始しました。平成25年には京都府立医

る臓器別病棟分配、心臓血管外科専門ICU設置（５

科大学小児外科からの派遣で坂井幸子医員が加わ

床）、ステントグラフト治療の導入、手術室直接

り、現在２名体制で診療を担当し、年間約120件

搬入の確立など多くの部署に多大なる協力をいた

の手術に対応しています。形成外科は、平成18年

だき満足のいく臨床が展開できるようになりまし

に京都大学形成外科から張 弘富助教が赴任し診

た。また、今年度（平成26年度）はハイブリッド

療を本格的に開始し、主に乳房再建などを行いま

手術室の工事が進んでおり、新たな進んだ手術治

した。平成23年に張 弘富助教が京都第一赤十字

療の導入に期待を寄せられております。

病院乳腺外科に異動となり、現在非常勤講師とし

浅井教授就任後、三つの関連病院に、我が教室

て診療を担当しておりますが、乳房再建が必要な

出身者を主任とする心臓血管外科を新たに開設し

症例に対して手術を行っています。一般外科では、

ました。近江草津徳洲会病院、近江八幡医療セン

年間約90件の鼠径ヘルニア手術を久保田良浩講師

ター、湖東記念病院にそれぞれ科長、医長として

および森 毅助教を中心に行っています。今後は

教室員を派遣し大学病院と比べても遜色ない心臓

腹腔鏡下修復術を取り入れていきたいと考えてい

血管外科手術を提供できるようになりました。心

ます。また現在、急性虫垂炎の手術はほとんどの

臓外科の術者を育てるには多くの時間と労力を必

症例で腹腔鏡下に行っています。このように今後

要としますが、一人前の術者になることができれ

は、患者に優しく、安全かつ低侵襲な手術を目指

ば、大いに活躍する場が確実に与えられます。

していきたいと考えています。
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ます。滋賀医大心臓血管外科教室の名前は全国的

科を目指し、これからも歴史を積み重ねて行ける

に認識されるようになり、浅井教授を慕って他大

よう心を引き締めたいと考えております。

学から新しい教室員が入局してきます。そのため
今では教室員の半数が他大学出身となっておりま

この20年間の当科の活動状況は以下のとおりで
した。

す。琉球大学、弘前大学、島根大学、鳥取大学な
どあらゆる大学から入局者を受け入れ、志の高い
者が集まり強い臨床チームを実現できております。

【臨床】 日本の悪性新生物による死亡原因の第１
位を独走し続けている肺癌に対する診療を中心に、

開学四十年にあたり、滋賀医科大学附属病院の

転移性腫瘍や縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患や嚢胞性

臨床実績はまさに成熟期を迎えたといっても過言

肺疾患などが対象となっています。この20年間の

ではないと感じております。その中において浅井

呼吸器外科領域での最大の話題は、胸腔鏡による

が主宰する心臓血管外科教室もその大きな流れに

鏡視下手術が普及し呼吸器手術の多くを占めるよ

のり上昇してきたような気がします。滋賀医科大

うになったことです。当科でも肺癌に対する胸腔

学がさらなる高みにステップアップする一助にな

鏡下肺葉切除術を導入し、現在ではその利点を活

れるよう引き続き質の高い臨床に尽力していきた

用した完全鏡視下手術を積極的に行っています。

いと考えております。

低侵襲を目的とした積極的縮小手術としての肺区
域切除術から、進行肺癌に対する気道・大血管の
再建術を伴った拡大手術や導入化学放射線療法後
の手術療法まで、最前線の治療手段が地域に提供
できるよう、開学以来1,400例を超える肺癌手術
経験の活用、学術集会での知見の習得、そして充
実したカンファレンスを行っております。
【研究】 研究室でも実臨床に還元される研究を目
標に、腫瘍免疫学の基礎的研究から肺癌に対する
活性化リンパ球移入療法・樹状細胞ワクチン療法
を高度先進医療として導入し臨床応用してきまし

■呼吸器外科

た。最近では臨床研究に重点を置き、肺癌術後補
助化学療法の第II相試験、進行肺癌術前導入化学

平成６年度以降の約20年間における診療科とし

放射線療法の臨床試験や、胸部CTによる３-D画

ての大きな変化は、滋賀・京都の中核病院に多く

像解析を併用した術前後の肺機能評価など臨床の

の人材を派遣し関連病院を多く得たことです。大

現場で活用できる様々な研究を開始しており、こ

学において豊富な臨床経験と新しい知見を習得し、

れらも今後は国内外での学術発表や誌面発表へと

開学以来徐々に蓄えてきた力を学外に向け発信し

発展させていくつもりです。

た時期でありました。東近江総合医療センター、
京都医療センターそして公立甲賀病院など地域の

【教育】 大学では医学生、初期研修医および後期

拠点病院で呼吸器外科を創設し、多数の症例の診

研修医や若手呼吸器外科医の指導が責務です。専

療にあたり地域医療に貢献することが出来るよう
になり、さらに、次の世代を担う若手医師が修練
を積める場所を拡充することが出来ました。当科
では、関連病院とともに近江呼吸器疾患研究会を
主催し、会員の学術的な向上と若手医師や外科を
目指す研修医・学生に対し種々の働きかけが出来
るよう取り組みを行っています。開学40周年をま
た一つの節目とし、大学をはじめ関連病院との連
携を改めて確認することで、臨床・研究・教育の
３本柱のバランスをとりながら一層魅力ある診療
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門性の高い指導を行うためには診療科内での専門

形外科は２D病棟に設置されました。それまでの

医の育成が重要であり、平成６年以降当科では約

３C病棟では単科で53床を有していましたが、新

10名を超える呼吸器外科専門医、そしてそれを上

２D病棟は泌尿器科と共有で、しかも病床数は33

回る外科専門医や呼吸器内視鏡専門医を輩出して

床にまで減少しました。そのかわり、平成20年６

きました。

月から開設された２C病棟にリハビリテーション
病棟が設置され、整形外科はそこに22床を頂ける

■整形外科
平成６年（1994年）度から平成25年（2013年）
度までの滋賀医大附属病院整形外科の歩みをまと
めます。

ことになりました。これに先立ち、平成20年４月、
整形外科からの２名の教官（准教授と助教）を中
心とした合計４名の教官からなるリハビリテー
ション科が設置されました。
附属病院整形外科の総手術件数では平成８年

平成６年度当時は、福田眞輔第二代教授が教室

（1996年）に373件であったのが、平成25年（2013

を主宰され、教室の研究テーマは脊椎およびリウ

年）には、ほぼ２倍の723件に増加しました。特

マチ性疾患を対象としていました。初代整形外科

に関節鏡手術、人工関節の手術数が大きく増加し、

教授の故・七川歓次名誉教授は日本のリウマチ学

平成25年には136件の関節鏡手術、206件の人工

の草分け的存在で、県内外から多くの患者が来ら

膝・股関節手術、188件の脊椎外科手術が実施され、

れていました。一方、第二代整形外科教授の福田

近隣の国公立大学附属病院と同等もしくはそれ以

眞輔名誉教授は脊椎外科を専門とされていました。

上の手術件数が実施されています。

リウマチ性疾患と脊椎疾患のオーバーラップする
関節リウマチの脊椎外科は、リウマチによる骨の
脆弱性がその手術を非常に困難なものにするため、
当時非常にチャレンジングな分野でした。

脳神経外科学講座は1979年４月に開設され、当

滋賀医大附属病院整形外科では平成12年に福田

初医師は５名だけでしたが、その後卒業生の入局

眞輔第二代教授が退官されるまで数多くの関節リ

が毎年のようにあり、1994年時点で医局員数46名

ウマチの脊椎外科治療を手がけられました。その

でした。現在は教授１名、准教授１名、講師２名、

結果は、福田眞輔第二代教授の主催された平成７

助教４名、医員３名、名誉教授２名、他講座の准

年度第84回中部日本整形外科災害外科学会、平成

教授１名、大学院生１名、さらに他施設の院長、

10年度第26回日本リウマチ・関節外科学会でも大

副院長、部長、センター長、医長、副部長などと

きく取り上げられ、数多くの海外の脊椎専門誌に

して勤務するもの、他施設で研修中のもの、およ

論文として報告されました。

び、その他の進路を選択し活躍中のものを合わせ

平成13年３月、京都大学より松末𠮷隆先生が第
三代整形外科教授として赴任されました。

ると、医局員数は総数で70名になりました。脳神
経外科専門医は、開設当初滋賀県には３名しかい

臨床につきましては、松末教授は骨軟骨柱移植

ませんでしたが、現在では滋賀医科大学脳神経外

術を世界で初めて報告され、軟骨移植の分野の大

科の医局員のうち55名が取得しており、滋賀県の

家であり、当教室の臨床活動はそれまでの脊椎・

脳神経外科医療に貢献しています。学問において

リウマチ疾患に対しての活動を温存しつつも、骨・

は1994年までに９名の博士を当科からは輩出して

軟骨移植、関節鏡手術に大きくシフトいたしまし

いましたが、現在は34名とそこから数をさらに増

た。

やし、医局員の約半数が博士を有するに至ってい

附属病院の運営面では整形外科教室が大学およ
び附属病院の運営面で影響を受けたのは、やはり

ます。
当科及び当科出身の脳神経外科医師の勤務先は、

平成16年度から本格議論化した病院再開発事業で

県内では長浜赤十字病院、公立甲賀病院、高島市

した。軒並ぶ他の新設医大の病院再開発案に先行

民病院、草津総合病院、日野記念病院、野洲病院、

して本学の再開発が認められましたが、その案の

湖東記念病院、大津赤十字病院、近江八幡市立総

中にリハビリテーション科の設置があったからで

合医療センター、友仁山崎病院などがあり、県外

す。

では、第二岡本総合病院、田辺中央病院、シミズ

平成19年９月、念願の新D病棟が新築され、整
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■脳神経外科

病院、洛西シミズ病院、蘇生会総合病院、静岡県

●●●●●●

立静岡がんセンター、第一東和会病院、小倉記念

●医 学 部 附 属 病 院

紹介医との連携に努めている。

病院、天理よろづ相談所病院、大野記念病院、脳
神経リハビリ北大路病院、黒部温泉病院など、多
数にのぼります。

入院診療
開院当初は６B病棟であり、耳鼻咽喉科の病床

臨 床 活 動 に お い て は、 画 像 診 断 が 進 化 を と

数は19床であった。平成20年６月に病院の建て替

げ、X線、CT、 脳 血 管 撮 影、 脊 髄 造 影 な ど を

え工事が終わり、現在の５C病棟に移転し現在に

用いた診断から、それを元に、MRI、3D-CTA、

至っている。30床が耳鼻咽喉科の病床となってい

3D-DSAの活用による高度な画像診断が加わり、

る。特定分野に突出することなく地域のニーズに

撮影装置の技術革新から、この20年間で脳血管

従い耳鼻科領域のすべての疾患を、隔たりなく診

内手術の発展は著しいものとなりました。顕微

療できる体制を整えている。入院患者の約７割は、

鏡を用いた手術も、ICGを用いた蛍光血管撮影、

頭頸部腫瘍の患者が占めている。治療に際し、複

5-ALAを用いた術中蛍光診断が導入され、最先

数の医師との連携が必要であり、労力を要するた

端の脳神経外科手術が可能となっており、また術

め大病院に集約されていることが理由である。

中の電気生理学的検査や、ナビゲーションシステ
ム、さらに覚醒下手術を組み合わせることで、最

地域医療

大限の効果を、最小限の侵襲で得られるように

滋賀県を中心に関連病院数は13施設、その内７

なってきています。また、この20年で神経内視鏡

病院に常勤医を派遣している。各関連施設での必

による手術も発展してきており、以前は開頭で

要に応じて、手術支援を積極的に行っている。関

行っていた脳出血、脳腫瘍の手術が、内視鏡によっ

連施設や開業診療所と大学の連携を密に行うこと

て短時間で低侵襲に行えるようになりました。最

で、地域医療に寄与している。日本耳鼻咽喉科学

先端医療の導入により、現在手術件数は年間300

会の滋賀県支部が医局内におかれ、学術講演会を

件程度とこの40年でも最も多いレベルを維持して

開催し研修に励んでいる。また、地域のための講

おり、脳神経外科としてさらなる飛躍を続けてい

演会、相談会も開催している。そして、種々の国

ます。

内、国際学会に積極的に参加し、得られた最新の
知見をもとに、滋賀県の耳鼻咽喉科全般の推進に

■耳鼻咽喉科
診療科として耳鼻咽喉科の活動が開始されたの
は、滋賀医科大学附属病院が開院した1978年から
となっている。現在までに36年が経過している。

貢献できるように努力している。

■母子診療科
病院再開発に伴う病床制限のため一時的には分
娩数が低下するも、平成12年には197例であった

外来診療

ものが昨年の平成25年には454例となり、２倍以

耳鼻咽喉科の外来診療は、平日月曜日から金曜

上の大幅な増加に至った。この間、平成４年には

日まで毎日行い、新患患者も一般外来として初診

滋賀県の妊産婦死亡率が36.4と全国で最も高かっ

（担当１名）・再診担当医（担当１名）が診療に

たことを受けて、平成６年に外科・麻酔科・小児

あたっている。特殊外来である難聴・めまい外来、

科・救急部・ICUの協力のもと、滋賀県下のDIC

中耳炎外来、音声・甲状腺・頭頸部腫瘍外来は開

症例ならびに関連重症疾患の集学的治療を行うこ

院以来存続している。耳鼻咽喉科領域は分野が多

とを目的として、
「滋賀医科大学産科DIC救急班」

岐にわたっており、時代の変遷とともに細分化し

を開設、さらに、平成14年には対象疾患を心疾患・

てきており、
当診療科においても、アレルギー外来、

腎疾患にも拡大し、産科麻酔や血液維持透析、観

鼻副鼻腔・顔面外傷外来、嗅覚・味覚外来、人工

血的循環モニター等を駆使した「高度周産期医療

内耳外来、睡眠呼吸外来といった特殊外来が併設

チーム」を新たに設置した。また、母子の安全な

されることとなった。平成22年、23年にかけて電

分娩を目指して、平成18年度１月より地域の医療

子カルテの導入、病院の再開発に伴う外来の新規

機関と緊密に連携しハイリスク分娩の集約化を行

改修工事があり、外来診療のシステムに転機が訪

い、さらに相互啓発的な対話を通じ医療機関間の

れたが、
現在の外来患者数は月平均1,200名程度で、

協力のもと効率的且つ安全な分娩を通じて地域住
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民に貢献することを目的として、滋賀医科大学医

しています。平成25年には、子宮頸部上皮内癌49

学部附属病院産科オープンシステム（セミオープ

例、子宮頸癌30例、子宮体癌20例、卵巣癌27例を

ンシステム）を開設し、県内の多くの先生方に利

御紹介いただきました。担当医一人一人が成熟し、

用して頂いている。

患者の負担を減らすよう入院も手術の直前となる

このような中、病院診療部門である産科婦人科

ことが多くなっていますが、患者の治療は非常に

は平成18年10月に女性診療科と母子診療科の２科

良好な経過をとっています。また、化学療法も外

に細分化され、より産科診療に特化した診療体制

来化学療法を施行されていることが多く、患者の

を組み入れることが可能となった。胎児超音波外

QOLに配慮しつつ十分な効果が得られるよう施

来の設置がその代表的な取り組みであり、滋賀県

行されています。現在、ダ・ヴィンチによるロボッ

内の産科医療施設から胎児形態異常を有する妊婦

ト手術にも取り組んでおり、良性腫瘍の手術症例

をご紹介頂き、
診断・管理するシステムを導入した。

を十分に積んだ後、子宮体癌等の手術療法を行う

平成25年４月には、当院は滋賀県より総合周産

予定となっております。女性ヘルスケアグループ

期母子医療センターの認可を受け、MFICUの新

は、外来でのホルモン療法、また、Tension-free

設とともにさらなる周産期医療体制の充実を具現

Vaginal Mesh（TVM） や Tension-free Vaginal

化した。

Tape（TVT）など低侵襲の骨盤臓器脱および尿

この約20年間は先に述べた分娩数の増加と相関

失禁手術療法を施行しています。平成25年は、こ

するように、周産期医療体制のinnovationを実現

れらの手術が10例の患者に実施されています。生

してきたが、今後も地域住民の皆様に安心して分

殖内分泌グループは、妊孕性回復および温存手術

娩して頂けるよう、診療科一丸となって取り組ん

を数多く行っています。ほとんどが腹腔鏡、子

でいく所存である。

宮鏡、卵管鏡の内視鏡で行われます。平成25年
には、173件の腹腔鏡下手術を施行しました。体

■女性診療科
女性診療科は、婦人科腫瘍、生殖医学、女性ヘ

滋賀医科大学で開発されましたが、現在も日本全
国で難治性不妊症例に施行されています。平成25

ルスケア（更年期、ウロギネコロジー）の３グ

年の体外受精採卵件数は、252件となっています。

ループに分けられています。現在、女性診療科に

年間152人の患者さんに妊娠していただきました

は、髙橋健太郎診療科長（地域周産期医療学講

が、これは滋賀医大の歴代最高数となっておりま

座教授）
、木村文則診療科副科長（女性診療科講

す。また、妊孕性温存のためにがん化学療法施行

師）
、樽本祥子助教、中川哲也助教、郭 翔志助教、

前の患者さんに対し卵巣凍結保存を開始しました。

脇ノ上史朗助教、天野 創特任助教、高島明子助

本治療は平成25年末時点で全国７施設のみで、近

教、竹林明枝助教、平田貴美子医員、西村宙起医

畿地方の病院では我々のみが行っている治療方法

員が在籍しております。外来は婦人科外来、妊孕

です。

内分泌外来に分けられており、婦人科外来におい

このように女性診療科は、構成医師の努力によ

て婦人科腫瘍および女性ヘルスケアの診療が行わ

りどの部門においてもそれぞれの専門分野で最新

れています。また、特殊外来として子宮内膜症外

の治療と質の高い安定した診療を行っています。

来、ヒューマンパピローマウイルス（HPV）ワ
クチン外来を開設しています。平成25年には母子
診療科、女性診療科あわせて年間23,572人もの患
者さんに外来受診いただいております。
平成24年に病棟の改築が完了し拡張されました。
入院可能な患者数の増加とともに処置のための設
備も充実しました。婦人科小手術の処置室が拡張
され、麻酔器や子宮鏡装置が常備されました。ま
た、体外受精胚移植のための採卵室、胚培養室も
新たに設置されました。
婦人科腫瘍グループへの紹介患者は、年々増加
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外受精は20年前より取り組み、２段階胚移植法は
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■泌尿器科
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療の充実、転移性腎細胞癌に対する分子標的薬治
療、難治性精巣癌・去勢抵抗性前立腺癌・進行尿

泌尿器科領域における直近20年間の潮流は “低

路上皮癌に対する種々の化学療法など、この20年

侵襲” および “QOL（Quality of Life）重視” の治

間でさまざまな分野での発展が得られ、地域への

療と言える。当科では特色ある診療分野として各

還元ができたものと思われる。これらの努力によ

種泌尿器癌、小児疾患、排尿障害、女性骨盤底疾

り当科の診療実績は向上し、手術件数を例に挙げ

患、尿路結石症、男性不妊症を掲げているが、こ

れば1994年の約190件から2012年の約500件と２倍

れらいずれの分野においてもまさに同様の変革を

以上の伸びを見せている。今後もさらなる飛躍を

遂げ、地域医療に貢献してきたと自負している。

目指し、「地域に生かされて、世界に羽ばたく」

低侵襲手術として特筆すべきものは1990年代か

泌尿器科を目指していきたい。

らの鏡視下手術の導入、そして2013年からのロ
ボット支援手術への発展である。最近では腎腫
瘍（腎細胞癌，腎盂尿管癌）や副腎腫瘍に対す
る手術では腹腔鏡下手術が約90%、前立腺癌では
100%となっている。県内で初めて導入された手
術支援ロボット『da Vinci Si』では精緻な鉗子操
作、立体視による良好な視認性といったロボット
ならではの利点を取り入れた術式開発を行ってい
る。保険適応である前立腺全摘除術はもちろんの
こと、腎部分切除術、腎盂形成術、膀胱全摘除術
および骨盤臓器脱手術にもロボットによる先進的
治療に着手している。小児泌尿器疾患診療は以前
より当科の特色の一つであるが、これにおいても
気膀胱下膀胱尿管逆流防止術などの先進的鏡視下

■眼科

手術を積極的に取り入れている。また、整容性に

現在、眼科は大路正人教授のもと、講座及び診

優れた単孔式腹腔鏡下手術も当科の新しい特色で

療科の講師３名、学内講師２名、助教３名、医員

ある。

６名が外来、病棟での診療にあたっている。また

前立腺癌に対するヨウ素125シードを用いた密
封小線源永久挿入療法も欠くことのできない低侵

４名の非常勤講師が特殊外来及び一般外来を担当
している。

襲治療である。国内でまだ普及率が低かった2005
年から導入し、現在もなお県内唯一の治療施設で
ある。すでに500例以上の治療を行い、良好な治
療成績をあげている。

外来診療
一般外来は月～金曜日の毎日それぞれ２～４診
の体制で行っている。特殊外来は斜視、眼筋麻痺、

超高齢化社会を迎え、過活動膀胱・前立腺肥大

色覚、網膜サージカル、網膜メディカル、眼炎症、緑

症などの排尿障害、あるいは女性骨盤臓器脱など

内障、ロービジョン、コンタクトレンズがある。初

QOLを損なう泌尿器疾患が急増している。それ

代の稲富昭太教授の専門の斜視弱視、２代目の可

に足並みを揃えて数々の新規排尿障害治療薬の登

児一孝教授の専門の神経眼科の分野を踏襲しつつ

場、新しい手術手技の考案がなされてきた。当科

大路教授の専門である網膜硝子体の分野が加わる

でも2010年以降はこれらQOL diseaseへの取り組

ことにより診療の厚みも増してより充実したもの

みを特に強化してきた。薬物療法においては各種

となっている。近年、眼科治療の進歩は目覚しく

新薬の位置づけを明らかにする臨床研究を、手術

検査機器では光干渉断層計の進化により従来検眼

療法では尿失禁や骨盤臓器脱に対するメッシュ埋

鏡では評価が困難であった黄斑部の詳細な形態の

設手術を行い、以前ではやや立ち遅れた感があっ

描出が可能となった。それによって黄斑部疾患に

たこれらの分野も今や当科の特色の一つとなった。

対する治療の適応が広がり、加齢黄斑変性や黄斑

上記のほかにもHo-YAGレーザー導入による

浮腫に対する硝子体内薬物投与治療が急速に普及

尿路結石砕石術や前立腺肥大症手術、男性不妊診

している。今後も新たな検査機器が開発され、硝
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子体薬物投与治療は治療薬の選択及び適応疾患も

年はスタッフの異動のみで麻酔科医実数は増加せ

増えていくことが考えられる。23年度における大

ず、病院の期待に沿えませんでした。麻酔科医を

幅な外来改修ではこれらの外来業務の多様化を踏

希望する研修医が少ない時代、特に地方の大学病

まえて診察ブースと検査機器設置スペースを最大

院で研修する医師が少ない時代の始まりでした。

限に確保しつつ硝子体注射専用の処置室を設置し

大学病院の外科的活動を維持、発展するには、ま

た。また電子カルテ導入により各診察ブースには

ず麻酔科医の人材確保が必要と考え、人材の登用

３面以上のモニターを配して診察時に検査画像を

に重点を置きました。特に大学、病院に現状をご

患者に示しながら説明できることで診療のクォリ

理解いただき、非常勤講師（診療）の採用が認め

ティーも格段に向上した。しかしながら改修に

られ、また出身大学にかかわらず採用できるよう

より診察の効率もよくなってはいるが外来患者

にして、複数スタッフの採用を実現しました。ま

数も最近10年間で60%以上増加しており（25年度、

た各関連病院の病院長にもご理解をいただき、関

30,246人）
、
外来待ち時間の短縮が検討課題である。

連病院に赴任した麻酔科医にも非常勤講師（診療）
として登録し、大学での手術麻酔を手伝っていた

病棟診療

だけるようにしました。このようにして、近隣の

現在、５階D病棟に34床を有し入院患者の診療

地方大学病院は麻酔科医が確保できず、手術麻酔

にあたっている。手術は火、木、金曜日に行って

の制限があった時期にもかかわらず、当病院の手

おり２部屋の手術室で並列に手術できる体制を

術麻酔枠の増大が可能となりました。また、手術

とっている。そのうち１室は天井懸架式の顕微鏡

部内に麻酔科専有の術前診察室が設置され、術前

を備えており眼科専用ルームとして運用されてい

評価担当の専任麻酔科医の定着が可能になりまし

る。白内障手術や硝子体手術は現在主流の小切開

た。このように麻酔業務の効率化が図れ、スタッ

手術を早期より導入している。また顕微鏡や白内

フが大学の教育、研究に定期的に従事する時間が

障手術装置、硝子体手術装置は常に最新のものに

確保できるようになりました。また、麻酔科特任

更新し常にクォリティーの高い手術を提供してい

助教の新設、男女共同参画推進事業による特任助

る。手術件数は年々増加しており、25年度の実績

教枠の新設、手術部講師枠の新設、集中治療部で

は1,456件、
平均在院日数は短縮傾向で25年は5.68

の兼務、助教の時短任用の新設を大学、病院の理

日であった。10年前に比べ手術件数は２倍以上に

解のもと進めることができました。こうした常勤・

なり平均在院日数は半分以下となっている。

非常勤を問わない人員の増加により、増大する手
術麻酔にも対応できるようになりました。さらに、

卒後教育
新医師臨床研修制度による２年のスーパーロー

にもスムーズに対応できる体制が整えられました。

テートを終えて入局した新入局員は眼科専門医の

2014年４月の麻酔科長交代もスムーズに行われ、

資格を得るため、大学病院で眼科研修を行い検査

今後のますますの発展が期待されます。関連病院

や診断技術の習得だけでなくレーザー治療や斜視

との麻酔科医の人的往来は地域完結型の手術麻酔

手術、
白内障手術も習得する。学術においても国内、

対応に役立つだけでなく、災害時における大学病

海外の学会発表に積極的に取り組んでいる。その

院と関連病院との連携による人的派遣を中心とし

後は関連病院に赴任して更に臨床経験を積み入局
して４年後に眼科専門医試験を受験するというシ
ステムを取っている。

■麻酔科
平成７年頃の麻酔科は、麻酔科とペインクリ
ニック科にまだ分離せず麻酔科として活動してい
ました。科としてのスタッフは教授、科長を含め
７～８名でした。病院からは手術麻酔件数増加を
長期目標とした活動を期待されましたが、当初数
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時間外の複数の緊急麻酔や新生児麻酔、心臓麻酔
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た災害危機管理にも応用できる可能性があります。

て、多くの講演、執筆を行っている。脊椎手術後

このような連携は、ひいては地域医療復活への糸

の慢性痛に対するラッツカテーテルによる治療の

口になりうるかと思っています。

臨床研究を行い、薬事認可を経て、2014年度から
保険診療を可能にした。

■ペインクリニック科

４：国際的な共同研究、グローバルな人材育
成：パルス高周波法に関して、国際共同臨床研究

ペインクリニック科は、2007年６月から、より

を行った。日本疼痛学会、日本運動器疼痛学会、

専門性の高い疼痛治療を行うことを目的に、麻酔

日本慢性疼痛学会、日本ペインクリニック学会の

科から分離し、設立された。

理事として、国際疼痛学会のKalso会長を通じて、

ペインクリニック科は、以下の特色ある医療を
行ってきた。
１：チーム医療の推進、痛みセンターの構築：
「厚労省の慢性の痛み対策事業」指定研究におい

欧米の学際的痛みセンターと国際関係を構築した。
スタッフ全員が海外の痛みセンターで、短期研修
することで、グローバルな人材養成に取り組んで
いる。

て、滋賀医大を含めた全国11の拠点大学において

設立後、本学、他大学を含めて３名が助教とな

痛みセンターを構築する活動を行ってきた。難治

り、専門性を高めたいと考える子育て中の女性医

性疼痛患者に対する学際的カンファレンスを行い、

師を中心に６人の非常勤医師を受け入れ、研修を

慢性痛患者の問診票、評価方法を全国で統一化す

行った。

る多施設共同研究を行っている。2013年から、厚
労省からの要望を期に、院内措置として「学際的

今後は、教育拠点として、人材育成のための痛
み学講座の設置が望まれる。

（福井

聖）

痛み治療センター」が設置された。
２：特色ある低侵襲治療の実績、地域拠点病院
としての社会的活動：急性、慢性の痛みに対する
Ｘ線透視下のインターベンショナル治療数、最新
の低侵襲治療であるパルス高周波法（PRF）によ
る治療数は、2007年から国立大学病院では日本一
となった。数多くの講演、総説、論文、教科書執
筆を行っており、2013年には、国際学会で招聘講
演を行い、2014年度にも行う予定である。緩和ケ
アは、緩和ケア外来で、コンサルトに応じており、
痛みに苦しむことのない病院作りを目指しており、
滋賀県のみならず、近畿圏の難治性疼痛の拠点に
もなっている。

■放射線科
放 射 線 科 は 開 院 以 来、 単 純X線 写 真、CT、

３：教育、研究、医療イノベーション：NPO

MRI、核医学検査等の画像診断の大部分に対して

法人いたみ医学研究情報センターの中心メンバー

放射線科専門医が画像診断レポートを提供すると

として、ホームページ、年３回の医療者研修会、

ともに、腹部腫瘍に対する血管塞栓術や腹部血管

市民公開講座等で、一般市民、医師、メディカル

に対する拡張術等のIVR治療、ならびに放射線治

スタッフの教育を行っている。また日本ペインク

療という低侵襲治療を各診療科と連携しながら

リニック学会「インターベンショナル痛み治療ガ

行ってきた。この臨床を重視する方針は現在も全

イドライン」作成チームリーダーとしてガイドラ

く変わっていない。画像診断では世界標準の画像

インを作成し、また「神経障害性疼痛薬物療法ガ

診断を確立するために、海外留学を重要視し、こ

イドライン」も作成した。

れまでにスタッフの大部分が米国での留学を経験

痛みの脳機能画像の臨床研究では、３D-MRIを

した。急速に進歩するCTやMRIの技術を取り入

利用した形態学的診断法VBMで、滋賀医大が開

れるためには高い能力をもつ装置が必須であり、

発したリサーチソフトを使用し、多施設共同研究

森田陸司教授は超高速CTの導入に努力されたが、

を施行している。MRスペクトロスコピーを用い

後任の村田喜代史教授は最新のMDCT、とくに

た臨床研究と合わせて、痛みの脳機能画像に関し

320列MDCTや３T-MRIの導入を進めた。これら
155

の装置によって高い画質の画像と診断レポートを

創設されたのは1979年（昭和54年）２月16日で、

診療科に提供してきた。また、附属病院の再開発

本年で35年目を迎えました。

事業に合わせて、病院内の医用画像のフィルムレ

また1983年には日本口腔外科学会の研修機関と

ス化を推進し、平成22年からは、PACSシステム

して認定され、2008年には日本顎関節学会の認定

によって、病棟および外来でモニター診断ができ

施設となり、そしてさらに2010年には日本口腔診

るようになり、診療の効率化が実現した。さらに、

断学会および日本口腔インプラント学会の認定施

IT技術の進歩によって、遠隔画像診断も可能に

設となりました。

なり、滋賀県内外の多くの病院とネットワークを

近年の年間外来患者数は約2,700人で、主に口

構築し、とくに東近江総合医療センターとの間で

腔外科疾患を中心に、顎骨嚢胞、顎骨腫瘍、顎変

は画像診断サポートによる地域医療連携を推進し

形症、悪性腫瘍、骨折、インプラント治療などを

ている。IVRの領域では、診療科からの要望に対

行っています。

応し、IVR-CTを利用し、種々の画像誘導下生検、

特にインプラント治療では、全国で初の歯科医

膿瘍ドレナージ、腫瘍塞栓術、血管病変に対する

師会と大学病院が連携してインプラント治療を行

塞栓やステント留置術を行っている。放射線治療

う「地域連携インプラントシステム」が稼働して

領域でも技術的進歩は目覚ましく、高機能のリニ

おります。

アックを用いたIMRTや定位放射線治療などの高

これは地域歯科診療所ではインプラント治療が

精度放射線治療によって、外科手術と同等以上の

困難であると考えられた患者についても、地域連

放射線治療が可能になった。さらに、前立腺癌に

携インプラントシステムによって、インプラント

対する密封小線源治療を開始してからは、泌尿器

治療を可能とするシステムです。

科との協力体制によって診療を行い、その高い治

本システムでは、術前から当院と地域歯科医院

療効果もあり全国からの紹介治療患者を受け入れ

とで協力してインプラント治療の治療計画を立案

ている。

します。そして、当院で骨増生やフィクスチャー

また、平成25年度末に最新鋭のPET/CTシステ

の埋入など、外科的手術を行い、地域歯科医院で

ムが導入され、高い画質を生かし、放射線治療と

は上部構造の作成を行うことで、積極的なインプ

の連携を通じ、がん診療への更なる貢献を期待し

ラント治療を可能としており、地域歯科医院から

ている。

も患者様からも大変喜ばれております。

現在の診療スタッフ体制は、診断・IVR部門は、
村田喜代史教授、高橋雅士准教授、井藤隆太講師、

また抜歯や嚢胞摘出など、外来での局所麻酔手
術症例数は年間885例となっています。

新田哲久講師、大田信一講師、北原 均助教、園

歯科口腔外科の病床数は10床で、年間入院患者

田明永助教、永谷幸裕助教、大谷秀司助教、瀬古

数は、約200人となっております。月曜日（AM）

安由美特任助教、渡邉尚武特任助教、治療部門が、

および金曜日（AM・PM）が全身麻酔手術の予

河野直明助教、津川拓也助教である。

定日となっており、年間中央手術件数は約220例
となっております。
当院では全入院患者を対象に2008年より「デン
タルサポートシステム」が稼働しております。デ
ンタルサポートシステムとは、当科が独自に作成
した評価シートを元に、全病棟の医師・看護師が
入院患者の口腔内を評価します。そして、デンタ
ルサポートシステムによる口腔ケアの必要がある
と判断された患者を発見した主治医や看護師が当
科の口腔ケアチームに依頼を出すと、毎週木曜日

CT室にて

に口腔ケアチームが回診し、直接患者の口腔衛生
管理を行うとともに、看護師への各患者に対する

■歯科口腔外科
滋賀医科大学医学部附属病院に歯科口腔外科が
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個別の口腔衛生指導を行うものです。
口腔内の不潔や歯周病は、今後増加すると考え
られている高齢者層における、合併症の一因とし
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て挙げられております。そのため、他科からの要

り、全国的にも出遅れた状態であったが、前年度

望も強く、口腔ケアの重要性が認識されるところ

に偶然、遺伝学のjournalに論文を受理されてい

となってきており、非常に重要な役割を担ってい

た茶野が当該部分を担当することとなった。創設

ると考えられております。

時の担当者は１人であり、実際、遺伝学・遺伝子

当院では特に、心臓血管外科、血液内科、呼吸

診療には全くの素人の運営であったので、本学の

器内科、耳鼻咽喉科、ICU、神経内科など多数の

みで運用することは不可能と考え、先行設置され、

科と連携し、口腔内の衛生管理を行っております。

運営が軌道に乗っていた、京都大学や京都府立医

当院が独自に行ったアンケート調査では、口腔

科大学の当該部門と連携させて頂くことから運営

ケアチームは医師、看護師、患者様から大変喜ば

を始めた。現在も基本の姿勢は同様であるが、各

れる存在となっており、依頼件数も2008年以降

診療科で一次的に遺伝子診療、カウンセリングに

徐々に増加しており、増加率は近年殊に顕著であ

関する内容を担当して頂き、必要時に補助的に遺

り、本年は昨年の約5.5倍となっております。

伝相談科、遺伝診療部門が連携診療する形式であ
る。本学のみで対応が難しい場合は、更に上記二
大学に連携協力して頂く運営形式である。
本学遺伝診療部門は第４回全国遺伝子医療部門
連絡会議（2006年）から全国的な当該診療部門連
携に参加し、本日に至っている。この間、担当の
茶野が2007年に臨床遺伝専門医の資格を取得し、
また、2012年には皮膚科田中教授の尽力により、
各診療科より担当協力医に連携して頂く委員会形
式であるが、臨床遺伝相談科として、更に組織整
備された。2012 - 2013年の臨床遺伝専門医資格

■リハビリテーション科

制度の一時的措置も本学や本学関係者に有利に働
き、現在、田中部長の指導のもと、14名の専門医（う

（リハビリテーション科は、リハビリテーション

ち１名が指導医）の連携、協力により、運営され

部とほぼ一体として運営されてきた経緯から、リ

る組織にまで整備された。各診療科が遺伝性疾患

ハビリテーション部にまとめて掲載しています。）

について先進医療、遺伝子診断・治療を行う際や
臨床研究を行う際、其々の科の要請に応じ、連携

■臨床遺伝相談科

協力して、遺伝相談、遺伝子診療を推進する形で、
運営が成されている。

2003年にゲノムプロジェクトの終焉を迎えると

（http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/

ともに、2014年の現在に至るまで、更なるゲノ

department/department/clinical_heredity/

ムに関する解析、理解は革新、進歩を続けてい

index.html）


（茶野徳宏）

る。医療の世界にもゲノム領域成果の診療応用へ
の機運が高まり続けており、と同時に、社会的に
は遺伝子診療、これに関わるカウンセリング等の
必要性が増えて来た。2000年前後より、ミレニア
ムプロジェクトの進行とともに、全国各地の大学

中央診療部門
■救急・集中治療部

附属病院にも遺伝子診療担当部門設置の動きが進

救急部と集中治療部の一体運営の源は、平成６

んで来ていた。全国遺伝子医療部門連絡会議も丁

年４月メディカルコーディネーションセンターの

度2003年に第１回が開催され、現在に至っている。

学内試行により合同で救急部と集中治療部を運営

本連絡会議は、今年2014年で第12回を迎えるが、

することになったことに始まる。当時、救急部長

本学の遺伝診療部門は、このような状況に鑑みた

は旧第一外科小玉正智教授、専任の田畑良宏助教

馬場前学長（副学長時代）と岡部前教授が、2003

授、長谷貴將助手、松野修一助手、集中治療部長

年始めに本学附属病院検査部内に創設されたのが

は天方義邦麻酔科教授、専任の寺田泰二講師、江

始まりである。全国的な創設順位は最終数校に入

口 豊助手（現部長/教授）で構成されていた。平
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成７年、集中治療部長は野坂修一麻酔科教授とな

用）へ増床となり、それまでの年間入室延べ患者

り、集中治療部に萬代良一助手、平成８年、藤野

が2,200～2,300名から平成25年度には3,508名（稼

能久が兼務で増員となった。平成９年、集中治療

働率80.1%）に増加した。

部講師が江口 豊となり、千野佳秀助手が増員（平

救急・集中治療部では、現在、救急医学会指導

成10年に田中 基に交代）、救急部では助教授が長

医１名、同救急科専門医５名、集中治療医学会専

谷貴將、助手に堀江 元（平成10年に泉 雅文助手

門医３名の専従医のみで世界標準治療を超える治

に交代しその後西村彰一）となった。

療法を行っている。心肺停止症例に脳低温療法

その後も各診療科からの応援体制により、元救

を施行し、予後良好は7.2%と大津市全体の3.3%

急部長脳神経外科松田昌之教授をはじめ、多くの

より約2.2倍予後が良好であった。また、死亡率

先生方に助手/助教あるいは医員としてご尽力を

が約35～50%である重症敗血症/敗血症性ショッ

賜り、さらに、平成10年からは総合診療部（初代

クに対して28日後死亡率は24%であった。これら

教授三ツ浪健一）とも連携して一次から三次救急

の成果は救急と集中治療の連携によるものであり、

症例に対応してきた。そして、現在までに、応援

今後もさらに連携を強化して県唯一の特定機能病

していただいた、あるいは現体制を支えていただ

院の中央施設としての使命を果たしていく所存で

いている先生方（助手/助教以上）を列挙させて

ある。

いただきます。仲 成幸、金子 唯（元山口大学救
命救急センター）
、高橋 完（現講師）、藤井応理、
五月女隆男、佐々木禎治、星 寿和、松浪 薫、浜
本 徹（現講師（学内）/医局長）
、宮尾章士、樽
本祥子、中村宏治、濱谷朋和、田村和也、田畑
貴久（現講師/外来医長）、松村一弘（現准教授）、
藤野和典（現講師（学内））、四方寛子、辻田靖之
（現講師）
、大槻秀樹、古川智之、小泉祐介、木
村匡男、早藤清行、布施郁子、山根哲信（現助教）、
松山千穂、青井良太、清水淳次、大内正嗣（現助
教/病棟医長）
、
松下美季子（現助教）、岸本卓磨（現
助教）
、
藤井恵美（現特任助教）、北村直美（現助教）。
臨床では、平成16年10月初代専任部長として江
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■総合診療部

口 豊が着任してから、時間外外来患者にも初期

総合診療部は平成９年４月に設置（省令化）さ

対応を開始した。その結果、平成15年度救急車受

れ、平成10年３月１日に初代教授が着任した。そ

け入れ台数は全体で1,854台、その内救急部対応

の後、平成10年度には助教授、平成11年度には講

が827台（45%）から、平成17年度には各々2,817

師、平成12年度には助手がそれぞれ１名ずつ着任

台と2,009台（71%）に増加した。また、一般病

し、これらの４人体制を基本として運営された。

棟が４床から６床に増え、入院救急患者は、従来

本学の総合診療部は、包括医療部門（総合外来・

の多臓器不全と薬物中毒に加え、敗血症、不明熱、

継続看護室）・地域医療情報部門・集学的医療部

ショック、急性肺炎、尿路感染症、意識清明な頭

門から構成された。

部外傷、t-PA対象外脳梗塞、手術適応のない血

包括医療部門総合外来は患者本位の医療を推進

栓症なども主治医として退院まで管理している。

するところであり、かぜなどの急性軽症患者、軽

平成25年度の新患数は255名で救急入院患者延べ

症の糖尿病・高血圧・高脂血症などの通常の慢性

2,012名となった。

疾患患者、心理・社会的要因が重要な患者、多疾

集中治療部は、平成６年より新生児を除くす

患を持つ患者を診療するとともに、受診科不明の

べての科の症例に対し専従医のみで365日24時間

診断困難例を積極的に診療し、必要に応じて臓器

一元管理しており、所謂closed ICUの運営形態を

別専門外来へ橋渡しを行った。全人的医療の推進

とっている（なお、平成15年から心臓血管外科は

のためには心療内科や漢方医学的なアプローチも

主治医管理）
。また、病院再開発に伴い、平成23

重要であるため、平成15年10月からは心療内科専

年８月より、従来の６床から12床（現在10床で運

門外来、平成18年10月からは漢方外来を総合診療
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部外来の中に設置して、多数の患者の需要に応じ

癌に対する内視鏡粘膜下層剥離術も年間50例以上

た。漢方外来の継続実施は、母子・女性診療科と

の施行実績を積み重ねています。

泌尿器科医師の多大な協力により可能となった。

当院の光学医療診療部の特色として、大きく二

包括医療部門継続看護室および地域医療情報部

つの柱を軸としております。一つは小腸検査、二

門は、地域医療機関との連携を密接にしようとす
るところで、平成14年４月からは地域医療連携室、

つ目は早期癌の内視鏡治療です。
まず、小腸検査ですが、当院ではシングルバルー

平成16年４月からは地域医療連携部、さらに平成

ン小腸内視鏡の開発当初から携わっており、全国

20年７月からは患者支援センターとしてそれらの

に先駆けて小腸の内視鏡診断・治療を開始してお

機能を発揮した。

ります。さらに当院消化器内科の特色でもある炎

集学的医療部門は単独診療科だけでは実行不可

症性腸疾患診療との関連でクローン病患者に対す

能な総合的な診療を提供するところで、具体的に

るシングルバルーン小腸内視鏡を用いた診断、内

は、救急・集中治療部と密接に協力して時間外の

視鏡的バルーン拡張術による小腸狭窄の内視鏡治

地域医療に対応した。

療を積極的に行って参りました。また、近隣施設
では導入が少ないカプセル内視鏡を早期から導入
しており、小腸病変の精査が必要な紹介患者の受
け入れを積極的に行っております。
次に、早期癌の内視鏡治療では、胃癌、食道癌
に続き、大腸癌の内視鏡治療を積極的に施行して
おります。特に早期胃癌の内視鏡治療施行件数は
2011年の病院ランキングにおいて30位であり、近
畿圏ではトップクラスの内視鏡治療件数を維持し
ております。
今後は大学病院という特性もあり、より先進的
な内視鏡検査・治療を積極的に導入し、低侵襲か
つ安全に施行することを心がけて参ります。そし
て地域の医療機関や中核病院からの内視鏡治療な

■光学医療診療部

どのニーズに対応できるようにさらに研鑽を積ん
でいきたいと考えております。

光学医療診療部は開院当初からの検査部内視鏡
室を前身とし、平成14年４月１日に中央診療部門
の一つとして設置されました。設置時より消化器

■血液浄化部

内科の科長である藤山佳秀教授が部長を兼任し、

1978年に初代泌尿器科教授として着任された友

平成26年４月からは安藤 朗教授が部長を兼任す

吉唯夫先生が透析部を開設されてから、36年が経

る形で引き継いでおります。

ちました。開設当時の透析患者数は全国で３万人

光学医療診療部は、専任の准教授（平成26年５

足らず、現在の10%に満たない数です。技術も未

月現在空席）と特任助教１名、看護師長１名、看

完成で、循環動態が安定しない患者さんや糖尿病

護師５名で消化器内科、呼吸器内科・外科医師に

患者さんは透析が困難でした。第一外科、第三内

よる内視鏡検査・治療業務を担っております。内

科、泌尿器科が、それぞれ月、水、金を担当し、

視鏡件数は上部消化管の診断・治療は年間約4,000

各曜日に医師１名、看護師１名、臨床工学士１名

～4,300例、下部消化管は約2,000～2,400例、小

の計３名、４床のベッドで透析を行っていたため、

腸内視鏡検査は約160例、カプセル内視鏡検査約

透析室は安定した入院患者さん、それ以外は旧第

60例、胆道系約150例、呼吸器系約200例であり、

三内科腎臓グループがICUや病棟個室で対応する

年間約7,000例の診断・治療を行っています。また、

ことになっていました。この体制がその後しばら

早期食道癌・早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層

く続いていましたが、急激な透析患者数増加に伴

剥離術は年間約100例以上を数えています。最近

い、あらゆる診療科での入院加療の必要性が増し

になって先進医療から保険適応となった早期大腸

たため2005年に透析ベッドを６床へ増床し、第三
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内科バックアップ下で透析部専属の常勤医師が患

友吉唯夫先生、吉川隆一先生、岡田裕作先生、再

者管理を行うようになりました。看護師、臨床工

開発にあたりスペースを分けていただいた看護部

学士の増員もあり何とか運営していましたが、重

の皆様にこの場をお借りいたしまして感謝申し上

症例の対応はできませんでした。ベッドが足りな

げます。

（宇津

貴）

いため入院を断ることもありました。そのような
折、病院再開発が始まり、透析部の将来像を考え
る機会を得ました。最も優先したのは ｢患者受け
入れを断らない｣ ことと「あらゆる血液浄化を行

■分娩部
分娩部は、現在母子診療科に属し、分娩生児数は、

う」ことでした。その意思を表示するため、2008

1994年は239件でしたが、分娩施設の増加などで

年６月に「透析部」から「血液浄化部」に名称変

2000年には207件、2001年には232件でした。新病

更しました。また、再開発においては

１）でき

棟になったことや、NICUの充実により、分娩生

るだけの増床、２）ベッドによる患者移動が可能

児数は、2009年303件、2013年には499件となり、

なベッド間確保、３）１ヶ所から全ての患者が見

分娩件数は著しく増加しました。この大きな変革

渡せる配置、４）全ての患者が人工呼吸器管理下

は、時代と共に大きく３点あると考えています。

に透析を行えるように配管、を行い2009年９月か

第１点は、名称の変更です。分娩部は、産婦人

ら10床としました。しかし、名称変更とハード面

科の一部門として診療を行っていました。その後、

の改革だけでは医療レベルを上げることはできま

2007年に産婦人科から母子診療科、女性診療科と

せん。マンパワーの充実が必要になります。血液

して名称変更とより専門分野に根ざした診療科と

浄化は、医師・看護師・臨床工学士の三つの職種

して生まれ変わり、現在分娩部は、母子診療科の

の協力体制が必要です。再開発に前後して看護師

一部となっています。

長が新たに配属されたこと、臨床工学部に現場責

第２点は、2010年院内助産所の設置です。昨今、

任者である技師長が生まれたことは、職種間の協

周産期を取り巻く環境は大きく変化し、妊娠・出

力体制とマンパワーの充実に大きく寄与していま

産に伴うリスクは様々であり、ハイリスクは急増

す。現在、上記のような体制下で入院下の血液透

しています。その中で、リスクの高い妊娠・出産

析のみではなく、血漿交換、血液吸着、白血球・

を支援するためには、産科医と助産師、看護師が

顆粒球除去、腹水濾過濃縮再静注、腹膜透析と血

協働して安心・安全で快適なケアを受けられる体

液透析の併用療法など、あらゆる血液浄化を、入

制を整備することが重要であると考えられます。

院患者を中心として、症例に応じて外来患者にも

そこで、ハイリスクの分娩を医師の主体で行い、

対応しています。人工呼吸器管理下の患者さんが

ローリスクの妊娠・分娩を助産師が行うという院

複数透析を受けている場面もよく目にします。

内助産システムを設置しました。現在も、そのシ

開設当時あるいは20年前を振り返ってみると、
まさに隔世の感がありますが、まだまだ改善の余

ステムに則り医師と助産師の協働で妊娠褥婦の治
療やケアにあたっています。

地は残っています。今後ますます増加し重症化す

第３点は、MFICUの設置です。MFICUとは、

るであろう透析患者さんや院内発症の急性腎障害

総合周産期特定集中治療室のことであり、2014年

に十二分の対応ができるよう、次の10年、20年へ

に開設に至りました。ハイリスク分娩を多く扱い、

の道筋を考えていきたいと思っています。

より専門的な治療やケアを提供できるように日々

最後になりましたが、部長を歴任されました、

精進しています。

■無菌治療部
無菌治療部は平成９年、中央診療部門として設
立されました。骨髄移植は1970年代、アメリカの
Thomasらにより確立され、日本でも70年代後半
には金沢、大阪、名古屋で開始されました。当院
では1989年血液内科（旧第二内科学講座）で初め
て再生不良性貧血症例の血縁者間骨髄移植が行わ
160
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れて以来、血液内科、小児科で造血器悪性腫瘍や

化を進める組織として活動しており、社会の要請

骨髄不全などに対して骨髄移植や末梢血幹細胞移

であるがん専門医療人の育成と先進的ながん医療

植が、また、他の診療科においても固形癌治療の

の普及に貢献できる基盤を構築している。例えば、

一環として自家末梢血幹細胞移植が施行されてき

化学療法部門では、外来化学療法室における薬物

ました。これら移植に際しては、細胞処理が必要

療法実施件数が年間約4,000件を超え、化学療法

な場合があること、分離、凍結、保存をする場合

プロトコール審査委員会における年間50件を超え

があること、移植に当たってはチーム医療が不可

る新規レジメン審査や化学療法委員会活動を通じ

欠なことから、中央診療部としての無菌治療部が

て、本院で行うがん薬物療法と支持療法について、

組織されました。当初、旧５C病棟に１床、小児

その妥当性、安全性、最適な運用方法を管理して

科に１床のみの無菌ユニットを各々で管理してい

いる。緩和ケア部門では、緩和ケアチームの年間

ましたが、1996年現在のICU拡張部分に新たに中

介入件数が約1,800件となり、緩和ケア委員会・

央管理の無菌室ユニット２床、準無菌室１床を新

緩和ケアチーム活動を通じて、がんの早期の段階

設されました。その後、ICUの拡張および病院再

より、がん性疼痛と身体症状や患者・家族が抱え

開発に伴い、旧５C病棟を経て現在４C病棟と小

る精神的苦痛への対処を行い、生活の質（QOL）

児科に無菌治療室を再設置、旧４B病棟に細胞処

の維持・向上に向けて包括的なサポートをしてい

理を行うセルプロセッシングセンターを新設。先

る。教育面では、キャンサーボードミーティング

端医療を推進していく中で細胞プロセッシングの

を開催し、腫瘍センター及びがん診療科の医師、

整備は必要不可欠であり、GMPの規制レベルの

放射線科医、病理医、薬剤師、看護師、地域連携

細胞操作が行える体制を整えています。

に関わるスタッフなどが一堂に集まり、治療困難
症例における最適の治療方針を検討している。ま
た、教育・研修部門は、医学部教育や文部科学省・
がんプロフェッショナル養成基盤推進プランでの
大学院教育、そして地域がん診療連携拠点病院、
滋賀県がん診療連携協議会構成病院、滋賀県がん
診療連携拠点病院・がん診療高度中核拠点病院と
しての活動において、がん薬物療法、緩和ケアの
実施と開発に臨床及び研究面で活躍する人材の養

無菌治療部での造血幹細胞移植数の年次的推移

成に向けて、学内各部門および近畿圏の大学・病
院より医師・医療スタッフ・大学院生・学部学生

■腫瘍センター

を受け入れて教育・研修・研究指導を行っており、
臨床・研究両面で地域のがん医療に長期にわたり

腫瘍センターは、2007年４月に附属病院の診療・

貢献できる専門医および医療スタッフを育成して

教育支援部門として設置され、2011年８月に各種

いる。また、先進医療開発推進部門では、県下・

のがん診療・連携部を統合した中央診療部門とし

周辺府県の地域がん診療連携拠点病院および全国

て新たなスタートを切った。当センターは、がん

の大学・病院と連携したがんの新薬と個別化医療

医療を包括的に支える７部門（化学療法、緩和ケ

の開発に関わる各種の治験等を実施している。が

ア、がん登録、がん相談支援、診療連携、教育・
研修、先進医療推進の各部門）で構成され、関係
する４委員会・１チーム（腫瘍センター会議、化
学療法プロトコール審査委員会、化学療法委員会、
緩和ケア委員会、緩和ケアチーム）とともに、本
学のがん診療・教育・研究を分野横断的に連携さ
せ、県内外の医療機関と協力して、がんと診断さ
れたときから切れ目なく続く質の高いがん医療の
推進をめざしている。また、附属病院と地域のが
ん医療を活性化し、高度がん医療の推進と均てん
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ん患者数の増加やがん医療の高度化に伴い、腫瘍

迅速化、平成21年度からは輸血業務や細菌検査を

センターの果たす役割は、年々広範囲になってか

含む58項目の検査を24時間体制とし診療科の緊急

つ複雑になっており、体制整備を進めながら地域

事態に対応など、これらの支援強化策やチーム医

がん医療に貢献する活動を推進している。

療への積極的な参画（ICT、NST等）でメディカ



ルスタッフとの信頼関係はより強固になっている。

（醍醐弥太郎）

■検査部
【はじめに】

【臨床・教育・研究支援するための人材育成】
医療の質を上げるためには高度な専門技術や知
識が要求される認定資格の取得は必須であり、
資格

昭和53年10月の開院時に僅か10名でスタートし

に裏付けられたスキルは職能と連動した教育体系

た検査部は、現在、病理部及び輸血部と合同運営

の構築及び学生教育支援に役立っている。これま

を行い、岡部英俊部長（平成９年～25年度）から

でに日本臨床検査同学院の一級臨床検査士を５名

引き継がれた九嶋亮治部長（平成26年４月就任）

輩出、現在32名のうち１級臨床検査士１名、認定輸

の下で医師４名と臨床検査技師32名（常勤23、任

血検査技師４名、認定臨床微生物検査技師２名、認

期付常勤４、非常勤１、パート４）のスタッフで

定血液検査技師２名、細胞検査士（国際細胞検査

臨床検査業務を行っている。大学病院はチーム医

士）６名、NST専門臨床検査技師２名、超音波検査

療の推進による患者サービスの向上、品質の高い

士６名、認定心電検査技師１名、緊急臨床検査士１

検査データの提供及びコスト管理体制の強化とと

名、二級臨床検査士５名、日本臨床神経生理学会

もに、教育・研究機能を支える国際水準の診療機

認定技術士１名が在籍、延べ70の資格を取得し

能を保持し地域基幹病院の最終医療機関として地

generalistか つspecialist（scientist） と し て 活 躍

域特性に応じた主導的な役割を果たすことが求め

している。

（吉田

孝）

られている。検査部ではこれらの使命を達成・遂
行するため、１.運営（業務及び経営）改善、２.臨
床、教育及び研究支援体制等の強化と人材育成を
掲げて変革を行っている。
【運営改善・診療支援体制】
経営改善では、独法化以降の平成19年度末に試
薬消耗品経費削減目標を掲げ検体検査の機器更新
（総額２億円強）を行い、平成20年度で約5,500
万円（前年比）の経費削減を実行した。また中期
目標における生理機能検査の拡充（機器更新約1.5
億円、人員２名増）で平成25年度には平成22年度
比で約32％増の稼働額（約1.36億円）となった。

放射線部は病院開設とともに設置され、当初よ

業務改善では、病院再開発時（平成23年９月）に

り放射線診断部門、核医学部門、放射線治療部門

懸案であった外来尿一般検査を中央化、また看護

の３部門体制をとってきており、中央診療施設と

部との連携を強化して採血体制の充実を図るとと

して全診療科の患者さんを対象にあらゆる放射線

もに、採血・採尿・生理診療支援検査システム（約

検査および放射線治療を施行してきた。

0.7億円）の円滑な運用によって採血待ち時間は

現在の放射線部は、村田喜代史部長のもと医師

平均12分（最大34分：従来34分と75分）
、採血自

２名、今井方丈技師長以下診療放射線技師30名、

動受付から結果報告までのTAT（turn around

佐々木あゆみ師長以下看護師14名、医療機器操作

time）は通常検体でも平均48分（従来60分以上）

員１名と看護助手２名、事務補佐員２名、受付事

と大幅に短縮、診察前検査の迅速化が格段に進み

務員（外注）６名により構成される大きな組織で

患者サービスの向上に繋がっている。診療支援体

ある。20年前に比し、技師は２倍、看護師は1.7

制では、平成15年度から輸血検査の24時間対応、

倍の増員となっている。

平成16年度から病棟検体の早朝回収による検査の
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臨床工学技士・診療放射線技師・事務系職員等多

に取り残されることなく、また各職種の専門化に

くのスタッフとの連携協力を重要に考えてきた。

対応するため日々研鑽を忘れることなく、多くの

また、直接、患者さんに対面する業種であるため、

専門・認定スタッフを擁している部門でもある。

患者さんへの接遇向上を目指してきた部署である。

これからも本院全スタッフの要望に応え、中央診

この20年間での放射線技術の変化は、IT技術

療部門の一員として、最良の医療を提供できるよ

の発展によるところが大きい。具体的には、ネッ

う、努めていく所存である。

トワークやコンピュータの処理速度が桁違いに速
くなったことにある。その結果、放射線診療にお
いては、①ディジタル画像化およびディジタル画
像管理、②フィルムレス診療、③モニタによる画

■輸血部
１．歴代輸血部長（併任）

像診断（ソフトコピー診断）
、④CDやDVDによ

馬場忠雄教授（内科学講座）、1994年５月１日

る他施設からの画像提供、⑤画像誘導による放射

～2001年３月31日。松末𠮷隆教授（整形外科学講

線治療、⑥伝票レス、⑦放射線情報の一元化、と

座）、2001年４月１日～2003年３月31日。岡部英

いった変遷が見られる。

俊教授（臨床検査医学講座）、2003年４月１日～

放射線診療機器は充実し、一般撮影装置４式、

2014年３月31日。九嶋亮治教授（臨床検査医学講

一般撮影用ディジタル透視撮影装置（トモシンセ

座）、2014年４月１日～現在。副部長：程原佳子

シス・長尺撮影対応）１式、乳房撮影装置１式、

講師（内科学講座）、1996年４月１日～現在。

骨密度測定装置１式、X線透視撮影装置３式、血
管検査装置（IVR対応）３式、X線CT装置３式、
MR装置３式、IV-MR装置１式、SPECT装置１式、

２．沿革
1996年４月１日、輸血部の省令化、医師１名、

SPECT/CT装置１式、PET/CT装置１式、リニ

臨床検査技師１名、看護師１名が認可。輸血管理

アック２式、RALS装置１式、密封小線源治療装

システム（BLAD）を導入し血液製剤の入出庫管

置１式、ポータブル撮影装置６式、外科用イメー

理スタート（６月）。半自動輸血検査機器BioVue

ジ装置３式、及び各周辺装置多数を擁する。

（国内１号機）を導入しカラム法による輸血検

20年前には無かった新しい検査モダリティは

査スタート（７月）。1997年５月、臨床検査技師

PET/CT、SPECT/CTおよびディジタル・トモ

１名認可。1998年、２階検査部内に移転（６月）。

シンセシスがあり、20年間で著しい進化が見られ

輸血療法委員会の設置（12月）。1999年、無輸血

たものには、CTの多列化・高速化、MRの高磁場化、

治療ワーキングでマニュアル作成、病院運営委員

放射線治療システムの高精度化等がある。

会で承認（４月）。2002年、輸血製剤管理支援シ

また、ここ10年の生体画像ソリューションの進

ステム（BCAM）導入（５月）、コンピュータク

歩は著しく、長年の念願であった画像情報の統合

ロスマッチ導入（６月）、検査部と合同で当直ス

や三次元化、多モダリティ画像の融合等は、診断

タート、輸血業務24時間体制により医師によるク

のみならず手術ナビゲーションに有用な画像の提

ロスマッチ廃止（12月）。2003年５月、全自動輸

供も可能となっており、臨床現場で広く活用され

血検査機器AutoVueを導入。超緊急時輸血マニュ

ている。

アルを作成し、血液型が確定していない場合はO

今や『十年一昔』ならぬ『三年一昔』、まさし
くドッグイヤーの放射線診療領域において、時代

型赤血球の輸血を可能とする（10月）。2006年９月、
血液製剤のオーダリングシステムを導入し、ベッ
ドサイドで医療情報端末を用いた確認照合システ
ムを利用。2010年、病院電子カルテ（Niho）と
輸血部門システム連携（７月）。輸血後感染症検
査フォロー体制を構築し、輸血から１～２ヶ月後
にダイレクトメールを郵送（12月）。2012年、役
割分担推進の一環として、輸血部からの時間内血
液製剤搬送業務を（株）トーカイに委託（２月）。
輸血管理料Ⅰ（220点）算定（４月）。2013年12月、
病院管理運営会議において無輸血治療の方針決定、
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原則は相対的無輸血治療を行うが例外的に絶対無

間この体制は維持され、特に変化は見られなかっ

輸血を認める。輸血療法委員会で作成した免責証

た。平成12年整形外科松末教授（現病院長）就任後、

明書（病院長の署名）は2014年４月１日から運用。

同科より今井医師が当部の専任医師として助手に
就任してから部内の状況は大きく変化していった。

３．血液製剤使用量・廃棄率の変化
（単位数） 赤血球

凍結血漿

血小板

年度毎の出来事について以下に示す。
廃棄率

H８年度

4,072

5,232

9,879

3.4%

H25年度

9,226

7,686

22,635

0.4%

平成14年度：今井医師が助手から助教授に昇任。
平成15年度：病院機能評価において、チーム医療
体制の不備、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）

４．施設認定・資格
2000年４月、認定輸血検査技師制度指定施設。

の不在等について指摘され改善の必要性を示唆。
中央診療施設の省令化に伴い主任制が導入され今

2009年４月、日本輸血細胞治療学会認定医指定施

井PTが昇任。

設。2011年４月、学会認定輸血看護師制度指定研

平成16年度： PT、OT各１名増員され計６名のセ

修施設。

ラピストとなった。病院再開発の計画において回

日本輸血細胞治療学会・認定医２名。認定輸血

復期リハビリ病棟設置が内定。

検査技師４名。学会認定輸血看護師２名（ICU勤

平成17年度：セラピストの管理体制が主任から

務）
。

技士長に格上げされ、前川主任が昇格。OT１名、
あらたにST２名が増員され計９名のセラピスト

５．現況

となった。

輸血の安全性を維持しながら業務の省力化を図

平成18年度：心臓リハビリ、回復期リハビリ病棟

るため、全国に先駆けて、コンピュータクロス

設置に向けソフト・ハード面、人材面について準

マッチによる輸血業務の24時間体制を導入し、輸

備が進められた。

血オーダリングシステム・ベッドサイドの確認照

平成19年度：翌年の心臓リハビリ、回復期リハビ

合システムを確実に利用することにより、今日ま

リ病棟開設に伴いリハビリテーション科が新設さ

で輸血事故を未然に防いできた。さらなる安全で

れリハ科医師４名体制でスタートした。またセラ

適切な輸血医療をめざし、日本輸血細胞治療学会

ピストはPT10名、OT４名、ST２名の計16名の

が審査する「輸血安全管理優良認定施設（I&A認

体制となった。

定施設）
」の認定に向け準備を進めている。

平成20年度：４月心臓リハビリ、６月回復期リハ
ビリ病棟が開設。現在のリハ室Aの改修が完了し
５月に移転。
平成23年度：平岩PTが副技士長、川見STが主任
に昇任。現在のリハ室Bの改修が完了し２月に移
転。
平成24年度：今井准教授が退任し川崎医師が講師
として就任。部内運営において疾患別グループ体
制を強化・推進。

■リハビリテーション部
平成６年当時、リハビリテーション部は院内で
特殊診療施設に位置づけられていた。部長は整形
外科教授が兼務、任意のリハビリ担当医師が整形
外科より１名配属されていた。セラピストは理学
療法士（PT）のみ３名であった。その後約６年
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平成25年度：２名のPTが増員され計18名となった。

本病理学会や日本臨床細胞学会等で活発な学会活

次年度からの回復期リハ病棟の一般病床化が正式

動を行っている。検査部・病理部で４名（医師３

決定。

名、臨床検査技師１名）が医学博士号を取得した。

以上、平成６年度～25年度のリハビリテーショ
ン科・部の動きについて記した。特に後半の10年
間は今井医師主導のもと大きな変貌を遂げ、リハ
ビリテーション科が新設され、リハビリテーショ
ン部とともにかつてない実り多き歴史の１ページ
を印した。

（川崎

拓、前川昭次）

■病理部
病理診断業務は検査部の一部門と位置付けられ
ていたが、平成15年４月に附属病院病理部が設置

■栄養治療部

され、岡部英俊教授（臨床検査医学講座教授・検

栄養治療部は、平成17年８月１日より、病院機

査部長）が病理部長に、九嶋亮治臨床検査医学講

能改革の一環として中央診療部に改組された。栄

座助教授が専任として副部長（病理部助教授）に

養サポートを担当する臨床栄養部門と栄養教育・

就任した。当時、部長、副部長、医員１名、研修

病院給食管理を担当する栄養教育管理部門の２部

医１名及び臨床検査技師３名で病理診断業務を担

門からなる。柏木厚典先生（当時内分泌代謝内科

当した。平成21年に九嶋副部長が国立がん研究セ

教授）が初代部長に就任され、その後、皮膚科教

ンターに転出した。平成24年12月に石田光明検査

授田中俊宏先生、内分泌代謝内科前川 聡教授が

部助教が病理部講師（同副部長）に昇任した。平

講座教授と栄養治療部の部長とを兼任されていた

成26年４月に九嶋亮治臨床検査医学講座教授が病

が、現在は佐々木雅也病院教授が部長を務めてい

理部長・検査部長・輸血部長に就任した。平成26

る。管理栄養士は岩川裕美副部長ほか常勤５名と

年６月には、病理診断科が設置され、九嶋部長が

非常勤６名からなり、調理担当は調理師（常勤・

科長に就任した。

非常勤）13名と調理補助10名からなる。

平成26年４月現在、九嶋部長及び石田副部長の

現在、栄養サポートチーム（NST）は、多く

２名の病理専門医と臨床検査技師５名（全員細胞

の診療科や中央診療部の協力のもと、医師（内科、

検査士）で附属病院の病理診断・細胞診断業務を

外科、耳鼻咽喉科）、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

担当している。病理検査件数は年々増加傾向を示

看護師、臨床検査技師、言語聴覚士、歯科衛生士

し、
年間病理組織診断約8,200件、細胞診断約6,500

の８職種と事務からなり、病棟のリンクナースを

件である。

含めて40名以上の構成となっている。年間の新

診療面では、平成20年から自動免疫染色装置を

規介入患者数は約600人で、のべ回診件数は年間

導入し、病理診断に不可欠な免疫染色及びin situ

3,000件、平成24年度に新設されたNST加算件数

hybridizationが安定かつ迅速に施行できるように

は年2,500件以上と、国立大学附属病院でトップ

なり、病理診断に大きく貢献している。

の成績となっている。栄養管理の適正化、栄養改

教育面では、系統講義において病理診断学の講
義を、臨床実習では、病理診断について講義・実

善効果、合併症対策など、附属病院にとって重要
なチーム医療へと発展してきた。

習を担当している。また、年間約10名の初期研修

一方、管理栄養士は入院患者のベッドサイドで

医が病理部及び検査部にローテーションし、研修

入院時の栄養スクリーニングを担当し、入院から

を行っている。病理医教育としては、検査部及び

退院時まで栄養アセスメントを継続して実施する

病理部に在籍した６名（途中で他施設に転出した

体制としている。平成25年１月からは病棟担当制

２名を含む）が病理専門医及び細胞診専門医を取

とし、病棟スタッフとの連携の強化に努めている

得した。

ところである。栄養指導件数は入院外来合わせて

研究面では、臨床病理学的な研究を臨床各科と

月に約400件となり、特別食加算の算定率も40％

共同で実施している。病理医及び細胞検査士が日

を維持している。また、多くの病院で給食業務の
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委託化が進んでいるなか、直営方式での病院食の

手術件数の増加、手術器具の大型化や増加により

提供を継続し、入院患者に安全で美味しい食事を

手術室は手狭となり部屋数も不足するようになっ

届けられるよう、管理栄養士と調理師が日々努力

ていた。この状況を解決するため病院再開発にあ

しているところである。また、食材に地産地消を

わせて2009年に新手術棟の増築と旧手術棟の改築

取り入れる試みもおこなっている。

が行われ手術室14室で運営されるようになった。

医療が専門化・高度化し、大学病院では先進的

また2009年に手術・麻酔記録の電子化を行い

な医療にも取り組まれている。これらを根本から

手術部門システム（ORSYS）の運用を開始した。

支える役割として、栄養管理の重要性もクローズ

現在この手術部門システムは手術室だけでなく放

アップされてきた。個々の病態に応じたテーラー

射線部や１C病棟など手術室外での手術・麻酔に

メイドの栄養管理を目指して日々努力していきた

も対応できるようになった。

い。
２）運営・稼働状況
2009年の新手術棟増築以降、手術件数は徐々に
増加し2013年度は年間手術件数6,155件と6,000件
を超えるまでに増加した。このうち緊急手術は
599件、準緊急手術は1,121件と予定以外の手術が
比較的多い。大学病院でありながらスタッフ一同
で緊急手術や手術枠外で準緊急手術を柔軟に受け
入れるよう努力してきたことが大幅な手術件数増
加につながったのではないかと考えている。
最近の動向としては内視鏡を用いた手術の割合

中央手術部門
■手術部
１）沿革

行われるため内視鏡手術用のユニットを増やし各
科の要望に応えるよう努めている。
また、2013年より滋賀県下で初となるロボット
支援下内視鏡手術（通称ダヴィンチ手術）がはじ

1978年附属病院開設時に設置された。今回は

まった。現在主に泌尿器科で行っているが、2014

開 学20年 史 以 降 の 状 況 に つ い て 記 載 す る。 歴

年より女性診療科や消化器外科でも手術が始まっ

代 の 手 術 部 部 長 は 半 田 譲 二 教 授（ 脳 神 経 外 科

た。

1994.4～1997.4）福田眞輔教授（整形外科1997.4

今後の展望としては今年度中に室内に放射線透

～1999.3）
、 北 嶋 和 智 教 授（ 耳 鼻 咽 喉 科1999.4

視装置を設けたハイブリッド手術室が設置される

～ 2001.10）
、 野 坂 修 一 教 授（ 麻 酔 科 2001.10

予定で、ロボット支援下手術に加えさらに先進医

～2006.3）
、 岡 田 裕 作 教 授（ 泌 尿 器 科2006.4～

療設備が設置されることになった。

2013.3）
、村上 節教授（産婦人科2013.4～）各教

ただ、手術の内視鏡化や高度化に伴い機械設備・

授が歴任された。手術部副部長は奥 史郎助教授

器具は増加の一途をたどり、看護師だけではその

（1992.4～1999.3）、竹之下 眞助教授（麻酔科併

対応に限界が見えてきた。今後、より良い手術部

任1999.7～2005.6）、佐井義和助教授（2000.4～
2012.3）
、本間恵子助教（2013.4～2013.6）、松浪
薫助教（2013.8～）である。手術部看護師長は
中井須美子師長（1995.4～1999.3）、松本恵子師
長（2000.4～2005.3）、西村路子師長（2005.4～
2011.3）
、北脇友美師長（2011.4～2012.6）、中井
智子師長（2012.7～）である。現在ほかに手術部
には教員として千原孝志助教が所属し、看護師52
名とともに日々の業務に取り組んでいる。手術部
は開院当初より10室の手術室で運営されていたが、
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運営には看護師の増員のみならず、臨床工学技士

た。大型設備を更新し、低温プラズマ滅菌器を新

や放射線技師の増員と各部門との連携強化が必須

たに導入、翌年より運用を開始した。2008年は洗

と考えられる。

浄滅菌業務の外部委託、手術器材の洗浄受け入れ
を開始し、業務の運営体制が大きく変わった。し

■材料部

かし、翌年２月には委託業者を変更しなければ
ならず外部委託による品質管理の難しさを知っ

１．管理体制

た。2009年10～11月は新手術棟へ移転し、手術器

材料部長：1994年度～森教授（第二外科）、中村

材洗浄全面受け入れ実施、垂直可動棚による器材

助教授（第一内科）、1999年度～岡田教授（泌尿

の期限管理、SPDシステム連携の患者コンテナ使

器科）
、2006年度～清水教授（耳鼻咽喉科）、副部

用履歴管理、器材準備のためのコンテナ呼び出し

長は2003年度より２名から１名体制となった。

機能の導入と運用開始。病棟外来の洗浄一元化開

看護管理者：1994年度甲斐、1995～2002年度芦田、

始、BOXカート廃止・循環方式運用開始と予て

2003年度椿、2004～2011年９月高田、放射線部・

からの課題を解決すべく大きく変化した。循環方

光学医療診療部、医療安全、５C病棟を兼務、一

式は2011年に全面導入を完了した。今回の改修で

時中島副師長が主で管理、2011年10月～西井、外

はEOG滅菌器を継続したが、今後は人体への影

来一部兼務。材料部は従来から採血室業務応援を

響の大きさ、管理の困難さから病院に向けて廃止

行ってきたが2012年採血室が外来部門の管理とな

を提唱している。

り、2013年から応援体制は無くなった。

2011年は東日本大震災があり物流トラブルが発
生、特にステラッドカセットが不足し供給への影

２．業務改善の動き

響が出た。この後カセットのランニングストック

材料部業務は、感染管理、医療安全とも深く関

や初動アクションシートの作成など災害対策を材

わり、院内の生産部門としてその品質保証が求め

料部のテーマとして挙げ、継続的に整備を進めて

られるようになってきた。また、手術部器材を取

いる。

り扱うようになってからは、経営面でも病院の重
要な位置づけとなっている。

手術器材の洗浄業務は使用後だけで無く、借用
器械の前洗浄、デモ器械の洗浄滅菌等があり、材

1996年は、O-157対策として緊急透析セットを

料部業務に占める割合が大きく密接である。現在

夜間ボックスに追加。1997年クリーンルーム稼

材料部と手術部は別業者で、手順統一や器材の流

働、骨髄移植に対応。2001年は病院全体のスリッ

れを速やかにするため当初より業者の統一を必要

パの履き替え中止に伴い材料部もスリッパ・ガウ

としている。

ン・キャップを廃止。同時期、感染管理と関連し

近年鋼製小物の個別管理を導入する動きがあり、

SUD（単回使用品）の再使用、洗浄業務一元化・

2012年当院でも導入効果について検討した。しか

滅菌における安全管理が材料部のテーマとなった。

し時期早尚として見送られた。2013年ロボット支

2002年院内ICT活動開始、使用目的別洗浄・滅菌

援手術（ダ・ヴィンチ）が新たに導入され、運用

の考えが導入された。労働安全衛生面ではEOG

を整備した。また課題であったSUDの再使用は

（エチレンオキサイトガス）環境測定（２回／年）

病院機能評価３rdG:Ver.1.0受審を機に一時停止

を定例化した。

となっている。

2003年は、病院機能評価受審（Ver.４）があり
今後取り組む課題が明確になった。2004年鋼製小

３．研究

物の洗浄ガイドライン、2005年滅菌保証のガイド

1994「中央材料部における受付周辺の環境菌調

ラインができた。統一した考え方のもとで整備を

査」、1995「ガウン収納庫の環境改善の一考察」、

進め、リコールマニュアル作成、洗浄の質評価を

1996「材料部の汚染度を知り清潔維持の方法を検

１回／３ヶ月実施するようになった。また口腔

討する」、2001「中央材料部における環境調査」、

外科・放射線部ブラキセラピーの洗浄を開始し

2002「（個人）エチレンオキサイトガス滅菌物を

た。2006年には病院再開発が決まり、検討を開始。

供給するタイミングについて－残留ガスインジ

2007年SPDシステム運用により医用材料管理が移

ケーター・期待測定器を利用して－」、2006「洗

行、材料部は器材再生部門として機能が特化され

浄評価ツールを用いた器材洗浄の評価」、2010「（高
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田個人）医療現場でのスポンジ洗浄に関する実態

４．人材育成（認定資格取得状況）

調査とマニュアル作成案」、2011「（高田個人）熱

透析技術認定４名、体外循環技術認定５名、呼

水消毒行程を検知するケミカルインジケータを使

吸療法認定２名、臨床ME専門認定２名など各分

用した消毒レベルの評価、洗浄評価実態調査」。

野での認定資格取得に努めています。本院では、
各診療科からの要望に応えるべく、種々の分野に

４．今後の展望
洗浄評価の実施、SUDの指針導入、器材の個
体管理の導入、EOG滅菌の廃止、災害時の体制

おける業務を兼任できる体制づくりを目指します。
また、安全な医療を当院で提供できるよう、日々
技術研鑽に励んでおります。

確立、医療現場への情報発信、業務委託の導入評
価等と共にガイドラインに沿った整備を進め、品
質保証が出来る部門として少しでも理想に近づく
努力を続けていきたい。

■臨床工学部
１．はじめに
臨床工学技士は「厚生労働大臣の免許を受け、
医師の指示の下に呼吸、循環そして代謝に関わる
生命維持管理装置の操作および保守点検を行うこ
とを業とするものである」と定義されています。
本院では部長、副部長の指導の下、技士長はじめ
10名の部員がいます。我々は医師・看護師や他の
医療従事者とチームを組んで、患者さんに対して
安全な医療が提供できるよう生命維持管理装置の
操作や機器管理を行なっています。

診療・教育・研究支援部門
■医療安全管理部
【医療安全管理部沿革・体制】
当院では日本の医療安全元年と言われる、1999

２．業務

年に医療安全防止専門委員会が立ち上げられ、翌

主な業務として扱っている生命維持管理装置と

2000年には医療事故防止委員会とその下部組織の

は、人の呼吸、代謝、循環といった生命の維持に

医療事故防止専門委員会に改組された。この医療

直接つながる機能を代行したり、補助したりする

事故防止専門委員会が医療安全管理部の前身と言

装置のことをいい、代表的な装置は人工呼吸器・

える。2002年４月17日に医療安全管理部として発

人工透析・人工心肺などがあります。

足したが、2000年から医療安全マニュアルの作成

また、平成25年10月より１階に医療機器管理室

が開始されており、インシデントレポート、リス

を設置し、院内医療機器の更なる中央管理体制を

クマネジャー等の仕組みも開始されている。発足

図っています。今後、中央管理する医療機器を増

当時は医療事故の防止、院内感染の防止を目的と

やし、安心して医療機器が使用されるよう定期的

されていたが、2008年６月１日に感染制御部が創

に保守点検を行って、医療の質の維持に貢献して

設され、その後は医療安全の推進を図るための活

行きたいと思っています。

動が行われている。医療安全管理部は院内組織で
は診療・教育・研究支援部門に位置づけされてい

３．先進医療への貢献

るが、一貫して病院長直属の組織として部長は

テレビ番組などに取り上げられている消化器

副病院長が務めている。創設時は野田洋一教授、

外科腹腔内温熱化学療法（HIPEC）手術や、平

2005年度から現病院長の松末𠮷隆教授、2014年度

成25年 ５ 月 よ り 導 入 さ れ た 手 術 支 援 ロ ボ ッ ト

からは田中俊宏教授が務めている。副部長として

daVinciを用いた各診療科における手術の補助な

看護師GRMが専従で活動しており、現在まで４

ど、積極的に先進医療へ貢献している部門です。

名の師長が就任している（餅田敬司、小野幸子、
澤井信江、穴尾百合）。2014年６月１日からは穴
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い医療安全活動が行える。

２名の体制となった。医療安全管理部専任医師と

2015年には医療事故調査に関して新しい取り組

して2006年から2010年は坂口美佐講師が、2011年

みが開始されるが、院内体制の整備はもちろんの

からは手塚則明准教授が就任している。

こと、地域の医療安全活動にも積極的に関わる必

2014年現在の医療安全管理部の体制は部長（医

要がある。

療安全担当副病院長）、副部長４名（医師２名、
看護師２名）
、部員９名（医師２名、薬剤師、臨
床工学技士、看護師、病院管理課長、医療サービ
ス課長、医療サービス課職員２名）となっている。

■感染制御部
医療関連感染は病院におけるすべての診療科･
組織に関係するため、病院全体としての医療関連

【活動内容】

感染対策の組織化が必要であると考えられ、2002

医療安全マニュアルは改訂を重ねて、現在11版

年４月に感染対策チーム（ICT）が設置された。

が使用されている。リストバンドの導入、電子カ

当初の構成メンバーは感染制御医師（ICD井上哲

ルテ導入に関連した院内ルールの整備、手術部へ

也）、感染制御看護師（ICN芳尾邦子）、医師（内

のタイムアウト、手術部位マーキングの導入等が

科系・外科系）、看護師、検査部、薬剤部、医事

大きな実績として挙げられる。毎年行われる近畿

課からなっていた。しかし、現代の病院にとって、

厚生局、大津市保健所の立ち入り検査の際には、

感染予防・感染制御がますます重要な事項になっ

医療安全管理は主要な検査項目に挙げられている。

てきたことに伴い、病院における院内感染予防対

その際にも指導されている医療安全研修会の開催、

策に関する業務を円滑に遂行することを目的とし

全職員の参加は大きな課題ともなっており複数回

て、2008年６月１日に感染制御部が設立された。

の研修会の開催、DVDによる研修等の活動を行っ

この際に、感染制御を行うにあたっての方針決定

ている。

組織としての感染制御部と、実際に感染制御を行

重大なインシデントが発生した場合は、院内委

うICTの役割分担を決定した。もちろん、この２

員による事例検討会や、学外委員も含めた事例調

つの組織は互いに協力し合って本院の感染予防・

査検討委員会を開催し、学外への報告、公表も行っ

感染制御にあたっている。

てきている。2013年度は医療機能評価の受審に伴

2014年６月１日現在の感染制御部の構成メン

い、転倒転落対策チームを発足し、多職種による

バーは、部長（ICD中野恭幸）、副部長２名（専

転倒転落への対応を恒常的に開始した。

従ICD大澤 真、専従ICN川合香苗）、薬剤師（感

対外的には、京滋医療安全研究会を京都大学と

染制御専門薬剤師BCICPS炭 昌樹）、臨床検査技

共に開催しており、年１回の研究会には京滋地区

師（感染制御認定臨床微生物検査技師ICMT重田

から300名近い参加者がある会となっている。

雅代）、病院管理課長（大見 章）、医療サービス
課長（小林哲郎）である。また、これまでにも

【今後の活動方針】

ICN（竹村美和、古川晶子、金城真一）、医師（木

全国の医学部附属病院では複数のGRM体制が

藤克之、児堀綾子）、薬剤師（生野芳博）、検査技

増加しており、医師のGRMも急増している。多

師（茂籠邦彦）、病院管理課（大城雅彦、長谷川

職種のGRMが配置されることで、よりきめ細か

浩一）、医療サービス課（山崎勝治、一井信吾）
などが感染制御部員として活躍してきた。
日常業務としては、抗生剤（特に抗MRSA薬剤
やカルバペネム系抗生剤）の処方動向の把握、病
院で検出される細菌（特に耐性菌）検出状況の把
握及びその対策、針刺しなどの予防に関する事項、
院内感染予防のためのマニュアルの作成および教
育活動、実際に各部署を視察し提言を行う院内ラ
ウンド、結核など感染性疾患発生時の対応などを
行っている。また、職員の感染既往歴と抗体価検
査に基づくB型肝炎・麻疹・風疹・水痘・ムンプ
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ス予防注射の実施、全職員に対するインフルエン

う特性もあり、1987年に診療録の現物保管は10年

ザワクチンの実施も行っている。本院における感

とし、基準日は入院が退院日、外来は最終受診日

染率の把握のため、MRSA感染症、手術創部感染

とし10年を経過したものは電子化し、現物は廃棄

症、人工呼吸器関連肺炎、血流感染、尿路感染な

すること、例外として、入院歴のない外来診療録

どに対するサーベイランスも行っている。さらに

はそのまま廃棄するという方針が決定されました。

は、血液培養で細菌が検出された全症例に関して

その後、医療の環境が変わり、平均在院日数の短

の介入や難治性感染症や抗生剤の使用法に関して

縮に伴う退院患者数の増加により、廃棄する診療

のコンサルティングなども行っている。

録の数より新たに発生する診療録の数がはるかに

また、特殊な事例への対応としては、ノロウイ
ルスの集団感染、インフルエンザのアウトブレー

多いという状態になり、保管場所の確保は深刻な
問題となっていきました。

ク、新型インフルエンザ対策、職員の結核発症に

その後、電子カルテへと向かい、段階的に電子

ともなう大規模な接触者検診などを行ってきた。

化の道を歩み、オーダリングシステム、外来カル
テの電子化を経て、2010年７月20日より全面的に
電子カルテとなり、それに伴い同意書等の紙文書
をスキャンし、電子化するためにスキャンセン
ターが設立されました。電子カルテ導入から４年
経た今やっと保管場所の問題から解放されつつあ
ります。
今後は、電子カルテとなった診療情報が、カル
テ開示・保険請求・医療安全関係等の根拠として
の精度を保てるように管理することが重要となり
ました。

■病歴部

また、2008年秋に「滋賀県がん診療高度中核拠
点病院」、2010年に「地域がん診療連携拠点病院」

1978年の開院時から、一患者一チャート方式と

に指定されました。必須条件でありました院内が

し、中央一元管理で運用され、その保管管理は病

ん登録については、登録開始日は2007年４月１日

歴部が行うこととして出発いたしました。また

と決定されましたが、地域がん登録に協力してい

本院では、教育および診療をPOS（problem Ori-

た実績もあり、2004年１月からのがんデータを蓄

ented System）により行うため、記載について

積することができました。

は POMR（Problem Oriented Medical Record）
記載を原則としています。

診療情報管理の考え方も大きく変化し、社会的
にもその重要性が認識されてきました。2015年度

開院以来、医師の退院時サマリーはICD-９で

には、病院情報システムの更新が行われます。膨

病名データを登録していましたが、2001年１月退

大な医療情報の適切な利用を含め、新しい技術に

院患者からICD-10での登録に移行し、病名コー

対応しながら、病歴部が更に発展していくことを

ドも医師が基本的に記載する運用といたしました。

願います。

2004年から導入されたDPC/PDPS（包括医療制
度）での診療報酬請求に傷病名とICD-10が重要
であり、医師に理解していただくことができまし
た。

滋賀医科大学は早期からコンピュータの臨床・

開院当初の問題点は、事情や個性の異なる診療

医学研究・医学教育への利用にとりくみ、1987年

科の協力のもと一患者一チャート方式を円滑に運

に医学情報センターを立ち上げた。医学情報セン

用することにありましたが、各診療科のご理解を

ターは、医療情報部門と実験実習計算機部門を

いただき比較的順調に出発することができました。

両輪として、滋賀医大のICT化のベースとなった。

その後の大きな問題は、保管場所の確保でした。
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■医療情報部

医療情報部門は現在の附属病院医療情報部に、実

法律的には、診療録は最低５年間の保管となって

験実習計算機部門は現在のマルチメディアセン

いますが、大学病院の持つ診療、研究、教育とい

ターへと発展している。

●●●●●●

●医 学 部 附 属 病 院

滋賀医科大学附属病院は、それまでのホストコ

連携・研究情報や病院運営のための情報提供など

ンピュータとダム端末で構成されていた初期の医

を行い滋賀医科大学のICTをささえる部門として

療情報システムから、パソコンをユーザー端末と

重要な役割をになっている。

して利用する新しいホストパソコン連携型医療情
報システム開発の先駆け大学の一つとして、早期
から病院全体に関わるシステムの研究・開発をお

■医療研修部

こない、それを実際に病院で使用する形で改良を

医療研修部は平成16年４月に病院職員および地

重ねてきた。1987年に第１期の医療情報システム

域医療従事者の医療全般にわたる資質向上を図る

としてオーダリングシステムであるSHiNEをス

ことを目的として開設されました。

タートし、５年後にはシステム更新を行うととも

医療研修部は病院内の全ての医療研修の実態を

に、当時はまだ一般化されていなかったインター

把握し、その内容を院内及び地域に公開し、その

ネット接続をスタートした。第３期のSYNAPS

開催を支援・補助するとともに、行われた研修会

は1998年から、高速院内LANとクライアントサー

の評価・反省をまとめ、これらの情報をもとに今

バー型システムをいちはやく開発し導入した。国

後のあるべき医療研修の内容と方法について討議

の施策としてすべての国立大学附属病院におかれ

し、次年度研修にその内容を活かすことを目指し

ることとなった医療情報部は、2001年に滋賀医科

ています。医療研修部の活動が病院の診療の活性

大学にもおかれることとなり、医学情報センター

化、質の向上に大きく役立つことを期待していま

医療情報部門は医療情報部に移行した。2002年か

す。

ら専任の教授（永田）准教授（杉本）がおかれ、
病院のあらゆる部門・職種の協力のもと、現在の
体制となっている。

■臨床研究開発センター

第４期のSYNAPS IIにおいては2004年から電

治験の適正な実施を図る観点から「医薬品の臨

子カルテ機能を一部持たせた医療情報システムを

床試験の実施の基準に関する省令（改正GCP）」

オーダリングシステムとして使用しながら、電子

が全面施行された翌平成11年４月、当院において

カルテへの移行準備期としてデータベースを整え、

も吉川隆一第三内科教授初代室長の下、治験管理

2010年の第５期のNihoでは、病院再開発のさなか、

室が設置され、治験コーディネーター（CRC：

病院を止める事なくオーダリングから電子カルテ

専任非常勤看護師）１名と兼任の事務担当者、薬

へと移行を行った。現在2015年からの第６期に向

剤部の協力を得て始動した。

けて、準備を進めている。

平成13年山路 昭薬剤部長、平成14年柏木厚典

1987年時点から医療情報をあつかう医療情報部

第三内科教授がセンター長に就任され、改正GCP

門には病院のコンピュータ・情報関係の実務を行

施行によるオーバークオリティ等が招いた治験の

う医療情報係をおき、医療情報の教官とともに、

空洞化の措置として厚生労働省から全国治験活性

技術的な業務もこなせる高度なコンピュータ知識

化３か年計画が公表された平成15年には、病院１

を持つ事務官が担当し、常に後進を育てる形で病

階に治験管理センターとして移動し、CRCと一

院システムを維持・管理してきた。医療情報部門

部事務職員の配置の一元化による業務共有化、効

は、こうした医療情報係をはじめ、学内の教官・

率化や事務局業務の充実等、国策に歩調を合わせ

技官・事務官を問わず数多くの優秀な人材にささ

る基盤が整った。

えられてきた。医療情報部門は医療情報部になり、

一部支援していた臨床研究では全国に先駆けて

医療情報係は医事課の再編により現在は病院管理

多施設共同臨床研究における他施設へのトラベリ

課の下で活躍している。事務職員だけの構成から、

ングCRCシステムを構築し、現在の地域ネット

卓越したコンピュータ技術・能力を持つ専門職と

ワークの礎となっている。

しての技術職員の比率を増やし、より高度なシス

中川雅生副センター長が専任のセンター長（助

テム開発・情報処理・情報管理を行う体制に変化

教授）として着任した平成16年４月より文部科学

しつつある。

省リーディングプロジェクト「オーダーメイド医

医療情報部は、今後も情報の質的管理を含め、

療実現化プロジェクト」へ参加し、バイオバンク

病院における医療情報処理・医療情報管理・地域

ジャパンの整備・拡充に貢献してきたが、現在、
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PGx研究への関与やSNPs解析を利用した臨床研

看護師育成プラン～専門分野の知を結集し臨床看

究参加にも至っており、平成25年４月より引き続

護教育者を育てる～」を含む８件が選定されまし

き第３期プロジェクト（オーダーメイド医療の実

た。この事業を実施することを目的に、看護臨床

現プログラム）にも参加している。

教育センターが平成21年12月１日付けで滋賀医科

平成17年に臨床検査技師、薬剤師CRCの常勤

大学医学部附属病院に設置され、平成22年６月に

化や事務専門職員の配置、看護部から副看護師長

看護スキルズラボが開設されました。この事業の

の人員配置を受けて院内での協力も拡大し、平成

目的は、大学病院看護部と自大学看護学部・看護

15年の法改正で可能となった医師主導治験支援を

学科が連携し、体系立てられた臨床研修方法や体

開始した。翌年には滋賀治験ネットワークを設立

制等を、学問的検討を行って開発する。そして、

し、県下の多施設共同治験、臨床研究の実施支援

臨床の看護職および基礎教育課程の教育レベルを

を行うと共に、新たな治験活性化５か年計画（平

向上させることにより、効率的・継続的な専門能

成19年）に研究者（医師）の教育が提唱された同

力の習得と向上が図られ、国内の安心・安全な看

年より５回生の医学生臨床実習受け入れを開始し

護提供体制を構築することにあります。
臨床教育看護師とは、一般の臨床看護師を教育

ている。
平成23年には先進医療を含む臨床研究の支援受

する看護師であり、看護臨床教育センターでは、

託と機能の充実を目的に臨床研究開発センターと

この臨床教育看護師を育成するための教育プログ

改名すると共に医師主導治験調整事務局支援を開

ラムを開発し、実施しています。事業の５年間

始した。

で、臨床教育看護師プログラム33名（内３名外部）、

国も施策を臨床研究・治験 活性化５カ年計画

臨床教育助産師プログラム４名（内２名外部）が

2012へ移行し、復興政策に伴う産官学連携の推奨、

受講しました。平成25年度まで、臨床教育看護師

臨床研究の基盤強化が進められている。一方で高

20名、臨床教育看護師２名が認定され臨床の教育

血圧治療薬等の違反事例を受けて、大学の使命で

者として活躍しています。

ある研究の推進、品質確保における当センターの
責務は増大し、新たな変遷の時期を迎えている。
治験186件、医師主導治験７件（１件は調整事

看護臨床教育センターでは、次の６つのプロ
ジェクトを実施しています。
１．教育プログラムの開発

務局）
、臨床研究40件（７件は事務局等支援）の

２．教育指導者の養成

実績を積み、現在、藤山佳秀センター長の下、専

３．臨床教育支援のための環境整備

従CRC12名（薬剤師１名、看護師９名、臨床検

４．人事交流

査技師１名、管理栄養士１名）、事務局（薬剤師

５．キャリア支援

３名、事務７名）が従事している。当学発の医学

６．地域医療への貢献

的妥当性や社会的意義の高い臨床研究が適正かつ

特に人事交流においては、看護臨床教育セン

活発に実施される10年後を目指して着実に歩みを

ターが拠点となり、看護学科教員が、附属病院に

進めて行きたい。

おいて臨床勤務を実施し、平成25年度のみでも12

（藤山佳秀、大路正人）

名、延べ日数で160日間の臨床勤務を実施し、また、
臨床教育看護師は看護学科の演習に参加していま
す。このようにユニフィケーションによる教育体
制が確立しました。
また、地域医療への貢献として、平成23年度か
ら県内の医療施設対象の新人看護職員研修を実施
し、９施設からの参加があります。その他、平成
24年度からは、県内看護師養成所の専任教員フォ

■看護臨床教育センター
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ローアップ研修を実施し、７校から教員の参加が
あります。平成26年３月に文部科学省大学改革推

平成21年度に文部科学省の新規事業である「看

進事業は終了しましたが、引き続き看護臨床教育

護職キャリアシステム構築プラン」が開始となり、

センターにおいて、事業を継続することになって

申請48件中、滋賀医科大学が申請した「臨床教育

います。学部と臨床そして地域との連携を深め、

●●●●●●

●医 学 部 附 属 病 院

事業の更なる発展が望まれています。平成25年度

則明准教授（医療安全管理部）、村田 聡講師（消

には、滋賀県の地域医療再生基金事業「在宅療養

化器、乳腺・一般外科）、山本 孝講師（循環器内

支援のための県内医療福祉従事者の多職種連携共

科）、森野勝太郎助教（糖尿病内分泌内科）、奥野

通人材育成」が採択され、新たな事業も展開する

貴史講師（血液内科）が兼任の副センター長とし

ことになりました。

て、多くの運営に携わり、協力頂いています。

今後も、看護師の質の向上と滋賀県下の医療人

スキルズラボの充実にも力を入れ、清水智治講

の育成に貢献できる看護臨床教育センターであり

師（消化器外科）に兼任のスキルズラボ長として

たいと思います。

協力頂き、年々利用者が増えています。昨年には、

（多川晴美）

最先端の手術システムであるダ・ヴィンチのコン
ソールシステムも研修用に設置しています。
研修プログラムの立案、研修医の指導、サポー
ト、助言や医学科学生の進路相談とともに、セン
ターの主催する関連行事として、研修医のための
基礎的レクチャーである「イブニングセミナー」、
「CPC」を定期的に開催し、臨床医としての教育
を行っています。また、指導医の育成のために、
年１回「指導医講習会」も開催しています。学生
のためには、大学病院の説明会や、他大学在校生
の病院見学も実施しています。

■医師臨床教育センター

本院の医師臨床研修の実施には、本学以外の医
療施設の協力も不可欠で、平成26年度の時点で23

本センターは平成14年４月17日に、その前身で

の協力型病院、40以上の診療所等の協力施設と連

ある「卒後臨床研修センター」として、設置され

携して、研修施設に幅広い選択肢を確保していま

ました。本センター設置は、平成16年から全国規

す。

模で運用が開始された２年間の医師臨床研修（い

過去５年間の本院の研修医採用数は、36名（平

わゆるスーパーローテ）の必修化に備え、研修プ

成22年）、39名（23年）、43名（24年）、35名（25年）、

ログラムの作成・運用、研修医の採用、研修医を

39名（26年）となっています。

対象とした各種セミナーの開催などの業務の実施

「県内唯一の医学教育に特化した研修病院」と

が目的でした。平成20年度には「卒後臨床研修セ

して「研修医が有意義な臨床研修」をできるよう、

ンター」から、現在の「医師臨床教育センター」

各診療科の指導医とともに、センターとしても研

に名称を改めています。

修医をより個別にサポート、配慮できる、きめ細

初代センター長は前々病院長の森田陸司先生、

やかな運営を目指したいと考えています。

二代目のセンター長は前病院長の柏木厚典先生、

そして、研修医の育成に、高い質とともに数も

三代目は前消化器・血液内科教授で、現本学理事

向上させ、滋賀県の医療のマンパワーの円滑な供

である藤山佳秀先生、四代目がセンター設立当初

給に止まらず、「国際的にも通用する医療人の育

から副センター長として、その後本年３月までセ

成」ができる「中核病院」を目指して参ります。

ンター専任でご活躍された現聖ヨゼフ医療福祉セ
ンター病院長の太田 茂先生、そして五代目に本
年４月１日から本学眼科准教授であった西田保裕
がセンター長に着任し、副センター長の金崎雅美
特任助教、本院病院管理課病院研修係職員と医師
臨床教育センターの２名の非常勤職員のスタッフ
とともにその任務にあたっています。そして、松
末𠮷隆病院長と、教育・研修担当副病院長である
山田尚登教授にセンターの運営に関する指導と
サポートをしていただいています。また、手塚
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■患者支援センター

取り合って統合的に業務を推進することにより、
患者支援を充実させ、地域の各関係機関との連携

地域医療機関との連携推進を目的として、平成

をさらに強化している。平成23年度末に完成した

14年４月に地域医療連携室が設置され、同７月

病院再開発により、患者支援センターは病院正面

より、紹介受付（特殊検査電話予約、診察予約、

入り口に最も近くて目立つところに配置され、ま

事前受診手続き）
、患者サービス（医療福祉相談、

さに「病院の顔」となり、効率的な入院診療を安

医療相談）
、逆紹介の推進、紹介元への報告書の

心して受けられるよう「入院支援室」をも整備した。

督促と送付などの業務を開始した。これらの業務

今後は医療福祉相談の更なる充実を目指している。

は、 地域医療機関との退院調整業務を行う部署
として平成10年に開室した継続看護室と密接に協
力しながら実施した。この地域医療連携室は平成
16年４月からの法人化とともに地域医療連携部に
移行した。
さらに、平成20年７月１日、地域医療連携部は、

薬剤部
１．はじめに
平成22年３月より３代目薬剤部長として寺田智
祐教授が就任し、現在のスタッフは薬剤部長（教

患者支援と地域関係機関との連携をさらに強化す

授併任）１、副部長２（准教授併任１）、室長８、

るために「患者支援センター」に新しく生まれ変

特任助教２、薬剤師24、事務補佐員11の計48名で

わり、
「地域医療連携」、「予約管理」、「病床管理」、

ある。職員数は20年前の22名から倍増した。その

「医療福祉相談」、「継続看護」の機能を統合的に

背景には以下に述べる教育研究活動や薬剤師業務

実施することとなった。すなわち、これまでの地

の活性化、多様化がある。

域医療機関との連絡調整のみならず、予約業務や
病床管理の業務についても当センターが中心的な

２．教育・研究活動

役割を担うこととなった。各部門がそれぞれに工

２－１

夫を重ねるとともに、センター内で密接に連絡を
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教育活動

教育活動としては医学部学生を対象とした講義

●●●●●●

やポリクリの受け入れに加え、薬学部実習生とし

３－４

●医 学 部 附 属 病 院

薬効薬物動態解析部門

て年間約40名の病院実務実習生を受け入れて１期

薬効薬物動態解析室では、バンコマイシンなど

あたり11週間、３期に渡る実習を行っている。ま

42種類の薬剤の血中濃度測定・解析を行っている。

た、大学卒業後の薬剤師を病院研修生として毎年

平成24年よりリチウムの院内測定を開始し、リチ

受け入れている。さらに27年度からは薬剤師レジ

ウム中毒患者へ迅速に対応している。他にも、一

デントの採用も開始予定である。

部の医薬品について治療効果・副作用の予測補助
として遺伝子多型（SNPs）の測定を行うなど、ニー

２－２

研究活動

ズに合わせた柔軟な対応を行っている。

抗がん剤や生活習慣病薬の薬効薬物動態・遺伝
薬理学的研究や薬物及び脂質トランスポーターの
基礎研究、地域と連携した吸入療法実践に関する
研究など、臨床に則した研究を行っており、平成
22年から平成26年５月までに原著論文等（英文）
30報、
（和文）23報、学会発表144件、優秀発表賞
等９件と実績を残している。
３. 業務部門
３－１

調剤、製剤、治験薬管理部門

医薬分業の推進に伴い、院外処方箋発行率は
平成６年の約30%から83％へと増加し、平成25年
度の院内外来処方箋は31,129枚、入院処方数は

看護部

107,986枚となっている。入院調剤室では平成23

平成６年からの病院のあゆみを中心に看護部を

年に注射薬自動払出システムを導入し、医療安全・
業務効率の向上を図っている。製剤室では入院患

振り返り現状を報告します。
看護部は、教育病院としての役割を担いながら、

者に対する高カロリー輸液の無菌調製を行い、感

「あたたかい心で、患者さんに満足していただけ

染リスクの軽減に貢献している。

る看護を提供します」に基づいた、質の高い看護
の提供・高度医療を推進できる人材育成に取り組

３－２

病棟業務、薬務、薬品情報部門

み、活動しております。

病棟薬剤師業務は近年最も注力している業務の
一つである。平成24年より病棟薬剤業務実施加算

【看護実践力強化への取り組みについて】

の算定を開始し、迅速な薬剤情報提供や処方提案

取り組みの一つに、専門認定看護師の育成があ

を通じてチーム医療に参画している。薬務、薬品

ります。平成６年においては専門認定看護師０名

情報部門では、電子カルテ端末から最新の医薬品

でしたが、平成11年に１名誕生、その後平成26年

情報にアクセスできる電子版医薬品集『Orion』

までに６領域専門認定看護師７名、11領域認定看

の作成や、薬剤関連情報を集約した医療従事者向

護師28名を育成しております。

けポータルサイト『iPic』の公開などのIT化を通

専門看護師・認定看護師の活動は、臨床実践力

じて、時代に先駆けた医薬品情報の発信を行って

強化および診療報酬にも大きく貢献しております。

いる。

また、平成19年から臨床能力評価（クリニカル
ラダー）により、質の高い看護提供ができる看護

３－３

化学療法部門

師の育成ができています。

外来化学療法室併設の薬剤部サテライト部門に

なお、平成21年文部科学省大学改革推進事業「看

て、休日も含めたすべてのがん化学療法の注射剤

護師の人材養成システム」に採択され29名の臨床

を無菌的に調製している。また、外来化学療法室

教育看護師、２名の臨床教育助産師育成と地域の

で治療を受ける患者に対する面談・指導を通じ、

看護師、看護教員育成ができています。

他の医療スタッフと共同したチーム医療を実施し
ている。
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【安全な療養環境提供への取り組みについて】
１．再開発への取り組み

そして、平成21年から夜勤専従看護師の配置実
施。短時間労働勤務の導入や学生アルバイトの導

平成15年からの病院再開発事業においては、看

入・平成24年看護補助者の請負及び派遣から大学

護の専門職としての視点を大切に、患者さんの療

採用に変更、平成25年ナースエイド（看護師の業

養環境設定や、ベッド等の物品購入にも配慮し療

務支援）の導入等を行い、役割分担推進を進め専

養環境を整えました。

門性を発揮した看護ケアの提供につなげています。

また、仮眠室設置やカンファレンス室を設け、

その他に、他の国立大学病院に先駆けて平成19

働く人が働きやすい環境にも目を向け活動するこ

年に手術部看護師手当の導入実施、救急部勤務手

とができています。

当の獲得や夜勤看護師手当の増額等の給与面にお
いても、看護師の働きやすい環境のために努力を

２．質向上への取り組み
平成15年・平成20年・平成25年度において受審

今後、看護部は、理念に基づいて看護の専門職

した機能評価により、医療者のチーム力が高まり

として人材育成強化を図り、患者さんに満足いた

質の高いケアの提供につながっています。

だけるケアの提供ができるように看護道を邁進し

一発合格の結果は、看護師長の貢献によるもの
が大きいです。
【働きやすい職場環境への取り組みについて】
平成19年に７対１看護体制となり、多くの看護
師が確保され二交替勤務体制に変更し、平成19年
には全部署が二交替勤務となりました。
ま た、 平 成22年 か ら はQMN（ ク オ リ テ ィ ー
マネジメントナース）の設置、平成23年からは、
PNS（パートナーナーシングシステム）の導入を
行いケア提供しています。
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行ってまいりました。

てまいります。

（林

周子）

第４章

大学を支える
ひとびとからのメッセージ

湖医会

大学創立40周年に思う
渡辺

一良（2期生）／湖医会会長

我らが母校、滋賀医科大学が創立40周年の節目
を迎え、新たな一歩を踏み出しました。この間に、

この節目の年にあたり、これからの滋賀医大は

医学科3,304名、看護学科1,168名の同門の医療人

どういう方向性を目指すべきなのでしょうか。経

を輩出してまいりました。この膨大な数の卒業生

済が窮迫したからと国立大学を法人化し、国庫か

は、滋賀県はもちろん近畿圏ばかりでなく、全国

らの補助金は毎年削減する、追い打ちをかけるよ

へ世界へと大きく羽ばたいているところでありま

うに医師研修制度を変革して大学医局を弱体化し、

す。そのことを象徴的に示す実例をあげると、本

結果的に研修医の大学離れ、大都会への医師集中、

学出身の大学教授就任者は実に50名に上っている

診療科間の偏在が顕著になった、そのうえ監督官

のです。この数字は本学と同時期に発足した他の

庁は毎年のように課題を課して対応を迫る、
・・・

医大、医学部と比較しても群を抜く数字である、

そのような厳しい環境の中で、単科医科大学とし

ということを記しておきたいと思います。また毎

てどのような独自色を打ち出し、魅力ある大学と

年の湖医会賞の選考会議で感じることですが、本

してその存在意義を主張できるか。

当に優秀で有能な同門生が、目立たない分野・領

そのようなとき、伝統ということが意味を持つ

域を含め、それぞれの立場で頑張って成果を出し

のではないでしょうか。本学は発足当初より、医

てくれていることに感心させられます。

療者としての深い倫理観、高潔な人格、そして確

本学は創立以来、地域に根差し、世界に羽ばた

実な医療技術をもつ医療人を育ててきました。ま

く滋賀医大、という大目標を掲げてまい進してき

た最先端かつユニークな研究をおこなって世界に

ました。各種の大学評価、調査でも、居並ぶ古豪

発信できることを目指し、優秀な教授陣を擁して

の大学に伍して常にトップ集団にいて輝かしい実

有意義な結果を出すという方針でやってきました。

績をあげ、雑誌などに掲載されていることは良く

これらは初代脇坂学長以来、連綿と続く良き伝統

知られています。このことはまことに誇らしいこ

であります。その結果として他の強豪大学と渡り

とであります。

合い、滋賀医大独自のカラーを打ち出して存在価

このような活躍ができたことは、40年間の長き

値をアピールしてきた歴史でもあります。

にわたって滋賀医科大学やその学生、その卒業生

開学40周年という節目にあたり、いつまでも我

を温かく見守り、支え育ててくださった地元の皆

らが母校が活き活きと成長していけるよう、初心

様、関連する諸機関の皆様のお力があったればこ

を振り返り足下を見つめなおす機会にしたいと思

そで、このことに心からの感謝を申し上げる次第

うものです。

医学科後援会

開学40周年に寄せて
塚本
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です。

正満／滋賀医科大学医学部医学科後援会会長

本年、滋賀医科大学は1974年の開学から四十周

生方や関係者各位、また多くの卒業生の皆さんの

年の節目となる記念すべき年を迎えました。今日

努力に、心より敬意を表します。特に、各方面で

に至るまで大学運営に携わってこられました諸先

活躍する皆さんを目に致しますと、当時の第一歩

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

が今日の地域医療を支える大学の礎となっている
ことに深い感慨を禁じえません。改めて、心より

「臨床」ということに繋がるのでしょうか。
私自身は医学と縁遠いところに身を置く人間で
すが、一人の患者の立場から医療についての在り

お祝いを申し上げる次第です。
滋賀医科大学が歩みを始めた20世紀は、自然科

様を考えることは可能です。医師或いは医療従事

学の領域で幾つもの大きな発見がなされた時代で

者は、健康で人格高潔にして学識が高く、一点非

した。医学・生理学に関わりのある分野に目を向

の打ちどころのない人物が望ましいわけですが、

ければ、Alexander Flemingによる抗生物質（ペ

常識的に考えればそんなことが簡単にできるわけ

ニ シ リ ン ） の 発 見、James Watson、Francis

ではない。残念ながら現場の厳しい労働環境がそ

Crickに よ るDNA分 子 構 造 の 発 見、 さ ら に は

れを許さないかもしれない。この理想に一歩でも

Jonas Salkによるポリオワクチンの開発などが挙

近づくためには、先ず、周りのスタッフと十分に

げられるでしょう。それぞれの発見・発明は時代

協力できる人間になる必要があります。これはど

的な要請を背景に行われた側面が強いわけですが、

のような仕事にも通ずる大事なルールです。患者

ひた向きに研究に取り組む姿勢と「基礎サイエン

さんが本当に必要としている治療は相手の気持ち

ス」としての価値・方法論が後世に多くの人の命

に寄り添うところから始まるはずで、分け隔てな

を救うこと（或いは糸口）に繋がりました。しか

く意思疎通できる人物が求められます。本当の意

しながらその「サイエンス」でさえ、現在に至る

味で「医師」になるとは、国家試験にパスするこ

も全ての患者を救うことは出来ないわけですから、

とを意味しない。継続的な努力、心身の研鑽と最

未解決の問題は相変わらず山積しているといって

新の知識を学び続ける姿勢が、「知の結晶」とし

よいのではないでしょうか。如何なる場合でも、

てバランスのとれた「医師」を育てていくのでは

治療は原因と結果の因果関係（論理的普遍性）が

ないかと思います。

明らかになってこそ正しくなされるに違いないと

今までがそうであったように、これからも医療

思います。ここで忘れてはならないことは、すば

人にかかる社会からの期待は大きいものがありま

らしい発明や発見が一般社会から敬意を持って受

す。それらに応える為にも滋賀医科大学が中心と

け入れられた大きな理由の一つが、世の人々の幸

なり、優れた医療人の育成と先進的な医療技術の

福に貢献しているという点です。少し飛躍があれ

発展に貢献し、地域の医療現場に確固たる存在感

ばご容赦願いたいのですが、医学の世界でいえば

を示し続けられんことを祈ります。

しゃくなげ会

しゃくなげ会の歩み
高橋

正行／しゃくなげ会理事長

滋賀医科大学の開学40周年、おめでとうござい

な対応は全国的に高く評価されています。しゃく

ます。しゃくなげ会（滋賀医科大学の献体篤志団

なげ会は1975年６月23日に設立され、その発起人

体）も準備室が1974年に設置されていますので40

は滋賀県前副知事、滋賀県厚生部長、滋賀医科大

周年を迎えます。

学学長、滋賀県医師会長、比叡山延暦寺長臈、滋
賀県会議員を含む県内の最高有識者から構成され

素晴らしい創成期

ました。滋賀医科大学も脇坂学長・解剖学教室の

医学部・歯学部には医学生の解剖実習のために

前田教授・越智教授が陣頭指揮を発揮され、献体

死後の自らの身体を何の対価を求める事なく捧げ

受け入れのために教授会が中断されたなど多くの

る「献体」を行うボランテイア団体が存在します

エピソードがあります。学生時代、副理事長の葉

が、しゃくなげ会という名称はユニークであり、

上照澄長﨟（故人）から「ええかげんな医者になっ

「滋賀医科大学方式」と呼ばれるご献体への丁寧

たら承知せんぞ」と叱咤激励された事や脇坂初代
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学長（故人）が「ご遺体はあなたたちの先生です。

横川中堂の滋賀医科大学慰霊墓地で行われます

生命への畏敬を常に意識して学びなさい。
」と教

（図２）。「祈り」の空間である聖地比叡山ですが、

えられた事は、本学のバックボーンを成していま

究極のボランティアである献体によって、元気で

す。

生きるのに必要な「心」の安定を得られています。
しゃくなげ会入会によって「心の落ちつきと安ら

成長期

ぎを覚えた」（諏訪初代理事長（故人）、元滋賀県

図１を見ると、登録者数の劇的な増加がわかり

副知事）、「天寿を全うしてしかも最後にまだ何か

ます。素晴らしい発起人と会員でスタートした事

のお役に立つとすれば本当に冥利につきるものと

と滋賀医科大学の献体システムの素晴らしさが県

言えよう」（本原貫一郎初代副理事長（故人）、滋

民に広く浸透した事の成果です。国も献体法を

賀県医師会長）など、解脱や悟りの境地を書かれ

1983年に「医学及び歯学の教育のための献体に関

ています。毎年、比叡山の石段を登り山道を歩く

する法律」として制定されました。これは滋賀医

のは結構大変です。元気で長生きに必要な「ロコ

科大学の教職員・学生、しゃくなげ会役員の皆様

モ（運動器）」を衰えさせてはいけないと運動を

の尽力の賜物であり、医療者・介護者として活躍

継続されている会員も多くいらっしゃいます。毎

されている卒業生への評価です。大学への帰属意

年、10月の教養学習会では毎年、滋賀医科大学の

識のシンボル
（アイデンティティ、心のふるさと）

先生方や各地で活躍されている卒業生の皆さまか

の一つとして、しゃくなげ会は存在すると思いま

ら貴重なお話を解りやすくお話頂いております。

す。

熱心にメモを取って実践する会員も多くおられま
す。難しい事は置いといて、ボランテイアは楽し
い、しゃくなげ会の善意・心の落ち着き、自分の
死後の役割を決めたのがしゃくなげ会員です。40
周年を迎えられた滋賀医科大学とその卒業生の今
後の大きな成長を大いに期待しております。

図１ しゃくなげ会の登録者、健在会員数、成願者数の推移

成熟期を迎えて今後の役割
しゃくなげ会の会員は不思議と元気で長生きの
方が多くいらっしゃいます。５月の慰霊法要は比
叡山の根本中堂近く阿弥陀堂で行われ、納骨式は

学外有識者
会議委員

比叡山横川中堂にある滋賀医科大学墓地
（納骨式に撮影）

未来を拓く滋賀医科大学への期待
井村
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図2

裕夫／先端医療振興財団理事長

滋賀医科大学が創立40周年を迎えられ、ますま

であり、滋賀医科大学の学外有識者会議の委員も

す発展の一途をたどっておられることは、まこと

務めましたので、大学の発展を目の当たりにする

におめでたいことであります。私も滋賀県の出身

ことに大きな喜びを感じております。

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

滋賀医科大学が創設された当時を振り返ってみ

になります。そして多くの人が質の高い生活を

ますと、第一次オイルショックがあったとはいえ、

送って、安らかに最期を迎える終末期医療の在り

わが国は高度経済成長の真っただ中にありました。

方も問題になります。また社会が急速に変貌して

第二次世界大戦後のベビー・ブーマーが生産年齢

いく中で、小児の発達障害や成人の精神疾患も問

に達して高齢者を支え、国民皆保険制度も年金制

題になっています。しかも人口の都市集中が進む

度も充実しつつありました。そうした中で医師の

中で、医療の地域格差も重要な課題です。医学と

不足が懸念されるようになり、一県一医大の掛け

医療は、いま明らかに一つの重要な転換期を迎え

声の下新設医大が無医大県に次々と設置されまし

ています。それは一言でいえば、人々が病気にな

た。滋賀医大はその中でも先頭の集団に属してお

るのを待って治療する受け身の医療から、コミュ

り、近畿地区を中心に新進の優秀な教員と向学心

ニティの中に入って予防に努力する攻めの医療へ

に燃えた学生を集め、比較的短期間に高い評価を

の転換であり、胎児期から成人期までの健康にも

受ける医大へと成長されました。関係者の皆様の

配慮するライフ・コース・ヘルスケアー（生涯を

ご努力は大変なものであったと推察し、敬意を表

通した健康戦略）であり、そして人生の最期を迎

します。

えようとする人々を支える医療であります。

それから40年、わが国は大きく変貌いたしまし

このように考えますと、当然医療人の育成にも

た。
「失われた20年」と呼ばれる低成長の時代の

変化が求められます。もちろん医学は日進月歩で

間に、世界は大きく変化し、とくにアジア諸国の

あり、研究の振興と高度の専門医の育成は、大学

発展が顕著となりました。そしてわが国にとって

にとっても重要な課題であります。しかし高齢者

何よりも大きな課題は、少子高齢化が世界で最も

は複数の病気を持っていますので、専門医のみで

早い速度で進んだことであります。かつては多く

対応することは効率も悪く、適切でもありません。

の生産年齢の人が、１人の高齢者を支える胴上げ

その意味で家庭医、あるいは総合医と呼ばれる医

型でありましたが、今や３人が一人を支える騎馬

師の養成に、本格的に取り組まねばならない時が

戦型となり、近い将来１人が１人を支えるおんぶ

来ています。滋賀医科大学は、その面で有利な位

型になります。日本人の長寿に最も大きな役割を

置にあるのではないかと言えます。それは東近江

果たしてきたわが国の優れた医療制度も、増大す

市の東近江総合医療センターがすでに立派に活動

る医療・介護費のために危機に立とうとしており

を始めており、それを中心にした総合医の教育体

ます。今年は戦後のベビー・ブームの最後の年に

制が整いつつあるからであります。また滋賀県は

生まれた人が65歳に達しますので、いよいよ超高

その面積や人口からみても、医療過疎地域を少な

齢社会元年ということになります。しかも出生率

くするのに適切な規模であります。今後滋賀県の

は下げ止まりしたとはいえ増加せず、今後所得税

北部地域とどう連携体制を整えていくかが課題で

などの税収の大きな増加を望むことができません。

ありましょう。それがうまく進めば、わが国にお

消費税は上げざるを得ないでしょうが、それにも

ける一つのモデルケースになるのではないかと考

限界があります。限られた資源を最大限に活用し

えます。

て、国民の健康長寿をどう支えていくかが大きな
課題であります。

滋賀医科大学は40年の間に確固とした基盤を形
成され、より大きな発展を目指して歩む体制がで

そのために求められるものは、病気の治療より

きたと言えましょう。わが国が、そして世界が急

も予防であり、対症療法よりも原因療法であり、

速に変わろうとしているこの時期に、新たな未来

そして個人の特徴に応じた「個の医療」でありま

を先導する大学の一つに育ってほしいと念願して

す。かついったん障害が起こった場合の再生医療、

おります。

リハビリテーション、補助装具などの開発も必要
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経営協議会
委 員

滋賀医科大学との40年間の思い出
池口

滋賀医科大学開学40周年、誠におめでとうござ
います。
心からお祝いを申し上げます。

連携していた証ではなかったのかと思い起こして
いるところであります。
そして３度目の関わりは、県の出納長を退任い

私と滋賀医科大学との関わりは、まさに今から

たしました翌年の平成20年４月から26年３月まで

40数年前に始まり、以後、不思議なご縁といいま

の３期６年間にわたり、第６代馬場忠雄学長のも

すか、３度の出会いがありました。

とで「経営協議会委員」として参画させていただ

まず最初の関わりは、昭和47年であります。

きました。

当時、県職員でありました私は、東京事務所勤

特にこの期間は、平成16年４月１日より「国立

務をしておりましたが、時の政府の方針で示され

大学法人滋賀医科大学」として新たな組織でス

ました「一県一医科大学設置構想」を受け、その

タートしてから５年目を迎えるという極めて重要

当時全国で未設置県が20数県ありました中で、我

な時期であったと思っております。

が滋賀県も是非これを誘致しようと急遽その取り

さらにまた、このスタートに合わせて策定され

組みが始まり、早速県庁内に「国立医科大学誘致

ました「第１期中期計画（平成16～21年度）」が

準備室」が設置され、東京事務所での担当として

終盤を迎え、その纏めを行うとともに、第２期の

私が特命を受けたのであります。

新しい計画（平成22～27年度）を策定しなければ

以後「何としても滋賀県に医科大学を・・・」

ならないという大事な時期でもありましたが、馬

を合言葉に、日夜を問わず文部省はじめ文教族と

場学長の「トップマネージメント」のもとに関係

言われた国会議員や関係団体などへの陳情・要望

者が一丸となって、さらなる発展充実にご尽力い

活動を強力に展開した結果、今でも忘れもしませ

ただくとともに「経営協議会」においても積極的

んが、昭和47年12月の国家予算案の決定に際し、

な議論をすすめるなどの中で、文部科学省や滋賀

時の文部大臣奥野誠亮氏より来年度の国立医科大

県はじめ関係の皆様方より大きな信頼と評価を得

学の設置は「滋賀県と宮崎県」と発表されました

ることとなったところであります。

時には、それまでの苦労が一度に吹っ飛んでしま

数ある評価の中から、特に顕著な事例を見てみ

い、本当に胸が熱くなったのを昨日のことのよう

ますと、大学全体では、まず「全国医科系大学の

に思い出しております。

地域貢献度ランキング」で上位を占めたこと（平

そして、昭和49年10月１日に滋賀県民の大きな
期待の中で開学したところであります。

成24年度、全国28大学中第２位）や「国家試験合
格率」が全国で第１位であったこと（平成22～23

以来、多くの関係者のご尽力により順調に発展

年度、医師99%、看護師100%、保健師100%、助

してまいりました滋賀医科大学に２度目の出合い

産師100%）、また附属病院においても「全国の頼

が訪れました。

れる病院ランキング」でトップクラスの評価を受

それは、私が県庁で当時、健康福祉部長をして

けたこと（平成25年度、全国1,205病院中第２位）

おりました時に平成12年１月から13年３月までの

や県内で初めて「手術支援ロボット『ダ・ヴィン

１年２ヶ月の間、第４代小澤和惠学長の時代であ

チSi』を導入」するなど常に最先端の医療技術が

りましたが「外部評価委員会委員と倫理委員会委

整備されていること、さらにまた「大学の地域経

員」として務めさせていただいたところでありま

済に及ぼす影響」も総合評価として約240億円と

す。

いう大きな波及効果が示されたこと（平成25年度

当時は、県職員が現職として委員を務めるのは
全国でも珍しい事例だと聞かされておりましたが、
それだけ滋賀医科大学が滋賀県との太いパイプで
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博信／元 滋賀県出納長

調査結果）などにより、その信頼と評価は絶大な
ものになっていると思っています。
これもひとえに開学以来、歴代学長をはじめ大

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

学関係者の皆様方の日夜にわたるご尽力の賜と心

なども視野に入れた「国立大学改革プラン」が示

から敬意を表する次第であります。

されるなど厳しい状況が続くものと思われますが、

そしてこのたび、開学40周年を迎え、これまで

どうか今後とも、世界や日本、そして滋賀県民の

の卒業生も全体で約4,500名となり、世界や日本、

大きな信頼と期待に応えていただくためにも、滋

そして滋賀県にも滋賀医科大学の大きな輪が広

賀医科大学の建学の理念にもあります「地域に支

がっている中で、大学を取り巻く環境も大きく変

えられ、世界に挑戦する大学」を基本として、さ

化しているところであります。特に最近、文部科

らなる躍進を続けていただきますよう専一にご祈

学省においても国立大学の機能強化や再編・統合

念を申しあげるところでございます。

滋賀県医師キャリア
サポートセンター

開学40周年を祝して
角野

文彦／滋賀県医師キャリアサポートセンター センター長
（滋賀県健康医療福祉部次長／滋賀医科大学特命教授）

滋賀医科大学が開学40周年を迎えられたことを、
心からお祝い申し上げます。

ター」を設置しました。
滋賀県医師キャリアサポートセンターは、それ

滋賀県は、この少子高齢化社会の中にあって、

まで滋賀県が医師確保支援センターにおいて取り

自然増減率、社会増減率ともに増加している数少

組んできた、修学資金等の貸付事業など医師確保

ない人口増加県の１つです。これは、近畿1,450

の取組に加え、特に次の２つの取組を進めていく

万人の水源でもある琵琶湖を始めとする豊かな自

こととしています。

然環境を有し、また、比叡山延暦寺、彦根城など

まず１つ目は、若手医師が県内で地域医療に従

に象徴される古い歴史を有する一方で、京都、大

事していく過程でキャリアアップを図ることがで

阪などの大都市にも近く、「ほどほどの都会、ほ

きる研修プログラムを作成・提供することです。

どほどの田舎」として非常に暮らしやすい地域だ

研修プログラムについては、滋賀医科大学医学

からではないかと思います。

部附属病院を始めとする県内の多くの病院の協力

しかしながら、滋賀県においても医師不足は深

を得て、それぞれの特長を生かした研修が受けら

刻な問題であり、今後滋賀県においても急速に進

れるような、総合医や専門医を目指すプログラム

んでいく高齢化に備えるためにも、県民の皆さん

を作成・提示し、これをもとに、個々の医師、医

の安全・安心を確保する必要があります。

学生の希望等に応じたオーダーメイドのプログラ

このため、滋賀県では、平成19年４月に、「滋

ムを策定することを目指しています。

賀県医師確保支援センター」を設置し、「医師確

次に２つ目は、医師のための総合相談窓口を設

保システムの構築」「魅力ある病院づくり」「女性

置し、医師・医学生等からの就業・キャリアアッ

医師の働きやすい環境づくり」の３つを大きな柱

プ等に関する相談や、女性医師からの臨床現場復

として、医師確保の取組を多方面から進めてきま

帰などに関する相談への対応を行うことです。

した。

特に女性医師に関しては、出産・子育てにかか

こうした取組もあって、県内の医師数は一定増

わる相談への対応や、出産・子育てによりいった

加しているものの、引き続き医師の偏在解消に取

ん臨床の現場を離れた方の復帰に際し、滋賀医科

り組んでいく必要があります。

大学が有するスキルスラボ等を活用した技能研修

こうした中、平成24年９月に、これまでの「滋
賀県医師確保支援センター」を継承し、さらに発

を実施するなどといった、具体的な対応を行って
いきたいと考えています。

展させるものとして、滋賀県と滋賀医科大学とが

これら２つの取組に関しては、いずれも県のみ

連携し、県医師会や県病院協会の御協力をいただ

で進めることは困難なものであり、滋賀県内で唯

きながら、
「滋賀県医師キャリアサポートセン

一の医師を養成する教育機関である滋賀医科大学
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の協力なしには進めることができません。引き続

域住民の協力による地域基盤型教育により、患者

き連携して取組を進めていただきますようよろし

の立場に立った全人的医療を目指す医師を養成す

くお願いします。

る」こととされています。

さて、現在、国においては、地域包括ケアシス

このような滋賀医科大学だからこそ、医療・介

テムの構築や効率的かつ質の高い医療提供体制の

護制度の改革や、これを踏まえた滋賀県の地域医

構築を図るため、医療・介護制度の改革が進めら

療の充実に対して、大きな役割を果たしていただ

れています。

けるものと期待しております。

また、県医師キャリアサポートセンターの取組

滋賀医科大学におかれましては、全国に、そし

は、まだ途に就いたばかりであり、国の医療・介

て世界に羽ばたく医師の養成に御努力いただきま

護制度の改革とも相まって、今後より一層充実さ

すとともに、滋賀県の医師養成の拠点として、地

せていく必要があります。

域に根差した医師の養成にも御尽力いただきます

滋賀医科大学の理念は、
「地域の特徴を生かし

ようお願いいたします。そして、滋賀医科大学が、

つつ、特色ある医学・看護学の教育・研究により、

次の10年、さらに飛躍し、ますます発展されるこ

人類の健康、医療、福祉の向上に貢献する」こと

とを御祈念申し上げます。

とされており、とりわけ人材育成に関しては、
「地

東近江総合
医療センター

滋賀医科大学開学40周年によせて
－「不惑の年になり、今後の展望は？」
井上
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修平／独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター 院長（呼吸器外科）

滋賀医科大学の誕生から40年～田中角栄首相の

科学講座を中心として医学生・研修医の教育も開

日本列島改造論から各都道府県に最低でも１カ所

始しており、まもなく滋賀県でも最も充実した設

の国立大学医学部を創設するという施策が誕生の

備であるスキルスラボも稼働します。

裏にあったと記憶しています。寂しかった瀬田に

滋賀医大が創立されて40年が経ちましたが、ま

も駅が出来、今では近隣に立命館大学、龍谷大学

だまだ優秀な卒業生が他大学に流出しているのが

も併設され、ヤンマー坂を含め瀬田の丘の上の文

現状です。推薦入学制度、奨学金制度、地域里親

化ゾーンは様変わりしました。私は滋賀医大の３

学生支援制度、滋賀医療人育成協力機構設立、滋

期生で、先日30周年の卒業同窓会が主催されまし

賀県医師キャリアサポートセンター設立等の事業

た。しかし滋賀県で活躍している同級生は少なく、

の成果はこれから期待されるところですが、大学

未だに滋賀県内の主要な関連病院の要職が少ない

及びその関連施設が医療者に魅力あるようにして

現状です。

いかなければなりません。大学にいても関連病院

さて当院は新臨床研修制度が始まった平成16年

にいても、臨床研究を継続しインパクトファク

から京都府立医大の医師引き揚げの影響をまとも

ターのある論文発表ができる環境を作れれば、滋

に受け、常勤医が35人から12人まで減少しました。

賀医大の教授選や関連病院の要職に滋賀医大卒業

しかし平成22年１月に策定された滋賀県地域医療

生が就任でき、後輩も後に続いてくれると思いま

再生計画及び平成22年６月に策定された東近江市

す。滋賀医大の卒業生が自校を自慢できるような

病院等整備計画により、当院と東近江市立の２病

時代になれば、県外からの医療者も集まり、人財

院を再編成し、当院が320床の中核病院となり平

豊富な滋賀県となると思います。

成25年４月に独立行政法人国立病院機構東近江総

これからの日本は「少子高齢化」という大きな

合医療センターへと生まれ変わり、医師数も40人

問題をかかえており、人口も減少しています。

まで増加しました。また当院は滋賀医大の第２教

2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者と

育病院としての使命があり、総合内科学・総合外

なり４人に１人は75歳以上という超高齢化社会が

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

到来します。また2040年には20～39歳女性が半減

思います。少子高齢化の現代では病院を中心とし

し全国1,800市区町村の半数に当たる896自治体が

た街作りが重要になり、それには行政と協力して

消滅するという推計が出されました。これらの将

医師派遣を含む医療体制の確立・変革が時代に

来の状況を考え、医療者にとって、また患者さん

あった形で具現化しなければなりません。不惑の

にとって魅力的な病院作りが重要になってきます。

年になった滋賀医大の新執行部にも将来ビジョン

その一端を滋賀医大が責任を持って担うべきだと

を踏まえてのリーダーシップを期待しています。

公立甲賀病院

滋賀医科大学から県内地域病院へ活力を
清水

和也／公立甲賀病院院長

公立甲賀病院は昭和14年に創立され、今年で75

なく、大学病院としての本来的役割を追及すべき

年目を迎えています。しかし、１年前に移転新築

ではないかと問い掛けたいのであります。大学は

したため往時を偲ぶ風情が全く無くなり寂しい思

臨床研究に力を注いでいる症例、高度先端医療を

いをしていますが、新たな歴史の幕開けと考え思

要する症例、難治症例、学生や若手医師への教育

いを新たにしております。滋賀医科大学は当院よ

となるべき症例に絞って行くべきではないかと考

り遅れること35年の創立ですので、まだ伝統とい

えます。大学病院で日常臨床に忙殺されるのは論

うには早過ぎると思いますが、その存在感は年を

外であり、研究やその発表などに時間を余すべき

追うごとに増していると感じています。

であろうと思います。さらには症例が地域へ回帰

滋賀医科大学の最近の歩みを見ますと、平成７

することによって地域の病院が充実し、人材を養

年に特定機能病院の指定を受け、さらには約10年

う余力のもとに滋賀医大医局出身の優秀な人材が

前の法人化を契機とした経営面の重視により、臨

県内の病院に吸収されて行くと考えるからです。

床への強い傾斜が図られたと拝察しています。そ

病院の力量は中堅医師のポテンシャルにかかって

の結果として現在では、県内の高度専門医療にお

いると思います。従って、中堅医師が大学から地

ける最後の砦となるとともに、先端医療開発にお

域基幹病院へ送り込まれ、臨床研究で身につけた

いても着々と成果を上げ、経営的にも極めて優良

センスを実臨床で生かしてくれれば、県全体の医

な病院となられたと認識しております。しかし一

療レベルは確実にアップすると考えます。そして、

方で、大津日赤や長浜市民を始めとする県内の有

彼らが大学に戻り、新たな医師が派遣されること

力病院などと競合することにもなり、また地方の

になれば理想的な医療が展開されることになりま

二次医療圏で治療可能な症例までもが、大学病院

す。

へ流れて行ったことも少なからずあったと思いま

滋賀県内でも大津湖南地区を除いては、病院医

す。恐らくこういうことも、大学病院経営安定の

師不足が目立ち始めて来ています。滋賀医大医局

一端を担ったのではないかと考えます。当院でも

に人材が少ないことは承知していますが、県外派

新名神高速道路が６年前に開通したことで甲賀圏

遣を縮小してでも県内の地域基幹病院との人事交

域と草津や大津が近くなり、ある意味陸の孤島で

流を進めるべきだと考えます。今後は県内の一部

あった当圏域から、手術の必要な患者さんが大学

病院を除いて、地域基幹病院の人材供給源は滋賀

病院へかなり流れて行くことにもなりました。か

医大に頼らざるを得なくなると思います。隣県の

つての病院の老朽化や力量不足も要因として挙げ

ような医療過疎を生じさせないためには、この40

られますが、何れにせよ病院収支が伸びあぐね、

周年を契機にして、教育プログラムよりも滋賀医

先行きに不安をもたらしたことは事実であります。

大出身者が県内へ残ろうとする環境をまずは整え

このことから共存共栄を図るべしというのでは

るべきではないでしょうか。
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長浜赤十字病院

滋賀医科大学開学40周年に寄せて
濱上

洋／長浜赤十字病院院長

滋賀医科大学開学40周年おめでとうございます。

床まで減床していましたが、今回は２病棟70床に

世界に羽ばたくとともに、滋賀の地域医療に貢

なりました。将来的には貴学精神科教室の強力な

献してこられた40年間に心より敬意を表します。

バックアップにより精神保健指定医の増員を受け

さて、長浜赤十字病院では内科の全ての診療科、

て、いわゆる精神科スーパー救急を目指します。

小児科、精神神経科、脳外科、耳鼻科、歯科口腔
外科、病理が滋賀医科大学の医局人事に属してお

３）総合医局・女医ラウンジ

り、外科の３名を筆頭に、それ以外の診療科も含

新２号館の４階に院長以下全医師の集う総合医

めて常勤医70名中36名が滋賀医科大学の卒業生で

局を整備しました。もともと個室であった部長の

す。研修医については平成16年臨床研修開始以来

先生方には少し我慢していただくことになりまし

33名中20名が滋賀医科大学出身です。また３名の

たが、診療科内だけでなく、全科にわたってコミュ

副院長のうち２名が滋賀医科大学の２期生と７期

ニケーションが進み、セキュリティの面からも正

生で、困難な時代状況の中で昨年より管理職とし

解でした。また将来の女性医師の増加を予想して、

て幾つもの重要な役割を担って活躍中です。その

３つのベッド、ソファ、シャワー、トイレを備え

上多くの滋賀医大の先生方に、医師不足を補って

た女医ラウンジを別に用意しました。人の目を気

非常勤で診療のお手伝いをお願いしており、心よ

にせずに仮眠や休息を取っていただきたいとの思

り感謝申し上げます。

いです。ただ研修医室は設計の関係で別階になり

次にこの場をお借りして、平成25年に竣工した
当院の改築事業のポイントをいくつか紹介させて
頂きます。

ました。
冬季仕様の立体駐車場も整備され、当院の旧の
建造物は全て新調されました。
後は本館における手狭になったNICUの増床と

１）救命救急センター
MR、バイプレーンアンギオの増設、CTの更

ICUの改築ですが、これらは少し時間をかけて検
討してまいります。

新等のハードの整備。
拡張したカンファランス室にて、この４月より、

滋賀医科大学も改築事業を達成されて開学40周

専従医の欠員をカバーするとともに救急医療のレ

年を迎えられました。器が準備されればあとは人

ベルアップと担当医の負担軽減を目的として、救

です。滋賀医科大学を卒業した研修医や若い医師

急・集中治療サポートチームが活動を開始しまし

が県下の病院に着任し、研修し臨床経験を積んで

た。月・水・金の朝８時より、30名近くの医師・

大学へ戻り、研究や高度先進医療に専念後、多く

研修医・センターNs・薬剤師・SW・ME・PT・

がまた地域へと赴任する。そのような自主的で自

臨床検査技師・栄養士等が集結し、60インチモニ

然な良循環がまさに必要とされています。当院も

ター２面を駆使して真剣で本音の症例検討を、時

今後ますます多くの診療科が滋賀医大卒の医師を

に喚声を交えつつ行っています。時々にケースに

中心とした混合チームを志向することになります。

応じてテーマを与えられた研修医によるミニレク

患者さんからだけでなく、医師や看護師にとって

チャーが私にはとても勉強になります。

も魅力ある病院を目指します。

２）精神神経科

を一新された滋賀医科大学が教育・研究・診療の

今年開学40年を迎えられトップマネージメント
築40年を過ぎ、老朽化して耐震性にも問題の
あった旧館より新２号館に病棟外来とも移転しま
した。そもそも150床あった精神科病床は既に100
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拠点として、また将来も県下病院群の中心として
年月を重ね共に発展していくことを願っています。

る
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医学科卒業生

滋賀医科大学の開学40周年に添えて
笹原

正清（1期生）／富山大学

教育機関としての優れた多くの医療人の輩出と、

とともに富山大学の教授会の話題となりました。

医療・研究機関としての素晴らしい実績の積み重

一朝一夕で成ることではなく、強力なリーダー

ねにより、滋賀医科大学の伝統は着実に大きく培

シップと構成員の方々の多大なご努力なくしては

われています。歴代の先生方やスタッフの皆様方

達成できることではありません。外部資金の獲得、

の絶え間ないご指導とご鞭撻、さらに多くの皆様

地域に根差した革新的な教育構想などの戦略が見

方のご支援のお蔭と、卒業生の一人と致しまして

事に運用されている様子が大変よく伝わって参り

深く御礼申し上げます。一期生として入学の後に

ました。

は学生数も少なく、新設医大の将来を不安を持っ

そして、幸いにして多彩で優れた多くの私たち

て語らったこともありましたが、これらは完全に

の同窓生が、存知あげます範囲だけでも、基礎か

過去の杞憂となりました。滋賀医科大学の卒業生

ら臨床医学あるいは地域医療等の様々な分野で、

であることに喜びを感じながら診療と研究に勤し

西は長崎、南は琉球、北は札幌、さらに東は東京

んでいます。

医科歯科大学から産総研と、全国の至る所でそれ

1999年の９月に滋賀医科大学から富山医科薬科

ぞれが突出した素晴らしい活躍をされています。

病態病理学

“新設医大としては”というくくりはもはや無用で

講座）に転出いたしました。各種委員会、昨年か

あり、文字通り国際的な医科大学の一つとして

らは生命科学先端研究センターや地域連携機構の

オーソドックスに、同時に革新的に伝統を積み上

部門等の兼任となりましたが、自らの講座の運営

げ、大きく根を張り見事に発展していく母校を誇

に加え、さらに大学の運営に寄与することの難し

れることをありがたく感じます。私自身は何かに

さを感じてきました。その中で、富山の教授会で

突出するということはなかなか難しいかも知れま

しばしば拝聴しました滋賀医科大学の素晴らしい

せんが、富山大学の職員ならびに滋賀医科大学の

発展には何度も勇気づけられ、元気をいただきま

卒業生として、自らに与えられた職責に力を尽く

した。第 104 回の医師国家試験の全国第１位に

してまいりたいと思います。今後ともどうぞよろ

代表される継続的に非常に高い医師および看護師

しくご指導くださいますようお願いいたします。

国家試験の合格率、附属病院の重要な基盤となる

末筆ながら、益々の母校と関係各位のご発展と

研修医の突出して高いマッチング率、全国86の国

ご活躍を祈念いたします。また、紙面の関係より

立大学法人中２位となりました第一期中期目標期

触れることができませんでしたが、同窓会をご指

間の大学の活動に対する文科省・国立大学法人評

導くださいます皆様にも深く御礼申し上げます。

価委員会の評価など、いずれも大きなインパクト

ありがとうございました。

大学の第二病理学講座（現富山大学

医学科卒業生

滋賀医科大学開学40周年にあたり
鈴木

康夫／東邦大学医療センター佐倉病院
内科 主任教授

滋賀医科大学開学40周年という節目にあたり、
不出来な学生で何とか卒業させていただいた私に

は大変恐縮僭越ではありますが、折角のご依頼で
ありますので稚拙な短文を書かせていただきます。
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滋賀医科大学が開学して40年ということは、一
期生である私共にとっても入学してから既に40年

随分と滋賀医科大学とは距離の離れたところで

が経ったのかと感慨深いものがあります。40年前

活動していますが、炎症性腸疾患という共通の診

入学した時は未だ本校舎は完成せず、まるで高校

療分野を介して前学長馬場先生や現副学長藤山先

生活の延長のような守山の仮校舎で授業を受けな

生から直接ご指導をいただく機会に恵まれ、また

がら過ごした１年半の時間は、仮住まいという居

消化器内科学教授安藤先生や辻川教授とも一緒に

心地の悪さにもかかわらず念願の医学生となった

時間を過ごすことが多く、また全国各地で講演す

溢れる高揚感に満ち満ちていた学生達と、新たな

る機会には聴講にきていただいた滋賀医科大学の

医学部創生に向け一丸となって熱い思いで奮闘す

卒業生に声をかけていただく機会も多くなり、滋

る教職員の皆様方とが入交り、情熱が渦巻く守山

賀医科大学が距離の割には身近に感じてきました。

の日々は一日一日新鮮な出来事の連続で彩られた、

縁あって、本年４月より厚生労働省難治性腸管

人生で最も強い光を放ち続けた瞬間の連続であっ

障害調査研究班の主任研究員を仰せつかり、現在

たような気がします。

はその組織づくりや総会に向けた準備で忙しく過

その後は現在の本校舎へ移転すると共に、私自

ごしております。滋賀医科大学卒業生の一人とし

身は瀬田に居を構え何とか６年間で卒業、当時細

て恥ずかしくない様、日本中の炎症性腸疾患に携

田先生が主宰された消化器内科に入局するか迷っ

わる先生方と一丸となって世界をリードする研究

たあげく郷里の千葉県に戻り、千葉大学第二内科

成果を発信できるよう全力投球で精進するつもり

に入局、松戸市立病院・千葉市立病院勤務後のア

でおります。

イルランド留学を機に炎症性腸疾患診療を生涯の

今後ともさらに一層、滋賀医科大学の関連する

糧と決めひたすら突き進み、その後縁あって現在

先生方の多大なるご支援ご指導をよろしくお願い

は東邦大学医療センター佐倉病院内科で勤務をし

申しあげます。

医学科卒業生

北の大地から「人間尊厳の医療」を発信する
藤宮

峯子
（1期生）／札幌医科大学解剖学第2講座

私は今、北海道の大自然の中で、「人間尊厳の

してきた私を突き動かすのです。

医療」を打ち立てるため、教室のスタッフと一丸

細胞療法の先に見据えているのは、生き方を変

となって研究に打ち込んでいます。40年前に滋賀

革することで自己治癒力の元になる細胞を活性化

医大の一期生として入学した当時の、輝くばかり

し病気を予防するという「人間蘇生の医療」であ

に前向きな気持ちは全く衰えていません。むしろ

り、現代医療のあり方そのものを変革したいので

夢はもっともっと大きくなり、絶対に成し遂げら

す。

れるという確信も当時とは比べものにならないく
らい強くなっています。
今私が取り組んでいることは、糖尿病とアルツ
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ております。

このようなチャレンジ精神を育んでくれたのは、
滋賀医大でお世話になった恩師や多くの仲間たち
です。脇坂行一初代学長が示された開学の精神は、

ハイマー病の骨髄間葉系幹細胞療法で、間葉系細

「一隅を照らす」人物を育てることでした。脇坂

胞の組織修復能力を引き出す再生医療です。30年

先生の言葉で印象的なのは、「トップに立つ人間

前に研究を始めた時から、社会的貢献度の高い研

は自分を律すること」。佐野利勝副学長の、「良い

究を成し遂げることが夢でしたが、今は、一層険

お医者になってください」という言葉。解剖学初

しい頂上を見上げて、最終アタックに挑む心境で

代教授の前田敏博先生からは、「献体をしてくれ

す。この医療が実現すれば、どれだけ多くの人が

る方に最高の敬意を払う」ことを教えられました。

救われるだろう、という思いが基礎医学研究に徹

６年前に湖国から北の大地に赴任した私は、これ

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

ら恩師の言葉に忠実に生き、最高の成果を上げて

を離れた私に出来ることは、あくまでも病に苦し

恩返しをしようと決意しました。

む人を救っていこうとする強い意志を持つ後継者

一期生の精神は、後輩を守り育てること。母校

医学科卒業生

を一人でも多く育てていくことだと考えています。

滋賀医科大学開学四十周年記念誌に寄せて
－滋賀と横浜、いま思うこと－
前川

二郎／横浜市立大学医学部形成外科学 主任教授

滋賀医科大学開学四十周年、誠におめでとうご

多くは東京都心に向かっており、救急疾患やコモ

ざいます。また、今日まで滋賀医科大学の発展に

ンディシース以外では横浜の地元の病院でなく東

貢献され、支えてこられた関係の皆様に一卒業生

京の病院へ行く患者さんが多くいます。

として心から感謝申し上げます。約四十年前、私

近年、経済のグローバル化が著しく、医療とて

が二期生として滋賀医科大学に入学した当時を振

例外ではありません。インターネットで世界中の

り返ると、例えばCTが国内に導入された時期で、

医療情報を知ることができ、自国で行われていな

その後に臨床の授業でも取り上げられ話題となっ

い治療や自国より安く治療を受けるため、国や医

たのを思い出します。今ではCTは標準的な診断

師を求めて患者さんは容易に国境を越えます。メ

のモダリティーであり、どの科においても不可欠

ディカルツーリズムという言葉をご存知の方も多

となったことを考えると隔世の感が致します。こ

いと思いますが、世界規模で医療の競争がすでに

の四十年間に滋賀医科大学が行ってきたことは数

始まっています。日本は医療技術、医療保険制度

多くあると思いますが、医学科に関して言えば最

など世界的に見て医療レベルは高いと思いますが、

も大きな世の中への貢献は、毎年百名におよぶ優

医療コストやソフト面などから見ると十分な競争

秀な人材を育て上げ、三千名を越える医師を世に

力があると言い切れません。私は自分の専門で世

送り出したことだと思います。何人もの卒業生を

界からいかに患者さんを呼ぶことができるか、医

私が直接、横浜で指導する機会を得ましたが、実

療コストも十分に加味して情報発信を行っていく

際、優秀な人材に育て上げられていることを実感

準備をしています。翻って滋賀医科大学が京都や

し、周囲からの評価も高く、とても誇らしく思っ

大阪の病院を向こうに回していかに特徴を出し、

ています。

競争力をつけるか、近畿圏のみならず全国から、

さて、私が滋賀を離れ横浜に勤務してすでに

いや世界から患者さんを呼ぶことができる滋賀医

三十余年になります。思うことは、横浜は規模が

科大学であるにはどうしたらよいか、すでに関係

異なるものの滋賀、特に大津、草津、湖西と似た

の方々で議論がされてきたかと思います。これか

地理的条件にあることです。滋賀は京都や大阪と

ら十年、二十年先の世の変化は今まで以上に大き

いう近畿圏の中心の周りにいわゆるベッドタウン

く、グローバル化します。私はこの度の四十周年

として人口が増加し、それに応じて地域経済が発

を一つの節目とし、滋賀医科大学が今まで蓄えた

展しています。横浜は東京のベッドタウンとして

財産を大いに活用してさらに発展することを期待

発展してきた側面があり、医療を見ても同様なこ

して止みません。

とが言えると思います。横浜を通る鉄道、道路の
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医学科卒業生

滋賀医科大学開学40周年、
おめでとうございます
下田

和孝／獨協医科大学精神神経医学講座 主任教授

合格発表の瞬間、自分の受験番号だけが目の前

ごしていたことを、外の世界に出てようやく理解

に飛び出てくるように見えたことを今でも思い出

した。しかし、難局の打開策を考える際に「髙橋

す。入学当時、コンビニエンスストアは言うに及

先生ならどのように対処しただろうか」「確か、

ばず、瀬田駅前にはまだ何もなく、駅前にはバス

石田（展弥先生（昭和57年卒、２期生）、現・明

停と小屋のようなパン屋（？）、少し歩くとパチ

和会

ンコ屋と２階に焼肉屋、銀行、国道１号線の交差

局員を諭していたな」などと思い出し、何度もピ

点を渡って「ヒカリ屋」という程度の街だったか

ンチを切り抜けた。「背中を見て育つ」というこ

ら、のんびりした雰囲気だった。

とであろう。

琵琶湖病院理事長）医局長がこんな風に医

私は1977年入学の３期生なので、瀬田キャンパ

前述のように３期生であったから、先輩は２学

スで１年生から６年生まで通して過ごした。さっ

年しか存在しなかった。「自分たちが滋賀医科大

そく軽音楽部に入部した。
「軽音楽部に入部する

学を盛り立てないで、誰が盛り立てるのか！」と

とドイツ語の単位はとれない」というまことしや

いう思いが我々３期生には特に強かったと思う。

かな噂が流れていたからだろう、３期生では本当

だから、私も故郷、岡山に帰らなかった。滋賀医

の音楽好きの内田 直君（現・早稲田大学スポー

科大学のbrothers & sistersの中から「○○君が

ツ科学学術院教授）と私のみが入部したが、２名

△△大学の教授になった」「◎◎君が☆☆病院の

とも留年することもなく、進級させていただいた。

院長に昇進した」などということが耳に入ると「お

自分が教職についてみて、当時の自分を振り

～、よかったねえ～」と大声をあげてしまう。学

返ってみると、母校の担当教官の先生方の忍耐強

会で話題になった研究者が同窓であったりすると

さに頭を下げざるを得ない。卒業後、母校の精神

「あ、あいつはねえ、私の母校の後輩でしてね～」

医学講座に入局し、髙橋三郎教授（現・名誉教授、

などと、所謂「ドヤ顔」になってしまう。先日は

埼玉江南病院・院長、獨協医科大学・特任教授）

前田士郎先生（現・理化学研究所、昭和60年卒、

をはじめとする、諸先輩方が私の特性に合わせ、

５期生）の赴任予定先の琉球大学の某教授から「滋

「オーダーメイド」的に教え、授けていただいた。

賀医科大学は層が厚いですな」と返され、更に「ド

不勉強であった小生の現在があるのは、ひとえに、

ヤ顔」である。
滋賀医科大学のbrothers & sisters、これから

母校、滋賀医科大学のおかげである。
2003年１月から栃木県にある獨協医科大学精神
神経医学講座に異動したが、当初は苦労の連続で

も私に「よかったね～」と「ドヤ顔」させてくだ
さい。よろしくお願いいたします。

あった。母校という親鳥の羽の下でぬくぬくと過

医学科卒業生

四十周年を迎える滋賀医科大学にメッセージ
幅広い視野をもった医療の担い手を育てる大学
武内
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一／佛教大学 社会福祉学部

私は、大学卒業後市中病院で研修し、10年ほど

わり、医師になって25年ほどしてから今年で６年

してふるさと小豆島の町立病院小児科に４年かか

目ですが、大学の社会福祉学部でささやかな研究

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

は、必然的に病気に向き合う弱い立場の方と共に

と教育にあたっています。
それでも私は、根っこは臨床の小児科医です。

あります。ですから、例えば「働き手が入院した

子どもたちの育ちを医療が支えることに大きな関

時の残された家族の困惑」や「子どもの発熱に対

心があります。思い起こしてみると、医師になっ

する母子家庭のお母さんの苛立ち」といった生き

た頃、大学で自分自身が受けた医学教育と現実の

る人の姿に、共感をもって向き合える医療・看護

医療現場とのギャップに驚きました。ふつうに暮

の担い手を育てていただきたいです。そんなこと

らす子どもたちが医療を求める場合は、ウイルス

を思いながらPubMedで「子ども貧困」と「小児

感染がほとんどの市中感染症と気管支喘息、アト

がん・悪性腫瘍」を検索すると、共に重要な論文

ピー性皮膚炎、それに発達障害などを含んだ子育

テーマとなっています。しかし、医中誌では「子

てへのアドバイスです。
「小児科学」として系統

ども貧困」は悪性腫瘍と比べるとまったくと言っ

だって学んだ中身の数十分の一が臨床現場のほと

ていいほど論文があがってきません。これは日本

んどの医療を占める。それが、町中での臨床の現

の医学研究のあり方に問題があると思います。大

実だったのです。

学教育に、リアルワールドの問題としてSocial

私は、子どもたちの育ちをアドボケートするの

PediatricsやChild Public Healthをもっと取り入

が、小児医療の本質だと思います。市中感染症の

れてほしいです。日本の子どもの６人に１人が

代表であるカゼに不要な抗菌薬を使わないガイド

OECD基準でいう貧困状態にあることは、学生や

ラインづくり、そのためにも重症感染症を予防す

教員に実感をもって理解されていないかもしれま

るヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンの導入を求め

せんが、貧困下にある子どもたちに日々関わるの

る患者会活動、阪神淡路そして東日本大震災での

が、現実の臨床小児科という分野です。

支援活動、これらが子どもたちの育ちを支える医

地域医療に貢献する滋賀医大の成長を見聞きす

療に繋がるとの思いで私が取り組んできた仕事や

ると、私はそうした母校の軸足のありかたに共感

活動です。大学人となり、
「脱子ども貧困」をキー

を覚えます。これからも志を高く掲げ、繰り返し

ワードに自身のフィールドを模索しています。

で恐縮ですが、幅広い視野をもったレベルの高い

本題ですが、わが母校である滋賀医科大学には、
幅広い視野をもったレベルの高い医療・看護の担
い手を育てていただきたいと思います。本来医療

医学科卒業生

医療・看護の担い手を育てていただくことを心か
ら願い、期待をしています。
滋賀医大ガンバレ！

開学40周年にあたり思うこと
寺田

雅彦／磐田市立総合病院 副院長兼教育担当部長

滋賀医科大学が開学40周年を迎えることになり

ら築き上げようというパイオニア精神です。しか

ました。そしてその間に母校が数多くの医療者を

しながら、滋賀医科大学も40周年を迎え新設医科

国内外に輩出し地元地域だけでなく日本や世界の

大学というレッテルを返上し、成熟した１つの医

人々の健康増進や医学の進歩に多大な貢献をして

科大学として未来に向けて歩みだす時期を迎えて

きたことに卒業生として大きな誇りを感じます。

いるように感じます。

この節目の時期にいろいろ考えてみると、この

そこで、改めて「滋賀医科大学とは何でしょう

ような母校の発展には40年前に何もないところか

か？」それは何といっても本学で学んだ我々が何

ら新設医科大学としてスタートした本学の開学当

を考えどのように行動するかにほかなりません。

初から育まれた気質にあるように感じます。すな

40周年という時期に、「我々は社会や患者の信頼

わち、伝統がないぶん従来の常識にとらわれない

に値する正しい考え、正しい行いをしているの

自由な発想をよしとする気風と何もないところか

か？」と今一度我々ひとりひとりが改めて自らに
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問う必要があると感じています。自己啓発の分野

大は過去の我々の思考の産物である。そして、明

で著明な米国の作家ジェームス・アレンの言葉に、

日の滋賀医大は今日我々が何を考えるかで決ま

「現在のあなたは、過去の思考の産物である。そ

る」ということになるでしょうか。いずれにして

して明日のあなたは、今日何を考えるかで決まる」

も、我々ひとりひとりがこれからの自分のあるべ

というものがあります。この言葉をこれからの母

き姿を思考することが、滋賀医科大学の明日を切

校のあり方にあてはめるならば、
「現在の滋賀医

り開くことになるのではないかと思います。

医学科卒業生

今、思うところ
古家

大祐／金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 主任教授

1984年に滋賀医科大学を卒業して、あっという

熱意をもってお話し頂いたことに感銘を受け、第

間に30年が過ぎた今、思うところが湧き出てきま

三内科に入局することになりました。入局後は、

した。学生時代のこと、入局して医師として臨床、

恩師である初代教授

研究に没頭した旧滋賀医科大学第三内科のことな

生、羽田勝計先生のご指導の下、糖尿病、腎臓病

どです。これまでそのような余裕がなかったのか、

の臨床と研究を始めました。当時は、同期がそれ

本来の性格である自省がないというのか、この年

ぞれ10名以上の患者さんを担当することもありま

になるまで日々を生きてきました。

したが、少ない医局員数であったため２年目から

猛省すべきところですが、入学してからの３年

は、糖尿病腎症の診断基準の作成のため尿中アル

間は、医学生としての日々を過ごした思いはあり

ブミンの測定法を確立する臨床研究も始めること

ません。日々、波乗り、夜のディスコ、麻雀のこ

になりました。吉川先生、羽田先生から厳しいご

となど、小遣いの心配をしながら過ごしていまし

指導を受けましたが、今の自分があるのはと先生

た。恩師の一人である故横田敏勝先生からは、講

方に感謝しています。何といっても、旧第三内科

義のある朝にはお電話を頂き、
「今日は、出席せよ」

の良いところは、繁田名誉教授を筆頭にすべての

と鼓舞して頂きました。当時は、叱責かと思え、

先輩の先生方が自由な研究を求められた結果、個

聞く耳持たず、つまり、欠席を繰り返した頑固で

性を尊重して受容できる環境が構築されており、

実直でなかった自分のさまが思い出されます。こ

自省もできない私が長く過ごせたと思っています。

のような私を気遣ってくれた同級生である３期生

このような伝統ある環境を維持しながら、滋賀医

にも、多大な迷惑をかけてしまったことが思い出

科大学

されます。そのため、１年間の留年生活を送るこ

発展されることを祈念している次第です。

とになりましたが、今から思えばそれを機に少し
方向転換できたと感謝しています。
卒業後の進路も悩みましたが、旧滋賀医科大学
第三内科 安田 斎名誉教授が神経内科の奥深さを
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繁田幸男先生、吉川隆一先

糖尿病内分泌・腎臓・神経講座が益々ご

最後になりましたが、滋賀医科大学

開学四十

周年を迎えられましたこと心よりお慶び申し上げ
ますとともに、さらなる滋賀医科大学の飛躍を祈
念しております。

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

医学科卒業生

受け継いだものを次の世代に
田中


逸（6期生）／聖マリアンナ医科大学
代謝・内分泌内科教授、付属病院副院長

私は工学部を卒業後に自動車会社に１年半勤務

あるのは母校のおかげと深く感謝しています。昨

してから昭和55年に母校に入学しました。現役や

今は卒業後、あるいは初期臨床研修後に母校を離

１浪の同級生から見れば、若年寄の存在で記憶力

れる方が少なくありません。どんな環境でも自分

の限界に挑戦する毎日でしたが、昭和61年に何と

自身の努力で成長することは可能ですが、滋賀医

か卒業できました。卒業後は第三内科に入局し、

科大学の素晴らしい設備と環境、豊富な人材、診

大学病院と健康保険滋賀病院での研修・研究を経

療・研究レベルの高さはどこの大学にもひけをと

て、平成６年から東京都済生会中央病院に就職、

りません。大学を離れてから、強くそう思うよう

平成７年には順天堂大学に異動し、平成18年から

になりました。多くの方が母校に残り、切磋琢磨

縁あって現在の職場に勤務しています。第三内科

して互いに成長し、その結果として大学全体がさ

の医局員時代は内科全般のトレーニングと糖尿病

らに発展することを心から願っています。

の臨床、基礎研究に明け暮れていました。多くの
恩師や諸先生方から指導と刺激を受けたことが、

聖マリアンナ医科大学は神奈川県川崎市の北西

専門医や学位の取得、学会発表や論文掲載などの

に位置する小さな私立医科大学です。私は１年生

成果として少しずつ実を結び、自分自身の成長を

の病院実習と３年生の系統講義、５年生のBSL、

実感できた日々がつい昨日のことのように思えま

６年生の集中講義を担当し、６年生の担任もして

す。

います。定年まであと６年となり、私自身の伸び

学生時代の６年間は医師になるための準備、第

しろはもうありませんが、これから成長する若い

三内科時代の９年間は医師・医学研究者としての

世代の方に滋賀医科大学時代に得た全ての知識や

基礎を形成する期間でした。合計15年間の母校で

経験・考え方を引き継いでいきたいと思っていま

の経験はかけがえのない財産で、今日の私自身が

す。

医学科卒業生

滋賀医科大学40周年に寄せて
西村

明儒
（7期生）
／徳島大学 ヘルスバイオサイエンス研究部
法医学分野教授

滋賀医科大学開学四十周年おめでとうございま

いております諸先生方のご指導の賜と感謝申し上

す。大学は違えども医学部の運営に関わり、我が

げたいと思います。小生、医学部教務委員長を拝

国の医学教育の一翼を担う者として、母校の四十

命しておりますが、現在の高等教育における差し

周年をお祝いする機会を得ましたことを心より嬉

迫った課題は、グローバリゼーションと地域の課

しく思っております。新設医科大学として設置さ

題を発見・解決する能力を有する人材の育成で、

れて四十年、今では、高度先進医療を担う滋賀県

そのための改革の波は、ご多分に洩れず、医学教

になくてはならない存在として、県民の厚い信頼

育へも押し寄せております。いや、むしろ、一方

を受けていると感じております。これは一重に至

では、USMLE (United States Medical Licensing

る所で活躍する卒業生ひとりひとりへの信頼の証

Examination)の受験資格を担保するために10年以

しであり、大学を運営され、教育を担っていただ

内に分野別認証を義務づけられ、他方では、地域
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医療の担い手確保を期待されている医学部は、ま

率が減っていると嘆かれているお声を耳にします

さにその渦中にあると言えるでしょう。小生が准

が、卒後すぐに母校を離れた身としては、言い訳

教授として採用されておりました平成10年以前に

がましくもなりますが、結果的に卒業生が広く活

滋賀医科大学では、チュートリアル教育を導入し、

躍することになるので、国立大学としては、悪く

教育改革を進めた実績があります。数年後、異動

ないのではないかと思っております。在学生の皆

先で導入されようとしていましたので、全国的に

さんには、滋賀医科大学が他大学に多くの教授を

もかなり早い導入と感心しておりました。是非、

輩出していることも知って欲しいものです。

次の10年、五十周年に向けても、独自の時代を先

最後になりましたが、今後も滋賀県の地域医療

取りした改革を進めていただきたいと思います。

の核として、医療の最後の砦として活躍していた

それと共に、若い卒業生の皆さんや在学生の皆さ

だくとともに全国へ、そして、世界へ優秀な人材

んは、教育改革や医療制度改革の波に呑まれない

を輩出していただくことを祈念しまして、母校、

ように一生取り組める課題や診療科を見つけて取

滋賀医科大学開学四十周年へ寄せるお祝いとさせ

り組んでいただければと思っております。初期研

ていただきたいと思います。

修の義務化以降、卒業生が母校の附属病院に残る

看護学科卒業生

開学四十周年記念に寄せて
出口

宏美／パナソニック健康保険組合所属 パナソニック
セミコンダクターソリューションズ㈱長岡地区

この度は、滋賀医科大学開学四十周年、誠にお
めでとうございます。

を迎え、現在は、京都府長岡京市にある半導体事

私が滋賀医科大学に入学したのは1995年、早20

業の会社の健康管理室に配属され、勤務していま

年近く前のことです。看護学科２期生ということ

す。従業員数約3,500名の大規模事業場で、健康

もあり、入学当時看護棟はまだ影形すらない更地、

管理室も常勤医師１名、非常勤医師２名、看護職

１期生の先輩方を頼りに、その後完成した真新し

６名の９名体制という大所帯ですが、偶然にも９

い看護棟で学ばせていただきました。同級生72人

名のうち私を含め４名が滋賀医大卒のスタッフで

で毎日授業を受け、実習し、長く一緒に過ごした

す。健保スタッフに滋賀医大卒スタッフが非常に

仲間たちとは、
時にぶつかったりしながらも、様々

多いという訳でもなく、京滋阪神間の多数の事業

な思いや時間を共有して、楽しく過ごしました。

場の健康管理室間での異動もある中、４名も揃う

４年間は長かったようで、今振り返れば本当に

ことは大変珍しいめぐり合わせなのですが、不思

あっという間だったと思います。講義で学んだこ

議な縁で繋がっているメンバーに囲まれながら、

と・実習で経験したことなどは、今も大きな財産

日々従業員の健康管理業務に携わっています。

として残っていますが、欲を言えば、もう少しま

働き盛りの世代ほど、病気への自覚に乏しく、

じめに学んでいればよかったと、少し自分に後悔

生活改善や医療へ繋げることが難しく、また近年

もしています。卒業後は滋賀医大へ足を運ぶ機会

では、悪性腫瘍や脳心疾患の在職中の罹患率も高

もほとんどなく、湖医会会報誌などで近況を知る

くなってきており、早期に治療してまた元気に復

ことしかできませんが、キャンパス内の様子も当

職し活躍するために、より高度で最新の医療が求

時から刻々と進化を遂げておられることでしょう

められていると痛感しています。その点からも、

し、卒業生の皆様も全国各地の様々な分野でご活

滋賀医大には、より先進的・先端的な医療による

躍されていることでしょう。

地域医療への貢献と、より特色のある教育・研究

卒業後の私は大阪へ出て、パナソニック健康保
険組合（当時は松下健康保険組合）へ、産業保健
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師として入社しました。以来、今年で勤続16年目

等を期待しております。
今後も益々のご発展をお祈り申し上げます。
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看護学科卒業生

卒後14年を振り返って
島本

行雄／京都橘大学 看護学部 成人看護学助手

滋賀医科大学開校40周年おめでとうございます。

も随分変化したと感じます。わたしが働き始めた

看護学科３期生の島本行雄です。

ころ、治療方針に患者さんの意志が反映されるこ

わたしは本校を卒業後、本学医学部附属病院に

とは、今ほどはなかったように思います。病気に

就職しました。あまり出来の良い看護師ではな

なれば長期間病院で過ごし、亡くなる場所も病院

かったので、先輩方・患者さんに多くの御迷惑を

ということが当然の風潮でした。そういった社会

おかけしたのを覚えています。それでも、今日ま

のニーズの変化は看護の活躍の場を在宅・福祉の

で看護師を続けてこられたのは、先輩方・先生方・

分野へと拡げました。また、医療の専門的な分化

その他多くのスタッフの方々からの暖かいご指導、

は、高い専門性を必要としました。逆に薬剤師・

患者さんから頂いた応援や感謝のお気持ちのおか

理学療法・作業療法・介護士・MSW・福祉士・

げと感謝しております。わたしは本学で脳神経外

栄養士など他の専門職種の業務拡大などにより、

科・循環器内科・呼吸器内科・血液内科・消化器

委譲が進んでいる役割も増えてきました。

内科・精神科と、多くの診療科を経験させていた

今のわたしでは、看護が今後どのような役割を

だきました。そのため、本当に数多くの患者さん

担っていくことが良いことなのかはわかりません。

に関わらせて頂く機会を得ました。特にどの診療

ただ、わたしが多くの現場や役割を経験させても

科でも終末期の患者様との関わりは、時に後悔や

らって感じたことは、役割が変化しても、苦しみ

虚無感を感じることがありましたが、逆に大きな

悩まれている人に真摯に向き合い、出てきた感情

喜びや達成感を与えてくれることもあり、今も看

に素直に「行動する」ということには変わりがな

護を続ける原動力になっています。

いということです。そうした行動をとり続ける限

わたしが仕事を始めてからでも、看護の役割は

り、状況やニーズがどのように変化しても、良い

大きく変わったように思います。医療はどんどん

看護を提供できるのではないかと愚考しています。

進歩し、その都度、技術や知識を得ようと必死で

わたしは本年度より、京都橘大学看護学部の助

過ごしてきたように思います。それでも、最初に

手として勤務することになりました。まだまだ自

勤めていた脳神経外科領域での経験・知識は、今

分自身も若輩ですが、これからの看護を担ってい

となっては古くなってしまっているのだろうと少

く後輩たちに、看護の素晴らしさを伝え、応援を

し寂しく思います。個人の価値観や社会のニーズ

していければと思っています。

看護学科卒業生

開学40周年記念に寄せて
－Scienceと向き合う－
森本

明子（8期生）／滋賀医科大学臨床看護学講座

滋賀医科大学が開学40周年を迎えましたことを、

属病院で看護師として循環器、呼吸器、救急の病

卒業生として、また本学の教職員として心からお

棟で勤務しました。その後、大阪大学大学院博士

祝い申し上げます。

課程を修了し、2013年４月１日より滋賀医科大学

私は８期生として本学看護学科を卒業後、本学
大学院修士課程に進学し、その後、本学医学部附

臨床看護学講座成人看護学領域の講師として勤務
しています。
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滋賀医科大学が開学30周年を迎えた頃、私は看

ること、変えたいと思うこと、がscienceの第一

護学科で学んでいました。講義や実習を通じて多

歩であり、それを継続することがscienceと向き

くの学びを得ましたが、特にウィリアム・オスラー

合うことだと思っています。

氏の“Nursing is an art based on science”という

大阪大学大学院での日々はまさに向き合い続け

言葉に感銘を受けました。そして、看護実践の基

た日々だったと思いますが、自身の不甲斐なさに

盤となるscienceについて学びを深めたいと考え、

落ち込むことも一層増え、何度も気持ちが折れそ

大学院への進学を決意しました。

うになりました。そういったとき、研究室の仲間
や先生方に支えられ、人との繋がりの大切さを再

大学院では本学臨床看護学講座成人看護学領域

認識した日々でもありました。

教授の宮松直美先生のご指導のもと、少しでも自
身の研究が良いものになるよう、思考し、調べ、

“Nursing is an art based on science”という言

議論する、という日々を送っていました。自身の

葉に感銘を受けてから10年が経ち、滋賀医科大学

不甲斐なさに落ち込む日もありましたが、本学医

が開学40周年を迎えた今、私は本学臨床看護学講

学部附属病院看護部の方々や内科学講座（糖尿病・

座成人看護学領域の講師として教育と研究に携

腎臓・神経内科）の先生方のご協力により、調査

わっています。そして、学生には、日々、少しで

を実施し、研究をまとめあげることができました。

も良いものに変えること、そのために主体的に学

その後、本学医学部附属病院に入職した際、看

び、思考することが大切であることを伝えていま
す。

護部の方々がとてもあたたかく迎え入れて下さっ
たことをよく覚えています。看護師として働く

最後に、私の現在の日々を支えて頂いています

日々は、大学院での日々と同様に少しでも良い看

臨床看護学講座成人看護学領域の宮松直美先生、

護を提供できるよう、思考し、調べ、議論し、実

森野亜弓先生、園田奈央先生、呉代華容先生に、

践する、という日々でした。日々、今行っている

この場をおかりして御礼と感謝を申し上げます。

看護を疑うこと、日々、少しでも良いものに変え

看護学科卒業生

看護師の経験を活かし、行政の場で働く
松野

私は滋賀医科大学看護学科を卒業後、附属病院

してみたいとの思いを強くし、大学院留学を決意

に４年間勤務し、その後２年間イギリスに留学、

しました。私は小学校５年生の頃、イギリスに１

昨年秋に帰国し、現在は厚生労働省にて看護系技

年間在住しており、いつかイギリスでもう一度生

官として働いています。

活してみたいと思っていました。イギリスのエジ

祖母が助産師であったことも影響し、人と深く

ンバラにある語学学校で１年間の英語の勉強の後、

関わることができ、また女性として一生働ける看

エジンバラ大学修士課程の国際保健・公共政策

護師という仕事に魅力を感じ滋賀医科大学に入学、

コースに入学しました。

その後就職しました。手術室に４年間勤務しまし

大学院生活は予想していた通りに大変なもので

たが、最初の１年間はすべてが怒涛のようだった

したが（英語の聞き取りが難しい、議論に中々参

ことを今でも鮮明に覚えています。緊張感ある手

戦できない、英語でのプレゼンが…等々）、アメ

術室での職務は大変やりがいのあるものでしたが、

リカ、カナダ、アフリカ諸国からも多くの留学生

生活習慣病が原因で手術を必要とする多くの患者

が集まるイギリスでの学びは私の狭かった見識を

様に接することも多く、患者様の心身・財政的負

大いに広げてくれました。

担について考えさせられることも多くありました。
４年間の勤務の後、公衆衛生と医療政策を勉強
196

文恵／厚生労働省

日本の公的医療保険制度をテーマにした修士論
文を執筆する中で、保健医療行政に関わってみた

る
大学を支え
らの
か
と
ひとび

いという思いを強くし、この４月より医政局の看

場で働いていますが、大学院や厚生労働省への推

護課で看護教育担当として働いています。初めて

薦状をいただいたりと、その選択の後押しをして

のデスクワークや法律の関わる業務にいっぱい

くださった滋賀医科大学に大変感謝しております。

いっぱいになりながら、職場の皆さんに色々教え

まだまだ新しい職場ではわからないことばかりで

てもらいつつ、日々をこなしている状況です。

精一杯の日々ですが、大学と附属病院での学びを

看護師という仕事は本当に様々な場で活躍する
ことのできる職業だと思います。今、私は行政の

看護学科卒業生

新しい職場で活かせるよう努力していきたいと思
います。

助産師として
馬場

助産学科の一期生として卒業後、助産実習先で
ある野洲病院に就職し、七年が経ちました。
看護師への憧れから、滋賀医科大学に入学。そ

未来／野洲病院

婦人科疾患、悲しみや不安、ストレスと様々な思
いを感じている患者さんがいることを知りました。
一人一人の患者さんとどの様に関わればよいのか、

の後看護学部に助産課程が出来ることを知り、助

日々葛藤と模索ですが、患者さんの思いを受け止

産師になりたい、そう思い志願しました。

めて、寄り添える助産師になること、それが今の

一般教養から専門的領域の学習を通して母性看
護に一番興味を感じたこと、生命の誕生という神
秘的で喜びのある場面に自分もたずさわりたい、
そう感じたことがきっかけです。

私の目指すところです。
今回文章を書かせていただくにあたり、学生生
活を思い返し懐かしく感じています。
私の学生生活は部活と学業で毎日が充実してお

私が勤務する野洲病院産婦人科病棟は年間

り、あっという間の４年間でした。中でも一番思

百二十例の分娩を扱っています。年間分娩数は少

い出深いのは、一か月半二十四時間体勢での助産

ないものの、妊娠中から分娩、産褥まで一人一人

臨床実習です。実際に分娩介助をさせていただき

の患者さんにゆっくりと関わっています。また院

緊張やプレッシャーは大きく、自分のふがいなさ

内での業務だけではなくヨガ、ベビーマッサージ、

に落ち込むことも多々ありました。責任も大きく

マタニティスイミングなど様々な地域での活動を

その分知識や技術向上のため一生懸命でした。私

行っています。

が実習を乗り越えられたのは支え合った仲間がい

勤務は病棟・外来業務で、外来では助産外来や

たこと、相談に乗ってくださり、たくさんのアド

産後健診など医師との連携のもと、助産師主体で

バイスを頂いた先生あってのことだと思います。

の健診があり、助産診断を行っています。昨年か

実際に働き出してからも、自己成長のチャンス

らは、身体的・精神的に不安や負担を感じている

はたくさんあります。助産師キャリアアップ研修、

褥婦のサポートが出来る様、産後ケア入院が始ま

助産師出向システムと新しく出来るシステムに積

りました。地域のニーズに沿って、チーム一丸と

極的に志願し、自己研鑽に努めています。また自

なって新たな取り組みを常に行っています。この

身も経験や出産体験を通じて、考え方や視野が広

職場で働いている中で助産師としての力量を発揮

がってきていると思います。

することが出来、仕事にやりがいを感じています。

私は今生命の誕生という、その家族にとって人

助産師になりたい。そう思ったきっかけである

生で数回の貴重な場面に立ち会っています。産婦

妊娠やお産の喜びを日々感じています。しかし残

さんが安全に安楽に、幸せなお産が出来るよう、

念ながら全てのお産が正常経過をたどるわけでは

今後も学生時代と変わらず日々勉強、スキルアッ

なく、時に流産、死産、切迫早産での長期入院、

プをしていきたいと思います。

児の異常があり、またお産以外にも不妊、中絶、
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歴代学長・副学長

学

副

長

学

長

（教育・研究及び厚生補導担当）

副

学

長

（医療担当）

副 学 長（企画・評価等担当）

現

200

役

脇

坂

行

一

S．49．10．1～S．62．3．31

佐

野

晴

洋

S．62．4．1～H．5．3．31

岡

田

慶

夫

H．5．4．1～H．9．3．31

小

澤

和

惠

H．9．4．1～H．13．3．31

吉

川

隆

一

H．13．4．1～H．20．3．31

馬

場

忠

雄

H．20．4．1～H．26．3．31

塩

田

浩

平

H．26．4．1～

佐

野

利

勝

S．51．3．1～S．56．5．31

尾

崎

良

克

S．56．6．1～S．62．5．31

稲

富

昭

太

S．62．6．1～H．5．5．31

野

﨑

光

洋

H．5．6．1～H．9．5．31

挾

間

章

忠

H．9．6．1～H．13．3．31

馬

場

忠

雄

H．13．4．1～H．20．3．31

服

部

隆

則

H．20．4．1～H．26．3．31

堀

池

喜八郎

H．26．4．1～

中

村

恒

夫

S．49．10．1～S．62．5．31

岡

田

慶

夫

S．62．6．1～H．5．3．31

小

澤

和

惠

H．5．4．1～H．9．3．31

半

田

讓

二

H．9．4．1～H．13．3．31

森

田

陸

司

H．13．4．1～H．20．3．31

柏

木

厚

典

H．20．4．1～H．26．2．14

松

末

𠮷

隆

H．26．2．15～

藤

山

佳

秀

H．26．4．1～

H26. 5.1現在

員

学

長

塩

田

浩

平

理

事（教育・研究等担当）

堀

池

喜八郎

理

事（医療等担当）

松

末

𠮷

隆

理

事（企画・評価等担当）

藤

山

佳

秀

理

事（総務・財務等担当）

谷

川

成

美

監

事（非常勤）

井

尻

正

博

監

事（非常勤）

梅

山

克

啓
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経営協議会

教育研究評議会

学

長

塩

田

浩

平

学

長

塩

田

浩

平

理

事

堀

池

喜八郎

理

事

堀

池

喜八郎

松

末

𠮷

隆

松

末

𠮷

隆

藤

山

佳

秀

藤

山

佳

秀

谷

川

成

美

谷

川

成

美

医学科長

岡

村

富

夫

附属図書館長

村

田

喜代史

看護学科長

桑

田

弘

美

医学科長

岡

村

富

夫

元厚生労働事務次官

阿曽沼

慎

司

看護学科長

桑

田

弘

美

滋賀県医師会会長

笠

原

𠮷

孝

医学部教授

木

村

隆

英

滋賀県知事

嘉

田

由紀子

松

浦

博

元滋賀県薬剤師会会長

川

端

和

子

堀

江

滋賀大学学長

佐

和

隆

光

山

田

元文部科学事務次官

清

水

潔

瀧

川

京都女子大学現代社会学部教授

西

尾

久美子

総務課長

植

田

久

和

元オムロン株式会社副社長

平

井

紀

学生課長

吉

田

泰

彦

夫

稔
尚

登
薫

学外有識者会議
滋賀県看護協会会長

石

橋

美年子

滋賀県立大学理事長

大

田

啓

滋賀医科大学同窓会副会長・金子労働衛生コンサルタント事務所所長 金

子

元京都新聞社論説委員

川

端

眞

一

綾羽株式会社取締役社長

河

本

英

典

滋賀県立成人病センター総長

笹

田

昌

孝

医療法人社団昴会理事長

相

馬

俊

臣

株式会社平和堂代表取締役社長

夏

原

平

和

草津市長

橋

川

渉

静岡県公立大学法人理事長

本

庶

佑

名
今

村

北

原

正

誉

教

一
均

授

昭

河

北

成

一

尾

崎

良

克

佐

野

晴

洋

稲

富

昭

太

章

細

田

四

郎

繁

田

幸

男

天

方

義

邦

高

橋

三

郎

渡

部

眞

也

青

山

喬

岡

田

慶

夫

北

里

宏

越

智

幸

男

友

吉

唯

夫

野

﨑

光

洋

土井田

幸

郎

戸

田

昇

前

田

敏

博

森

田

陸

司

島

田

司

巳

小

玉

正

智

福

田

眞

輔

小

澤

和

惠

半

田

讓

二

木之下

正

彦

吉

武

一

貞

安

藤

喬

志

上

原

正

巳

可

児

一

孝

瀬

戸

昭

大

矢

紀

昭

寺

田

俊

明

松

田

昌

之

吉

川

隆

一

西

山

勝

夫

野

田

洋

一

佐

伯

行

一

田

畑

良

宏

上

島

弘

嗣

今

本

喜久子

山

路

昭

大久保

岩

男

木

村

陣

内

皓之祐

佐

藤

浩

早

島

理

吉

田

不空雄

堀

池

木

村

博

岡

田

裕

作

馬

場

忠

雄

服

部

隆

則

西

徹

野

坂

修

一

岡

部

英

俊

三ッ浪

健

一

安

美

犬

伏

俊

郎

谷
平

英

宏
喜八郎
克

田

治
斎
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学長

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

吉川 隆一

馬場 忠雄

理事（教育等担当） 馬場 忠雄

服部 隆則

理事（医療等担当） 森田 陸司

柏木 厚典

松末 𠮷隆

理事（経営等担当） 村山 典久
理事（総務等担当） 斎藤

高尾 孝信

敏 若林 茂樹

脇坂 信夫

監事

鳥居 直隆

田中 信弘

監事（非常勤）

奥村 隆志

経営協議会

吉川 隆一

馬場 忠雄

馬場 忠雄

服部 隆則

森田 陸司

柏木 厚典

谷川 成美

荒木 寿一
梅山 克啓

松末 𠮷隆

村山 典久

高尾 孝信

斎藤

敏 若林 茂樹

奥

信 綿貫 祝生

脇坂 信夫

大久保 昭教

谷川 成美

池口 博信

高橋 宗治郎

力石 伸夫

田中 道七

岩根 順子

西居 咲子

下西 康嗣

山田 新二

新田 政則

渡邊 一良
教育研究評議会

吉川 隆一

馬場 忠雄

馬場 忠雄

服部 隆則

森田 陸司

柏木 厚典

松末 𠮷隆

村山 典久

高尾 孝信

斎藤

敏 若林 茂樹

瀬戸

昭 松田 昌之

脇坂 信夫
上島 弘嗣

大久保 岩男
大矢 紀昭 瀧川
早島

玉里八重子 瀧川

岡村 富夫
薫
木村 隆英

堀池 喜八郎

岡村 富夫

徹

松末 𠮷隆

薫 楢木野 裕美

瀧川

植垣 健一 岩阪

齋藤 晶三

左右田 進

馬場

國松 善次
目片

桑田 弘美 瀧川

豊

大埜 生雄

整 湯浅 賢一

嘉田 由紀子
越
橋川

笠原 𠮷孝

藤井 淑子

井下 照代

日高 敏隆
下西 康嗣
小林

井村 裕夫
曽我 直弘

徹

藤井 絢子
金子

均
西村

岡本 道雄

直美

渉

山敷 祐亮 浅野 定弘

隆

薫

植田 久和
吉田 泰彦

信

伊庭 嘉兵衛

202

博

村田喜代史

薫 太田 節子

大越 孝夫

（顧問）

松浦

山田 尚登

安島 民夫

学外有識者会議

桑田 弘美

理

三ッ浪 健一
瀧川

松末 𠮷隆

岡田 裕作
薫

服部 隆則
谷

谷川 成美
大久保岩男 堀池 喜八郎

石橋 美年子

国立大学法人 滋賀医科大学 組織図
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（平成16年４月１日）

医
学外有識者会議

学長

役員会

学

部

医学科（３２講座）

診療科（２３診療科）

大学院医学系研究科
（６専攻）

看護学科（３講座）

中央診療部
（１５部）

附属図書館

附属病院

分子神経科学研究センター
（４分野）

医療安全管理部
地域医療連携部
医療研修部
卒後臨床研修センター
治験管理センター

動物生命科学研究センター

薬 剤 部

保健管理センター

看 護 部

実験実習機器センター
放射性同位元素研究センター

教育研究評議会

経営協議会

庶 務 課
総 務 部
会 計 課

解 剖 センター

施 設 課

マルチメディアセンター
監

事
監

査

室

国際交流支援室
情報収集分析室

ＭＲ医学総合研究センター
（２分野）

業 務 部
医 事 課

生活習慣病予防センター
医療福祉教育研究センター

学 生 課
教 務 部

医療人育成教育研究センター
事

検査部・手術部
放射線部・材料部
救急・集中治療部
輸血部・総合診療部
医療情報部・光学医療診療部
リハビリテーション部・病理部
透析部・分娩部
病歴部・無菌治療部

図 書 課
入 試 課

務 局
企画調整室

（平成26年４月１日）

医
学外有識者会議

学長

学

部

医学科（３２講座）

診療科（28診療科）

大学院医学系研究科
（2専攻）

看護学科（３講座）

中央診療部門

附属図書館

附属病院

保健管理センター

役員会

分子神経科学研究センター
（６分野）

中央手術部門

動物生命科学研究センター

診療・教育・研究支援部門

実験実習支援センター
解 剖 センター

教育研究評議会

監

経営協議会

事
監

査

室

国際交流支援室
情報収集分析室
研究活動推進室
産学連携推進機構
神経難病研究推進機構
男女共同参画推進室

救急・集中治療部、総合診療部、
光学医療診療部、血液浄化部、
分娩部、
無菌治療部、腫瘍センター、
検査部、放射線部、輸血部、
リハビリテーション部、病理部、栄養治療部

手術部、材料部、臨床工学部

医療安全管理部、臨床研究開発センター、
感染制御部、医師臨床教育センター、
病歴部、看護臨床教育センター、
医療情報部、患者支援センター、
医療研修部

マルチメディアセンター

薬 剤 部

医療福祉教育研究センター

看 護 部

医療人育成教育研究センター

企画調整室

バイオメディカル・
イノベーションセンター

総務課

アジア疫学研究センター
事

務

部

門

施 設 課
研究協力課
会 計 課
病院管理課
病院管理課経営企画室
医療サービス課
学 生 課
学生課入試室
図 書 課
技 術 部
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昭和49年

２月16日
６月７日
10月１日

昭和50年

３月１日
４月１日
４月10日
５月１日
５月２日
11月12日

昭和51年

５月10日

７月30日
８月16日
昭和52年

１月20日
３月30日
４月18日
９月14日
９月17日
11月30日

昭和53年

３月25日
３月30日
３月31日
４月１日

６月28日
７月11日
７月15日
９月30日
10月１日
10月４日
昭和54年
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３月22日
４月１日

革

滋賀医科大学創設準備室を京都大学に設置
国立学校設置法の一部を改正する法律（49法律第81号）が公布され、昭和49年10月に開
学決定
滋賀医科大学開学（滋賀県守山市仮校舎）１学科目（独語）を設置
参与を置く
８講座（解剖学第一、生理学第一、生化学第一、病理学第一、微生物学、内科学第一、
小児科学、外科学第一）９学科目（哲学、社会学、人文地理学、物理学、化学、生物学、
数学、英語、保健体育）を開設（８講座10学科目となる）
第１回医学部医学科入学宣誓式の挙行
総合病院大津赤十字病院を本学関連教育病院とする
開学記念式典の挙行
第１回解剖体慰霊式の挙行
本学附属病院創設準備室を設置
７講座（解剖学第二、薬理学、保健管理学、放射線基礎医学、内科学第二、外科学第二、
産科学婦人科学）１学科目（心理学）を開設（15講座11学科目となる）
一般教養棟、基礎研究棟（一期）
、臨床研究棟（一期）
、福利補導施設、中央機械室の竣
工
本校舎（大津市瀬田月輪町）の一部完成により仮校舎から移転
体育館の竣工
基礎講義実習棟の竣工
７講座（生理学第二、病理学第二、予防医学、法医学、整形外科学、麻酔学、放射線医学）
を開設（22講座11学科目となる）
保健管理室の設置
解剖体慰霊碑の建立
共同利用棟の竣工
管理棟、看護婦宿舎（一期）の竣工
臨床講義棟の竣工
附属病院（一期）
、RI・動物実験施設の竣工
医学部に附属病院を設置（附属病院創設準備室の廃止）
６講座（内科学第三、精神医学、皮膚科学、耳鼻咽喉科学、泌尿器科学、眼科学）を開
設（28講座11学科目となる）
15診療科設置
共同利用施設を設置（共同利用棟、ＲＩ施設、動物実験施設をそれぞれ共同研究センター、
放射性同位元素研究センター、実験動物センターと改称）
第１回解剖体納骨慰霊法要の挙行
研究動物慰霊碑の建立
滋賀医科大学施設竣工並びに医学部附属病院開院記念式典の挙行
医学部附属病院開院（320床）医学部附属病院中央診療施設の設置
医学部附属病院診療を開始

12月12日

附属図書館の竣工並びに開館記念式典の挙行
２講座（生化学第二、脳神経外科学）を開設（30講座11学科目となる）
２診療科の設置（17診療科となる）
解剖センターの設置

昭和55年

１月９日
１月30日
４月１日
５月21日

医学部附属病院の病床が120床増床（計440床）
高エネルギー治療施設の竣工
医学部附属動物実験施設の設置（実験動物センターの廃止）
医学部附属病院の病床が160床増床（計600床）

昭和56年

３月25日
３月30日
４月14日
５月９日

第１回医学部医学科卒業式の挙行
武道場の竣工
大学院医学研究科の設置
第１回大学院医学研究科 入学宣誓式の挙行

資 料 編
昭和57年

３月30日
４月１日

職員会館の竣工
医学部附属実験実習機器センターの設置（共同研究センターの廃止）

昭和60年

３月23日
４月１日
12月25日

第１回大学院医学研究科 学位授与式の挙行
１講座（歯科口腔外科学）を開設（31講座11学科目となる）
医学情報センターの設置

昭和61年

３月25日

水泳プールの竣工

昭和63年

３月31日

音楽棟の竣工

平成元年

５月31日
６月28日

ＭＲ診療棟の竣工
分子神経生物学研究センターの設置

平成２年

６月８日

保健管理センター、救急部の設置

平成４年

４月10日
７月20日

１講座（臨床検査医学）を開設（32講座11学科目となる）
分子神経生物学研究センターの竣工

平成５年

４月１日

保健管理学講座を福祉保健医学講座に改称
集中治療部の設置

平成６年

３月25日
４月１日
４月25日
５月20日

国際交流会館の竣工
医学部看護学科の設置
第１回医学部看護学科入学宣誓式の挙行
１学科目（歴史学）を設置（32講座12学科目となる）

平成７年

４月１日

３講座（基礎看護学、臨床看護学、地域生活看護学）を開設（35講座12学科目となる）

平成８年

４月１日

輸血部、技術部の設置

平成９年

４月１日
５月21日

マルチメディアセンターの設置
総合診療部の設置
無菌治療部の設置

平成10年

３月25日
４月１日
４月24日

第１回医学部看護学科卒業式の挙行
医学系研究科看護学専攻修士課程の設置
第１回大学院医学系研究科修士課程看護学専攻 入学宣誓式の挙行

平成11年

４月１日

平成12年

３月27日
４月１日

第１回大学院医学系研究科修士課程看護学専攻 学位授与式の挙行
運営諮問会議の設置（参与の廃止）

平成13年

４月１日

医療情報部の設置

平成14年

４月１日

動物生命科学研究センターの設置（医学部附属動物実験施設の廃止）
学科目を２大講座に統合し、医学科に再編
生命科学講座（物理学、化学、生物学、数学、生命情報学）
医療文化学講座（哲学、心理学、歴史学、社会学、人文地理学、英語、独語）
内科学第一、第二、第三講座を内科学講座に、外科学第一、第二講座を外科学講座に統
合（34講座となる）
光学医療診療部の設置

分子神経科学研究センターの設置（分子神経生物学研究センターの廃止）
１学科目（保健体育）を廃止（35講座11学科目となる）
治験管理センターの設置
９月30日 コラボレーションセンター（附属図書館、マルチメディアセンター）竣工
12月15日 ＩＶＭＲ棟竣工
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４月17日
５月22日
11月６日
平成15年

３月14日
４月１日
７月23日
12月26日

平成16年

４月１日

６月３日
８月１日
10月２日
平成17年

４月１日

動物生命科学研究センター棟竣工
１講座（救急集中治療医学講座）を開設（35講座となる）
リハビリテーション部、病理部の設置
国際交流支援室の設置
ＮＭＲ研究実験棟竣工
国立大学法人法の施行に伴い、国立大学法人滋賀医科大学が設立
学外有識者会議の設置（運営諮問会議の廃止）
医療人育成教育研究センターの設置
睡眠学講座（寄附講座）を開設
情報収集分析室、監査室の設置
中央診療施設等及び特殊診療施設を改組し、中央診療部（15部）、医療安全管理部、地域
医療連携部、医療研修部、卒後臨床研修センター及び治験管理センターに再編
救急・集中治療部の設置（救急部及び集中治療部の廃止）
スキルズラボの設置
臨床工学部の設置
開学30周年記念式典を開催

８月１日

基礎医学講座の再編（28講座となる）
解剖学第一講座、解剖学第二講座を解剖学講座に、生理学第一講座、生理学第二講座を
生理学講座に、生化学第一講座、生化学第二講座、放射線基礎医学講座を生化学・分子
生物学講座に、病理学第一講座、病理学第二講座、微生物学講座を病理学講座に、予防
医学講座、福祉保健医学講座、法医学講座を社会医学講座に統合
実験実習支援センターの設置（医学部附属実験実習機器センター、放射性同位元素研究
センターの廃止）
化学療法部の設置
栄養治療部の設置

平成18年

６月29日
10月１日

バイオメディカル・イノベーションセンターの設置
産科婦人科を母子診療科、女性診療科の2つに分離

平成19年

２月１日
４月１日
６月１日
８月31日
９月１日

滋賀医科大学保育所の設置
腫瘍センターの設置
ペインクリニック科の設置
Ｄ病棟竣工
地域医療システム学講座（寄附講座）の開設

平成20年

１月９日
３月31日
４月１日
６月１日
７月１日
９月25日

家庭医療学講座の開設
大津赤十字病院との本学関連教育病院に関する協定を解消
リハビリテーション科の設置
感染制御部の設置
患者支援センターの設置
産学連携推進機構の設置

平成21年

４月１日

医師臨床教育センターの設置（卒後臨床教育センターの廃止）
分子神経科学研究センターの改組（研究分野）
神経難病研究推進機構の設置
クリエイティブ モチベーション センターの設置
総合がん治療学講座（寄附講座）の開設
腫瘍内科の設置
看護臨床教育センターの設置

４月６日
４月７日
10月20日
12月１日
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第一、第二、第三内科を循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、内分泌代謝
内科、腎臓内科及び神経内科に、第一、第二外科を消化器外科、乳腺・一般外科、心臓
血管外科、呼吸器外科に再編
医療安全管理部、卒後臨床研修センター、地域医療連携室の設置
ＭＲ医学総合研究センター、生活習慣病予防センターの設置、医学情報センターの廃止
医療福祉教育研究センターの設置

資 料 編
平成22年

３月１日
４月１日
６月19日
７月１日
10月１日

院内助産所の設置
地域周産期医療学講座（寄附講座）の開設
総合内科学講座（寄附講座）、総合外科学講座（寄附講座）の開設
医学部附属病院の病床が６床増床（計614床）
地域精神医療学講座（寄附講座）の開設

平成23年

７月１日
８月１日
10月１日

男女共同参画推進室の設置
化学療法部を廃止（腫瘍センターの部門とする）
臨床研究開発センターの設置（治験管理センターの廃止）

平成24年

３月31日
４月１日

10月１日

総合がん治療学講座（寄附講座）の廃止
地域生活看護学講座を公衆衛生看護学講座に名称変更
精神科神経科を精神科に名称変更
臨床遺伝相談科の設置
中央診療部、医療安全管理部等の各部を改組し、中央診療部門、中央手術部門、診療・
教育・研究支援部門に再編
臨床腫瘍学講座の開設

平成25年

４月１日
９月11日

アジア疫学研究センターの設置（生活習慣病予防センターの廃止）
アジア疫学研究センター竣工

平成26年

１月１日
４月１日

小児発達支援学講座（寄附講座）の開設
MR医学総合研究センターを分子神経科学研究センターに統合
総合内科学講座、総合外科学講座を開設（総合内科学講座（寄附講座）、総合外科学講座
（寄附講座）の廃止）
病理診断科の設置

５月20日
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講座名等変遷一覧
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S49
1974

S50
1975

S51
1976

S52
1977

S53
1978

S54
1979

S55
1980

S56
1981

S57
1982

S58
1983

S59
1984

S60
1985

S61
1986

S62
1987

S63
1988

H1
1989

H2
1990

H3
1991

H4
1992

H5
1993

H6
1994

医学科
学科目
物理学（1975.4.1-）
化学
（1975.4.1-）
生物学（1975.4.1-）
数学
（1975.4.1-）
哲学
（1975.4.1-）
心理学（1976.5.10-）
社会学（1975.4.1-）
人文地理学（1975.4.1-）
英語
（1975.4.1-）
独語
（1974.10.1-）
保健体育（1975.4.1-1999.4.1）

基礎医学講座
解剖学第一講座（1975.4.1-）
解剖学第二講座
（1976.5.10-）
生理学第一講座（1975.4.1-）
生理学第二講座
（1977.4.18-）
生化学第一講座（1975.4.1-）

生化学第二講座
（1979.4.1-）
放射線基礎医学講座（1976.5.10-）

病理学第一講座（1975.4.1-）
病理学第二講座
（1977.4.18-）
微生物学講座（1975.4.1-）
薬理学講座
（1976.5.10-）
予防医学講座
（1977.4.18-）
保健管理学講座
（1976.5.10-1993.3.31）
法医学講座
（1977.4.18-）

福祉保健医学講座（1993.4.1-）

臨床医学講座
内科学第一講座（1975.4.1-）
内科学第二講座
（1976.5.10-）
内科学第三講座
（1978.4.1-）
小児科学講座（1975.4.1-）

精神医学講座
（1978.4.1-）
皮膚科学講座
（1978.4.1-）

外科学第一講座（1975.4.1-）
外科学第二講座
（1976.5.10-）
整形外科学講座
（1977.4.18-）
脳神経外科学講座
（1979.4.1-）
耳鼻咽喉科学講座
（1978.4.1-）
産科学婦人科学講座
（1976.5.10-）
泌尿器科学講座
（1978.4.1-）
眼科学講座
（1978.4.1-）
麻酔学講座
（1977.4.18-）
放射線医学講座
（1977.4.18-）
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歯科口腔外科学講座
（1985.4.1-）

臨床検査医学講座（1992.4.10-）
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H7
1995

H8
1996

H9
1997

H10
1998

H11
1999

H12
2000

H13
2001

H14
2002

H15
2003

H16
2004

H17
2005

H18
2006

H19
2007

H20
2008

H21
2009

H22
2010

H23
2011

H24
2012

H25
2013

H26
2014

基礎医学講座
生命科学講座
生命科学講座
生命科学講座
生命科学講座
生命科学講座
生命科学講座

歴史学
（1994.5.20-）

物理学
（2002.4.1-）
化学
（2002.4.1-）
生物学
（2002.4.1-）
基礎生物学
（2002-2014.3.31）
数学
（2002.4.1-）
生命情報学
（2002.4.1-）

医療文化学講座
医療文化学講座
医療文化学講座
医療文化学講座
医療文化学講座
医療文化学講座
医療文化学講座

哲学
（2002.4.1-）
心理学
（2002.4.1-2008.3.31）
社会学
（2002.4.1-）
人文地理学
（2002.4.1-2008.3.31）
英語
（2002.4.1-）
独語
（2002.4.1-）
歴史学
（2002.4.1-2008.3.31）
医療文化学講座

文化人類学
（2004.4.1-）

心理学
（2011-）

行動科学（2008-2011.3.31）

解剖学講座 生体機能形態学部門
（2005.4.1-）
解剖学講座 神経形態学部門
（2005.4.1-）
生理学講座 統合生理学部門
（2005.4.1-）
生理学講座 細胞機能生理学部門
（2005.4.1-）

生理学講座 統合臓器生理学部門（2011.12.1-）

生化学・分子生物学講座 分子生理化学部門
（2005.4.1-）
生化学・分子生物学講座 分子病態生化学部門
（2005.4.1-）
生化学・分子生物学講座 分子遺伝医学部門
（2005.4.1-）

再生・修復医学部門（2013. 11.1-）

病理学講座 分子診断病理学部門
（2005.4.1-）
病理学講座 疾患制御病理学部門
（2005.4.1-）
病理学講座 微生物感染症学部門
（2005.4.1-）

社会医学講座 予防医学部門（2005.4.1-） 社会医学講座
社会医学講座 福祉保健医学部門（2005.4.1-）社会医学講座
社会医学講座 法医学部門（2005.4.1-）
社会医学講座

内科学講座
内科学講座
内科学講座
内科学講座
内科学講座
内科学講座
内科学講座

循環器内科
（2002.4.1-）
呼吸器内科
（2002.4.1-）
消化器内科
（2002.4.1-）
血液内科
（2002.4.1-）
内分泌代謝内科
（2002.4.1-）
腎臓内科
（2002.4.1-）
神経内科
（2002.4.1-）

衛生学部門
（2008-）
公衆衛生学部門
（2008-）
医療統計学部門
（2008.12.1-）

糖尿病内分泌内科
（2010.4.1-）

外科学講座 消化器外科
（2002.4.1-）
外科学講座 乳腺・一般外科
（2002.4.1-）
外科学講座 心臓血管外科
（2002.4.1-）
外科学講座 呼吸器外科
（2002.4.1-）

救急集中治療医学講座
（2003.4.1-）

家庭医療学講座
（2008.1.9-）

臨床腫瘍学講座（2012.10.1-）
総合内科学講座（2014.4.1-）
総合外科学講座（2014.4.1-）

寄附講座
睡眠学講座
（2004.4.1-）

総合がん治療学講座（2009.4.7-2012.3.31）
地域医療システム学講座（2007. 9.1-2010.3.31）
地域周産期医療学講座
（2010.4.1-）
総合内科学講座（2010.6.19-2014.4.1）
総合外科学講座（2010.6.19-2014.4.1）
地域精神医療学講座
（2010.10.1-）

小児発達支援学講座（2014.4.1-）

看護学科
基礎看護学講座（1995.4.1-）
解剖
生化学
基礎看護

形態・生理
（2009.4.1-）
栄養看護
（2008.5.1-）

臨床看護学講座（1995.4.1-）
老人
クリティカル
成人
精神
小児
母性
地域生活看護学講座（1995.4.1-2012.4.1）

老年

母性・助産
公衆衛生看護学講座（2012.4.1-）
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資 料 編
S49
1974

S50
1975

S51
1976

S52
1977

S53
1978

S54
1979

S55
1980

S56
1981

S57
1982

S58
1983

S59
1984

S60
1985

S61
1986

S62
1987

S63
1988

H1
1989

H2
1990

H3
1991

H4
1992

H5
1993

H6
1994

診療科
第一内科
（1978.4.1-）
第二内科
（1978.4.1-）
第三内科
（1978.4.1-）

小児科
（1978.4.1-）
精神科神経科
（1978.4.1-）
皮膚科
（1978.4.1-）
第一外科
（1978.4.1-）
第二外科
（1978.4.1-）
整形外科
（1978.4.1-）
脳神経外科
（1979.4.1-）
耳鼻咽喉科
（1978.4.1-）
産科婦人科
（1978.4.1-）
泌尿器科
（1978.4.1-）
眼科（1978.4.1-）
麻酔科
（1978.4.1-）
放射線科
（1978.4.1-）
歯科口腔外科
（1979.4.1-）

中央診療施設（1978.10.1-）
手術部
（1978.10.1-）
材料部
（1978.10.1-）

→ 救急部
（1990.6.8-2004.4.1）
→ 集中治療部（1993.4.1-2004.4.1）

検査部
（1978.10.1-）
放射線部
（1978.10.1-）

特殊診療施設
理学療法部

分娩部
病歴部

薬剤部
看護部
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輸血部
リハビリテーション部
救急部
集中治療部
透析部

→中央診療施設

→中央診療施設

資 料 編
H7
1995

H8
1996

H9
1997

H10
1998

H11
1999

H12
2000

H13
2001

H14
2002

H15
2003

H16
2004

H17
2005

H18
2006

H19
2007

H20
2008

H21
2009

循環器内科（2002.4.1-）
呼吸器内科
（2002.4.1-）
消化器内科（2002.4.1-）
血液内科（2002.4.1-）
内分泌代謝内科（2002.4.1-）
腎臓内科（2002.4.1-）
神経内科（2002.4.1-）

H22
2010

H23
2011

H24
2012

H25
2013

H26
2014

糖尿病内分泌内科
（2010-）

腫瘍内科
（2009.10.20-）
精神科
（2012.4.1-）

消化器外科（2002.4.1-）
乳腺・一般外科（2002.4.1-）
心臓血管外科（2002.4.1-）
呼吸器外科（2002.4.1-）

母子診療科
（2006.10.1-）
女性診療科
（2006.10.1-）

ペインクリニック科
（2007.6.1-）

リハビリテーション科
（2008.4.1-）

中央診療施設等

臨床遺伝相談科
（2012.4.1-）
病理診断科（2014.5.20-）

中央診療部（2004.4.1-）

中央診療部門（2012.4.1）

医療情報部
（2001.4.1-）

→診療・教育・研究支援部門
→中央手術部門
→中央手術部門
救急・集中治療部
（2004.4.1-）

総合診療部（1997.4.1-)

→ 光学医療診療部
（2002.4.1-）
→ 透析部
→ 分娩部
→ 無菌治療部
→ 病歴部
臨床工学部
（2004.8.1-）

血液浄化部
（2008-）

化学療法部
（2005.4.1-2011.8.1）

→ 輸血部（1996.4.1-）

→

→診療・教育・研究支援部門
→中央手術部門
腫瘍センター

→ リハビリテーション部
（2003.4.1-）
病理部（2003.4.1-）
栄養治療部
（2005.8.1-）

中央手術部門
→ 手術部
→ 材料部
→ 臨床工学部

（各部）
→中央診療施設

→中央診 療施設

無菌治療部（1997.5.21-）

光学医療診療部

透析部 →中央診療部
分娩部 →中央診療部
病歴部 →中央診療部
無菌治療部 →中央診療部
→中央診療施設
医療安全管理部
（2002.4.17-）

地域医療連携室（2002. 4.17-2004. 4.1）
↓
地域医療連携部
（2004.4.1-）
医療研修部
（2004.4.1-）
治験管理センター
（1999.4.1-2011.10.1）
卒後臨床研修センター
（2002.4.17-）

診療・教育・研究支援部門

感染制御部
（2008.6.1-）

→ 病歴部
→ 医療情報部

臨床研究開発センター
（2011.10.1-）
看護臨床教育センター
（2009.12.1-）
医師臨床教育センター
（2009.4.1-）
腫瘍センター
（2007.4.1-）
→中央診療部門
患者支援センター
（2008.7.1-）
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資 料 編
S49

1974

S50

1975

S51

1976

S52

1977

S53

1978

S54

1979

S55

1980

S56

S57

1981

1982

S58

1983

S59

1984

S60

1985

S61

1986

S62

1987

S63

1988

H1

1989

H2

H3

1990

1991

H4

1992

H5

1993

博士課程
生体情報・制御系
生体代謝調節系
生体防御機構系
発生・分化・増殖系
環境・生態系

センター等
附属図書館（1974.10-）
分子神経生物学研究センター
（1989.6.28-）

↓実験動物センター
（1978.6.28-）
医学部附属動物実験施設
（1980.4.1-）

保健管理センター
（1990.6.8-）

保健管理室
（1977.9.14-）
共同研究センター
（1978.6.28-）

医学部附属実験実習機器センター
（1982.4.1-）

放射性同位元素研究センター
（1978.6.28-）
解剖センター
（1979.12.12-）
医学情報センター
（1985.12.25-2002.5.22）

分子神経科学研究センター（再掲）
分子神経生物学研究センター
（1989.6.28-）

分子神経形態学部門
分子神経化学部門
分子生体機能部門
分子生命動態学部門
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H6

1994

資 料 編
H7

1995

H8

1996

H9

1997

H10

H11

1998

1999

H12

2000

H13

2001

H14

2002

H15

2003

H16

H17

2004

H18

2005

2006

H19

H20

2007

2008

H21

2009

H22

2010

H23

2011

H24

2012

H25

2013

H26

2014

生体情報解析系専攻
高次調節系専攻
再生・腫瘍解析系専攻
臓器制御系専攻
環境応答因子解析系専攻
医学専攻
修士課程

基礎看護学

基礎看護学研究領域

臨床看護学

臨床看護学研究領域

地域看護学

家族・地域看護学研究領域
包括的人間看護科学研究領域

↑
家庭・地域看護学研究領域

機能的健康解析研究領域
上級看護介入システム研究領域
生活の場研究領域

分子神経科学研究センター（1999.4.1-）
動物生命科学研究センター
（2002.4.1-）

実験実習支援センター
（2005.4.1-）

マルチメディアセンター（1997.4.1-）
MR医学総合研究センター
（2002.5.22-2014.4.1）
生活習慣病予防センター
（2002.5.22-）

アジア疫学研究センター（2013.4.1-）

医療福祉教育研究センター
（2002.11.6-）
医療人育成教育研究センター
（2004.4.1-）
バイオメディカル・イノベーションセンター
（2006.6.29-）

分子神経科学研究センター（1999.4.1-）

システム脳機能分野
神経遺伝子解析分野
神経細胞動態分野
脳疾患基礎分野
代謝情報制御分野
神経難病病因学分野
神経難病診断学分野
神経難病治療学分野
←神経難病再生学分野
神経難病モデルサル開発分野
神経難病認知症研究分野→
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収入・支出決算額（平成16年度～平成25年度）
区

分

（単位：百万円）

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

5,435

5,369

5,656

6,010

5,745

5,844

5,645

6,016

5,770

5,609

施設整備費補助金

31

154

388

557

237

1,443

160

172

1,033

1,288

施設整備費資金貸付金償還時補助金

57

1,525

補助金等収入

-

54

27

55

131

550

302

374

334

354

国立大学財務・経営センター施設費交付金

-

31

31

31

31

31

32

32

32

32

12,740

12,767

13,448

14,016

14,757

15,086

17,526

18,650

19,843

20,347

収入 運営費交付金

自己収入
授業料、入学料及び検定料収入
附属病院収入

527

605

610

607

604

609

612

614

636

625

12,105

12,059

12,780

13,324

14,035

14,336

16,702

17,770

18,900

19,374

108

103

58

85

118

141

212

266

307

348

823

999

1,090

1,169

1,190

1,295

1,390

1,271

1,318

1,372

222

246

253

248

253

314

290

265

859

2,506

2,985

2,039

3,237

2,067

1,926

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

雑収入
産学連携等研究収入及び寄附金収入等
引当金取崩
長期借入金
承継剰余金
目的積立金取崩

0

0

0

342

572

700

0

0

0

47

19,351

21,758

23,151

25,389

24,948

28,439

27,370

28,694

28,644

29,339

15,033

15,989

16,285

17,256

18,060

19,147

21,443

22,648

24,033

24,899

4,579

4,658

4,658

4,704

5,014

4,763

4,527

4,767

4,589

5,084

10,454

11,331

11,627

12,552

13,046

14,384

16,916

17,881

19,444

19,815

一般管理費

1,112

1,388

1,322

1,587

1,615

1,612

施設整備費

296

1,044

2,925

3,573

2,307

4,711

2,259

2,130

1,065

1,320

-

53

25

52

125

544

301

374

331

333

630

844

1,003

1,090

1,119

1,084

1,177

1,221

1,250

1,524

計
支出 業務費
教育研究経費
診療経費

補助金等
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等
長期借入金償還金
計

1,171

2,567

1,054

1,084

1,076

1,023

1,093

1,268

1,432

1,442

18,242

21,885

22,614

24,642

24,302

28,121

26,273

27,641

28,111

29,518

		

※平成22年度より「一般管理費」は「業務費」に含む。

概算要求決定事項
年度
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※H22年度より「特別教育研究経費」は「特別経費」へ名称変更
学部等

附属病院

施設整備
◦基礎実習棟解剖実習室換気改修

教育研究設備維持運営費
高磁場NMR生体情報解析システム
臨床技能開発システム
H16

病院特別医療機械整備費
（借入金） 心臓血管撮影・治療システム
患者診療設備維持運営費
救命救急医療システム
歯科用治療装置（ユニット）３台

特別教育研究経費（教育改革）
【新規】 医療人育成のための教育方法の開発・改善
特別教育研究経費（研究推進：戦略的研究推進）
H17
【新規】 人獣共通感染症に関する基礎研究連携事業
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 助産学・周産期医療における看護学教育事業

（借入金）Ｄ病棟（軸）

◦構内セキュリティ整備工事
（補正）
◦アスベスト対策事業

特別教育研究経費（教育改革）
【継続】 医療人育成のための教育方法の開発・改善
【新規】 急性期重症患者管理学における臨床判断能力養成事業
H18 特別教育研究経費（研究推進：戦略的研究推進）
【継続】 人獣共通感染症に関する基礎研究連携事業
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 分析走査電子顕微鏡システム

（借入金） Ｄ病棟（軸）
Ｄ病棟（仕上）
基幹・環境整備
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費
【新規】 小児医療等特別支援経費
【新規】 専門医研修対応経費

◦構内セキュリティ整備工事
◦矢 倉職員宿舎ベランダ等手摺改修
工事
（補正）
◦臨床研究棟耐震改修

特別教育研究経費（教育改革）
【継続】 医療人育成のための教育方法の開発・改善
【継続】 急性期重症患者管理学における臨床判断能力養成事業
特別教育研究経費（研究推進：戦略的研究推進）
H19 【継続】 人獣共通感染症に関する基礎研究連携事業
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 再チャレンジ支援経費

（借入金） Ｄ病棟（仕上）
、Ｃ病棟改修、基幹・環 ◦構内安全対策整備工事
境整備、再開発（病棟）設備
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 洗浄業務等支援システム
【継続】 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費
【新規】 医師不足分野等教育指導推進経費
【継続】 専門医研修対応経費
特殊要因経費
移転費、建物新営設備費

特別教育研究経費（教育改革）
【継続】 急性期重症患者管理学における臨床判断能力養成事業
【新規】 ウェブサイトによる学外臨床実習の実習内容と評価の
標準化
特別教育研究経費（研究推進：戦略的研究推進）
H20 【継続】 人獣共通感染症に関する基礎研究連携事業
特別教育研究経費（特別支援事業）
【継続】 再チャレンジ支援経費
特殊要因経費
政策課題対応経費（９月入学支援経費）
（補正）
医学部定員増に伴う学生教育用設備整備

（借入金） Ａ・Ｂ病棟等改修、中央診療棟、基幹・ ◦構内安全対策整備工事
環境整備、再開発（病棟）設備、内視 ◦矢倉職員宿舎屋上防水改修
鏡手術システム、心臓血管外科手術シ ◦管理棟バリアフリー対策事業
（補正）
ステム、MRI診断システム
◦基礎研究棟・一般教養棟耐震改修
特別教育研究経費（基盤的設備等整備）
◦基礎実習棟換気設備改修
【新規】 患者給食衛生管理システム
特別教育研究経費（特別支援事業）
【継続】 医師不足分野等教育指導推進経費
特殊要因経費
移転費、建物新営設備費、附属病院機
能強化経費
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年度

学部等

特別教育研究経費（教育改革）
【継続】 ウ
 ェブサイトによる学外臨床実習の実習内容と評価の
標準化
【新規】 新しい睡眠教育システムの開発
特別教育研究経費（研究推進：戦略的研究推進）
【継続】 人獣共通感染症に関する基礎研究連携事業
特別教育研究経費（特別支援事業）
H21 【新規】 厚生補導特別経費
（１次補正）次世代シーケンシング解析システム実験・実習用装置
（２次補正）医学部定員増に伴う学生教育用設備整備

附属病院
（借入金） Ａ・Ｂ病棟等改修、中央診療棟（手術
棟）
、中央診療棟・外来棟改修、基幹・
環境整備、
再開発（中央診療棟）設備、
再開発（病棟）設備、循環動態解析・
治療支援用X線CTシステム
特別教育研究経費（基盤的設備等整備）
【新規】 滅
 菌及び器材物品保管管理支援システム
【新規】 電子カルテ対応病院内高速ネットワーク
特別教育研究経費（特別支援事業）
【新規】 臨床研修体制等充実経費
特殊要因経費
移転費、建物新営設備費
（１次補正）高精度放射線治療システム
（２次補正）感染管理用汚物処理システム
外来カルテ自動入出庫装置

施設整備
◦構内安全対策整備工事
◦基礎実習棟便所改修
（補正）
◦太陽光発電設備（図書館）

（借入金） 中央診療棟・外来棟改修
特別経費（プロジェクト分）
基幹・環境整備
【継続】 ウ
 ェブサイトによる学外臨床実習の実習内容と評価の
再開発（中央診療棟）設備
標準化
特別経費（附属病院機能強化分）
【継続】 新しい睡眠教育システムの開発
H22 【新規】 統合的分子イメージングによる神経難病の画期的診断・ 【新規】 地域医療拠点体制等充実支援経費
（１次補正）医薬品調剤支援システム
治療法の開発
【新規】 地
 域の医療水準向上をめざした開放型基礎医学教育セ
ンターの構築
（１次補正）遺伝子操作実験小動物イメージング解析システム

◦臨床講義棟便所改修
◦矢倉職員宿舎給排水設備改修

（借入金） 中央診療棟・外来棟改修
特別経費（プロジェクト分）
再開発（中央診療棟）設備
【継続】 新しい睡眠教育システムの開発
【継続】 統合的分子イメージングによる神経難病の画期的診断・ 特別経費（附属病院機能強化分）
【継続】 地域医療拠点体制等充実支援経費
治療法の開発
【継続】 地
 域の医療水準向上をめざした開放型基礎医学教育セ 特殊要因経費
H23
移転費
ンターの構築
建物新営設備費
特別経費（基盤的設備等整備分）
【新規】 医学部定員増に伴う教育用設備充実費
特別経費（教育基盤強化支援分）
【新規】 国立大学教育基盤強化支援経費

◦基礎実習棟改修
◦看護学科校舎便所改修
◦RI動物実験施設便所改修
◦矢倉職員宿舎給排水設備改修
◦矢倉職員宿舎経年ガス配管改修
（補正）
◦自家発電設備

特別経費（附属病院機能強化分）
【新規】 地域医療拠点体制等充実支援経費外
特別経費（基盤的設備等整備分）
【更新】 病棟用電動ベッド

◦総合研究棟（疫学研究拠点）
◦武道場耐震改修
◦実 験実習機器センター棟屋上防水
改修
◦矢倉職員宿舎給排水設備改修
（補正）
◦臨床講義棟改修
◦ライフライン再生（暖房設備等）
◦総合研究棟（スキルズラボ棟）
◦防災機能強化（水の確保・ヘリポー
ト）
◦自 家発電設備整備（ヒューマンサ
ンプル室）

特別経費（プロジェクト分）
特別経費（附属病院機能強化分）
【継続】 医学・看護学教育用ジャイロスコープシステム
【継続】 地域医療拠点体制等充実支援経費外
【新規】 次世代画像誘導下低侵襲医療システムの戦略的研究推進
特別経費（法人運営活性化支援分）
H25 特殊要因経費
移転費
建物新営設備費
（補正）
次世代画像誘導下低侵襲医療システム

◦学生支援センター（福利棟）改修
◦中央機械棟外防水改修
◦矢倉職員宿舎給排水設備等改修
◦屋 内運動場施設（体育館）の避難
所機能強化整備
◦避 難所機能強化に必要な多用途型
防災倉庫の整備
（補正）
◦図書館改修・管理棟耐震改修

特別経費（プロジェクト分）
【継続】 統合的分子イメージングによる神経難病の画期的診断・
治療法の開発
【継続】 地
 域の医療水準向上をめざした開放型基礎医学教育セ
ンターの構築
【新規】 医
 学・看護学教育用ジャイロスコープシステム
特別経費（法人運営活性化支援分）
H24 特殊要因経費
移転費、建物新営設備費
（補正）
メディカル教育ジャイロシステムのための教材作成シ
ステム及びサーバーの整備
（補正）
放射性同位元素を含む微量生体成分検出解析システム
（補正）
動物飼育器材滅菌設備（エコパルザー殺菌器）
（補正）
疫学研究拠点強化のための災害抵抗性を持った疫学資
産管理運用システムの整備

特別経費（プロジェクト分）
（借入金） 高精度放射線治療システム
【継続】 医学・看護学教育用ジャイロスコープシステム
特別経費（附属病院機能強化分）
【継続】 次世代画像誘導下低侵襲医療システムの戦略的研究推進 【新規】 地域医療拠点体制充実支援経費外
特別経費（法人運営活性化支援分）
法人運営活性化支援分
H2６
特別経費（授業料免除等実施分）
学内ワークスタディ実施経費
特殊要因経費
移転費
建物新営設備費

◦R I 動物実験施設防水改修
◦矢倉職員宿舎給排水設備等改修
◦武道場外壁等改修

215

附属病院統計

資 料 編

１．診療科別外来患者数
H16

診療科

H18

H19

H20

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

循環器内科

18,736

77.1

18,752

76.9

20,378

83.2

21,055

85.9

21,102

86.8

呼吸器内科

5,373

22.1

6,383

26.2

7,390

30.2

7,947

32.4

7,426

30.6

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

24,109

99.2

25,135

103.0

27,768

113.3

29,002

118.4

28,528

117.4

21,608

88.9

22,400

91.8

23,216

94.8

23,874

97.4

25,055

103.1

3,341

13.7

3,237

13.3

3,806

15.5

4,748

19.4

4,541

18.7

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

24,949

102.7

25,637

105.1

27,022

110.3

28,622

116.8

29,596

121.8

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他
小

計

糖尿病内分泌内科※1

15,373

63.3

16,148

66.2

17,402

71.0

18,541

75.7

18,508

76.2

腎臓内科

7,630

31.4

7,307

29.9

7,568

30.9

7,615

31.1

7,779

32.0

神経内科

7,595

31.3

8,036

32.9

8,147

33.3

9,417

38.4

9,396

38.7

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

30,598

125.9

31,491

129.1

33,117

135.2

35,573

145.2

35,683

146.8

その他
小

計

腫瘍内科

-

-

-

-

-

小児科

14,893

61.3

15,727

64.5

15,093

61.6

14,539

59.3

14,119

58.1

精神科※2

17,281

71.1

16,369

67.1

15,938

65.1

15,764

64.3

16,291

67.0

皮膚科

19,502

80.3

19,004

77.9

19,238

78.5

19,114

78.0

19,252

79.2

消化器外科

6,311

26.0

6,226

25.5

7,153

29.2

7,320

29.9

7,812

32.1

乳腺・一般外科

6,586

27.1

6,328

25.9

6,180

25.2

6,627

27.0

7,090

29.2

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

その他
外科

計

12,897

53.1

12,554

51.5

13,333

54.4

13,947

56.9

14,902

61.3

心臓血管外科

小

2,026

8.3

2,203

9.0

2,327

9.5

2,353

9.6

2,454

10.1

呼吸器外科

4,228

17.4

3,773

15.5

3,513

14.3

3,515

14.3

4,168

17.2

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

その他
小

計

6,254

25.7

5,976

24.5

5,840

23.8

5,868

24.0

6,622

27.3

21,388

88.0

23,699

97.1

22,698

92.6

22,445

91.6

18,610

76.6

脳神経外科

6,038

24.8

6,256

25.6

6,399

26.1

6,727

27.5

6,106

25.1

耳鼻咽喉科

18,778

77.3

18,936

77.6

18,310

74.7

18,233

74.4

17,365

71.5

20,447

84.1

23,326

95.6

23,154

94.5

25,644

104.7

22,285

91.7

泌尿器科

10,738

44.2

11,715

48.0

11,715

47.8

12,449

50.8

13,050

53.7

眼科

18,522

76.2

20,136

82.5

20,522

83.8

22,041

90.0

23,441

96.5

3,411

14.0

3,504

14.4

4,935

20.1

7,717

31.5

6,933

28.5

4,464

18.4

5,715

23.4

5,517

22.5

5,902

24.1

6,491

26.7

11,376

46.8

12,698

52.0

12,209

49.8

11,809

48.2

11,505

47.3

4,515

18.6

整形外科

母子診療科
女性診療科

麻酔科
ペインクリニック科
放射線科
歯科口腔外科
リハビリテーション科

-

臨床遺伝相談科

-

-

-

-

-

-

-

-

総合診療部

5,256

21.6

5,577

22.9

6,530

26.7

7,429

30.3

7,672

31.6

救急部

2,603

10.7

3,934

16.1

3,324

13.6

2,598

10.6

2,788

11.5

273,504

1,125.5

287,389

1,177.8

292,662

1,194.5

305,423

1,246.6

305,754

1,258.2

合

計

診療日数

243
※１
※２
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H21

診療科

H22

H23

H24

H25

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

延患者数

１日平均

循環器内科

20,952

86.6

19,325

79.5

18,592

76.5

17,819

73.0

18,047

74.0

呼吸器内科

7,245

29.9

7,409

30.5

8,077

33.2

9,084

37.2

9,704

39.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

28,197

116.5

26,734

110.0

26,669

109.7

26,903

110.3

27,751

113.7

24,768

102.3

25,199

103.7

24,962

102.7

24,886

102.0

24,692

101.2

4,616

19.1

4,833

19.9

5,422

22.3

5,163

21.2

5,779

23.7

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

29,384

121.4

30,032

123.6

30,384

125.0

30,049

123.2

30,471

124.9

18,903

78.1

17,581

72.3

17,355

71.4

16,748

68.6

16,981

69.6

腎臓内科

7,923

32.7

7,905

32.5

7,799

32.1

7,847

32.2

8,143

33.4

神経内科

9,446

39.0

9,220

37.9

8,529

35.1

8,554

35.1

8,639

35.4

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

36,272

149.9

34,706

142.8

33,683

138.6

33,149

135.9

33,763

138.4

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他
小

計

糖尿病内分泌内科※1

その他
小

計

腫瘍内科

651

2.7

881

3.6

532

2.2

小児科

13,636

56.3

14,216

58.5

16,366

67.3

16,711

68.5

17,199

70.5

精神科※2

16,139

66.7

17,058

70.2

17,701

72.8

18,673

76.5

19,181

78.6

皮膚科

17,845

73.7

16,755

69.0

17,686

72.8

18,640

76.4

19,406

79.5

消化器外科

7,906

32.7

7,894

32.5

7,173

29.5

6,930

28.4

6,836

28.0

乳腺・一般外科

7,751

32.0

8,270

34.0

8,867

36.5

8,863

36.3

8,589

35.2

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

計

15,657

64.7

16,164

66.5

16,040

66.0

15,793

64.7

15,425

63.2

心臓血管外科

2,765

11.4

3,137

12.9

3,155

13.0

3,215

13.2

3,355

13.8

呼吸器外科

3,788

15.7

3,713

15.3

3,659

15.1

3,247

13.3

2,951

12.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

6,553

27.1

6,850

28.2

6,814

28.0

6,462

26.5

6,306

25.8

18,060

74.6

18,354

75.5

19,224

79.1

19,389

79.5

20,995

86.0

脳神経外科

6,651

27.5

6,922

28.5

7,242

29.8

7,071

29.0

7,274

29.8

耳鼻咽喉科

16,539

68.3

15,970

65.7

15,311

63.0

15,933

65.3

15,578

63.8

21,615

89.3

22,177

91.3

22,371

92.1

23,179

95.0

23,614

96.8

その他
外科

小

その他
小

計

整形外科

母子診療科
女性診療科

-

泌尿器科

13,167

54.4

14,234

58.6

14,642

60.3

14,594

59.8

15,586

63.9

眼科

24,854

102.7

28,103

115.7

26,117

107.5

27,243

111.7

30,246

124.0

7,149

29.5

7,400

30.5

7,080

29.1

6,644

27.2

5,828

23.9

麻酔科
ペインクリニック科
放射線科
歯科口腔外科
リハビリテーション科
臨床遺伝相談科

6,146

25.4

5,468

22.5

7,538

31.0

8,584

35.2

8,527

34.9

11,358

46.9

11,325

46.6

13,568

55.8

14,002

57.4

13,502

55.3

3,691

15.3

3,608

14.8

3,909

16.1

3,619

14.8

4,646

19.0

-

-

-

-

-

総合診療部

6,731

27.8

4,180

17.2

3,579

14.7

3,379

13.8

1,627

6.7

救急部

3,077

12.7

2,876

11.8

2,683

11.0

2,278

9.3

2,120

8.7

302,721

1,250.9

303,132

1,247.5

309,258

1,272.7

313,176

1,283.5

319,577

1,309.7

合

計

診療日数

242

243

243

244

244
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２．診療科別入院患者数
H16
診療科

延患者数

循環器内科

10,496

呼吸器内科
その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他
小

計

病床
稼働率

H17
平均在院
日数

１日平均
患者数

延患者数

-

28.8

8,811

6,233

-

17.1

0

-

0.0

16,729

91.7

10,877

病床
稼働率

平均在院
日数

１日平均
患者数

-

10.7

24.1

7,419

-

24.8

20.3

0

-

0.0

0.0

45.8

16,230

88.9

14.6

44.5

-

29.8

10,971

-

12.4

30.1

6,477

-

17.7

7,088

-

32.1

19.4

0

-

0.0

0

-

0.0

0.0

17,354

93.2

47.5

18,059

97.0

16.5

49.5

糖尿病内分泌内科※1

6,476

-

17.7

6,591

-

19.4

18.1

腎臓内科

6,057

-

16.6

4,803

-

23.5

13.2

神経内科

4,440

-

12.2

4,691

-

19.2

12.9

0

-

0.0

0

-

0.0

0.0

16,973

91.2

46.5

16,085

86.4

20.4

44.1

小児科

12,207

83.6

33.4

12,417

85.0

13.0

34.0

精神科※2

11,537

70.2

31.6

8,938

54.4

24.9

24.5

その他
小

計

腫瘍内科

皮膚科
消化器外科
乳腺・一般外科
その他
外科

110.0

13.3

5,205

109.7

19.0

14.3

-

38.2

13,437

-

22.2

36.8

3,362

-

9.2

3,240

-

9.6

8.9

0

-

0.0

0

-

0.0

0.0

計

17,294

94.8

47.4

16,677

87.9

17.8

45.7

心臓血管外科

7,036

-

19.3

8,126

-

19.7

22.3

呼吸器外科

8,054

-

22.1

7,517

-

19.4

20.6

小

その他
小

計

整形外科

0

-

0.0

0

-

0.0

0.0

15,090

86.1

41.3

15,643

89.3

19.5

42.9

17,102

86.8

46.9

17,083

86.7

27.0

46.8

脳神経外科

8,099

88.8

22.2

7,804

85.5

22.7

21.4

耳鼻咽喉科

11,418

84.5

31.3

10,068

83.6

16.8

27.6

12,486

81.4

34.2

12,894

84.1

11.2

35.3

母子診療科
女性診療科
泌尿器科

8,914

78.8

24.4

8,769

80.1

15.4

24.0

眼科

9,155

69.7

25.1

11,436

94.9

12.5

31.3

134

18.4

0.4

27

3.7

1.2

0.1

麻酔科
ペインクリニック科
放射線科

1,365

41.6

3.7

826

32.3

26.6

2.3

歯科口腔外科

2,682

73.5

7.3

2,610

71.5

12.8

7.2

-

-

-

-

-

-

-

リハビリテーション科
臨床遺伝相談科

-

-

-

-

-

総合診療部

0

-

0.0

0

0.0

0.0

0.0

475

32.5

1.3

1,373

94.0

5.0

3.8

183,864

82.9

503.7

182,144

82.1

17.5

499.0

救急部・集中治療部
合

計

日

数

365
※１
※２
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13,932

H22.3.31まで内分泌代謝内科
H24.3.31まで精神科神経科
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H18
診療科

延患者数

病床
稼働率

H19
平均在院
日数

１日平均
患者数

延患者数

病床
稼働率

平均在院
日数

１日平均
患者数

循環器内科

8,287

-

10.1

22.7

8,017

-

11.0

21.9

呼吸器内科

8,069

-

19.1

22.1

8,418

-

19.3

23.0

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他

16,356

89.6

13.3

44.8

16,435

-

-

44.9

13,293

-

11.7

36.4

9,617

-

9.1

26.3

5,116

-

34.3

14.0

8,432

-

36.4

23.0

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

18,409

98.9

14.4

50.4

18,049

-

-

49.3

糖尿病内分泌内科※1

6,178

-

20.7

16.9

4,721

-

22.2

12.9

腎臓内科

4,666

-

22.7

12.8

4,036

-

22.4

11.0

神経内科

5,553

-

26.8

15.2

5,438

-

25.5

14.9

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

16,397

88.1

23.1

44.9

14,195

-

-

38.8

11,694

80.1

13.0

32.0

12,996

82.2

20.1

35.5

精神科※2

7,886

48.0

24.6

21.6

8,694

63.1

23.5

23.8

皮膚科

4,721

99.5

14.5

12.9

4,747

95.9

14.2

13.0

14,139

-

23.9

38.7

13,773

-

22.5

37.6

2,599

-

8.5

7.1

2,723

-

8.4

7.4

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

小

計

その他
小

計

腫瘍内科
小児科

消化器外科
乳腺・一般外科
その他
外科

計

16,738

88.2

18.9

45.9

16,496

-

-

45.1

心臓血管外科

小

8,629

-

21.5

23.6

8,992

-

21.8

24.6

呼吸器外科

6,736

-

16.5

18.5

7,851

-

15.3

21.5

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

15,365

87.7

19.1

42.1

16,843

-

-

46.0

16,113

81.8

24.2

44.1

14,441

93.8

24.2

39.5

脳神経外科

6,987

76.6

20.5

19.1

7,288

89.0

21.0

19.9

耳鼻咽喉科

11,130

92.4

18.4

30.5

11,350

91.7

20.1

31.0

13,775

89.9

11.2

37.7

14,508

94.4

10.5

39.6

7,605

69.5

12.3

20.8

7,789

80.7

12.9

21.3

12,270

101.9

12.0

33.6

12,234

104.6

10.3

33.4

51

7.0

3.4

0.1

46

6.3

1.2

0.1

724

28.3

23.5

2.0

629

31.6

22.3

1.7

整形外科

母子診療科
女性診療科
泌尿器科
眼科
麻酔科
ペインクリニック科
放射線科

2,065

56.6

7.4

5.7

1,710

46.7

8.8

4.7

リハビリテーション科

歯科口腔外科

-

-

-

-

-

-

-

-

臨床遺伝相談科

-

-

-

-

-

-

-

-

総合診療部
救急部・集中治療部
合

計

日

数

0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

1,191

81.6

3.9

3.3

887

60.6

3.9

2.4

179,477

80.9

16.3

491.7

179,337

80.6

16.5

490.0

365

366
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H20
診療科

延患者数

病床
稼働率

H21
平均在院
日数

１日平均
患者数

病床
稼働率

平均在院
日数

１日平均
患者数

循環器内科

7,990

87.6

10.6

21.9

7,507

82.3

10.8

20.6

呼吸器内科

7,725

100.8

17.9

21.2

7,612

99.3

18.5

20.9

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他

15,715

-

-

43.1

15,119

-

-

41.4

11,479

98.3

10.0

31.4

11,211

96.0

10.6

30.7

5,772

113.0

38.6

15.8

5,792

113.3

35.8

15.9

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

17,251

-

-

47.3

17,003

-

-

46.6

糖尿病内分泌内科※1

3,760

65.8

20.1

10.3

3,927

71.6

13.7

10.8

腎臓内科

4,651

65.8

22.4

12.7

5,218

71.6

25.3

14.3

神経内科

5,316

145.6

28.2

14.6

4,355

119.3

20.5

11.9

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

13,727

-

-

37.6

13,500

-

-

37.0

-

-

-

11,647

77.8

20.0

31.9

10,367

73.6

15.2

28.4

精神科※2

8,670

55.2

20.2

23.8

11,203

70.8

23.8

30.7

皮膚科

4,924

96.4

14.6

13.5

5,076

99.3

14.5

13.9

12,802

94.8

20.9

35.1

12,016

89.0

21.7

32.9

2,854

78.2

8.2

7.8

4,021

110.2

10.4

11.0

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

小

計

その他
小

計

腫瘍内科
小児科

消化器外科
乳腺・一般外科
その他
外科

計

15,656

-

-

42.9

16,037

-

-

43.9

心臓血管外科

小

9,213

109.7

21.7

25.2

9,706

115.6

22.9

26.6

呼吸器外科

8,768

114.4

15.9

24.0

7,958

103.8

16.2

21.8

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

17,981

-

-

49.3

17,664

-

-

48.4

11,090

98.0

19.0

30.4

9,945

87.9

16.0

27.2

脳神経外科

7,568

103.7

21.8

20.7

8,660

118.6

21.8

23.7

耳鼻咽喉科

10,259

87.8

19.0

28.1

10,631

91.0

21.2

29.1

12,119

81.0

9.7

33.2

11,088

88.6

8.6

30.4

7,790

92.8

11.8

21.3

7,932

94.5

11.5

21.7

12,651

111.8

9.7

34.7

11,521

101.8

9.3

31.6

46

6.3

2.1

0.1

128

11.5

3.1

0.4

1,168

80.0

27.6

3.2

713

48.8

22.0

2.0

整形外科

母子診療科
女性診療科
泌尿器科
眼科
麻酔科
ペインクリニック科
放射線科
歯科口腔外科
リハビリテーション科
臨床遺伝相談科
総合診療部
救急部・集中治療部
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延患者数

合

計

日

数

2,015

55.2

12.6

5.5

2,372

65.0

13.8

6.5

10,566

62.9

37.7

28.9

13,819

82.3

38.5

37.9

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

1,215

55.5

4.1

3.3

2,519

115.0

5.6

6.9

182,058

82.0

16.1

498.8

185,297

83.5

15.8

507.7

365

365

0.0
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H22
診療科

延患者数

病床
稼働率

H23
平均在院
日数

１日平均
患者数

延患者数

病床
稼働率

平均在院
日数

１日平均
患者数

循環器内科

7,624

83.6

10.0

20.9

8,656

94.6

9.7

23.7

呼吸器内科

8,204

107.0

20.6

22.5

8,646

112.5

18.2

23.6

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他

15,828

-

-

43.4

17,302

-

-

47.3

13,874

113.5

11.2

38.0

13,747

110.5

10.5

37.6

5,702

100.8

31.4

15.6

8,106

138.4

38.5

22.1

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

19,576

-

-

53.6

21,853

-

-

59.7

糖尿病内分泌内科※1

4,723

74.1

14.5

12.9

4,347

68.3

13.2

11.9

腎臓内科

4,746

74.1

20.1

13.0

4,402

68.3

19.7

12.0

神経内科

4,402

120.6

23.1

12.1

6,400

174.9

23.9

17.5

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

13,871

-

-

38.0

15,149

-

-

41.4

小

計

その他
小

計

-

-

-

-

-

-

小児科

腫瘍内科

13,343

68.3

14.3

36.6

15,300

95.0

14.6

41.8

精神科※2

11,122

67.7

25.2

30.5

12,350

75.0

31.4

33.7

6,286

117.5

16.9

17.2

5,330

91.0

15.8

14.6

13,879

102.8

21.6

38.0

12,381

91.4

20.6

33.8

3,321

91.0

9.3

9.1

3,564

97.4

10.1

9.7

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

皮膚科
消化器外科
乳腺・一般外科
その他
外科

計

17,200

-

-

47.1

15,945

-

-

43.6

心臓血管外科

小

9,421

112.2

21.6

25.8

10,087

119.8

20.2

27.6

呼吸器外科

6,874

89.7

13.8

18.8

8,061

104.9

13.9

22.0

0

-

0.0

0.0

0

-

0.0

0.0

その他
小

計

16,295

-

-

44.6

18,148

-

-

49.6

10,189

90.0

16.6

27.9

10,586

93.3

15.5

28.9

脳神経外科

7,704

102.1

21.6

21.1

7,830

97.2

18.8

21.4

耳鼻咽喉科

10,832

92.7

23.4

29.7

9,693

82.8

19.9

26.5

15,439

94.0

10.6

42.3

16,795

102.0

11.9

45.9

8,623

102.7

11.0

23.6

8,437

100.2

10.0

23.1

11,409

94.0

9.8

31.3

9,889

79.5

7.2

27.0

91

5.0

2.6

0.2

108

29.5

4.2

0.3

706

48.4

21.2

1.9

876

59.8

25.2

2.4

整形外科

母子診療科
女性診療科
泌尿器科
眼科
麻酔科
ペインクリニック科
放射線科
歯科口腔外科
リハビリテーション科
臨床遺伝相談科
総合診療部
救急部・集中治療部
合

計

日

数

2,881

78.9

13.5

7.9

2,486

67.9

10.0

6.8

13,245

87.4

36.4

36.3

13,062

89.2

33.2

35.7

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

2,980

136.1

7.8

8.2

2,109

96.0

5.9

5.8

197,620

88.4

16.0

541.4

203,248

90.4

15.4

555.3

365

366
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H24
診療科

延患者数

平均在院
日数

１日平均
患者数

延患者数

病床
稼働率

平均在院
日数

１日平均
患者数

循環器内科

9,813

107.5

10.1

26.9

8,929

97.9

8.7

24.5

呼吸器内科

8,750

114.2

15.8

24.0

8,198

107.0

14.5

22.5

0

-

-

0.0

0

-

-

0.0

その他
小

計

消化器内科
血液内科
内科 その他

18,563

-

-

50.9

17,127

-

-

46.9

13,806

108.1

10.4

37.8

11,065

84.2

9.1

30.3

7,261

124.3

31.4

19.9

7,186

123.0

31.1

19.7

0

-

-

0.0

0

-

-

0.0

21,067

-

-

57.7

18,251

-

-

50.0

糖尿病内分泌内科※1

4,713

96.2

14.1

12.9

4,549

95.1

13.7

12.5

腎臓内科

4,315

96.2

14.0

11.8

4,344

95.1

13.8

11.9

神経内科

6,772

96.2

22.6

18.6

6,732

95.1

25.2

18.4

0

-

-

0.0

0

-

-

0.0

15,800

-

-

43.3

15,625

-

-

42.8

小

計

その他
小

計

腫瘍内科

-

-

-

-

-

-

-

-

小児科

16,276

101.3

11.1

44.6

16,869

105.0

13.0

46.2

精神科※2

13,684

83.3

35.4

37.5

12,645

77.0

31.4

34.6

5,904

101.1

15.9

16.2

5,355

91.7

15.5

14.7

12,151

90.0

17.7

33.3

11,615

86.0

17.3

31.8

4,445

121.8

9.9

12.2

4,175

114.4

8.9

11.4

0

-

-

0.0

0

-

-

0.0

皮膚科
消化器外科
乳腺・一般外科
その他
外科

計

16,596

-

-

45.5

15,790

-

-

43.3

心臓血管外科

小

10,605

121.1

18.9

29.1

9,234

101.2

19.0

25.3

7,119

92.9

15.1

19.5

6,219

81.1

14.5

17.0

0

-

-

0.0

0

-

-

0.0

呼吸器外科
その他
小

計

17,724

-

-

48.6

15,453

-

-

42.3

11,001

97.2

15.4

30.1

11,416

100.9

14.0

31.3

脳神経外科

8,553

106.5

17.8

23.4

7,529

93.8

17.6

20.6

耳鼻咽喉科

9,121

80.6

15.0

25.0

10,000

91.3

17.3

27.4

16,455

100.2

10.8

45.1

17,000

103.5

10.4

46.6

泌尿器科

7,726

92.0

8.3

21.2

8,501

101.3

8.2

23.3

眼科

8,664

69.8

5.9

23.7

9,092

73.3

5.7

24.9

33

9.0

2.3

0.1

30

8.2

2.8

0.1

1,128

77.3

26.5

3.1

698

47.8

14.2

1.9

整形外科

母子診療科
女性診療科

麻酔科
ペインクリニック科
放射線科
歯科口腔外科
リハビリテーション科
臨床遺伝相談科
総合診療部
救急部・集中治療部
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病床
稼働率

H25

合

計

日

数

2,560

70.1

9.2

7.0

2,285

62.6

9.5

6.3

13,223

90.6

32.6

36.2

11,059

89.1

30.5

30.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,589

72.6

4.4

4.4

2,012

91.9

6.4

5.5

205,667

91.8

14.1

563.5

196,737

87.8

13.4

539.0

365

365
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３．臨床検査件数
区分

一般検査

血液学的
検査

微生物学的
検査

血清学的
検査

臨床化学
検査

病理学的
検査

生理機能

（単位：件）

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

入院

20,635

15,409

14,630

12,599

12,437

13,328

9,505

10,740

14,897

16,058

外来

50,649

53,075

54,159

55,358

56,148

58,054

55,159

54,536

61,553

66,306

計

71,284

68,484

68,789

67,957

68,585

71,382

64,664

65,276

76,450

82,364

入院

141,707

143,385

147,345

161,832

173,479

185,493

214,935

236,122

205,012

186,341

外来

146,603

156,212

174,223

190,785

204,779

216,273

226,791

239,321

202,229

212,201

計

288,310

299,597

321,568

352,617

378,258

401,766

441,726

475,443

407,241

398,542

入院

17,652

17,161

16,950

17,884

15,854

16,634

18,294

19,253

21,121

21,371

外来

11,628

11,232

11,671

11,917

11,401

11,658

11,593

13,351

13,797

15,439

計

29,280

28,393

28,621

29,801

27,255

28,292

29,887

32,604

34,918

36,810

入院

70,974

71,628

68,769

69,776

69,948

73,186

78,899

86,150

89,978

83,911

外来

82,933

91,690

99,007

108,518

116,345

123,395

127,647

131,372

135,717

148,544

計

153,907

163,318

167,776

178,294

186,293

196,581

206,546

217,522

225,695

232,455

入院

799,882

828,933

839,477

868,298

931,224

975,997

1,025,158

1,077,857

1,144,712

1,037,230

外来

812,633

894,605

1,006,439

1,095,292

1,192,985

1,268,877

1,308,113

1,345,670

1,442,188

1,511,000

1,612,515

1,723,538

1,845,916

1,963,590

2,124,209

2,244,874

2,333,271

2,423,527

2,586,900

2,548,230

入院

8,292

8,789

8,714

9,301

9,187

9,686

6,886

6,546

6,473

6,463

外来

14,201

15,873

16,778

17,510

17,482

16,528

16,575

16,071

14,832

14,789

計

22,493

24,662

25,492

26,811

26,669

26,214

23,461

22,617

21,305

21,252

入院

78,344

96,416

84,426

93,605

93,339

95,886

103,996

118,971

119,872

118,244

計

外来

83,036

88,988

94,663

99,441

98,459

101,410

108,811

114,537

120,957

128,857

計

161,380

185,404

179,089

193,046

191,798

197,296

212,807

233,508

240,829

247,101

入院

1,959

4,200

4,123

4,685

5,726

7,116

6,731

6,968

8,032

3,830

外来

3,395

4,090

4,220

4,239

4,177

3,968

3,986

4,021

4,587

2,265

計

5,354

8,290

8,343

8,924

9,903

11,084

10,717

10,989

12,619

6,095

入院

1,787

1,781

2,051

1,898

1,614

1,646

2,218

2,161

2,051

1,906

外来

5,372

6,291

7,156

7,080

6,994

7,054

8,534

7,286

7,888

7,883

計

7,159

8,072

9,207

8,978

8,608

8,700

10,752

9,447

9,939

9,789

入院

50

36

22

3

6

5

0

0

0

0

外来

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

計

50

37

22

3

7

5

0

0

0

0

入院

127

77

75

109

87

90

184

186

225

229

アイソトープ 外来

421

395

491

451

501

421

700

910

1,057

1,209

548

472

566

560

588

511

884

1,096

1,282

1,438

入院

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

外来

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

入院

63,234

67,648

50,845

53,387

66,480

66,695

66,307

59,664

59,997

57,763

外来

66,456

72,948

79,397

89,789

93,777

98,997

110,454

105,569

111,009

123,418

計

129,690

140,596

130,242

143,176

160,257

165,692

176,761

165,233

171,006

181,181

入院

1,204,643

1,255,463

1,237,427

1,293,377

1,379,381

1,445,762

1,533,113

1,624,618

1,672,370

1,533,346

外来

1,277,327

1,395,400

1,548,204

1,680,380

1,803,049

1,906,635

1,978,363

2,032,644

2,115,814

2,231,911

計

2,481,970

2,650,863

2,785,631

2,973,757

3,182,430

3,352,397

3,511,476

3,657,262

3,788,184

3,765,257

検査

採血・採液
検査

内視鏡検査

生物学的
反応検査

ラジオ
検査

分類コードに
未収載のもの

その他各科
特有のもの

合計

計
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４．Ｘ線撮影及び透視件数
区分
入院
患者数

Ｘ線撮影件数

Ｘ線透視件数

（単位：件）

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

46,357

47,445

37,337

37,377

40,266

42,476

44,504

46,793

47,183

44,557

外来

48,957

55,367

43,243

44,546

45,247

46,958

47,172

48,376

51,333

54,272

計

95,314

102,812

80,580

81,923

85,513

89,434

91,676

95,169

98,516

98,829

入院

47,054

48,170

38,210

38,260

40,888

43,005

44,889

46,514

47,398

44,596

外来

49,049

55,564

43,547

44,796

45,532

47,105

47,234

48,189

51,350

54,034

計

98,630

96,103

103,734

81,757

83,056

86,420

90,110

92,123

94,703

98,748

入院

381

423

433

435

382

405

366

418

478

372

外来

259

211

264

254

232

209

194

203

241

249

計

640

634

697

689

614

614

560

621

719

621

５．手術件数

（単位：件）

区分

H16

内科

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

11

11

17

10

10

10

26

19

43

腫瘍内科

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

精神科

0

0

0

0

487

546

463

398

521

463

小児科
外科

0

0

0

0

5

2

6

8

7

6

1,163

1,221

1,207

1,253

1,323

1,285

1,248

1,385

1,460

1,495

整形外科

592

601

593

538

546

564

577

655

659

723

脳神経外科

194

181

142

159

188

208

222

246

253

243

皮膚科

253

272

267

282

328

304

306

308

298

325

泌尿器科

309

326

335

348

370

400

417

468

489

526

344

350

380

446

446

491

530

573

628

686

眼科

904

1,107

1,251

1,372

1,516

1,995

2,621

2,448

2,623

2,975

耳鼻咽喉科

410

388

408

404

362

392

339

352

407

427

168

182

266

589

68

7

0

19

5

14

母子診療科
女性診療科

麻酔科
ペインクリニック科
放射線科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

158

139

127

109

120

139

174

163

154

4,520

4,797

5,005

5,528

5,758

6,324

6,894

7,053

7,556

8,069

103

79

83

108

77

377

749

1,671

1,369

歯科口腔外科
合計
0～999点
1,000～2,999点
3,000点以上

513

575

683

875

799

837

1,015

327

408

3,904

4,143

4,239

4,545

4,882

5,110

5,130

5,055

5,779

６．分娩件数

（単位：件）
H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

正常分娩

112

161

134

158

157

174

212

244

186

193

異常分娩

130

118

156

185

147

160

206

233

273

310

合計

242

279

290

343

304

334

418

477

459

503

７．ICU患者数
患者数

（単位：人）
H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

1,972

2,193

2,254

2,305

2,268

2,355

2,275

3,165

3,811

2,691

８．調剤薬処方枚数

院内処方

（単位：枚）

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

入院

175,304

101,387

95,358

95,044

96,834

101,118

110,635

120,903

109,684

107,986

外来

36,788

40,453

40,573

31,955

30,731

29,941

30,792

30,807

29,308

28,800

計
院外処方

224

32

212,092

141,840

135,931

126,999

127,565

131,059

141,427

151,710

138,992

136,786

117,917

121,204

121,680

137,046

138,849

137,605

137,934

139,445

145,830

152,072
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９．Ｘ線撮影及び透視回数
大分類

中分類
呼吸器・循環器

一般撮影
（単純）

11,864

11,714

11,968

13,084

外来

25,052

12,234

13,840

計
26,074

6,797

4,369

2,758

7,127

3,839

2,820

6,659

2,819

12,375

15,194

5,163

13,131

18,294

軟部

47

713

760

35

800

835

347

1,135

1,482

歯部

320

1,822

2,142

329

2,225

2,554

578

1,708

2,286

ポータブル撮影

7,936

162

8,098

8,606

143

8,749

7,185

1,466

8,651

手術室撮影

1,489

38

1,527

1,444

127

1,571

1,400

392

1,792

6

11

17

0

0

0

0

0

0

その他

75

557

632

46

674

720

2

234

236

単純造影撮影

124

36

90

126

26

45

71

59

65

呼吸器

2

0

2

0

0

0

9

0

9

消化器

655

323

978

569

238

807

514

331

845

泌尿器

298

583

881

238

649

887

280

443

723

瘻孔造影

123

32

155

68

10

78

74

35

109

肝臓・胆嚢・膵臓造影

241

9

250

124

17

141

189

38

227

婦人科骨盤控臓器造影

0

47

47

0

78

78

15

59

74

40

212

252

8

393

401

126

535

661

112

3

115

99

1

100

77

1

78

23

1

24

35

0

35

21

1

22

心臓カテーテル法（検査）

388

15

403

346

51

397

236

116

352

心臓カテーテル法（IVR）

420

22

442

335

109

444

354

105

459

胸・腹部血管造影（検査）

92

14

106

78

38

116

77

29

106

胸・腹部血管造影（IVR）

201

12

213

85

101

186

91

133

224

四肢血管造影（検査）

18

1

19

19

6

25

19

3

22

四肢血管造影（IVR）

4

1

5

9

3

12

3

1

4

単純CT検査

3,855

4,478

8,333

2,504

7,317

9,821

3,753

5,815

9,568

造影CT検査

2,156

2,590

4,746

1,316

3,617

4,933

2,445

3,563

6,008

35

4

39

53

3

56

46

0

46

単純MRI検査

1,502

2,676

4,178

1,347

2,676

4,023

1,208

3,881

5,089

造影MRI検査

749

1,102

1,851

686

1,404

2,090

0

24

62

86

その他

806

1,102

1,908

その他

51

18

69

SPECT

455

243

698

372

368

740

341

441

782

全身シンチグラム

459

683

1,142

352

636

988

299

703

1,002

84

94

178

50

95

145

30

85

115

5

37

42

6

32

38

13

23

36

96

45

141

63

47

110

53

33

86

0

0

0
0

院内in-vitro検査

核医学検査
（in vitro） 外注in-vitro検査

0

0

すべて外注化

0
0

0

0

すべて外注化

0
0

すべて外注化

3,469

8,337

11,806

3,877

9,316

13,193

2,992

9,731

骨塩定量

113

370

483

62

363

425

127

311

438

超音波検査

939

1,128

2,067

726

1,058

1,784

541

890

1,431

その他

12,723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,852

2,654

8,506

4,988

3,690

8,678

5,494

3,862

9,356

術中照射

1

3

4

0

0

0

0

0

0

直線加速器定位放射線治療

6

0

6

5

0

5

15

0

15

全身照射

8

0

8

7

0

7

2

0

2

放射線粒子照射

0

0

0

19

0

19

24

2

26

密封小線源

1

6

7

0

13

13

0

0

0

6

7

13

14

12

26

7

33

40

高エネルギー放射線照射

外部照射

内部照射
治療計画

23,578

入院

13,739

その他

放射線治療

計

2,275

ポジトロン断層撮影（PET）

超音波検査
その他

外来

10,911

部分（静態）シンチグラム
核医学検査
甲状腺シンチグラム
（in vivo）
部分（動態）シンチグラム

骨塩定量

H18

入院

2,828

頭・頚部血管（IVR）

MRI検査

計

4,522

頭・頚部血管造影（検査）

Ｘ線
CT検査

H17

外来

骨部

その他

血管造影
検査

H16
入院

消化器

特殊撮影

一般撮影
（造影）

（単位：回）

温熱治療

0

0

0

0

0

0

0

0

0

治療計画

394

144

538

293

194

487

367

192

559

52,033

54,187

106,220

48,458

64,464

112,922

51,359

67,652

119,011

合

計
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（単位：回）
大分類

中分類

H20
計

外来

入院

外来

入院

外来

12,095

14,476

26,571

13,126

14,778

27,904

14,055

15,132

29,187

消化器

3,676

2,555

6,231

4,679

2,728

7,407

4,941

2,715

7,656

骨部

3,628

14,880

18,508

3,925

14,585

18,510

3,890

14,347

18,237

軟部

55

1,707

1,762

70

1,755

1,825

70

1,779

1,849

歯部

291

1,754

2,045

343

1,591

1,934

383

1,385

1,768

ポータブル撮影

9,238

182

9,420

9,440

145

9,585

10,300

325

10,625

手術室撮影

計

計

1,937

248

2,185

1,979

78

2,057

2,147

29

2,176

特殊撮影

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

88

156

68

97

165

95

57

152

呼吸器

6

3

9

1

6

7

5

1

6

消化器

542

272

814

501

254

755

556

218

774

泌尿器

285

556

841

301

496

797

223

425

648

瘻孔造影

102

5

107

74

19

93

103

17

120

肝臓・胆嚢・膵臓造影

291

24

315

376

20

396

364

16

380

婦人科骨盤控臓器造影

0

78

78

0

102

102

0

80

80

その他

29

876

905

37

1,005

1,042

37

1,178

1,215

頭・頚部血管造影（検査）

84

0

84

106

106

152

0

152

頭・頚部血管（IVR）

34

0

34

27

27

47

0

47

心臓カテーテル法（検査）

265

38

303

242

242

235

0

235

心臓カテーテル法（IVR）

346

27

373

402

402

401

0

401

胸・腹部血管造影（検査）

93

3

96

71

71

103

0

103

胸・腹部血管造影（IVR）

128

16

144

217

217

201

0

201

四肢血管造影（検査）

27

1

28

22

22

32

0

32

四肢血管造影（IVR）

5

0

5

13

13

13

0

13

Ｘ線
CT検査

単純CT検査

3,548

6,636

10,184

3,844

7,070

10,914

3,781

7,730

11,511

造影CT検査

2,232

4,164

6,396

2,370

4,684

7,054

2,376

4,981

7,357

34

18

52

2

1

3

0

0

0

単純MRI検査

930

4,136

5,066

719

3,747

4,466

1,127

4,387

5,514

MRI検査

造影MRI検査

772

1,524

2,296

796

1,397

2,193

833

1,776

2,609

その他

12

17

29

9

18

27

6

8

14

SPECT

331

416

747

338

418

756

254

365

619

全身シンチグラム

264

741

1,005

292

647

939

310

688

998

36

67

103

21

72

93

16

73

89

2

18

20

3

22

25

2

19

21

60

49

109

49

46

95

23

40

63

0

0

0

0

0

0

単純造影撮影

一般撮影
（造影）

血管造影
検査

その他

部分（静態）シンチグラム

核医学検査
甲状腺シンチグラム
（in vivo）
部分（動態）シンチグラム
ポジトロン断層撮影（PET）
その他
核医学検査 院内in-vitro検査
（in vitro） 外注in-vitro検査
骨塩定量
超音波検査
その他

骨塩定量
超音波検査

直線加速器定位放射線治療
全身照射
放射線粒子照射
密封小線源

外部照射

内部照射
治療計画

0

すべて外注化

0
0

すべて外注化
0

0
0

すべて外注化
0

0

0

0

92

361

453

76

386

462

86

341

427

451

922

1,373

479

1,065

1,544

433

994

1,427

0

術中照射

放射線治療

0

その他
高エネルギー放射線照射

5,444

3,750

0

0

9,194

6,123

4,135

10,258

5,283

3,266

8,549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

23

4

2

6

4

0

4

6

0

6

8

0

8

4

0

4

25

0

25

28

0

28

39

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

20

46

2

37

39

7

30

37

温熱治療

0

0

0

0

0

0

0

治療計画

346

201

547

381

227

608

368

186

554

47,859

60,829

108,688

51,564

61,633

113,197

53,305

62,588

115,893

合

226

H21

入院

呼吸器・循環器

一般撮影
（単純）

H19

計

資 料 編



（単位：回）
大分類

中分類

外来

入院

外来

入院

外来

23,843

38,977

21,345

24,139

45,484

20,538

26,373

46,911

消化器

5,818

4,604

10,422

8,259

3,816

12,075

7,142

3,834

10,976

骨部

4,758

20,888

25,646

6,366

24,408

30,774

6,464

25,846

32,310

軟部

66

3,115

3,181

132

3,400

3,532

150

3,744

3,894

歯部

383

1,734

2,117

477

1,803

2,280

490

1,790

2,280

ポータブル撮影

9,360

2,003

11,363

12,057

250

12,307

14,239

218

14,457

手術室撮影

MRI検査

459

2,595

3,083

46

3,129

3,148

40

3,188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

50

102

103

35

138

173

34

207

呼吸器

2

1

3

4

1

5

0

0

0

消化器

454

317

771

598

210

808

583

256

839

泌尿器

186

445

631

316

549

865

212

449

661

68

42

110

40

3

43

82

5

87

252

84

336

342

25

367

437

25

462

瘻孔造影

2

117

119

0

79

79

0

78

78

その他

47

1,277

1,324

29

1,083

1,112

19

1,031

1,050

頭・頚部血管造影（検査）

84

41

125

114

1

115

126

0

126

頭・頚部血管（IVR）

44

5

49

69

2

71

62

2

64

心臓カテーテル法（検査）

261

87

348

399

10

409

402

15

417

心臓カテーテル法（IVR）

269

153

422

473

36

509

462

49

511

胸・腹部血管造影（検査）

29

9

38

36

2

38

118

6

124

胸・腹部血管造影（IVR）

162

79

241

210

3

213

167

5

172

四肢血管造影（検査）

4

1

5

3

0

3

3

0

3

四肢血管造影（IVR）

15

6

21

44

1

45

57

1

58

単純CT検査

3,615

9,304

12,919

4,218

9,227

13,445

4,497

10,140

14,637

造影CT検査

2,298

5,657

7,955

2,723

5,339

8,062

2,709

5,322

8,031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

単純MRI検査

1,101

4,599

5,700

1,488

4,526

6,014

1,414

4,803

6,217

造影MRI検査

716

2,018

2,734

916

1,853

2,769

851

1,923

2,774

9

8

17

10

9

19

14

8

22

SPECT

179

329

508

304

263

567

230

253

483

全身シンチグラム

214

715

929

266

731

997

204

760

964

18

69

87

31

35

66

28

39

67

3

19

22

3

11

14

2

7

9

26

45

71

41

52

93

37

45

82

3

4

4

1

0

3

その他

その他

部分（静態）シンチグラム

核医学検査
甲状腺シンチグラム
（in vivo）
部分（動態）シンチグラム
ポジトロン断層撮影（PET）
その他
核医学検査 院内in-vitro検査
（in vitro） 外注in-vitro検査
骨塩定量
超音波検査
その他

0
すべて外注化

0
5

すべて外注化
0

0
3

すべて外注化
0

0

233

652

885

235

753

988

290

788

1,078

超音波検査

338

1,066

1,404

448

829

1,277

500

612

1,112

4,409

5,295

9,704

その他

0

術中照射
直線加速器定位放射線治療
全身照射
放射線粒子照射
密封小線源

5,080

2,994

合

計

5,737

4,516

10,253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

67

2

69

34

1

35

8

0

8

24

0

24

7

0

7

63

0

63

73

0

73

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

11

15

26

9

18

27

15

21

36

0

0

0

0

0

0

0

277

172

449

271

231

502

216

232

448

53,807

87,026

140,833

71,367

88,298

159,665

70,631

94,053

164,684

温熱治療
治療計画

8,074

0

29

外部照射

内部照射
治療計画

7

骨塩定量

高エネルギー放射線照射

放射線治療

計

2,136

婦人科骨盤控臓器造影

Ｘ線
CT検査

計

特殊撮影

肝臓・胆嚢・膵臓造影

血管造影
検査

計

H24

15,134

単純造影撮影

一般撮影
（造影）

H23

入院

呼吸器・循環器

一般撮影
（単純）

H22

227

資 料 編



（単位：回）
大分類

中分類

入院

外来

18,324

26,686

45,010

消化器

6,353

3,716

10,069

骨部

6,596

27,773

34,369

軟部

105

3,529

3,634

歯部

569

1,738

2,307

12,669

240

12,909

4,055

82

4,137

23

47

70

0

0

0

198

36

234

呼吸器

4

0

4

消化器

438

262

700

泌尿器

228

433

661

53

11

64

肝臓・胆嚢・膵臓造影

409

33

442

婦人科骨盤控臓器造影

0

67

67

その他

7

880

887

104

1

105

47

1

48

呼吸器・循環器

一般撮影
（単純）

ポータブル撮影
手術室撮影
特殊撮影
その他
単純造影撮影

一般撮影
（造影）

瘻孔造影

頭・頚部血管造影（検査）
頭・頚部血管（IVR）
血管造影
検査

Ｘ線
CT検査

MRI検査

403

8

411

心臓カテーテル法（IVR）

551

42

593

胸・腹部血管造影（検査）

182

3

185

胸・腹部血管造影（IVR）

103

2

105

四肢血管造影（検査）

2

1

3

四肢血管造影（IVR）

59

3

62

単純CT検査

4,327

10,740

15,067

造影CT検査

2,221

5,281

7,502

0

0

0

単純MRI検査

1,237

5,026

6,263

造影MRI検査

721

1,792

2,513

9

17

26

SPECT

195

269

464

全身シンチグラム

126

649

775

25

37

62

3

10

13

28

75

103

18

65

83

1

3

4

その他

部分（静態）シンチグラム

核医学検査
甲状腺シンチグラム
（in vivo）
部分（動態）シンチグラム
ポジトロン断層撮影（PET）
その他
核医学検査 院内in-vitro検査
（in vitro） 外注in-vitro検査
超音波検査
その他

1,037

1,333

超音波検査

422

701

1,123

4,614

4,868

9,482

その他

0

直線加速器定位放射線治療
全身照射
放射線粒子照射
密封小線源

外部照射

内部照射

0

0

0

83

0

83

12

0

12

103

3

106

0

0

0

21

46

67

温熱治療

0

0

0

治療計画

201

230

431

66,145

96,443

162,588

合

228

0
296

術中照射

治療計画

すべて外注化

骨塩定量

高エネルギー放射線照射

放射線治療

計

心臓カテーテル法（検査）

その他

骨塩定量

H25

計

第一期中期目標・中期計画一覧表

資 料 編

229

資 料 編

230

資 料 編

231

資 料 編

232

資 料 編

233

資 料 編

234

資 料 編

235

資 料 編

236

資 料 編

237

資 料 編

238

資 料 編

239

資 料 編

240

資 料 編

241

資 料 編

242

資 料 編

243

資 料 編

244

資 料 編

245

資 料 編

246

資 料 編

247

資 料 編

248

資 料 編

249

資 料 編

250

資 料 編

251

あとがき
平成26年10月1日、開学40周年を迎えるにあたり記念事業の一環として記念
誌を発行することになった。
滋賀医科大学および附属病院は前回の開学30年の節目からさらにめざましく
発展を遂げてきた。この10年間の大きな動きとして、国立大学の法人化、医学
部附属病院の再開発、新臨床研修制度発足と地域医療再生計画があげられる。
この他にも、医療人育成教育研究センター、実験実習支援センター、バイオメ
ディカル・イノベーションセンター、医師臨床教育センター、看護臨床教育セ
ンター、神経難病研究推進機構、男女共同参画推進室、臨床研究開発センター、
アジア疫学研究センターの設置、医学部附属病院の組織再編・新たな診療科の
設置など多くの新しい動きがあった。また東日本大震災に際して、DMATチー
ムをはじめ医療支援のために人員を派遣し貢献できたことは忘れ難いことであ
る。今回は、この10年間の大学および附属病院の歩みを中心に記録を集め、各
講座、診療科、センター、部署については過去20年間の活動記録を簡潔に記載
した。また内外からのメッセージとして多くの特別寄稿を頂いた。
本記念誌は、この間の動きを記録として残すため、できるだけ多くの方々に
ご寄稿いただくとともに、記録写真をお寄せいただいた。末筆ながら、時間が
限られている中、原稿の執筆、記録写真の提供にご尽力いただいた関係者の方々
にこの場を借りて深謝したい。また編集事務を担当された図書課の村上課長始
め全館員が一体となって原稿整理・校正を行い大きな力となったことに謝意を
表したい。
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